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令和 2 年が

町民の皆様にとって

最良の年となるよう願います
2019 年は、天皇陛下が御退位されるとと

もに、新天皇陛下が御即位され、新たな元

号に変わる特別な年となりました。

茨城県では第 74 回国民体育大会が開催

され、大子町もカヌー競技会の会場として

たいへん盛り上がりました。

また、眞子内親王殿下が国体に合わせ茨

城に来県し、袋田の滝をご視察されました。

2020 年は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。

大子町では、宮城スタジアムで開催される「男子サッカー　準々決勝」の観戦ツアーを企画してい

ます。国際的に活躍するアスリートの姿や素晴らしいプレーを間近で観戦し、さらには感動を覚える

機会を設けることで、子どもたちの将来に夢や可能性を与える、またとない好機であると考えています。

3 月 26 日から 7 月 24 日までの 121 日間にわたり行われる東京 2020 オリンピック聖火リレーに

おいて、大子町の国名勝 袋田の滝が栄えあるコース地に選定されました。大子町では 7 月 5 日に実

施され、袋田の滝の滝本バス停を出発し、つり橋まで希望の炎をつなぎます。

2019 年 12 月 19 日には、コカ・コーラ　ボトラーズ

株式会社と包括連携協定を締結し、聖火リレーの地限定

のピンバッジ 2,000 個を提供いただきました。これら

の明るい取り組みが、被災した町民の皆様に英気と活力

を与えられるよう、また、全国から寄せられた支援や励

ましに対しての感謝の気持ちとして表せるよう一所懸命

努力してまいります。
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大子町の��を��町�����ま��。
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ニュースだいご

大子町の������������、�����
������れている��て、���������
�連����から��されま��。��では 72 ��
の���������������、茨城県では大
子町����ま��。�����は「����い�
�に、������地�に���てき������
�て�ら��。」���ま��。

�� � �� �

������������������

10 �に行�れ�茨城��のウ�������ン�
�� 55kg ���で、���を���������
�������、「������」��て���ま�
�。��さ�は「���で�方��か��。��の
��は、��行�ている��ー�ン��は�く�い
��か��。」���を��ま��。��広報では�
くの方から「������」��をか�られ、��
で����を��か�ていま��。

�� � �� �

������

�� � �� �

�������

�����に�いて、�����大子町����

�行�れま��。������ン�ー�で����

を�������
��

�
��

さ�（������）、���
� � �

�

さ�（�����）、大��
�

�
�

さ�（大子����）

����を発��ま��。ま�、��������

���の����、「�すす�の��」を���ま�

�。
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新年の抱負
��ての��を����から������る
�������の��の��を掲載�ます。

ぼくの

������������

�くは、������て、��の��を�て、�����い��い
ます。

���は、���料を��で、��の��に�いて、�����を
�に��る��です。�くは、��課の��で������の�る�
に�いて��、��を���ので、さらに��ていき�い��います。

���は、���に��く����、��か������で��に
����に����、���の����る��です。

��の��を�����い��います。

だいご���

�
� � �

� �
� � �

�さ�

だいご���

���������

�は、���に��て、できる��に���い�������ます。
���は、�いさ�です。�いさ�をする�、���さくて、��

に�か�い���るので、��の��に��く���、����いさ
�を���て�行��いです。

���は、����です。�は�る������ので、��から�
を�か�て、����て���て、�く�れる��に���いです。

�は、������て、��の�にすごい���れる��に���
ていき�いです。

だいご���

�
����

� �
� � �

��さ�

��������

����に��て�番�����いのは、�さ�くて���に�る
���に�る��です。�����だ���き、���に�て��さ
�く�て�ら��のを�で��く��ています。だから、�����
�に、��ている���を�か��ら、��から��で�をか�て�
�て���いです。

ま�、�����では、�れまでの���の����を�れ�、�
�を��か���、�の��に�か�て、��の��を大�に�ご�
ていき�い��います。

�����

�
� � �

� �いさ�

新年新年

わたしの
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������

�くの��の���は、���に�られる�ーダーに�る��です。

������でい���にすご�ている���は、い����の��

に行��、���に�をか�て、�ド���を�てくれます。

�く�、�の���の��に、���を�さ�く�ード�、��い�

�いの��い������れる��の���に���いです。

さはら���

�
� � �

� �
� � �

�さ�

������

�は、������て、���に�さ�く��に��できる��に
��いです。ま�、���を��ら�て、����く��できる��
にだれにで�����に���いです。

��では、�����か�く�る���ので、����を���、
��を�����いです。発�する�は、��に�を��て、��に
��る��に、大き��を���いです。

�れらの�を�に��て、���をま����、��から行�する
��を������て、���に�れる��、�����いです。

�����

�
� � �

� ���さ�

�����

�
� � �

� �
��

さ�

�������

��は、い�い�����の���です。�くは、���の���
��れる��に、��を��て��か�����ていき�いです。�
にい�い��行�の�きに�に�を��らいいのかを��で��て�
��を����ていき�いです。

ま�、���では�����を�����いです。�の�で���
����て����ので、��か����で��の��を��る��
に��いです。

�����

���は、������て、�����い�������ます。
���は��です。���は、��の��������ので、��

��を��に��か�����、���ていき�い��います。
���は、���の���に�る��です。��������は�

い�れ�、���には�れてい�い���ので、������を�直
�、���の�い���に�れる��に、�����い��います。

������に�れる��に����ます。 ������

�
� � �

� �
� � �

�さ�
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����������������������������

�������������������

���������������

�  ����の��を�ら�に��る��に、����には����
��、����に����だ�、��を行�ています。ま�、�
�の�では、���の�さを�か����ー�������い�
�を行�ています。����で������で、�����ー��
ン�を����、��を�����ています。

�  大子��では、���る�で「��に�は」�い������ます。
����に��て「�いさ�」は大子���の��で��、��
����き��てき���です。���には、��� � ����
��� � �い���������、���に�いさ���を��
�ています。さはら�����に��いての�いさ������
�ています。

�  ���通��の�い大子��では「�����」��い��に��
ています。������������て�����を��か�て
います。�くの�����の�で�、���で��通��ていま
す。�����を通�て、�い������ています。

�  �����では、���、����（���）��、�����
�に�����を行�ています。���だから����で���
て���ています。ま�、�に������で�������ー
��ンを��で行�ています。��方����てのド���ー�
大�����大�は、���の�を��ています。

�����
������ �����������

��������������������

�く 大子�子����
����

大子町�大子����

������

���������

�����������

�����������

������

����������������

�  大子��の総�����の��の�ー�は、「地���に�きる」
です。���は、地�を�る��の��������く����
�を行�ています。���は、�場��������ー��� �「�
い��の�」�、�����の���を通�て、地�の���の
��を��ています。���は、��大��連�����の���
������の��������を���ています。ま�、��

「����」���には、��������の���ら����
を���、������で��������を��ています。�
����に�てくれている����の方��く、�����ます。
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����大子町��������������������
����� �� � ����

大子町�����ー���
Fa�ebook �ー�で��報発���

��を��する�����には、�の��に������
��ます。�の��に�の�������るのかを�る��
に、ま�は�に���ている����で�るのかを�る��
���ます。�の��、�����ー��ー�ーを��に�
�を��で��る��の����の場��て、����の�
き方���を���ま��。

��は、大子町に���ている��の�の�����の�
�写真を�ら����、��の�き方���の��方�に�
する��を行い、��は、���の�に�か�、�����
に�ン��を���て�らい、���の��を��て��を
��る��を�ま��。

���の�の�は������す�か��の�い���ま��。��
の��には、���の��に�る������され、�の�は�くさ�
の����子����の�い�でに���ていま��。

当�は、�の�の��を�����ら、������の�だま�の�、
�����の�で��ー��を���、�������の�で��の�
�を���、�て����の�い��を�ご�ま��。

�����ーで���「��で��を�らく」�で、�����の�
�を��に��る���できる�の�の�を�く��は、��の���
�に��て�、�い����る��です。

������� 19 �に�る大子町の���
�を��、�れまで�����ーの行�でかか
���方��、大子町へ����ン���に�
れてくれています。

ま�、大子町���く�����ー�地で�
る�����ー��（��県����地地�）
�����町�����ー�地（広�県���
�町）の�さ�から、���きに�る�ー���
�ー�を�きま��。

�県の�����ー�地の�さ��大子町を
���てくれています。�����ご�います。

������������������

����������������������

�������������町��������������������������

���の�の�は������す�か��の�い���ま��。��
の��には、���の��に�る������され、�の�は�くさ�

��に��を���て��を�く���

�い����ー� � ����）

���の�の���での��い

の����子����の�い�でに���ていま��。

�����の�で��ー��を���、�������の�で��の�
�を���、�て����の�い��を�ご�ま��。
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11�27���での��の���を掲載�ています。�くさ�のご��を�����ご�
いま��。

������� � 100�000�000�

��������ン� � 10�000�000�

������� � 2�000�000�

茨城�通���� � 1�000�000�

����
��������� � 1�000�000�

��������� � 1�000�000�

����������� � 1�000�000�

�������� � 1�000�000�

�������� � 1�000�000�

茨城通����� � 500�000�

�����　������ � 500�000�

大子ま��������� � 300�000�

�����ン���ン�
���� � 300�000�

���� � 300�000�

������� � 271�787�

�����������場 � 200�000�

��大����
���������� � 138�000�

��県����� � 130�000�

�く��ウ����ン���� � 113�000�

�����茨城県�������
������������ � 112�570�

�� ��� � 100�000�

茨城�������務� � 100�000�

���������������������������������

���� ������
記録的災害からの復興に向けて

�������

���������

������
��������� � 100�000�

����大��� � 100�000�

����
�������ー��ー��ン � 100�000�

�������� � 100�000�

����
�����ン�ン����� � 100�000�

��県��� � 100�000�

茨城県�������� � 100�000�

��町 � 100�000�

������� � 100�000�

���県��町 � 100�000�

������
茨城県������ � 100�000�

�総��������
��� � 100�000�

�総��� � 100�000�

� ��（�������
代���役��） � 100�000�

���の� � 100�000�

�か51�の方から
�����をい�だいて��ます。

 ��������������

※12�����
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�����ア���������������

���ン � ��

��ン���ン
大子���� � �に��、�当

�������� � ま����、�に��、���

�� � �������

大子��き�� � ��き

�� � ���の�く�

��� � �に��

�か13�

����

������

茨城������� � ��11�　無���

������� � ���子�　�115�

�����「���ウ��」�
（�A� ��T� A ��SS��� �） ��ン�ー�ー　300�

�A� ��T� A ��SS��� �
茨城��������� � ��9�　無���

�かの����ー������� � �ー��ン�ン���　300�

��ン��ー�����
�������ン�ー� �
　　　���ー����、������16�、
　　　�ー�ー2�、�����

�か�300�

�A� ��T� A ��SS���

���������������

�い�������の��を�ー��ー�に掲載�ています。
ま�、役場総務課、��������ン�ーで
��する���できます。
���������//�����o�n�d�i�o�i��r��i���/����/���������������
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������������ vol.67

❶ ����

����です。���（����）��です。��は
��ー���（�に��）�ド���です。大�では写
真を��ま��。

���務��て、�代��������さ�の��（�
�大子������に��する�大����）����
�����を���、�ー���ン�「大子ま��か�ー
�ウ�ー�」の������ �A��（ダ��：大子�ー��
����ン����ン�）で����を行��ー���
�の��ー�を行�����ています。

�� 大子町������������
��������������

大子町に�る�は、����きだから�い���で大�県を��、�ー��は無�の��に�い
ていま��。�か�、地�で�る茨城県で�ー�にかか�る地�������に���い��く�
い、大子町の地�������に��ま��。

❸ �������������������

���に��くさ�の方�����る���できる�は��て�いま��で��。�さ����
く、���かく���れてくれ��か�です。す�に��地のいい町に��ま��。��て、��
に�まれ��ら����に�く�ー�にかか�る���でき���ています。

❹ 大子町��������������������

�さ���て���く、���かい���です。��は、�くさ�の����る��。��て大
子町に�郡�を��て���き、�くに�る�くさ�の����に���て、��に��ている�
�����を��ていま��。��に��て�を��る��を���る大子町��きです。

❺ ��������大子町������������������������

大子町に�て�ら�れ��さは��る����です。��い�����て、�い�い�����
�、���かい����いる。�て、��て�ら���の発�を��くては、��います。

❻ ��ア���������������

�さい��から�������、������に通�ていま��。大�は����の写真��で
��ま��。�ー�に����、�い��い��では�く、�に��て�ー�は�い��から��
の��で����の�ー�です。

　��、大子町で����する��の地��������、���の��を��てから�大子町に���、
��を���ている��の����に�いて、��か�に���、���への�ン���ー��を掲載�ます。

����� �������������

❷
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������������ �� � ����

❼ ア���������������������

�は、い�い����から�����を����ら��するの���いです。��て��てます
�、���ー�����ー（�番�き�写真�）の写真��き���は「��か�き�」だからです。
�ー�の���方に��は�い���ています。�き���に��するの��番�

❽ ������������������������������������

����ての写真、����ての写真��、�の��に�
るかに��て���ている��、������は�く�いま
す。�の場�は���を�い��ているので、�れで���
�����ます。

����の�は�������を���ています。���
����で�、35mm ������、�������を�い
��ています。�当に���いか、���いかを�い��ら、
��で�の����を����ら���ます（����は�
����は�い、�の場で���写真は��でき�いので）。
����ーを�るまでにい�い���て��するので、��
��れます（�）。

❾ ��������������������

��さ�の����に��て、�まで�は���ー�の��の��に��、��ての大きさの�
���料、��に�れま��。�ら�い���か�で、�����で��か��です。

��、��大子町で��され�茨城��に、�������てかか�る���でき�のは��の
�い�です。大子町で��ー�を��する��き��の�か�で��で��。�まで��ー��は
������か��です�、���てかか�る���できて、��ー��の��さ��る���で
きて�当に�か��です。

  ���������������������������

�まで��のいく写真は�れ�����いのです�、��にできるだ���のいく、�の�大�
の写真�を����い�、���ています。ま�、��は��������いていますので、�の
�����て��い����ています。

  ��������

��に行きます。大����に��ー�ー�ンドに����を�ま��。�の�に、���に�ー
�ン�����ー（���で��できる�����）にま��る���てい�ので、ま�は��ー�ー
�ンドで�ー�ン�����ーを�ます。

�の�は、�き���の��に��ている����ンドに行き�い。���の��は���で�
��ているので、���に�行き�い。行き�い���くさ���ます。��い����くさ��
�ます。��の�で��を�て、��でい�い����を��いです。大子町で������を�
�る��を�ていき�いです。
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���������

����������������

���
��� ���������������� �� � ���� � ����
��� ������� �� �����

��������������������

����に��る������を�る��、��の����を行��場�に、��
��（30�）ま�は����（��）の��を��る��です。

��は、�ー��ー�をご�ください。
https�//www.�husho.meti.go.jp/�aimu/�eisei/2014/tyuusyoukigyoutousiso

kusin�eisei.htm

����の���を��さ�る����を��する��、����������に
�る��を�����に��く����に�いて、����������（10�）の
い�れかの��を��る��です。

　������
　　����（�������）　����発行��������
　　����（�������）　���に�る�������
　　※���、����に�務大�に�る�����
　��は、�ー��ー�をご�ください。
　https�//www.�husho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

����������に��く「���������」の��を��������
の��、������に�る�����の課�������に���て�ロ��/ �
の�で�町�������に��されます。

※ 大子町では、������の����� � ���� � の課���を�大���（�
ロ）��ます。

��は、�ー��ー�をご�ください。
http�//www.town.daigo.ibaraki.jp/page/page003324.html

����������������������������������

����������������������������������

����������������������������������
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����は、�を����き�い��い��きの��を、�役�代の���で��る��
に�られ���です。ま�、��に����る20���60���の方は����務��ら
れていますので、20�に���ら�れ�に����の����を�ま���。
� ����
　���地の��役�、町�役場、���務�
　���（������から������されます。）
� ������料の��方�

��� ����
�� �� �� 当���� �����

�� � � � � �

�「������」�「������」

���� ������ ��
������� ������ � � �

����
������ � � �

�����に�� 　�※ 　�※ �

※ ��10���で�れ�����を��する��に��、��ま�は������の��
���です。

���������
�����������

�������������� ��� ���� ����� �町����������� �� � ����

����
����

�������������
�������������

　県�で�����るド��ー��の� �

を��さ�る��、��県大������

�ている�����地������の��

に�する��を 10 �����で � � � �

�、��の������を���ま��。
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� �����������
　65 ���の���で、���の���������に����での��を��する����

��方に��、�町�の��に����する��で、県�に 14 か���ます。

　����の��（�������ー�����������）は、��������の��

に��き�ー��を��される��、�の��大き��いです。

� ������く������
　��の����は、町から��へ��いを�ます。���は��（��の��（���）から

����（��������料�）を���い��）に��て、�担�を町へ���ます。�担

�は��� 14 ��までの 39 ��に�かれています。��に、��（���務�）�課���

に��て、�担�を���ます。

� �������������
　��課����担当へま�は���てください。直���へ��の����をする��はでき

ま��。�����、�����の���������の��を行います。�����、��

の����の��を�に、��の��に�いて���ます。

� ���な���������
　�����く�������い方�ご������������方、無���������

��、�������の�方に������方���に��ます。�����を��ている�

�は��ま���、�����を��、�����ら���ー��を��する�����です。

������ � �な�

���������������� �������

�����������

� �������������
　���く��て�ま���の����の�������の�行�、���の��に��て、�

������、������ー������ら、������へ�行�て�ら������ます。

ま�、�������を���、����の���に�いて���ています。
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������
　������に�きて、��を��ま���。�だ�はできま��。��で�������く�
にいるのは��です。��の���の��に�����か����ま���。

�������
������方に��をする���い��を�ま���。
� ��をする場�には���（����から��までの�で 30 ���）に�て、�方��は�の��に���

�るので��ま���。

��������
����は�る���すす�です。�る����までに�ま�ま���。
��る�の�������ン（�ー�ー���）は��ま���。
��る�の���は�����ご�ま���。�に���ン���の�い�は��てください。
� ��は��������を��、�はできるだ����て、�は���に�ま���。�さは��に�ら�い�

�に�てください。�ー�ンは��きにくい方は�き���て、�きて�ま�方は���ー�ンを���ま���。
���では���を���い��に�ま���。
����は����の�い�の、��は通��の�い�のに�ま���。

��づくり�������� ���� ��� �� ���

������

　����課では�に��、�������に�る「���の��」を���ています。�����、����
を��、�れ�い���いている方��のご��のご��に���ています。���ですので、��い��は�
���課に��い���ください。

������������
　��を��する��に、�かす��のでき�い��。��、さま�ま���に��、�

�の�������に��らかに��てきま��。

　��に�いて��い��を��、���「��」�������を�に�れま���。

������

����������� �� � ����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
��
��

������������������
����������������������リ�リ��
��������������������
����������������������
������応���������������������
���������������������
�������������������リ������
������������ア�プ�����������
��������リ�リ����������������
�������������������������
��������������
�������������������������
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� � �
� ����� 72－1148

� ���ン�ー 72－6611

役 大子町役場 72－1111

� ���務� 72－1115

総 総務課 72－1114

ま ま��く�課 72－1131

� ����課 72－1138

�� �����ン�ー 72－1124

� �務課 72－1116

� ��課 72－1128

� ��課 72－2611

� ��課 72－1117

� 地������ン�ー 72－1175

� ����課 72－6611

�� ����課 76－8802

� ���ン�ー 72－3076

� ���ン�ー 72－3042

町 町�課 72－1112

�� ���� 72－0119

� ��課 72－2221

� ����担当 79－0170

�� ������� 72－2005

� ������「まい�」 72－2005

���� ���

12�30� � ���� �������������

�� �　　12� 慈����

13� �　　19� 久����

20� �　　26� �������������

27� � ���� 慈����

慈���� ☎72－1550
久���� ☎72－0023
������������� ☎72－0179

● 救急協力当番病院 ●

����� 2020 �1月

町県��　　　　　　　���

�������　　　　���

����料　　　　　　���

���������料　���

���は��������です。

�務課　☎72－1116

��　　����（�）13：30�16：30
�場　　����大���������ン�ー
　　　　（大������－�－15）
���　大���総務課　☎0287-23-1111
　　　　����（�）から��を����ます。
　　　　（��18�）
���　総務課����担当　☎72－1113

����� ������
�町�課☎72－1112
���課☎72－1117
��務課☎72－1116

��い�でき�い�務���ますのでご��ください。
��くは�担当課に��に��い��ください。

��　� 16�742�（－47）
　　� 8�228�（－19）
　　� 8�514�（－28）
���� 7�331�（－10）

�������
（����12�����）

���
�������

���
���������
����

���������

�������
（���）

�� 行�� 場� �� ��� 担当課

1� （�） ��

2� （�）

3� （�）

4� （�）

5� （�）

6� （�）
�������

���� � 13：30�15：00 �� �

7� （�） ������ � 13：30�15：00 �� �

8� （�） ��������� � 10：00�11：00 �� �

9� （�）

10� （�） ������（�ロー�ー���大�） � 10：00�14：30 �� �

11� （�）

12� （�）

13� （�） ����

14� （�）

�����務�（������）
（���：������務�
☎029－231－2283）

役 10：00�14：00 ���

������ � 13：30�15：00 �� �

15� （�） ��ご��� � 13：00�15：00 �� ��

16� （�）

17� （�）

18� （�）

19� （�） ����� � 10：00�15：00 �� ま

20� （�）
広報だいご���発行

��ら����20��発行

21� （�） ������ � 13：30�15：00 �� �

22� （�）��れ（���）�� � 13：00�16：00 ��� �

23� （�）

24� （�） い�らき�����ン�ー���� � 10：00�15：00 �� �

25� （�）

26� （�）

27� （�）
���の�� � 13：00�16：00 ��� �

���� � 13：30�15：00 �� �

28� （�） ������ � 13：30�15：00 �� �

29� （�）

30� （�）

31� （�）
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������� 1月
���� ����� ����

11� ������き、��い�� �����

12� 大子町��の��い ������務�
����担当

☎72－1148

13� ������ 大子町���� ☎72－0119

18� ���ー��������ン� ������務�
����担当 ☎72－1148

※���ン�の��に�いては、��に����へご��ください。

����行�の��で�る����

����行�れます。

大子町の�地�で��する����

���に�い、����ード����

�の行�、����を行います。

��は�か�か�る��のでき�い

�������を��で�る���で

きます。

��ご�場ください。

���� ��

��� ������
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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

������
�����������ー�

������

11 � 6 �に�����で、11 � 8 �に������で、����ード�行�れま��。
「�の��」を��か���ら行��、地�の方�に���の��を���ま��。

������の
���真��に�
�きま��。

（11 � 15 ���）
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