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カヌー競技会 一般客駐車場について

いきいき茨城ゆめ国体カヌー競技会の出場選手が決まりました！
応援よろしくお願いします！

茨城国体カヌー競技会まで

あと
14日
（9月20 日現在）

選手たちは、皆さんの期待にお応えできるよう日々練習に精進しています。
全力でがんばります。 監督　鷹巣　利介

一般客駐車場として

【袋田第２駐車場】をご利用
ください。
袋田第２駐車場から無料シャトルバ
スを運行します。

Facebook ページ
「いいね！」お願いします。
大子町国体情報を随時更新！
https://www.facebook.com/daigo.74kokutai

開催間近！！国体カヌー競技会

家族・仲間・関係者・地域の皆さんへの感謝を胸に『精一杯』漕ぎ抜きます！大会成

功の暁には、カヌーの地元定着・選手育成・地域貢献に取り組み、本大会が「レガシー」

となるよう目指したいです。よろしくお願いします。

 スラローム　Ｋ -1　谷村　明俊

袋田
第２駐車場

ワイルドウォーター
1,500mスタート地点

奥久慈しゃも
生産組合

ファミリーマート
JA常陸奥久慈店

道の駅だいご
常陸大子駅

袋田駅

上小川駅

カヌー競技場

第 74 回国民体育大会大子町実行委員会事務局

（大子町教育委員会事務局　国体推進室内）

☎ 0295 －72 －1148 ／ FAX 0295 －72 －2016

一般客駐車場発時刻

始発

8時00分

8時00分

8時00分

8時00分

10/4（金）

10/5（土）

10/6（日）

10/7（月）

　　項目

日付

15時00分

15時45分

15時00分

14時00分

最終 カヌー競技場に
到着後、乗降を終
えましたら直ちに
発車しますのでバ
ス乗場でお待ちく
ださい。

カヌー競技場発時刻

シャトルバス時刻表

※一般客駐車場を１５分

　間隔で発車します。
一般客駐車場

→約20分→

←約20分←
カヌー競技場

茨城国体カヌー競技に出場でき、うれしく思っています。C ー１の代表として大子の

清流久慈川を精一杯、漕ぎ切っていきたいと思います。カヌー競技に興味を持っても

らい、大子からカヌー選手が出てくるのを、楽しみにしています。一緒に漕ぎましょう。

 スラローム　Ｃ -1　若菜　誠

久慈川で練習する中で出会った地元の方、会場整備をしてくれる方、観光客の方、大

会関係者、全ての方々の応援、協力に感謝して優勝という形で恩返しできるよう精一

杯漕ぎます！最後まで応援よろしくお願いします。

 ワイルドウォーター　Ｋ -1　平岩　達樹

多くの方に親しまれている久慈川で漕げることがうれしいです。攻める気持ちを忘れ

ず、最後まで全力で漕ぎます！皆さんの声援が本当に力に変わります。たくさんの応

援をよろしくお願いします。

 ワイルドウォーター　Ｋ -1　井戸　奈津美
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第74回 国民体育大会カヌー競技会
久慈川特設カヌー競技場（袋田）で、いきいき茨城ゆめ国体2019のカヌー競技会が、10

月４日から7日までの４日間にわたり開催されます。

タイムを競うワイルドウォーター（1,500 ｍ、スプリント）、ゲートを通過する技術とタ

イムを競うスラローム（25ゲート、15ゲート）の４競技が行われます。

大子町の国体への機運醸成を図ることを目的と

した炬火リレーが、８月 14 日に行われました。

いきいき茨城ゆめ国体のシンボルである炬火を引

き継ぎながら、31区間を 61人が走りました。

炬火リレー
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開催日 ９月28日（土）～10月８日（火）

開催日 10月12日（土）～10月14日（月）

第74回国民体育大会

第19回全国障害者スポーツ大会

イベント会場上空でのドローン飛行について

皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします

もしドローンを見かけた際は

茨城県警察本部又は最寄りの警察署へ
緊急時は

110番
029-301-0110㈹

ドローンの飛行自粛に

　　　ご協力ください

　茨城県では、昭和49年以来45年ぶりに国民体育大会

が開催され、笠松運動公園を開閉会式会場とし、県内全

域の各会場でさまざまな競技が行われます。

　また、全国障害者スポーツ大会も同様に開催されます。

茨城県警察からのお願い

茨城県警察本部

（国体対策課）

○航空法で定められた飛行禁止場所での飛行や、飛行方法に反してドローン等

を飛行させた場合、航空法違反などにより処罰される場合があるため、大会

期間中における会場及び会場周辺での飛行はご遠慮ください。

○航空法等により、イベント会場や人口集中地域、人や建物から30メートル以内

等において、許可なくドローン等を飛行させることは禁止されています（笠松

運動公園や各競技会場は、イベント会場に該当します。）。

○大会当日は、多くの大会関係者や観客が来場します。万が一、ドローンが落下し

た場合、怪我人が出る恐れや、競技進行の妨げになります。

YouTubeも
ご覧ください！

イベント会場上空でのドローン飛行について

が開催され、

域の各会場でさまざまな競技が行われます。

　また、全国障害者スポーツ大会も同様に開催されます。笠松運動公園

へ

いばラッキー
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ニュースだいご

社会を明るくする運動強化月間・再犯防止啓発月

間に併せ、TAIRAYA大子店駐車場で、街頭キャンペー

ンが行われました。

社会を明るくする運動は、すべての国民が犯罪や

非行の防止と罪を犯した人たちの更正について理解

を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪

や非行のない地域社会を築こうとする全国的な運動

です。

７月 18日

社会を明るくする運動キャンペーン

人権擁護委員を２期（６年間）務め、６月 30日を

もって退任した神永幸一さん（浅川）に、町長が法

務大臣からの感謝状を伝達しました。

人権擁護委員は、地域の皆さんからの人権相談や、

人権侵害による被害者の救済、人権擁護の思想を広

める啓発活動を行っています。

７月 18日

人権擁護委員感謝状伝達式

高校３年生を対象とした町内企業の説明会を、中

央公民館講堂において開催しました。

参加した生徒は２つのグループに分かれ、製造業、

林業等のさまざまな分野の企業の担当者から、自社

の特徴や業務内容、町内で就職するメリットなどの

説明を受けました。

７月 19日

高校生向け大子町合同企業説明会
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ニュースだいご

さはら小学校では、全校児童で「さ

はらファミリー会社」という擬似会社

を設立し、野菜等の生産から販売まで

を体験する活動「夢道場」を行ってい

ます。

その活動の中で育てた野菜や花を、

筑波大学の方々と一緒に道の駅で販売

しました。

たくさんの方が訪れ、約 40 分間で

完売しました。

７月 27日

さはらファミリー会社による道の駅販売

けやきの杜の映画会実行委員会と大子町子ども会育成連合会の共催により、だいご小学校

グラウンドにある樹齢 500年の大ケヤキの下で野外上映会が開催され、約 200人が来場し

ました。今回の上映作品は「若おかみは小学生！」で、満天の星の下、１夜限りの映画鑑賞

を体験することができました。

上映前に行った森のおはなし会中村美由紀さんによる絵本「月夜の盆踊り」の読み聞かせ

では、著者の清水延子さんをお招きし、良いことなど何一つない戦争は絶対にダメだという

強いメッセージを発信しました。

当日は、大子町青少年育成町民会議、大子町青少年相談員連絡協議会、筑波大学の学生の

協力を得て、準備や片付け、駐車場案内、校舎内外の警備まで自主運営しました。

映画会のポスターは、上小川小学校の鈴木信昭先生と娘さんの亜衣さんの作品です。

７月 27日

けやきの杜の映画会
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ニュースだいご

筑波大学との連携・協力推進事業の一環で、筑波

大学の教授や学生 10人による「夏休み理科おもしろ

実験教室」を中央公民館において開催しました。

町内の小学生 94人が参加し、草木染とトンボの原

理の実験、紙飛行機と万華鏡の実験、ラジオ製作を

行いました。

学生の中にはガーナからの留学生もいて、国際交

流の機会ともなりました。

大子広域公園で２日間にわたりサッカー大会が開

催されました。県内外の 34チームが参加し、順位を

競いました。

町内からは小学２年生から６年生までの約40人が

出場し、日ごろの練習の成果を発揮しました。

７月 28日

夏休み理科おもしろ実験教室

８月３日・４日

第 31回奥久慈大子少年サッカー大会「若鮎杯」

地域の教育振興に貢献した堀江榮さん（頃藤）が、

令和元年６月１日付の叙勲受章を町長へ報告しまし

た。

堀江さんは、教師として昭和 30年度から平成３

年度まで学校教育に携わり、地域の教育振興に尽力

しました。

退職後は、福祉活動や、ねんりんピックへの出場

など、さまざまな活動を行っています。

８月６日

高齢者叙勲「瑞宝双光章」受章報告
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平成30年度 大子町歳入
平成 30 年度の決算状況を一般会計について見ると、歳入 94 億 5,574 万円、歳出 88 億 2,809 万８千円で、歳入歳出差引

額は６億 2,764 万２千円となりますが、そのうち 1,196 万８千円を平成 31 年度への繰越事業の財源として繰り越しましたので、

実質収支額（収入と支出の実質的な差額）は６億 1,567 万４千円となりました。

歳入の主な財源を前年度と比較すると、繰入金１億 4,486 万６千円（59.7％）、地方消費税交付金 2,319 万５千円（7.9％）、

財産収入 2,130 万５千円（43.0％）がそれぞれ増加し、国庫支出金２億 3,531 万２千円（25.1％）、繰越金１億 5,429 万１千

円（27.0％）、町債１億 2,997 万４千円（15.9％）、県支出金 6,971 万６千円（11.2％）、地方交付税 1,317 万５千円（0.4％）

がそれぞれ減少しています。歳入全体で比較すると４億 964 万４千円（4.2％）の減となりました。

歳出については、行政改革大綱に基づいて経費の削減に努めながらも、子育て支援住宅建設事業や小中学校校内ＬＡＮ整備事

○ 主な町有財産の現在高

区分 数量

基金 ･ 証券 ･ 株券等
（特別会計基金を含む。）

3,801,298,657 円

普通財産

土　　　地
（山林を除く。）

350,918㎡

建　　　物 32,757㎡

山　　　林 3,907,624㎡

行政財産
土　　　地 2,132,438㎡

建　　　物 116,006㎡

車　　　両 168 台

○ 平成 30 年度町税収入の状況（現年度課税分）
税　　　目 収入済額（円） 摘　　　要

個 人 町 民 税 558,534,923 納税義務者数　　7,981人

法 人 町 民 税 103,515,800 納税義務者数　　　339 人

固 定 資 産 税 860,563,442 納税義務者数　　9,907 人

軽 自 動 車 税 60,843,133 課税台数　　　　9,968 台

町 た ば こ 税 94,746,508 課税本数　 18,369,127 本

入 湯 税 41,224,550 納税義務者数　322,241 人

国 民 健 康 保 険 税 411,895,050 国保世帯数　　 3,204 世帯　　被保険者数　5,187 人

○ 基金の現在高 （単位：円）

基　金　名 現　　　金

財 政 調 整 基 金 1,245,290,966

減 債 基 金 1,204,966,428

観 光 振 興 基 金 251,094,636

地 域 振 興 基 金 0

武藤文化福祉基金 0

大子町庁舎建設基金 970,532,640

そ の 他 基 金 10,056,693

基 金 合 計 3,681,941,363

○ 平成 30 年度特別会計歳入歳出予算及び収支の状況 （単位：千円）

会　計　別 歳入歳出予算額 収入済額 支出済額

国民健康保険事業特別会計 2,436,297 2,444,590 2,397,514

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 251,264 245,546 235,347

介 護 保 険 特 別 会 計 2,576,107 2,630,483 2,504,245

介護サ－ビス事業特別会計 11,594 10,809 10,809

浄 化 槽 整 備 事 業 特 別 会 計 103,659 101,693 100,680

歳 入
0510152025303540

39.0

18.6

7.4

7.3

5.8

4.9

4.4

3.4

1.7

7.5

構成比 (%)
36億8,634万8千円

36億8,634万8千円

17億1,344万7千円

17億6,030万円

7億3,907万4千円

7億127万8千円

7億6,524万7千円

6億8,624万7千円

5億8,730万円

5億5,188万2千円

4億5,584万5千円

4億6,301万7千円

3億3,949万円

4億1,780万8千円

3億1,673万3千円

3億1,673万3千円

1億4,668万円

1億6,178万3千円

7億409万6千円

7億1,034万4千円

地方交付税

町税

国庫支出金

町債

県支出金

使用料及び手数料

繰越金

地方消費税交付金

諸収入

その他

予算額

収入済額

項
目

94億5,426万円（予算額）

94億5,574万円（収入済額）
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歳出決算の概要について
業をはじめとして、子育て・教育支援の充実、健康長寿・医療・福祉体制の充実、特産品・地場産業の振興、観光・交流の促進、

安全・安心な生活環境の充実など重要かつ緊急度の高いものから各種事業を推進し、歳出全体では前年度と比較して６億 1,947

万８千円（6.6％）の減となりました。

財政構造の弾力性を示す経常収支比率は 87.6％で前年度より 1.7 ポイント上昇し、適正と言われる 70 ～ 80％（数値が上が

るほど弾力性がない。）よりやや高くなっています。また、資金繰りの程度を示す実質公債費比率は 3.3％（25％以上になると

町債の発行が一部制限される。）で、変動はありません。将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す将来負担比率は 23.8％（350％

以上になると国の監視のもとで財政健全化に取り組むこととなる。）となり、前年度より 2.5 ポイント上昇しました。

※収益的収支差引額から当年度消費税分を差し引いた純利益は 16,500 千円です。

※ 資本的収支の収入には、翌年度繰越支出の財源に充当する額は含まれません。資本的収支の収入が支出に対して不

足する額は、損益勘定留保資金などで補てんしました。

水道事業会計は、地方公営企業法の適用を受ける会計で、その年度の損益を明らかにするための収益的収支と、施

設の整備拡充に充てる資本的収支に分かれています。

○ 平成 30 年度水道事業会計決算の状況

 （単位：千円）

区分 決算額

収益的収支
収　入 支　出 差引額

487,157 457,442 29,715

資本的収支
収　入 支　出 差引額

123,907 258,813 △ 134,906

問合せ　財政課　財政担当　☎72－ 1119

○ 町債の現在高 （単位：円）

会　計　別 元金未償還額

一般会計 9,811,201,467

うち過疎対策事業債 5,078,268,655

うち臨時財政対策債 3,585,979,356

浄化槽整備事業特別会計 248,613,164

うち過疎対策事業債 77,219,077

水道事業会計 902,171,746

計 10,961,986,377

※ 町債とは、国や銀行からの借入金で、その返

済期間が多年度となるものです。

※現在高には平成 30 年度借入分も含みます。

※ 過疎対策事業債については借入金の元利償還

金の７割が、また、臨時財政対策債について

もその全額が、普通交付税に算入されます。

歳 出
0 5 10 15 20 25 30 35 40

27.4 

13.4 

11.3 

10.8 

10.7 

8.4 

5.5 

5.1 

4.1 

3.3 

構成比 (%)

民生費

総務費

教育費

公債費

土木費

衛生費

農林水産業費

消防費

商工費

その他

予算額

支出済額

項
目

94億5,426万円（予算額）

88億2,809万8千円（支出済額）

25億1,379万6千円

24億1,828万8千円

12億9,682万2千円

11億8,406万1千円

11億6,503万3千円

9億9,641万9千円

9億5,647万1千円

9億5,569万8千円

9億6,481万6千円

9億4,395万5千円

7億9,988万円

7億4,239万2千円

5億2,282万7千円

4億8,470万7千円

4億7,187万1千円

4億5,120万7千円

4億4,354万7千円

3億5,954万2千円

3億1,919万7千円

2億9,182万9千円
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10月１日から

【対象者・利用料】

３歳から５歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料

が 無償化されます。

※０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象です。

○  無償化の対象となるためには、大子町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があ

ります。

　（注１）保育所を利用できていない方が対象となります。

　（注２）「保育の必要性の認定」の要件は、就労等の要件があります。

○  ３歳から５歳までの子どもたちは月額３．７万円まで、０歳から２歳までの住民税非課

税世帯の子どもたちは月額４．２万円までの利用料が無償化されます。

○  利用料は、いったん施設に支払い、領収書と利用証明書を添付して大子町に申請する

ことで、無償化相当分が保護者の口座に振り込まれます。

幼児教育・保育の
無償化の対象が広がります

① 一時保育事業

　保護者の方の仕事、就学、急病、冠婚葬祭、育児疲れなどにより、緊急又は一時的に

お子さんをお預かりします。

実施機関 相談・申請受付窓口

だいご保育園 だいご保育園　　　　☎ 72 － 0345

池田保育園 池田保育園　　　　　☎ 72 － 2295

② 病児・病後児保育事業

　お子さんが病気療養中又は病気の回復期にあり、保護者が勤務の都合等により家庭に

おける保育や集団保育が困難な状況にあるときに、町が委託する医療機関でお子さんを

お預かりします。

実施機関 相談・申請受付窓口

医療法人　保内郷厚生会
保内郷病院保育室「ひまわり」

保内郷メディカルクリニック内
☎ 72 － 0179

10 月１日から、大子町の子どもたちは、町内の幼稚園、保育所のほか、

対象の施設等を利用する場合も利用料が無償化されます。

大子町は平成27年度から

保育料・授業料の無償化を実施しています

【対象となる町内等の施設・事業】
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③ ファミリー・サポート・センター事業

　ファミリー・サポート・センターは、地域の中で「子育ての手助けをしてほしい方（利

用会員）」と「子育ての手助けができる方（協力会員）」が会員となり、一時的な子育て

を助け合う事業です。

実施機関 相談・申請受付窓口

子育て支援センター 社会福祉協議会内　　☎ 72 － 1120

④認可外保育施設

　現在は町内に対象となる施設はありませんが、町外の施設をご利用の方も同様に無償

化の対象となります。

⑤児童発達支援

　小学校就学前の発達に遅れや障がいのあるお子さんが、児童発達支援を利用する場合、

対象者の利用者負担を無料とします。

⑥　その他

【対象者】

３歳から５歳までのお子さん

【対象期間】

満３歳になって初めての４月１日から３年間

【対象となるサービス】

・児童発達支援　・福祉型障害児入所施設　・医療型児童発達支援　

・居宅訪問型児童発達支援　・保育所等訪問支援　・医療型障害児入所施設

※ 　ご利用する障害児サービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象で

あることを事前にご確認ください（現在は町内に対象となるサービスを利用できる

施設はありませんが、町外の施設をご利用の方も同様に無償化の対象となります。）。

【広域保育を利用する場合】

　保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業（標準的な利用料）

も同様に無償化の対象となります。

（注） 地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を

指します。

＜保育所・児童発達支援について＞　福祉課　社会福祉担当　☎ 72－ 1117

＜幼稚園について＞　　　教育委員会事務局　学校教育担当　☎79－0170
問合せ
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地域おこし協力隊

菊池 彩稀の

アートのまちづくり 展示・催し物案内 令和元年10月

だいご アート通信
大子アーティスト・イン・レジデンスで新しいアーティストが滞在制作を行いました！

オランダから2人のアーティストが大子町に来ています！

髙橋　生也（たかはし　いくや）

宮地　幸（みやち　さち） Nina Glockner（ニナ・グロックナー）

河野　愛（こうの　めぐみ）

1991 年生まれ
　　　　　千葉県出身

アニメーション作家として作

品制作や各企業とのタイアッ

プ制作も行っています。

　滞在期間中は、森林や自然に焦

点を当て、大子町が開催した「森

林セラピーウォーキング」に参加

し、作品制作に生かしました。

　袋田病院とオランダにある事業所とのアーティスト・イン・レジデンス（AIR）連携事業で、9月6日から12月 6日まで大子アー

ティスト・イン・レジデンスに滞在予定の2人組ユニットを紹介します。

　滞在期間中に大子町の米袋の

デザイン制作を進めました。

　また、デザイナーを必要として

いる方への取材も積極的に行いま

した。

発行・編集　まちづくり課　☎ 72－1131／ FAX 72－1167

10/19（土）・20（日）
袋田病院Artfesta2019

作品出展予定です！

1989年生まれ
　　　　　大阪府出身

デザイナーとして、地域の受

け継がれた文化や食の発信等

を行っています。

東京都出身

　インスタレーションやパフォーマンスを通

して人々の身体的・心理的環境を反映させ

るものを作成しています。

　人々と対話することや置かれた環境からイ

ンスピレーションを受けることが多いです。

ドイツ出身

　作品を通してコントロールする側とコ

ントロールされる側の間にある細い境界

線を探求しています。

　Ninaさんはプロジェクトのために日本

に滞在した経験があります。
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大子町消費生活センターだより

「自分は絶対にだまされない自信がある。」、「自分の周りには他人をだますよ

うな人はいない。」などと思っていませんか？

実は、詐欺被害は他人事で自分は大丈夫だと思っている方こそ、被害に遭う

方が多いのです。

詐欺や悪質商法は、日々新たに巧妙な手口が登場しています。詐欺は簡単に

は見抜けません。うまい話には裏があります。

だまされないためには、常に自分の判断を注意深く疑う心構えを持つことが大切です。

また、少しでも不安に感じたり、悩んだりしたときは、大子町消費生活センターへお気軽にご相談

ください。

①「誰でもだまされる」という認識を持ちましょう。

②最新の手口などの情報を収集しましょう。

③日ごろから冷静な判断ができるように練習しましょう。

④契約前によく調べ慎重に判断しましょう。

問合せ　　大子町消費生活センター　☎ 72－ 1124

　　　　　受付時間　9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:00（土日・祝日、年末年始を除く。）

「自分は大丈夫」と思っていませんか？
～詐欺や悪質商法にだまされないために～

だまされないためには、常に自分の判断を注意深く疑う心構えを持つことが大切です。

だまされないためのポイント

「精神科医療の歴史を振り返り、明日の生き方を問う私達の２日間」と題して、法人に関わる人々（患

者、施設利用者、職員）がアーティストとなり、枠にとらわれない自由で創造的な場をつくります。関係性

を超え、役割を持ち、地域や社会に向けて文化的な生き方の提案を試みるイベントです。昨年は、２日間

で県内外から約700 人が来場しました。

病院敷地内外に臨時駐車場を用意しています。

また、常陸大子駅前「メンタルサポートステー

ションきらり」から、シャトルバスを運行してい

ますので、お気軽にお越しください。

日　時：10 月19 日（土）13：00～16：00

　　　　　 20 日（日）10：00～16：00

場　所：袋田病院（北田気 76）

　　　 ☎72－2371

「袋田病院 Ａｒｔｆｅｓｔａ２０１９」開催
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　7月 12日に、文化福祉会館「まいん」において、45回目となる交通安全町民大会が開催され、書道・

ポスターコンクールの入賞者の表彰が行われました。

第45回

警察署長賞

上小川小 6年

川井　乙葉さん

教育長賞

袋田小 4年

綿引　真央さん

町長賞

大子西中 2年

大久保　優さん

議会議長賞

大子中 1年

綿引　日菜さん

議会議長賞

生瀬小 6年

藤田　なつみさん

警察署長賞

大子中 3年

外池　里帆さん

町長賞

生瀬中 1年

佐川　桃寧さん

交通安全町民大会交通安全町民大会

教育長賞

さはら小 6年

高橋　遼輔さん

最優秀賞作品
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大切な家族

南中学校　２年　小室晴雅

　「晴雅、７時だよ起きて！！」

僕は母の声で毎朝目覚める。

　僕が目を覚まし、２階から降りてリビングに行くとほかほかの湯気があがるおいしそうな

ご飯が置いてある。

「いってきます。」

と言って僕が家を出ると、

「いってらっしゃい。」

と両親は毎朝必ず返事をしてくれる。「いってらっしゃい」と言われると、少しだけ応援され

ている気持ちになる。

　僕にはいつも陽気な母がいる。夜、仕事から帰ってきた母は、あっという間にお風呂を洗い、

晩ご飯を作っている。そして、夜遅くに僕が１階に降りて行くと、母はいつもお皿洗いをし

ている。そんな姿を見て、１日中働いている母はすごいと思う。

　そして、僕には自慢できる父もいる。

　「お父さん、あれは何？」

僕がわからない事を聞くと、丁寧に教えてくれる父親。優しく何でも知っている父を尊敬する。

　これが僕の日常の生活。僕にとって当たり前の生活だ。

　家にいる時、僕は家の仕事を全くやらない。

　母は、

「お母さん明日から泊まりで２日間いないから。」

と言って出て行った。

　母が用事で２日間留守になり、父と僕だけが残った。

　僕は今まで家事をやった事がなかったので何もできなかったが、父はご飯もお皿洗いも家

の仕事を全てやってくれた。夜遅くに、飲み物を取りに、２階の自分の部屋から下に降り、

台所に行くと、

「大変だな。」

と言いながらお皿洗いをしている父がいた。

「お父さん手伝う？」

大変そうにしていたので思わず声をかけた。お父さんも明日朝早くから仕事なのに、

「大丈夫だよ。明日、朝早いから寝な。」

と言ってくれた。

　あの２日間で、家族の大切さや、何気ない日常が両親の苦労で支えられていたことを改め

て感じることができた。

　僕は今年、中学３年生になる。そして受験がある。段々と大人になっていく自分。どんな

時でも僕を支え、成長を見守ってくれる家族がある。

　何でもできる母、そして父の大きな背中。両親のような温かく、強い大人を目指し僕はこ

れからも成長していく。

平成30年度 我が家の作文コンクール

　「晴雅、７時だよ起きて！！」

教育長賞

　町内小学２・４・６年生と、中学２年生を対象に「我が家の作文コンクール」を実施しました。広報だいごでは、

６月号から優秀作品６作品を掲載しています。また、入賞作品 39点が掲載された作文集を中央公民館で配布して

います。
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問合せ　教育委員会事務局　学校教育担当　☎７９－０１７０

大子中学校では、今年度のキャッチフレーズを「変わろう！夢や理想を語るために」とし、本校の

教育目標である「目標をもち自ら考え学び心豊かにたくましく生きる生徒の育成」のために、教職員

一同、全力で日々の教育活動に取り組んでいます。

この教育目標を達成するために、大子中学校では次の３つの推進班で教育活動を進めています。

①確かな学力推進班

「課題対応・解決力」を育むために、生徒自らが考える時間を確保するとともに振り返りで活用能力

を高めることができるように授業を行っています。ペア学習やグループ学習での学び合いを通して、

生徒自身が「分かった」「できた！」という達成感や理解の深まりが味わえるようにしています。そして、

何よりも授業の楽しさが学ぶことへの意欲に結び付くように取り組んでいます。

②豊かな心推進班

「信頼される人間性」を育むために、生徒自らが考え判断する場を設け、自己管理能力を高められる

ようにサポートしています。今年度は「大子中５つの心得」の３項目（①あいさつ・返事②時間厳守

③思いやり・感謝）を重点として習慣化できるよう心がけています。特に今年度は、元気にあいさつ

を交わすことで明るい雰囲気づくりを心がけています。また、夢や理想の実現に向かう資質・能力の

育成を図るために、道徳科や総合的な学習の時間、特別活動を中心にさまざまな場面で認め励ます機

会を増やしています。教師と生徒間だけでなく、生徒同士にもお互いを尊重する意識が育まれるよう

取り組んでいます。

③健やかな体推進班

「健康で前向きな心身」を育

むために、生徒が主体的に体

験・活動する場を設定し、体力

と耐性を向上することができる

ように取り組んでいます。自分

の身は自分で守るという意識を

高め、けがや病気に対する自己

管理能力を育てています。また、

朝読や食後の歯磨きなど規則正

しい生活習慣の育成を図るとと

もに、部活動ごとに、毎月 10

ｋｍ以上走ることを目標として

体力の向上を図っています。各

部活動とも練習に励み、成果が

発揮できるよう一生懸命に取り

組んでいます。

本校での取り組みについて

は、学校ポータルサイトでも随

時発信していますので、ぜひご

覧ください。

輝く 大子の子どもたち
第54回

大子中学校
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茨城県外国人材支援センター

茨城県外国人材支援センター

〒310－0851　水戸市千波町後川745　ザ・ヒロサワ・シティ会館　分館１階

９：00～17：00（土日・祝祭日及び年末年始を除く。）

☎029－239－3304／FAX 029－239－3305

問合せ
・

相談先

06中小企業向け施策等インフォメーション

県では、新たな在留資格「特定技能」の創設を踏まえ、当該制度の周知徹底を

目的としたセミナーの開催や特定技能として就労を希望する外国人と県内企業と

の就職マッチング等を行う「茨城県外国人材支援センター」を開所しました。

○ 県内へ就労を希望する外国人材と県内企業の就職マッチング支援

○ 専門アドバイザーによる外国人材雇用に関する相談対応

○ 企業向け各種セミナーの実施

○ 県内で就労した外国人材の帰国後の就職支援

○ 企業向けの外国人材受け入れ環境コンサルティング支援

○  外国人材を採用したい県内企業、組合団体、施設など

○ 県内企業に就職したい外国人

センターの役割

支援対象者
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問合せ　大子町森林セラピー協議会事務局（まちづくり課）

　　　　☎ 72－ 1131

大子町森林セラピー協議会

Facebook ページでも情報発信中♪

森林セラピー中級講座の受講者を対象に、赤十

字救急法基礎講習及び赤十字幼児安全法短期講習

会を実施しました。

森の中へお客さんをご案内する際、事故発生時

や体調不良時に適切な判断や対応を行えるように

するため、大子町森林セラピートレーナーの認定

条件の一つに日本赤十字救急法救急員講習会の資

格取得を必修としています。

講習では、心肺蘇生法やＡＥＤの使用方法の実

技を中心とした人命救護のほか、乳幼児がけがを

した際のストッキングや大判ハンカチを活用した

応急処置方法について学習し、認定試験の合格者

には日本赤十字社茨城支部から「赤十字ベーシッ

クライフサポーター」の認定証が発行されました。

子どもエコクラブ八溝自然たんけんたいによる森のよ

うちえん～おもいっきりかわあそび～が、大沢地区の大沢

川で開催されました。

森のおはなし会による「川遊びの絵本」の読み聞かせ

の導入で、川遊びへの期待も高まり、子どもたちはわくわ

くしながら川に入りました。川の温度を全身で感じた後、

稚魚やカニを捕獲したり、奥久慈里山の会や大沢地区有志

の方々が当日のために製作したイカダに乗って水面を流れ

たり、川ならではの遊びを楽しみました。昼食では、流し

そうめんと参加者が持ち寄った朝採り野菜のトマトやきゅ

うり、梅漬けなど、流れる山の幸を見て、子どもたちは目

を輝かせていました。

森のようちえんは、自然の中で五感を使い、子どもた

ちの健やかな心身の成長を育む目的で取り組んでいます。

日本赤十字救急法救急員講習会を実施しました

大沢川で森のようちえんが開催されました

クライフサポーター」の認定証が発行されました。
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地域おこし協力隊 facebook ページ　https://facebook.com/daigo.chiikiokoshi
問合せ　農林課　☎ 72－ 1128／まちづくり課　☎ 72－ 1131

地域おこし協力隊活動報告 vol.64

【新しいアート街道作品ができました！】

菊池　彩稀（きくち　さき）隊員氏名★

常陸大子駅周辺商店街に、現代美術家・上原耕生（こうお）さんの壁画アートが新たに２作

品追加され、全部で８作品になりました。上原さんは、壁をキャンパスに見立て、それぞれの

場所に関連するモチーフやテーマを決め、作品を制作しています。

新しい作品は、文化福祉会館「まいん」南側にあるクリーニング店、ニューホワイトさんの壁に、

駐車場を意味する新しいシンボルマークが描かれています。また、新光電機さんの壁には電気

工事をモチーフにした作品があり、夜になると光ります（日没から２時間程度）。

ぜひこれらのアート作品

を見て、これからの芸術の

秋を楽しんでもらいたいな

と思います！

【地域おこし協力隊に就任しました】

はじめまして。8月1日から新隊員となりました渡邉優麻です。神奈川県川崎市から、漆掻き

になるために移住してきました。

大子漆保存会の飛田祐造会長のご指導のもと、漆林の整備を

行い、漆掻きの技術を学んでいきます。また、「大子漆」に関す

る情報発信を町内外に向けて行います。

大子町の漆掻きとしては最年少

の27歳ということで興味を持って

もらえるのか、道沿いの漆林で作

業をしていると、町内の皆さんか

ら声をかけてもらうことがあり、そ

こでのお話を通して大子町につい

て勉強させてもらっています。

協力隊の活動と漆を通して、大

子町に貢献していきたいと思いま

す。よろしくお願いします。

渡邉　優麻（わたなべ　ゆうま）隊員氏名★
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特定健診は、メタボリックシンドロームに着目して、生活習慣病（肥満症、糖尿病、高血圧症、

脂質異常症）を調べる健診です。対象となる方には、事前に特定健診の受診券が送付されます。

生活習慣病の早期発見、早期治療のため、特定健診を受診しましょう！（※同一年度内に人間ドッ

ク、医療機関での個別健診、ＪＡ組合健診を受診する場合を除く。）

【特定健診についての問合せ：健康増進課　☎ 72－ 6611】

今年度も人間ドック・脳ドック健康診査費用の一部助成を行っています。

今年度の申請期間及び受診期間は令和２年３月末までですので、助成を希望する方は期間内に

申請をしてドックを受診してください。

（※人間ドック健診の一部助成を受ける方は、特定健診との重複受診はできません。）

【人間ドック・脳ドックについての問合せ：町民課　☎ 76－ 8125】

国保税の還付金や高額療養費の支給に関して、金融機関やコンビニのATMを操作してもら

うことや、ご自宅に伺いキャッシュカードをお預かりし、カードの暗証番号をお聞きするこ

とは絶対にありません！もし「払い戻しをするお金がある」という電話を受けたら、いった

ん電話を切り、町民課国保年金担当へ事実確認をして、必要に応じ110番通報してください（※

電話の相手が教えてくれた電話番号には絶対にかけないでください。）。被害に遭わないよう、

十分に気を付けましょう！！

問合せ　町民課　国保年金担当　☎ 76－ 8125

国保情報

えがお
国民健康保険に

加入している

40～74歳の方へ

特定健診の受診は、もうお済みですか？

人間ドック・脳ドックの申請を受け付けています。

還付金詐欺電話にご注意ください！！
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日付 行事名 場所 時間 対象者 担当課

１日 （火） 定期健康相談 保 13：30～15：00 一般 健

２日 （水） 心配ごと相談 文 13：00～15：00 一般 社協

３日 （木） 人権相談 文 10：00～15：00 一般 総

４日 （金）

５日 （土）

６日 （日） 結婚相談会 文 10：00～15：00 一般 ま

７日 （月）
お知らせ版10月７日号発行
健康教室 文 13：30～15：00 一般 健

８日 （火）

１日年金事務所（出張年金相談）
（予約先：水戸北年金事務所
☎029－231－2283）
定期健康相談 保

10：00～14：00

13：30～15：00

要予約

一般 健

９日 （水） 飲用井戸水水質検査 保 10：00～11：00 一般 健

10日 （木）

11日 （金） 巡回労働相談（ハローワーク常陸大宮） 公 10：00～14：30 一般 観

12日 （土）

13日 （日）

14日 （月） 体育の日

15日 （火） 定期健康相談 保 13：30～15：00 一般 健

16日 （水） 心配ごと相談 文 13：00～15：00 一般 社協

17日 （木） 行政相談 文 10：00～15：00 一般 総

18日 （金）

19日 （土）

20日 （日）

21日 （月）
広報だいご11月号発行
お知らせ版10月21日号発行
こころの相談 保 13：00～16：00 要予約 健

22日 （火） 即位礼正殿の儀の行われる日

23日 （水） 物忘れ（認知症）相談 包 13：00～16：00 要予約 包

24日 （木）

25日 （金） いばらき就職支援センター出張相談 公 10：00～15：00 一般 観

26日 （土）

27日 （日）

28日 （月） 健康教室 文 13：30～15：00 一般 健

29日 （火） 定期健康相談 保 13：30～15：00 一般 健

30日 （水）

31日 （木）

連 絡 先

公 中央公民館 72－1148

保 保健センター 72－6611

役 大子町役場 72－1111

議 議会事務局 72－1115

総 総務課 72－1114

ま まちづくり課 72－1131

観 観光商工課 72－1138

消費 消費生活センター 72－1124

税 税務課 72－1116

農 農林課 72－1128

建 建設課 72－2611

福 福祉課 72－1117

包 地域包括支援センター 72－1175

健 健康増進課 72－6611

生環 生活環境課 76－8802

衛 衛生センター 72－3076

環 環境センター 72－3042

町 町民課 72－1112

消防 消防本部 72－0119

水 水道課 72－2221

学 学校教育担当 79－0170

社協 社会福祉協議会 72－2005

文 文化福祉会館「まいん」 72－2005

カレンダー 2019年10月

町県民税　　　　　　　第３期

国民健康保険税　　　　第４期

介護保険料　　　　　　第４期

後期高齢者医療保険料　第４期

納期限は10月31日（木）です。

税務課　☎72－1116

日時　　10月10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

　　　　10月３日（木）から予約を受け付けます。

　　　　（先着18人）

問合せ　総務課秘書職員担当　☎72－1113

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せください。

★人　口 16,850人（－33）

　　男 8,281人（－12）

　　女 8,569人（－21）

★世帯数 7,359戸（－５ ）

町の人口と世帯
（令和元年９月１日現在）

10月の
納付のお知らせ

10月の
広域無料法律相談の
お知らせ

延長窓口のお知らせ

町の人口と世帯
（前月比）

月　　日 病　院

９月30日 ～ 10月６日 久保田病院

７日 ～　　13 日 慈泉堂病院

14日 ～　　20日 保内郷メディカルクリニック

21日 ～　　27日 久保田病院

28日 ～11月３日 慈泉堂病院

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

● 救急協力当番病院 ●
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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へご連絡ください。

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/

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

町の情報をアプリでお知らせ

フォトだいご
鮎のつかみどり大会

８月４日に鮎のつかみどり大会が行われました。今年もたくさんの方が参加し、子どもも

大人も夢中になって鮎を追いかけていました。

開催期間 イベント名 問合せ先

４～７日 第74回国民体育大会カヌー競技会 教育委員会事務局国体推進室 ☎72－1148

13日 奥久慈大子まつり NPO法人まちの研究室 ☎76－8025

20日 奥久慈少年剣道大会 大子剣友会 ☎72－1128

23日 ～大子町が好き～ 議員と話そう会 議会事務局 ☎72－1115

26日～

11月２日
大子町芸術祭 教育委員会事務局生涯学習担当 ☎72－1148

上旬 新米まつり （一社）大子町特産品流通公社 ☎76－8220

※各イベントの詳細については、事前に問合せ先へご確認ください。

今月のイベント10月
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