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　１月７日に、大子町文化福祉会館「まいん」で平成３０年大子町成人のつどいが開催され、新成人
該当者１４５人（男７３人、女７２人）のうち、１１９人（男５７人、女６２人）が出席しました。

平成30年大子町成人のつどい

恩師への花束贈呈

黒沢中学校区

生瀬中学校区

大子中学校区（２組）

南中学校区

大子中学校区（１組）

大子西中学校区
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大子町水道水源保護条例を制定しました

協議対象施設 その他の施設

設置承認施設 規制施設

届出・協議が必要　指導・助言の対象 届出の必要なし
届出の必要なし

規制施設以外の施設
設置できない施設
（規制の対象）

水道水源保護区域
保護区域外

●住民説明会の開催、協定の締結
　事業者に対し、町は必要に応じて関係する住民への説明会の開催や協定の締結を要請することになります。

立ち入り調査、指導・勧告、罰則に関する規定

　この条例の中では、条例の効力を確実なものとするため、次のような場合における町からの立ち入り
調査、指導・勧告や罰則に関する規定が盛り込まれています。
●立ち入り調査 ･･･ 水源や排出水の調査など報告及び調査が必要な場合
●指導・勧告 ･･･ 届出がない場合や、協議の結果必要な措置を講じない場合
●中止命令 ･･･ 承認を受けずに協議対象施設を設置したり、事業内容を変更した場合
●氏名の公表 ･･･ 勧告や中止命令に従わない場合、該当者に対して理由を通知した上で氏名を公表することができる。
●罰則 ･･･ 中止命令に違反した場合、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金を科すことができる。

　今後、この条例を適切に運用し水道水源の汚濁などを防止し、安全安心な水道事業を継続するため、
町民の皆さんのご協力とご理解をお願いします。

　平成２９年１２月議会で可決され、一部が施行となった「大子町水道水源保護条例」について、先月
号に引き続き詳細をご紹介します。

条例制定の目的

　この条例は、町の水道に係る水質の汚濁や水質枯渇を防止し、自然豊かな水環境の保全と安全で良質
な水を確保して町民の皆さんの生命及び健康な生活を守るとともに、良好な水環境を将来の世代に引き
継ぐことを目的としています。

条例で定められていること

　この条例では、主に次の内容について定められています。
●水源保護区域の指定
　町の豊かな水源を保護するために、町長は、必要がある場合に水源保護区域を指定することができます。水
源保護区域については、今後町民代表、議会代表、有識者等による大子町水道水源保護審議委員会を立ち上げ、
指定区域の検討を行う予定です。

●水源保護区域における特定の施設（協議対象施設）に対する措置、規制
　法律や条例等（※）で規制の対象となる有害物質や、ガソリン・重油等の危険物を有する施設、一般・産業廃
棄物処理施設などを協議が必要な施設（協議対象施設）と定め、水道水源保護区域内にこれらの施設を設置し
ようとする場合、町への届出や協議が必要となります。
　また、協議対象施設のうち、水道の水質を汚染するおそれのある施設、水源の水量に影響を及ぼすおそれの
ある施設、取水を目的とし、かつ、水源の枯渇を招くおそれのある施設（規制施設）については、水道水源保
護区域内に設置することはできません。
※水道法、水質汚濁防止法、消防法、大子町火災予防条例、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、砂利採取法、採石法など

■問合せ　水道課　施設担当　☎72-2221
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新庁舎の建設について
検討委員会から答申されました

　大子町新庁舎建設検討委員会における協議結果をまとめた答申書が、１月１０日の会議終了後、和
田委員長から綿引町長に提出されました。概要は次のとおりです。

１　新庁舎の建設について
　現庁舎は、築後５６年が経過し、建物本体や設備等の
老朽化、また、耐震性の問題など様々な要因により、安
全性が確保できない状況となっています。
　本委員会では、新庁舎建設に関することについて、平
成２９年６月以降、計６回の協議を重ねてきました。そ
の上で、庁舎の現状や社会経済情勢等を踏まえた結果、
早期に建て替えが必要であるとの結論に至りました。

２「大子町新庁舎建設基本構想・基本計画案」について
　(1) 新庁舎の建設位置

　来庁者の利便性や安全性、実現性等
に配慮し３つの候補地を選定しました。

　　　ア　本庁舎西側町有地
　　　イ　中央公民館グラウンド
　　　ウ　常陸大子駅周辺空地

※ウは現在民有地であり、土地の取
得が完了することを条件に選定し
ました。なお、建設位置については、
検討委員会の意見を踏まえ、今後、
議会へ説明の上決定していきます。

　(2) 新庁舎の建設規模
　窓口サービスの充実やバリアフリー
の導入等、利用者の利便性等に考慮し、
概ね 4,200 から 4,500㎡が必要である
と判断しました。

　(3) 新庁舎の建設スケジュール
　国の支援を受けるには、平成３３年
３月３１日までに新庁舎を建設する必要があることから、遅滞なく事業を進められたい。

　　　※国からの支援は、平成２９年度から３２年度までに建設する場合に限られます。

※詳しい内容は、町ホームページをご覧ください。

【ご意見・お問い合わせ】
　新庁舎建設に関するご意見、お問い合わせにつきましては、総務課総務担当までお寄せください。
（様式自由）
　いただいたご意見については、今後の参考とさせていただきます。

■問合せ　総務課　総務担当　☎72-1114
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　平成２９年３月以降、現場での建設工事を中断していましたが、海外で製作中のプラント機
器について入荷の目処がたったことから、現場の工事が再開されています。
　工事が遅延した理由は、導入するプラント機器がヨーロッ
パ（ＥＵ）の規格に準拠しており、これを日本の法規・規
格にあわせるために、大幅な設計変更が発生したことによ
ります。
　今後、プラント機器の工事が行われ、本年７月末には試
運転を開始し、９月末に竣工、商業運転開始の見込みです。

■問合せ　まちづくり課　まちづくり担当　☎72-1131

(1) 環境保全協定の締結（平成２９年１２月１５日）
　木質バイオマス発電所の稼働に伴い公害が生じることを未然に防止するとともに、周辺地域
の生活環境を保全することを目的として、「大子町」、「株式会社クリハラント（発電事業者）」、

「一般社団法人だいご再生可能エネルギー協議会（搬出事業者）」の３者で環境保全協定を締結
しました。協定の主な内容は次のとおりです。
ア　環境影響の自主測定

　事業者において、大気汚染・水質汚濁・騒音・振動及び放射性物質の項目について自主測
定を行い、結果を町に報告する。

イ　地元対応
　　地元区長から現場見学会の開催等の要請があった場合は、誠意をもって対応する。

(2) 進捗状況
　発電所の建設工事は完了し、平成３０年１月か
ら３月まで試運転が行われ、３月下旬から４月頃
に竣工・商業運転が開始される予定です。

(3) 試運転中の確認事項
　大子町としては試運転の現場に立ち会うととも
に、環境保全協定に基づく自主測定結果の報告内
容を確認します。また、発電所周辺４か所で空間
線量を測定します。

１　奥久慈創造の森（北田気・久野瀬・池田）の
木質バイオマス発電事業（株式会社クリハラント）

２　矢田・冥賀地内の木質バイオマス発電事業
（株式会社エジソンパワー）の進捗状況
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　町では、今後誘客が期待できる「いきいき茨城ゆめ国体」や「東京オリンピック・
パラリンピック」等のビッグイベントを見据え、平成３０年度から平成３４年度
まで５年間の観光施策の指針となる「大子町観光振興基本計画」を策定します。
　１２月６日（水）には、秀明大
学観光ビジネス学部の市川友英教
授を委員長とし、町内の観光関連
団体が委員として参加した第１回
策定委員会が開催され、大子町の
観光の課題や将来の観光ビジョン
について活発な意見交換が行わ
れました。３月末までに、複数回
の策定委員会及び勉強会を開催
し、出された意見を反映させな
がら、計画を策定していきます。

大子町観光振興基本計画を策定します

　法務省・全国人権擁護委員連合会が主催する第３７回全国中学生人権作文コンテストに
おいて、生瀬中学校が人権意識の高揚に尽力したことが評価され、水戸地方法務局常陸太
田支局の吉田信雄支局長から岡﨑宏一校長へ感謝状が手渡されました。
　岡﨑校長は「感謝状をいただけたのは大変喜ばしいことです。生徒たちにとって今後の
励みになります」と話しました。

全国中学生人権作文コンテスト
生瀬中学校に感謝状

■問合せ　総務課　秘書職員担当　☎72-1113

■問合せ　観光商工課　観光商工担当　☎72-1138
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町道アップルラインに関する要望書が提出されました

血圧計が寄贈されました

茨城国体の開催に向けて

平成２９年秋の叙勲を受章しました

　１２月１日に、役場町長室において、関係地区の町議会議
員及び区長から町道アップルラインに関する要望書が提出さ
れました。
　要望の中で、栃原区長の小松さんは「町道アップルライン
は、多くの方に利用されている道路だが、近町側から大子町
内に右折する場合、非常に見通しが悪く事故が発生している。
高齢ドライバーも多いため対応をお願いしたい」と述べまし
た。

　１２月２０日に、水戸ヤクルト販売株式会社から福祉ヤク
ルト運動の一環として、血圧計４台が寄贈されました。
　赤木一成副社長は、寄贈者を代表して「町長の施策の一つ
として挙げられている健康寿命を延ばすために、ぜひ活用し
ていただきたい」と述べました。
　寄贈された血圧計は健康教室等で使用されています。

　大子清流高校の生徒が、平成３１年に開催される茨城
国体までのカウントダウンボードを製作し、１２月２１
日に役場庁議室において町への寄贈式を行いました。
　このカウントダウンボードは、国体を盛り上げていく
ために何かできることはないかと、森林科学科及び農林
科学科の生徒が時間外実習で製作したものです。木製で
温かみのあるボードは、国体までの期間中役場のロビー
に設置していますのでぜひご覧ください。

　藤田文男さん（上岡）が、平成２９年秋の叙勲を受章し、１２月２２
日に役場庁議室において町長への報告を行いました。
　藤田さんは、昭和３５年の国勢調査から調査員として国勢調査に１１
回、その他の統計調査に２９回従事し、長きにわたり統計調査事務の発
展に尽力した功績が讃えられ、今回の受章となりました。報告の中で藤
田さんは、１１月１５日に行われた伝達式の様子や、統計調査に携わっ
てきた中で苦労したことなどを述べました。

ニ ュ ー ス だ い ご
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地域おこし協力隊活動報告 vol.45

【現在のアートプロジェクト「Street BUG」】
　地域おこし協力隊になって 5 か月目の菊池彩稀です。協力隊になってからずっと上原耕生（こうお）
さんによるアートプロジェクト、Street BUG（ストリートバグ）のサポートをし、外壁を使ったアー
トとして、表面をわざと錆びさせる作品を作っています。
　ずっと旧上岡小学校の講堂を制作スタジオとして使わせていただき、11 月には、大子中学校文芸部
のみなさんや一般の方々とともに作品を創り上げるワークショップと、制作過程を公開するオープン
スタジオを行いました。興味を持ってくださる方が多く、とても嬉しいです。
　12 月からは制作スタジオを旧初原小学校に移動して制作を進めています。今年の 2 月頃には、作品
たちが商店街の壁に飾られる予定です。街中でみなさんの目に触れるときが今から待ち遠しいです。

隊員氏名

隊員氏名

菊池　彩稀（きくち　さき）

坂尾　礼太（さかお　れいた）

地域おこし協力隊 facebook ページ　https://www.facebook.com/daigo.chiikiokoshi

【コンシェルジュ大子としての活動】
　みなさんこんにちは！大子ロケッツ（仮）の坂尾礼太です。昨年は大子ロケッツ（仮）として大子
町内に限らず町外でのイベントにも楽器のおにいさんとして多く出演し、大子町のＰＲをさせていた
だきました。
　昨年の夏と秋にはコンシェルジュ大子として大子町に訪れた知人たちを案内する活動も始めました。

少しずつですが実際に訪れた方を案内するこ
とで、自分の課題や今まで得てきた知識が活
きた部分を精査することができ、来年の活動
の参考にすることができました。
　今年は昨年よりもコンシェルジュ大子とし
ての活動がより活発になる年にできるよう、
様々なことを試行錯誤しつつ、大子町に訪れ
た方がまた来たくなるような観光案内ができ
るようになればと思います。（写真はコンシェ
ルジュ大子の活動として男体山に登ったとき
の写真です。）

■問合せ　まちづくり課　まちづくり担当　☎72-1131
　　　　　観光商工課　　観光商工担当　　☎72-1138
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大子広域公園オートキャンプ場グリンヴィラだより
　平成２９年１２月２日に、大子広域公園オートキャンプ場グリンヴィラを会場に「おやじキャンプ」
が開催されました。
　「おやじキャンプ」とは、「寂しがり屋のお父さん立ち上がりましょう」をキャッチフレーズに、子
育てキャンプを終えた全国のお父さん達が集い交流するキャンプで、アウトドア情報誌や県外のキャ
ンプ場からも注目を浴びているソロキャンプイベントの一つです。
　このイベントは、２０１４年に始まって以来、毎年１２月の第１土曜日に開催されています。参加
者は年々増え続け、第４回目を迎えた今年は１都１０県、南は香川県、北は岩手県から過去最多とな
る１０２人が参加し、寒空の下キャンプを通じて交流を深めました。

「国民健康保険税の
所得申告について」

■問合せ　町民課　国保年金担当　☎76-8125

■問合せ　建設課　建設担当　☎72-2611

　国民健康保険税については、加入者の前年中（１～１２月）の所得金額に基づいて計算されます。所得状
況を把握できない場合、未申告扱いとなり、国民健康保険税の税額等で不利益が生じることがあります。（未
申告の例：前年中に収入は無いが、誰の扶養親族にもなっていない方など）

　国民健康保険税が安くなる場合があります。所得金額が一定以下の場合、税額が減額されますが、申告さ
れないと減額されません。
　さらに、高額療養費の自己負担限度額が下がる場合があります。高額療養費の自己負担限度額は所得金額
によって異なりますが、申告しない場合は、１か月の医療費の限度額が所得 901 万円超として取り扱われます。

未申告の方が申告をすると・・・

・７０歳未満の方 ・７０歳以上７４歳以下の方
総所得額

自己負担限度額
所得区分

自己負担限度額
3 回目まで 4 回目以降 外来 外来 + 入院

901万円超～ 252,600円+（総医療費ー842,000円）×1% 140,100円 現役並み
所 得 者 57,600円

80,100円+（総医療費-267,000円）
×1%※600万円超～901万円以下 167,400円+（総医療費ー558,000円）×1% 93,000円

210万円超～600万円以下 80,100円+（総医療費ー267,000円）×1% 44,400円 一般 14,000円 57,600円

～210万円以下 57,600円 44,400円 低所得者Ⅱ
8,000円

24,600円

住民税非課税世帯 35,400円 24,600円 低所得者Ⅰ 15,000円

※過去 12 か月以内に限度額を超えた支給が 4 回以上あった場合、4 回目以降は 44,400 円
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　さはら小学校では、地域の特色を活かし、お茶摘みやコンニャクをはじめとする様々な野菜
作りなどの体験活動を「夢道場」として行っています。また、本校の児童数は３９人の小規模
校であることから、少人数の特色を生かし、全校児童で「さはらファミリー会社」という疑似
会社を設立し、野菜等の生産から販売までの活動を通し、野菜の育て方や販売の仕方、会社
経営の仕方などを学びながら課題を解決していく学習をしています。子どもたちはその活動の
中で、自立心、協働を学び、たくさんの方々との交流ふれあい体験をしています。
　ゲストティーチャーの指導・協力のもと、子ど
もたちの手で育てた野菜は、７月の道の駅や１１
月の佐原地区産業文化祭で販売します。毎年た
くさんの人が楽しみに買いに来てくれます。
　さはら小学校には、たくさんの地域の方々や
保護者や祖父母等が来てくれ、野菜づくりや花
壇づくりに協力してくれます。これからも、故郷
大子を愛し、「笑顔・感動・絆」がいっぱいのさ
はら小学校をつくっていきたいと思います。

第34回輝く大子の子どもたち

■問合せ　教育委員会事務局　学校教育担当　☎79-0170

大子町立
さはら小学校

笑顔・感動・絆がいっぱい　さはら小

～ 自ら学び　人間性豊かで

実践力のある児童を育てる ～

『少人数や地域の特色を生かした活動』
－夢道場とさはらっ子－

登校風景

収穫の様子全校茶摘み

道の駅での販売 佐原地区産業文化祭での販売

Public Information DAIGO February 201810



 
 

アートのまちづくり 展示・催し物案内 
 

 

だいごアート通信 
 

大子の冬 初原ぼっちの学校と「わらぼっち」 
 

 旧上岡小学校で作品制作を進めていた

「Street BUG（ストリートバグ）」は、去

年 1２月に旧初原小学校へ"転校"しまし

た。旧初原小学校は閉校後、初原ぼっちの

学校として活用されている場所です。新し

い環境でも、今年の展示に向けて着々と準

備を進めます。 

 そして初原ぼっちの学校と名前がそっく

りな「わらぼっち」。冬の間わらを保存する

ために積み重ねた、小さな家のような姿が

学校の近くにも見られます。わらぼっちは、

絵や写真の題材としてとても魅力的です

が、年々数が減っていたそうです。しかし、

町の皆さんの協力で、今年も町のあちこち

で見ることができます。場所によって、大

きさや形が違うので見比べてみるのも楽し

そうです。 

 わらぼっちがある場所は、大子町のホー

ムページで順次紹介しています。 

 

 

 

 

平成２９年度 

ぼっちでアート 

（わらぼっち設置場所） 
 

http://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page002904.html 
 

 SNS のインスタグラムでは、「#（ハッシ

ュタグ）大子わらぼっち」で、撮影されたわ

らぼっち写真の投稿・検索ができます。 

２月下旬 ■Street BUG（ストリートバグ）壁画作品 

展示開始予定 常陸大子駅周辺の商店街にて 
 

■編集■ まちづくり課   〒319-3526  大子町大字大子 866  TEL 72-1131  FAX 72-1167 

地域おこし協力隊 

菊池 彩稀 の 
平成３０年 

 

2 

月 

初原ぼっちの学校 

錆びさせて作品を描く作業 木の部分に防腐剤を塗る作業 

【外大野】 【下金沢】 

 

【池田】 【初原】 朝霧とわらぼっち【初原】 

これからの展示・催し物 ■2 月■ 

11Public Information DAIGO February 2018



ごみの現場から

ごみの減量と資源化に取り組んでいます
　わたしたちの毎日の生活から出るごみの処理は、皆さんが集積所に出すところから始まります。
　収集した燃えるごみは、環境センターで焼却処理等を行い、焼却灰は最終的に埋め立てられます。
燃えないごみは、ペットボトルや新聞、空き缶などの資源物、小型家電、粗大ごみなどに分別され、ほ
とんどがリサイクルされます。
　ごみの減量には、マイバックの利用や「ごみ減量の３Ｒ」の実践など、ごみの分別と資源化が特に有
効ですので、皆さんのご協力をお願いします。

■問合せ　環境センター　☎72-3042

～缶・粗大類編～

～シリーズ～

【ごみ減量の３Ｒ】
Reduce（リデュース）・・ごみの抑制
Reuse（リユース）・・・・再使用
Recycle（リサイクル）・・再生利用収集できるもの

収集及び処理できないもの

収集できないが、環境センターへ直接持込みができるもの

空き缶

布団類 家具類 ベット・ソファー その他

乾電池 小型家電

スプレー缶

粗大金物類

ジュース・酒類の缶等

このマークが目印です。

※赤いコンテナに入れて出す。※使い切って穴をあける。

ビニール
袋に入れ
てコンテ
ナの脇に
出す。

布団・毛
布・カー
ペットな
ど

たんす・
机・椅子
など

※スプリ
ングを取
り除いた
ものに限
る。

ゴルフバック・ス
キー板・トランク
ケース等の生活に
伴い廃棄されるも
ので大型の物

携 帯 電 話・
パソコン類・
デ ジ カ メ・
炊飯器・電子
レンジ等の家
庭用電化製品

自転車・なべ
類・一斗缶な
どの生活に伴
い廃棄される
粗大金物類

整髪料・殺
虫剤等のス
プレー缶・
カセットボ
ンベ等

【ごみ持込み受付日時】
　●月曜日～金曜日（祝日及び年末年始を除く。）
　●【午前の部】午前 8 時 45 分～午前 11 時 30 分、【午後の部】午後 1 時 10 分～午後 4 時

テレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコン、乾燥機、バイク、畳、タイヤ、バッテリー、自動車部品、
農機具、消火器、ガスボンベ、建築廃材等の産業廃棄物、ブロック、土砂、瓦、コンクリート片など
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CALENDAR

※事業によっては、12：00〜 13：00が昼休みとなります。あらかじめご了承ください。
※主な行事等を掲載しましたが、日時等が変更となる場合もあります。

2018

連　絡　先

カレンダー ２
February如月

中 央 公 民 館 72-1148
保 健 セ ン タ ー 72-6611
役 場 庁 議 室
役 場 第 一 会 議 室
役 場 第 二 会 議 室
役 場 第 １ 分 室
役 場 第 ２ 分 室
議 会 事 務 局 72-1115
総 務 課 72-1114
ま ち づ く り 課 72-1131
観 光 商 工 課 72-1138
財 政 課 72-1119
税 務 課 72-1116
農 林 課 72-1128
建 設 課 72-2611
福 祉 課 72-1117
地域包括支援センター 72-1175
健 康 増 進 課 72-6611
生 活 環 境 課 76-8802
衛 生 セ ン タ ー 72-3076
環 境 セ ン タ ー 72-3042
町 民 課 72-1112
会 計 課 72-1118
消 防 本 部 72-0119
水 道 課 72-2221
生 涯 学 習 担 当 72-1148
学 校 教 育 担 当 79-0170
国 体 推 進 室 72-1149
社 会 福 祉 協 議 会 72-2005
文化福祉会館「まいん」72-2005

 救急協力当番病院 

慈泉堂病院 ☎ 72-1550
久保田病院 ☎ 72-0023
保内郷メディカルクリニック ☎ 72-0179

　月の納付の
お知らせ

２月の広域無料法律相談の
お知らせ

税務課　☎72-1116 総務課秘書職員担当　☎72-1113

日　時　２月８日（木）
　　　　13：30～16：30
会　場　トコトコ大田原３階市民交流センター
　　　　（大田原市中央１－３－１５）
予約先　大田原市総務課
　　　　☎0287-23-1111
　　　　２月１日（木）から予約を受け付
　　　　けます。（先着１８人）

町の人口と世帯
（平成30年１月１日現在） （前月比）

★人　口　 17,744人　（－45）
　　男　　　8,703人　（－22）
　　女　　　9,041人　（－23）
★世帯数　　7,465戸　（－9）

◆固定資産税　　　第４期
◆国民健康保険税　第８期
◆介護保険料　　　第８期
◆後期高齢者医療保険料
　　　　　　　　　第８期
納期限は

2月28日（水）です。

毎週水曜日　午後７時まで
＊町民課 ☎72-1112　＊福祉課 ☎72-1117
＊税務課 ☎72-1116
取扱いができない業務もありますのでご了承ください。
詳しくは各担当課に事前にお問い合わせください。

延長窓口のお知らせ２

日付 行事名 場所 時間 対象者 担当課
1日（木）
2日（金）
3日（土）
4日（日）
5日（月）お知らせ版２月５日号発行

健康教室 13：30～15：00 一般
6日（火）定期健康相談 13：30～15：00 一般
7日（水）心配ごと相談 13：00～15：00 一般

特設無料人権相談 10:00～15:00 一般
8日（木）
9日（金）巡回労働相談 10：00～14：30 一般
10日（土）
11日（日）建国記念日

結婚相談会 10：00～15：00 一般
12日（月）振替休日
13日（火）定期健康相談 13：30～15：00 一般
14日（水）飲用井戸水水質検査 10：00～11：00 一般
15日（木）
16日（金）
17日（土）
18日（日）
19日（月）健康教室 13：30～15：00 一般
20日（火）広報だいご３月号発行

お知らせ版２月20日号発行
１日年金事務所（出張年金相談） 10：00～14：00 要予約
（予約先：水戸北年金事務所☎０２９－２３１－２２８２）
定期健康相談 13：30～15：00 一般

21日（水）心配ごと相談 13：00～15：00 一般
22日（木）
23日（金）いばらき就職支援センター出張相談 10：00～15：00 一般

無料法律相談会 10:00～15:00 要予約
24日（土）
25日（日）
26日（月）
27日（火）定期健康相談 13：30～15：00 一般
28日（水）

月　日 病　院
1月29日㈪～ 2月 4日㈰ 久保田病院

5日㈪～  　  11日㈰ 慈泉堂病院
12日㈪～  　  18日㈰ 保内郷メディカルクリニック
19日㈪～  　  25日㈰ 久保田病院
26日㈪～ 3月 4日㈰ 慈泉堂病院
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３月３日

　歴史ある十二所神社の参道にある百段階段で、今年も
「百段階段でひなまつり」が開催されます。雛人形が一
段一段並べられた階段は、普段とは全く違った景色が広
がり見応え十分です。１９日から３月４日までの期間中
は、街なかの商店街にも雛飾りが置かれるので併せてお
楽しみください。
　また、ひなまつりの開催に併せ、「奥久慈大子『アッ
プルパイをたべよう！』」も開催されます。大子町のアッ
プルパイが一堂に会するイベントとなっているので、こ
の機会に食べくらべをしてみてはいかがでしょうか。

※各イベントの詳細については事前にお問い合わせ先にご確認ください。

今月のイベント２月

Pick UpPick Up
百段階段でひなまつり

開催期間 イベント名 お問い合わせ先

４日 全国氷瀑俳句大会 大子町観光協会 ☎ 72-0285

６日 大子町教育振興大会 教育委員会事務局学校教育担当 ☎ 79-0170

６日 大子町特別名誉町民称号贈呈式 総務課秘書職員担当 ☎ 72-1113

18 日 ロープワークを覚えよう 奥久慈憩いの森 ☎ 76-0002

18 日 みんなのまいん全員集合！ 教育委員会事務局生涯学習担当 ☎ 72-1148

22 日 大子町女性教育振興大会 教育委員会事務局生涯学習担当 ☎ 72-1148

19 日～３月４日 大子町内ひなまつり「街なか飾り」 大子町商工会 ☎ 72-0191

24 日～３月４日 大子町漆工芸展 大子漆工芸くらぶ ☎ 74-1213

３月３日 百段階段でひなまつり 大子町商工会 ☎ 72-0191

３月３日 奥久慈大子「アップルパイを食べよう！」 （一社）大子町特産品流通公社 ☎ 76-8220

「まいん」アートウィーク情報
　「まいん」アートウィークでは、様々なアート作品を展示していますので、お気軽にご鑑賞ください。
■展示場所　文化福祉会館「まいん」１階　ホワイエ
■展示内容

※団体の都合により展示しない場合もあります。

展示期間 内　　容

1 月 22 日～ 2 月 2 日 いきいきサロン書道くらぶ・絵手紙くらぶによる書道・絵手紙の作品を展示します。

2 月 5 日～ 2 月 9 日 町内の小中学生が学習した大子学のまとめを、学校ごとに展示します。
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大子町地域づくり講演会

パワフルおばちゃんの

つどいの場づくり奮闘記
～いろんな人とつながると人生楽しくなる～

講師

開催日時

場　　所

特定非営利活動法人
　つどい場さくらちゃん理事長

丸尾　多重子　氏
入場
無料

平成30年1月31日（水）
午後1時30分～午後3時

大子町文化福祉会館「まいん」文化ホール

主催・お問合せ：社会福祉法人　大子町社会福祉協議会
　　　　　　　　大子町大字大子 722-1 文化福祉会館「まいん」内
　　　　　　　　電話：0295-72-2005　FAX：0295-72-1121
　　　　　　　　http://www.daigo-syakyo.jp/

後　　　　　援：大子町

＜講師プロフィール＞
　大阪市生まれ。10 代の頃より、脳軟化
症で自宅で這い廻る祖母を介護する母をサ
ポート。
　高校卒業後、4 年間の商社勤務の後、調
理師免許を習得。東京にて 15 年間「食」
関係のあらゆる仕事に従事。
　帰阪した翌年から家族の介護がはじま
り、「阪神淡路大震災」をはさみ 10 年間で
母・兄・父を在宅で看取る。
　半年後に「1 級ヘルパー講座」での実習
先の特養の入浴介助に疑問を持ち、2004
年 3 月 1 日「つどい場さくらちゃん」を
スタート。介護保険事業を一切せず、今年
14 年目となる。
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関わる

8

知彦

日

大子学の学び

大子那須楮の生産と出荷の今
歴史的建造物を国登録有形文化財に

観光案内とジオパーク

里山づくり

（予定）

木の文化塾

らっしゃい・でぇご隊

大子町連合若連前会長

もば建築文化研究所

大子郷土史の会

依上小学校校長

伝世舎

中田植保存会

観光ボランティア大子

大子町の文化遺産を活かす推進委員会

中田植―次世代へつなぐ担い手づくり―
十二所神社春季例大祭の報告

大子デパートプロジェクト
　―歴史を活かした商店街活性化―吉成宥識（芦野倉の医師）

  と花岡青洲

7

8

9

大子町の文化遺産を活かす推進委員会
事務局 （菊池） TEL 0295-72-2446

30

「大子町の文化遺産を活かす
   ―大子の歴史編纂のあゆみ―」

野内正美氏

［ 基調講演 ］
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 テージで10分間のときめきを。

 んなのまい
ん

 

 大子太極拳愛好会

 西村　幸雄

 やす

 ＹＵＫＡ

 森のお話会　月組Ａ

 森のお話会　月組Ｂ

 大子八郎＆勝浩

 池田中囃子保存会「こども囃子教室」

 黒木　美希

 小林　春雄

 鈴木　太一

 根本くんバンド

 井上ケイハウオリフラスタジオ石川洋子教室

 リトルギャング

 １年girls

 歌の輪　ヒロ

 PHASE NINE

 Peaceful World

 成

30年  18日
大子町文化福祉会館 まいん」
 319-3526　大子町大字大子722-1　℡.0295-72-2005

 募で集まった

18組のパフォーマーが

ステージを

盛り上げます。

9：10～ 15：00（8：50開場）
※都合により時間が前後する事があります。予め御了承ください。

再演の声に応え井坂斗絲幸社中が再び大子町に津軽三味線合奏をお届けいたします。

日

 坂斗絲幸社中 坂斗絲幸社中

 喜楽座』 喜楽座』 喜楽座』 喜楽座』

出演者一覧

素敵な音楽を聴きながら

飲食できる

休憩スペースを

御用意しています。

 テージ テージ

音楽喫茶音楽喫茶

ゲ ト
公演
ゲ ト
公演

 軽三
味線でつづる日本の唄まつりコンサ

ート

 軽三
味線でつづる日本の唄まつりコンサ

ート

 　　催 ： 大子町文化福祉会館自 事業運営委員会

後　　援 ： 大子町・大子町教育委員会

問い合せ ： 大子町教育委員会事務局生涯学習担当　℡.0295-72-1148

　　　　　〒319-3551　茨城県久慈郡大子町大字池田2669

入場
無料

  員集合
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※「広報だいご」に掲載されている写真を希望の方は、総務課　☎７２－１１１４までご連絡ください。

発　行／大子町役場  総務課総務担当
〒319-3526  茨城県久慈郡大子町大字大子866番地
Tel／0295-72-1111（代）／0295-72-1114（直通）
Fax／0295-72-1167
E-mail／soumu@town.daigo.lg.jp
http：//www.town.daigo.ibaraki.jp/

町の情報をアプリでお知らせ
iOS/Android 対応 大子町公式アプリ
App Store/Google play から
無料でダウンロードできます。 大子町 検索

フォトだいご

　１月８日に文化福祉会館「まいん」において、

平成３０年消防出初め式が行われました。

　まいんでの式典の後に行われた消防団員によ

る分列行進や一斉放水には、町内の保育所や幼

稚園の児童も元気に参加し、訪れた方を楽しま

せました。

平成30年消防出初め式
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