










日比野 克彦
  Katsuhiko Hibino

アーティスト。1958年岐阜市生まれ、東京藝術大学
大学院修了。1980年代に領域横断的、時代を映す作
風で注目される。作品制作の他、身体を媒体に表現
し、自己の可能性を追求し続ける。各地域の参加者と
共同制作を行い社会で芸術が機能する仕組みを創出す
る。2016年に平成27年度芸術選奨文部科学大臣賞
（芸術振興部門）受賞。現在、東京藝術大学学長。熊
本市現代美術館館長。岐阜県美術館館長。日本サッ
カー協会社会貢献委員会委員長。そのほか、東京都藝
術文化評議会専門委員、公益財団法人日本交通文化協
会理事を務める。

撮影：後藤充

HIBINO HOSPITAL Vol.76「つながりすぎないリアル」2020

ワークショップへの申込方法など、詳細は裏面をご覧ください。

奥久慈茶の里公園にて ６月12日（日）開催！

アーティスト 日比野 克彦（現 東京藝術大学学長）による  アートワークショップ

大子町初開催

午前の部
（小中学生）

午後の部
（一般）

各回参加者募集
申込受付 5/12 開始！

参加費
無料

どんなことをするのか、発表されるのは当日です。
参加者は想像力を膨らませ、はじめて出会う人たちとのコミュニケーション
をとおして、日比野さんから出るお題に取り組みます。

アートの知識や技術が無くても大丈夫。
まだ見ぬものを楽しむ心があれば、誰でも参加できるのが魅力です。

日比野さんと一緒に アートな一日を過ごしてみませんか？

「HIBINO HOSPITAL（ヒビノホスピタル）」とは、
1999年から守谷市を拠点に各地で開催している、アーティ
スト日比野克彦によるワークショップシリーズです。
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HIBINO HOSPITAL in 大子町 Vol. 78 概 要

日 時 2022年 6月12日（日） 午前の部：9:30 12:30 
午後の部：14:00 17:00（会場受付は、開始の15分前から）
※午前の部と午後の部で、内容は同じになります。

会 場 奥久慈 茶の里公園（茨城県久慈郡大子町大字左貫1920）

内 容 当日のお楽しみです。動きやすい格好でご参加ください。

参加費 無料
対 象 午前の部：大子町在住の小中学生および保護者（小学3年生以下は保護者同伴）

午後の部：大子町内外にお住まいの方
定 員 各回、それぞれ30名 ※先着順。定員に達し次第受付終了。

申込受付期間 2022年 5月12日（木）～ 6月 8日（水）

申込方法 Ｗeb または お電話からお申し込みください。

新型コロナウイルスの感染状況により、開催
状況が変更になる場合がございます。最新情報
は大子町ホームページよりご確認ください。

これまでのヒビノホスピタルについては、
アーカスプロジェクトの公式ホームページから
ご覧になれます。

アーカスプロジェクト イベントアーカイブ
https://www.arcus project.com/jp/event/

大子町ホームページ
ヒビノホスピタル Vol.78 開催のお知らせ
https://www.town.daigo.ibaraki.jp/page/
page006187.html

ヒビノホスピタルにご参加された方に、
茶の里公園から摘みたての新茶
（テイクアウト）をご用意しております。

ぜひご賞味ください。

Ｗebから申込
下記のQRコードより、申込フォームに必要
事項をご記入の上、送信してください。

電話から申込
下記へお電話の上、必要事項を伝えてお申し
込みください。
大子町役場 まちづくり課

■電話番号：0295 72 1131
■受付時間：平日 8:30 17:15
■必要事項 1. 参加者氏名

2. 参加人数
3. 年齢（小学生以下）
4. 当日連絡先
5. 参加時間帯（午前または午後）

申込フォーム
https://forms.gle/
yVL8si5G28fpr3qu6 

主 催 大子町、アーカスプロジェクト実行委員会 
お問合せ 大子町役場 まちづくり課 電話番号：0295 72 1131（平日 8:30 17:15）

〒319 3526 茨城県久慈郡大子町大字大子866

お 願 い
イベントにご参加の際は、手洗いやうがい、マスクの着用等、感染防止策へのご理解とご協力

をお願いいたします。また、「いばらきアマビエちゃん」へのご登録もお願いいたします。



耐震改修促進に関する補助制度のご案内

大子町耐震改修促進計画(平成３１年３月策定)に基づき、大子町内における住宅の耐震化促進や避難路等の

安全の確保のため、木造住宅の耐震診断や耐震改修、危険ブロック塀等の撤去に対する補助制度を創設し、本

年６月１日から募集を開始します。

詳しくは、建設課までお問い合わせください。

問合せ 建設課 TEL ７２－２６１１

区分

木造住宅耐震診断士派遣事業
戸建て木造住宅耐震

改修等工事補助金

危険ブロック塀等

撤去事業補助金

対象の木造住宅に町が耐震診
断士を派遣し、耐震診断を行
う。

耐震診断により基準を満たし
ていないと診断された木造住
宅の耐震設計および耐震改修
工事をする場合に改修工事費
の補助を行う。

緊急輸送道路および通学路
(避難路等)に面する倒壊のお
それのある危険ブロック塀を
撤去するものに撤去費の補助
を行う。

対象者 戸建て木造住宅の所有者

居住している

戸建て木造住宅の所有者

(居住予定者含む。)

危険ブロック塀

の所有者等

受付人数/

受付期間

(令和４年度)

３人/

６月１日～６月３０日

１人/

６月１日～６月３０日

３人/

６月１日～６月３０日

主
な
要
件

建築年月日
昭和５６年５月３１日

以前に着工したもの

昭和５６年５月３１日

以前に着工したもの
―

階数 ２階以下 ２階以下 ―

床面積 ３０㎡以上 ３０㎡以上 ―

建築工法
在来軸組工法

または枠組壁工法

在来軸組工法

または枠組壁工法
―

その他
自己負担

２,０００円

耐震診断により基準

を満たしていないと

判定された木造住宅

避難路等に面する道路面か

らの高さ８０ｃｍ以上の基

準に適合しないブロック塀等

施工業者
茨城県建築士会から

派遣される耐震診断士

町内業者または茨城県木造住
宅耐震診断士養成講習会受講
者名簿に登載されている事業
者

町内業者

他の助成金

との併用
― 併用可 ―

算出方法 ― 耐震改修工事費×４/５ 撤去費×２/３

交付限度額 ― １００万円 １５万円












