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新年のごあいさつ
大子町長　高　梨　哲　彦

町民の皆様におかれましては、輝かしい令和2年を迎え、新たな希望を抱いてい

ることと存じます。

昨年は年号が令和へと替わり、秋にはいきいきいばらきゆめ国体が開催され、歴史に残る思い出の年

として着実に町政を進めてまいりました。しかし、10 月 12 日の台風第 19 号におきまして大きな被害が

発生し、穏やかな新しい日 を々迎え続けるにあたっては、「災害に強いまちづくり」を新たに重要な施策

の一つに付け加え、スピード感をもって対応することが重要であると思い知ることとなりました。今もな

お被災をして御不便を生じている方々にお見舞い申し上げます。国及び茨城県の様々な復興事業に町の

事業を更にプラスオンして、大子町全職員で復旧・復興へ向けて全力で成果を生み出す年となるよう努

力してまいる所存です。

昨年４月からスタートした新年度の施策においては、子育て支援住宅建設に代わり拡充した「空き家

の活用支援」や「住宅リフォーム助成金事業」が、予想を大幅に上回る申し込みとなり、多くの方々に

御利用いただいております。町の資源を無駄にせず、効率的に活かせるよう今後も継続してまいります。

すばらしい大自然の環境の中営まれている地場産業においては、様々な農林畜産業に関する施策を取

り入れ、町内外から信頼ある品質等の評価を受けています。さらに取り組みを継続し、新たな林業にお

ける補助も来年度からは増額となるため、有効に利用できるようにしてまいります。

今年度 100 歳以上の方々が 20 名を超えた当町では、シルバーリハビリ体操をはじめとする健康づく

りの施策をとおして、医療福祉面でも引き続きしっかりと支援体制を整え、実践してまいります。

次世代を担う若者に夢や希望を与える教育に関しては、外国語教育やプログラミング教育等様々な拡

充を行っております。また、町内の子どもたちを対象に、本年は宮城県で行われる東京2020オリンピッ

クのサッカー競技の準々決勝に招待することとしており、本年７月５日に行われる袋田地区での聖火リ

レーとともに、思い出に残る年となるよう準備しております。大子町で教育を受けた子供たちが未来の

大子町の主役として活躍してくれるように、一歩進んだ教育環境を作りたいと思っております。

インターネットを利用した観光資源のプロモーション、長寿社会に対応する公共交通システム、すでに

導入を始めているキャッシュレス環境等、時代に合わせた最良の取り組みに職員全員で一丸となり失敗

を恐れずチャレンジしてまいります。

昨年の台風により大子町も被災しましたが、各省庁の大臣、自衛隊や国土交通省の緊急災害対策派

遣隊（TEC-FORCE）などの国の関係機関からの復旧へ向けての後押し、保健センターに緊急配備さ

れた臨時診療所等の町民の皆様の復旧に向けた計らいは、私の着任時から注目を受けている、国・県・

町のベストマッチによる効果であったと思います。

本年の施策は、前述の災害を契機に若干優先順位を入れ替えますが、災害に強く安心安全に暮らせ

ることを念頭に、水郡線の早期復旧や町内被災施設の復旧、新庁舎建設、大子町の魅力向上 PR等の

課題を克服しながら、当初から目標として掲げる「日本一幸せなまちづくり」を実現すべく邁進してまい

りますので、皆様のより一層の御理解、御協力をお願い申し上げます。

町民の皆様の躍進を祈念申し上げ、年頭の挨拶といたします。

本年もどうぞよろしく願いいたします。

出の年
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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２年２月

だいご アート通信
今年も開催します！　大子まちなかアートウィーク 2020

　２月 22 日から３月８日までの金・土・日曜日と祝日の計９日

間、常陸大子駅周辺商店街を会場に「大子まちなかアートウィー

ク 2020」を開催します。テーマは、昨年から引き続き「脈、脈々

と」。アーティストたちが大子町で感じ取ったものを、それぞれの

方法で表現し展示します。

　これまで、DAIR（大子アーティスト・イン・レジデンス）で

滞在制作を行ったアーティストたちの作品展示や、デザインを手

がけた商品の販売のほか、アーティストによるさまざまなワーク

ショップも行います。

　それぞれの会場は、普段はなかなか入ることのできない蔵や空

き店舗も活用します。作品と共に、知らない町の歴史や懐かしい

記憶に会えるかもしれません。

　どんな場所でどんな作品や体験が待っているのか、ぜひ「大子

まちなかアートウィーク 2020」をお楽しみください！

期　間　２月 22 日（土）から３月８日（日）までの

　　　　金・土・日・祝日

　　　　全９日間開催

時　間　金曜日：11：00 ～ 17：00

　　　　土日・祝日：９：30 ～ 17：00

場　所　常陸大子駅周辺商店街

入場料　無　料

参加アーティスト

　　　　高橋生也（たかはしいくや）、河野愛（こうのめぐみ）、

　　　　山本愛子（やまもとあいこ）、ウチダリナ、徳本萌子（とくもともえこ）、

　　　　つじむらゆうじ、宮川慶子（みやがわけいこ）、森ナナ（もりなな）、

　　　　ともつねみゆき、辻徹（つじとおる）、臼井吉永（うすいよしなが）、

　　　　村山友之（むらやまともゆき）、星野明宏（ほしのあきひろ）

共　催　大子町、大子アートコミュニティ

「大子まちなかアートウィーク 2020」の

ポスターは、全部で 3 色あります！

デザインされている線は

大子町の実際の地形をもとにしています。

実物のポスターもぜひ見てください！

発行・編集　まちづくり課　☎ 72－1131／ FAX 72－1167

昨年の展示の様子
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地域おこし協力隊活動報告 vol.68

❶ 自己紹介

小松﨑愛、36 歳の常陸太田市出身です。趣味は、旅行

やお酒を呑むこと、キャンプ、映画鑑賞です。ものを作

ることや漆喰などの左官作業が得意です。主に、旧浅川

温泉再生事業としてのゲストハウス「Lahar( ラーハ）」の

開業・運営、キャンドル作家活動を通しての地域おこし

活動を行っています。

　　 大子町の協力隊になろうと思った

　　　きっかけはなんですか？

主人とゲストハウスを開業する場所を探していた時に、

旧浅川温泉跡地を紹介され、一目惚れしたその場所で地

域おこし協力隊としてやってみませんかというお声掛け

を頂いたことです。

❸ 協力隊になってみての感想は？

ほとんど知人がいない場所に夫婦で飛び込み、不安もありましたが、ご近所の皆さん含め、地域

の皆さんがとてもオープンに、親身に接してくれました。また、協力隊任期中に起業するのは私が

初めてでしたが、町の職員さんたちにも多方面でご尽力いただき、本当に心強いなと感謝ばかりです。

❹ 大子町の良いところ、好きなところはありますか？

良いところは、日本の四季がしっかり残っていて、自然豊かなところだと思います。そして、野

菜やいろいろな特産物が豊富で、袋田の滝や観光名所も多く、さらにそこを丁寧に守り続ける地域

の皆さんがいるところです。他にもたくさんありますが、なかでも、自分より人を優先する優しさ、

厳しい自然環境の中で生活する皆さんの強さやたくましさ、人の温かさが一番好きなところです。

❺ こうしたらもっと魅力が伝わるだろうなというところはありますか？

豊富な農産物や漆に楮などの貴重な素材もあり、個々で素晴らしい活動をする方がたくさんい

らっしゃいます。それらの点を線でつないで、もっと大きな輪になるように、人や場所、イベント

や時流に乗った商品開発などにつながると、今ある資源の魅力が外への発信力にもつながっていく

のかなと思います。

　現在、大子町で日々活動する６人の地域おこし協力隊と、３年間の任期を終えてからも大子町に定住

し活動を継続している５人の卒業隊員について、各隊員へのインタビュー記事を掲載します。

隊員氏名★ 小松﨑　愛（こまつざき　あい）

❷
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問合せ　まちづくり課　☎ 72 － 1131

❻ なぜゲストハウスを始めようと思いましたか？

旅好きな主人の夢が、自分にとっても魅力的なものだと思ったからです。昔から人と接したり、

人をつなげていくことが好きだったこと、また、わたしたち夫婦が自分たちらしく生きる場所を作

りたいと思いました。

❼ すてきなキャンドル作品を作られていますが、制作のアイデアはどこから来るのですか？

以前は行く先々で目にする、かわいいな、すてきだなと思った感性の刺激により、これをキャン

ドルに活かせないか、、、というキャンドル脳が働いていましたが、今は自分の生活や身近な自然か

らのインスピレーションが新しいアイデアにつながっています。大子にいる自分だから作れるもの

を、という感覚も強くなりました。

❽ ご夫婦でお互いにさまざまな活動をされていますが、夫婦円満の秘訣はありますか？

感謝を忘れないことと、できるだけ食事や感覚、時間の「シェア」をす

ることです。あとは適度な距離感を大切にしています。夫婦とはいえ、個

人としての人生や大切にしたい感覚は認め合って、受け入れ合うことも重

要だと思っています。とはいえ、夫婦歴 5 年！まだまだです。

❾ 活動の中で特に印象深いことはなんですか？

一番はゲストハウス Lahar を開業する過程で、いろいろな方が助けてく

れたおかげでオープンできたことでしょうか。また、この 1 年の間にたく

さんの方が Lahar をご利用くださり、その方と町の方とをつなぐご縁が増

えたことも本当にうれしいです。最近、大子町での起業や移住をしたい方

からのご相談も増えています。ますます大子町が楽しくなるなぁとワクワ

クすることが多いです。

10 任期 3 年目ですが、卒業までにやりたいことはありますか？

卒業後に大子移住を希望している隊員の居場所でもあり、町内外の方がワクワクする場所を作る

バックアップ活動を新たな挑戦にしたいと思っています。

11 卒業後の予定は？

卒業後はそのまま大子に残り、ゲストハウス Lahar のおかみとして、キャンドル作家 Can no 

Candle（キャンノキャンドル）としての活動を引き続き行うとともに、自分のライフワークを通し

て、外から I ターン、U ターンを希望している方と町をつなぐハブとなっ

て、自分が住んでいて楽しいと思う場所を自分のできる範囲で作り、大

子町ライフを楽しみたいと思います。
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ニュースだいご

大子おやき学校で年に一度の感謝祭が行われまし

た。

千人鍋の振る舞い、大子おやきや餅の販売、歌謡

ショー、お楽しみ大抽選会など、さまざまな企画が

行われ、会場内は多くの人でにぎわいました。

11月17日

第 20 回槙野地おやきの郷大感謝祭

金成節子さん（北田気）が大子町公平委員会委員

に任命されました。

金成さんは、平成 19 年 12 月から公平委員会委員

として務め、今期で４期目となります。

任期は令和５年 11 月 30 日までの４年間です。

12 月３日

大子町公平委員会委員の辞令交付式

12月10日

タイ王国カセサート大学附属高校表敬訪問

タイ王国の高校生６人と引率教師２人が、12 月９

日から 18 日までの 10 日間、大子町に滞在しました。

期間中は、袋田の滝の観光や大子清流高校生の家で

のホームステイ、役場や小学校への訪問などを行い

ました。
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大子町とコカ・コーラボトラーズジャパン株式会

社との東京 2020 オリンピック・パラリンピック競

技大会を契機とした包括連携協定締結式が行われま

した。

協定の締結に先立ち、聖火リレー通過記念特別自

販機の設置やピンバッジの提供が行われました。

12月19日

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社との包括連携協定締結式

　国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の納付額確認書は、町民課国保年金担当で交付して

います。

　年金から天引きされている方は、年金機構から一年間納めた保険税額が記載されている源泉

徴収票が届きますので、そちらを申告にお使いください。

国民健康保険では、前年の所得に応じて国民健康保険税の算定や高額療養費の自己負担額の判

定などを行います。このため、国民健康保険の加入者とその世帯主は所得の申告が必要です。毎

年正しい所得の申告をお願いします。

▼ 国民健康保険税の軽減措置が適用されません。

　加入者と世帯主の中に 1 人でも申告がない方がいると、所得を正しく把握できないため、軽減

割合の判定ができず、本来よりも国民健康保険税が高くなる場合があります。
▼ 高額療養費の自己負担限度額や、高齢受給者証の負担割合が判定できません。

　所得の申告がないと、高額療養費の自己負担限度額や高齢受給者証の負担割合の判定ができず、

本来よりも自己負担額が高くなる場合があります。
▼ 医療福祉費受給者証（マル福）の所得判定ができません。

　所得の申告がない場合、マル福の所得判定ができないため、お子さんや自分のマル福の交付を

受けられなくなります。

⑴給与収入のみで、給与支払報告書が勤務先から提出された人

⑵公的年金収入のみの人　⑶どなたかの被扶養者となっている人
◎申告の必要がない人

問合せ　町民課　国保年金担当　☎ 76 － 8125

国民健康保険に加入

している世帯の

所得の申告について

申告をしないと、不利益が生じる場合があります。

国保情報

えがお
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大子町消費生活センターだより

① ＳＮＳで発信されている情報は、必ずしも正確ではありません。

　  　インターネット上の情報がすべて正しいとは限りません。また、発信する側に何ら

かの意図（商品やサービスの宣伝、誹謗中傷、悪質商法サイトへの誘導など）がある場

合もあります。信頼できる情報発信元かを必ず確認しましょう。

② ＳＮＳでは匿名でも、責任が伴う発言として取り扱われます。

　  　インターネットに一度出した情報は、完全に削除することはできないことにくれぐれ

も注意してください。匿名であっても、個人を特定できる情報が通信会社等に記録され

ています。他人の人格を否定したり、容姿に対する発言をしたりするなどの投稿は、人権

侵害として、名誉棄損罪や侮辱罪などの不法行為に該当する場合がありますので、絶対

にしないでください。

③ ＳＮＳの投稿から、個人（自分や他人）が特定される恐れがあります。

　  　自分自身のプライバシー保護のためだけではなく、加害者にならないための配慮も

必要です。他人に無断で、写真や情報を掲載してはいけません。写真に写っている風景や

人物、投稿内容から、学校や勤務先、交友関係、自宅などが特定されることがあります。自

分だけではなく家族や友人の情報までも、ネットで公開されてしまうという事例が報告

されています。

④ ＳＮＳで知り合った人に、「直接会おう」と言われるかもしれません。

　  　決して自分だけで判断して会ってはいけません。ＳＮＳで知り合った人に呼び出さ

れ、重大な犯罪に巻き込まれる事件も起きています。お子さんがＳＮＳを利用する場合

は、保護者がきちんと見守っていく必要があります。フィルタリングを利用するとともに、家庭

のルールをつくりましょう。

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。）

ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）は、スマートフォンや

タブレット端末の普及により、幅広い世代に広がっています。既に生活に欠

かせないという人も多いかもしれません。一方、ＳＮＳを入り口とした悪質商

法や犯罪被害が増加しているのも事実です。ＳＮＳのルールやマナーを守ら

ないと、自分だけではなく、他人にも被害を及ぼすことになります。ＳＮＳを

利用する際は、特性をよく理解して、有効に楽しく利用しましょう。

（ グ ビ ）

ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）を利用する前に
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円滑な事業承継のための３つのステップ

問合せ
茨城県事業引継ぎ支援センター（水戸商工会議所）

☎ 029 －284 －1601　受付時間　９：00 ～ 17：15（平日）

09中小企業向け施策等インフォメーション

事業承継への取り組みは会社にとって非常に大きな問題ですが、ついつい先送りさ

れがちです。しかし、事業承継の準備には、後継者の育成も含めると５～ 10 年程度

を要します。

中小企業庁では、今後の 10 年間を事業承継支援の集中機関と位置づけ、事業承継

のステップに応じた切れ目のない支援を実施しています。

ポ
イ
ン
ト

支援機関での問合せや後継者マッチングのご相談

①身近な支援機関の体制を強化します。

　事業承継診断や、よろず支援拠点での無料の専門家派遣をご活用ください。

②後継者のいない企業の事業引継ぎを支援します。

　Ｍ＆Ａのマッチングを支援する「事業引継ぎ支援センター」へご相談ください。

① よろず支援拠点では、経営全般に関する相談に対応しているほか、無料の専門家派

遣を受けることができます。

②事業引継ぎ支援センターにて無料でご相談を受け付けています。

※ STEP ２、STEP ３については、次回以降の広報だいごに掲載します。

STEP１ 承継の準備 ～事業承継をこれから考える方へ～

担当者からの簡単な質問に答えていくことで、自社の事業承継に向けた準備の

状況について把握できます。所要時間は 10 分程度です。

事業承継診断とは？

STEP１
承継の準備

STEP２
承継の実行

STEP３
承継後のチャレンジ
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問合せ　教育委員会事務局　学校教育担当　☎７９－０１７０

● 語彙指導の工夫

　  　研究テーマ「児童一人一人の書く力を高める国語科学習指導の在り方～語彙指導の工夫を通して」の

もと、作文の推敲や類語辞典の活用など、系統性を大切にした国語科学習指導に努めています。今年度は、

俳句づくりにも挑戦しています。「校長賞」「教頭賞」に加え、「けやきっ子賞」は図書委員会の児童が

中心になって選考会を行っています。

● 縦割り班活動

　  　下級生を思いやる心や上級生を慕う気持ちを育てることをねらいとして、「縦割り班活動」を実施し

ています。縦割り班遊びだけでなく、学校のシンボルである大けやきの落ち葉掃きは、児童が楽しみに

している活動の一つです。６年生の計画をもとに、４・５年生が道具の準備や片付けを行いながら、異

学年が進んで活動しています。

● 保幼小連携による交流活動

　  　小学校に隣接した幼稚園や保育園と交流活動を行っています。１年生と幼稚園児との交流学習や５年

生と幼稚園児との交流遊び、金管クラブ主催のコンサートへの幼稚園児の招待などがあります。体育の

時間、お散歩途中の保育園児が、児童に声援を送ってくれる場面もあります。児童や園児だけでなく、

研修会や授業参観を通して、教職員同士の交流にも力を入れています。

　だいご小学校の校庭には、樹齢 500年と推定される大けやき（県の文化財・天然記念物）があります。

そのけやきの木にちなみ「つよく　大きく　たくましく」を学校教育目標に掲げ、児童一人一人の生きる

力を育んでいます。その活動の一部をご紹介します。

輝く 大子の子どもたち
第58回

大子町立だいご小学校

作文の推敲

金管クラブによるコンサート 幼稚園児と１年生の交流学習「あきまつり」

俳句選考会 落ち葉掃き
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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♪

小中学校の教科書にも掲載されている「NPO 法人 森
は海の恋人」の代表の畠山重篤さんをゲストに迎えます。

森・川・海の３つの流域をつなぎ「森づくりを通し、
自然環境を活かした地域づくり」をテーマとした講演会
です。奮ってご参加ください。

【畠山重篤さんプロフィール】
宮城県でカキの養殖業を営み、「森は海の恋人」を合言
葉に、自然に負荷をかけない生活の在り方を提唱しなが
ら植林活動を続ける漁師・エッセイスト

森林セラピーシンポジウムを開催します！

冬季の森林セラピー＊

アートセラピー

芳香療法（アロマテラピー）

冬の森林セラピーの様子

森林セラピー提携宿で体験できる芳香療法

森林を再生する活動

町民の健康増進や町を訪れる方への観光資源として森林セ

ラピーや自然療法を活用した地域づくりを進める長野県信濃

町の先進地のプログラムを紹介します。

冬にしか見られない（顔のような）樹木の冬芽を観察した

り、澄んだ空気で深呼吸をしたりします。景観のよい場所で

は葉が茂っていないので視野が広がり開放的になるほか、冬

の湧き水に触れると思っていたより温かいなど、普段あまり

体験しない感覚の違いを体感することで五感を開きます。

進行者の指示に従い、風景画を描いてその絵を確認するこ

とで、現在の自分の心の持ち方がわかります。参加者同士で

絵を見せ合い意見を出し合うことで、自分自身が周りからど

のように思われているのかも再発見することができます。

森林セラピーと提携している宿が、希望するお客さんに対

して提供します。自分の好きな香りを選んで、手浴や蒸気芳

香浴の体験をすることができ、気分転換や血行促進、リラク

ゼーション効果が期待できます。

＊森のコラム＊ 森林セラピー先進地 信濃町の自然療法プログラム

ク

「森林セラピーシンポジウム」

【日　時】２月８日（土）13：00～（開場12：30）

【場　所】文化福祉会館「まいん」　文化ホール

セ
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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

月　　日 病　院

１月27日～２月２日 慈泉堂病院

３日～　　９日 久保田病院

10日～  　16日 保内郷メディカルクリニック

17日～  　23日 慈泉堂病院

24日～３月１日 久保田病院

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 ●

カレンダー 2020 年2月

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３月２日（月）です。

税務課　☎72－1116

日時　　２月13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６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 16,679人（－63）

　　男 8,195人（－33）

　　女 8,484人（－30）

★世帯数 7,304戸（－27）

町の人口と世帯
（令和２年１月１日現在）

２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

延長窓口のお知らせ

町の人口と世帯
（前月比）

日付 行事名 場所 時間 対象者 担当課

１日 （土）

２日 （日）

３日 （月） 健康教室 文 13：30～15：00 一般 健

４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）

役 10：00～14：00 要予約

定期健康相談 保 13：30～15：00 一般 健

特設人権相談 文 10：00～15：00 一般 総

５日 （水）
お知らせ版２月５日号発行

心配ごと相談 文 13：00～15：00 一般 社協

６日 （木）

７日 （金）

８日 （土）

９日 （日）

10日 （月） 健康教室 文 13：30～15：00 一般 健

11日 （火） 建国記念の日

12日 （水） 飲用井戸水水質検査 保 10：00～11：00 一般 健

13日 （木）

14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

15日 （土）

16日 （日） 結婚相談会 文 10：00～15：00 一般 ま

17日 （月）

18日 （火）
こころの相談 保 13：00～16：00 要予約 健

定期健康相談 保 13：30～15：00 一般 健

19日 （水） 心配ごと相談 文 13：00～15：00 一般 社協

20日 （木）
広報だいご３月号発行

お知らせ版２月20日号発行

21日 （金）

22日 （土）

23日 （日） 天皇誕生日

24日 （月） 振替休日

25日 （火） 定期健康相談 保 13：30～15：00 一般 健

26日 （水） 物忘れ（認知症）相談 保 13：00～16：00 要予約 包

27日 （木）

28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

29日 （土）
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今月のイベント 2月
開催期間 イベント名 問合せ先

１日～
３月３日

茶の里ひなまつり 奥久慈茶の里公園 ☎78－0511

２日 全国氷瀑俳句大会 大子町観光協会 ☎72－0285

９日 医療と介護に関する講演会 地域包括支援センター ☎72－1175

13日 第51回 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

18日～
３月３日

大子町内ひなまつり「街なか飾り」 大子町商工会 ☎72－0191

22日～
３月１日

大子町漆工芸展 大子漆工芸くらぶ ☎74－1213

23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

上旬 大子産米だいごみ販売 大子町特産品流通公社 ☎76－8220

上旬 蔵出しりんご販売 大子町特産品流通公社 ☎76－8220

３月１日 百段階段でひなまつり 大子町商工会 ☎72－0191

３月１日
アップルパイを食べよう
＠百段階段でひなまつり

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。

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。2 月中旬から

3 月上旬までの期間中は、街なかの商店

街にも雛飾りが置かれます。

Pick Up

3月1日 百段階段でひなまつり
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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）
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フォトだいご
令和元年度茨城県スポーツ少年団大子・常陸大宮ブロック交流駅伝競走大会

第 33回大子広域公園ハーフリレーマラソン大会

令和元年 12 月 1日に大子広

域公園でスポーツ少年団の駅伝

競走大会が行われました。

低学年と高学年のそれぞれ 8

チームが参加し、寒空の下を懸

命に走りました。

令和元年 12月 15日に大子広域公園でハーフリレーマラソン大会が行われました。

27チームの約 300人が参加し、たくさんの声援の中タスキをつなぎました。んの声援の中タスキをつなぎました。

Public Information DAIGO February 202018


