東京田子会
記念植樹

７月 日、タプコピアンプラザ前で
東京田子会による記念植樹が行われま
した。今回の記念植樹は、昨年度の田
子町の町制施行 周年を記念して東京
田子会から寄贈されたものです。
最初に記念式が行われ、式の中で同
会会長の一ノ渡尚道さんは「このよう
な場所に記念樹を植樹することがで
き、非常にうれしく思います。記念樹
が大きく育っていくことを望みます」
とあいさつを述べました。寄贈を受け
た松橋良則町長は町側を代表してお礼
を述べました。
続いて東京田子会の代表３名、田子
町代表３名による植樹が行われまし
た。
今回、記念樹に選ばれたのは、
「コ
ウヤマキ」です。この木は、秋篠宮家
悠仁様のお印となったことでも有名で
す。

一ノ渡尚道さん
瑞宝中綬章受章
祝賀会
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植樹をする一ノ渡会長（左
写真）と松橋町長（下写真）

同日、中央公民館で、一ノ渡尚道さ
んが瑞宝中綬章を受章したことを祝っ
て祝賀会が行われました。今回の受章
は平成 年度春の叙勲で、防衛教育功
労による受章です。
一ノ渡さんは田子町出身で、慶応義
塾大学医学部卒業後、琉球大学助教授、
防衛医科大学教授を経て同大学校長な
どを歴任され、平成 年からは東洋学
園大学学長として在職されています。
また平成 年には、田子町への貢献に
より田子町名誉町民となっています。
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80

ぜひ歯周疾患検診を受診
し、歯周ポケットの深さの
チェック、効果のある磨き
方を覚え、長く自分の歯を
残すようにしましょう。
検診を受けた方には、試
供品のプレゼントもありま
す。

を受けて自分の命を守る事
が大事です。女性なら「受
けなきゃ損！」ながん検診
です。

●特定健診

2

今月の話題

●子宮・乳がん検診

月、 月は特定健診を
実施します。
「メタボ」という言葉は、
宣伝広告の影響もあり約８
割の方が知っている言葉の
よ う で す が、 そ の「 メ タ
ボ」はどのようにしてわか
り、どのような状態のこと
をいうのか、おわかりでし
ょうか。
「メタボ」を見極めるた
めには「特定健診」を受け
る必要があります。
以前は「基本健診」とい
われておりましたが、昨年
度から「特定健診」に変わ
りました。検査内容は以前
とほぼ変わりませんが、内
臓脂肪の量を重視する結果
と、実施を医療保険者主体
になったため、医療保険証
の種類によって、受け方が
異なっております。
田子町では、田子町国民
健康保険証をお持ちの方の
義務として、積極的に健診

10

11

役場福祉課からのお知らせ

60

の流れを悪くし、血の塊が
できやすくなるなど、心筋
梗塞・脳梗塞の原因になり
ます。
また、糖尿病がある方は
血糖値の影響で感染症が起
こりやすくなる他、歯周病
菌が作る悪性たんぱくが血
糖値のコントロールを悪く
することもわかり、糖尿病
の合併症である網膜症・神
経症・腎臓病の次に歯周病
となっています。
しかし、歯周病の救いは、
きちんと歯の汚れを落と
し、歯周病菌の数を減らす
ことで薬を使わなくても改
善できることです。効果的
な歯の磨き方は意外と難し
く、コツがあります。一番
悪い磨き方は、①力まかせ
②大振り③歯磨き粉のつけ
すぎで、泡が多くなり、磨
いたつもりが全部の歯に歯
ブラシが当たっていない状
態です。

９月は子宮・乳がん検診
を実施します。すでに申し
込みされた方には保健推進
員より書類が届きます。
子宮頸がんは低年齢化が
進んでおり、 歳〜 歳に
急増しています。また子宮
がんは高齢になるにつれ患
者が多くなり、細胞の変性
が原因とされています。
乳がんは、 歳代後半に
もっとも発生しています。
女性にできるがんの中で、
一番多く年間４万人の女性
が乳がんにかかっています。
タレントの山田邦子さん
や映画で話題になった「余
命１ヶ月の花嫁」も「乳が
ん」の病気で注目されてい
ます。
子宮がん・乳がんは定期
的検診が大変有効で、検診

40

マル得健康診査が始まります

50

20

40

健診を受けると ①あなたが得する
②家族が得する ③町が得をします

９月、 月、 月の期間、
各種健診が行われます。
希望された方には書類が
届きますが、これからの申
し込みも受け付けしますの
で、詳しくお知らせいたし
ます。

●歯周病健診

科医院へ対象者が直接予約
し、受診することになりま
す。
検診内容は歯と歯ぐきの
様子を診察します。特に歯
ぐきの溝が深くなるにつれ
て歯垢がたまりやすく炎症
の発症と関係してきます。
歯肉炎を認める口内環境
は慢性感染症にかかってい
る状態で、風邪を長く引い
ていることと同じことで
す。風邪が長引くと受診す
る方は多いと思いますが、
歯肉炎では出血などの症状
があるだけでは、おそらく
受診する方は少ないでしょ
う。
最近は歯周病と生活習慣
病の密接な関係も明らかに
なり、口腔内に感染症が起
こると歯周病菌の毒素が、
気道・肺・胃・血管内に悪
影響を起こすことがわかっ
ています。発生する菌の毒
素は動脈硬化を促し、血液

試供品をプレゼント

11

70

10

・ ・ ・ 歳の方を
対象に歯周疾患検診を行っ
ております。
期間は６月から翌年１月
末まで行っており、町内歯
40

問

のマークは「お問い合わせ先」の意味です

を受けていただくくように
勧めています。

★健診結果によって…

トピックス

40

問

月３日、４日に行われ
る「第 回にんにくとべご
まつり」の運営委員長に蹴
揚章郎さん（七日市・写真
右）
、ガーリックレディに
稲村歩さん（下本町・写真
左）が決まりました。
運営委員長の蹴揚さんは
昨年に引き続き２度目の運
営委員長となります。蹴揚
さんは「皆さんに楽しんで
もらえるようなまつりにし
たい。田子牛と田子にんに

「第 回にんにくとべごまつり」
運営委員長・ガーリックレディ紹介

ご家族・お友達をお
誘い合わせの上、ぜ
ひご来場ください！
にんにくとべごま
つり実行委員会
☎20-7114

24

重い生活習慣病に進む危険
性がとても高い方です。
現在、異常がないことを
確認するためにも、血液状
態が少し変わってきた変化
を早く意識するためにも、
病気になり若くして手足の
不自由（介護の必要）や早
死にしないためにも、ぜひ
年１回必ず特定健診を受け
て体の状態をチェックしま
しょう。
に国民健康保険加入者で
歳から 歳までの受診率
を、 ％に達成するように
求めています。
昨年度の田子町特定健診
受診率は約 ％でした。今
年度は ％をめざしており
ます。 年度までに目標率
を達成しない市町村には、
税金へペナルティが課せら
れることが国から示されて
います。
医療機関で個人的に検査
を受けても、職場健診を受
けている方でも、国民健康
保険の方は、健診結果が町
（町では国保連合会へ報告
します）へ届かないと健診
を受けたことになりません
ので、受診されている方は
結果の報告をせせらぎの郷
へお願いいたします。
ぜひ、田子町国保加入者
みなさまの受診へのご協力
をお願いいたします。

▼日時：10月３日（土）
、４日（日）
午前10時30分〜午後３時
▼場所：大黒森229ドーム及び周辺
※田子牛バーベキュー予約券販売は９月上旬から
１枚2,000円（田子牛250ｇ、野菜、タレ、割り
箸、受け皿）
◎田子牛バーベキューパーティー（予約券の購入
はお早めに）
◎田子牛の丸焼きを当日会場内で販売！
１パック500円
◎郷土芸能や各種アトラクション
◎各種出店も盛りだくさん
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75

50

詳しくは左記までお問い
合わせください。
問役場福祉課健康福祉グル
ープ☎ ‐７１００

第24回にんにくとべごまつり開催

24

★受診率が…
国では、平成 年度まで
24

65

24 55
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今月の話題・トピックス

3

特定健診（メタボ健診）
の結果によって、検査異常
のある方に対して次のよう
に支援していきます。
腹囲と検査異常項目１つ
該当で動機づけ支援、腹囲
と検査異常項目２つ以上該
当で積極的支援（図１）
。
メタボリックシンドロー
ム状態は、動脈硬化を促進
し、心臓病や脳卒中などの

図１

協働のまちづくり

①
information

【前文】
私たちの田子町は、みどり豊かな恵まれた
自然のもと、先人の英知と努力により伝統と
文化がはぐくまれ、にんにくをはじめとする
地域の特色をいかした産業の発達と活力ある
まちとして発展してきました。
先人から受け継いだこのまちを、すべての
人が生涯にわたり知性と文化を高め、健康で
いきいきと安心して暮らし、働くよろこびを
知り、子どもたちが将来に希望を持ちながら
すこやかに成長できるまちとして次代に引き
継いでいくことが私たちの願いです。
こ こ に 私 た ち は、 田 子 町 民 で あ る
こ と に 誇 り を 持 ち、 一 人 ひ と り の 人
権 が 尊 重 さ れ、 町 民 主 体 に よ る ま ち
づ く り が 保 障 さ れ、 町 民、 事 業 者、
町および議会がそれぞれ社会にはた
す 役 割 を 自 覚 し な が ら、 協 働 の ま ち
を推進することを町政運営の基本と
し、 町 民 す べ て が 幸 せ に な る 田 子 の
実現のために、この条例を定めます。

【解説】
条例策定の背景やまちづくりの基本的な考
え方についてまとめています。町民すべてが
幸せになることを願い、まちづくりにできる
だけ関心を持ってもらい、参加を呼びかける
思いを表現しています。

田子町協働のまちづくり条例（全文・解
説）が必要な方は、役場総務課へお立ち寄
りください。
次回は、第１章「総則」についてご説明
します。

4

トピックス

「田子町協働のまちづくり条例」が制定されました
平成 年６月議会で「田子町協働のまち
づくり条例」が議決・制定されました。
この条例は「まちづくりの主役は町民で
ある」という考え方のもと、町民の皆さま
と行政が協力し合いながら、みんなの手で
まちづくりを進めるための基本ルールとな
るもので、平成 年４月から実施されます。
条例では、まちづくりの基本的な考え方
を定め、町民、事業者、行政及び議会の役
割と町政運営のあり方をあきらかにすると
ともに、協働の推進に必要なことなどが定
められています。
今後、町民の皆さまに十
分理解され、活用されてい
くことが大切であります。
そこで、今回から順次、
本条例のご紹介をしていき
ます。第１回目は「前文」
です。

12

15

７月 日、田子幼稚園夕
涼み会が行われました。
今年も田子幼稚園の子ど
もたち全員で山車作りに取
り組み、難しいところはお
父さん方から手伝ってもら
い完成させました。
当日はあいにくの雨で、
傘を差しながらの山車運行
になりましたが、雨に負け
ないように大きな声を出し
て行いました。お母さん方
による祭囃子や太鼓の演奏
も加わり、山車運行を彩り
ました。
その後、トレーニングセ
ンターでドラえもん音頭や
親子でよさこいなどの踊り
を 踊 っ た り、 シ ャ ボ ン 玉、
やっほっほなどの歌を歌っ
てみんなで楽しみました。

16

くを広くＰＲしながら、今
年もまつりを成功させられ
るよう頑張りたい」とまつり
への意気込みを語りました。
ガーリックレディの稲村
さんは、姉妹都市であるア
メリカギルロイ市で７月
日から開催された「ガーリ
ックフェスティバル」に参
加し、ギルロイ市との交流
を深めました。稲村さんは
「互いの文化や長所を高め
あう交流をしていきたい。
幼少期から習っている南部
手踊りを活かして、今後の
姉妹都市交流の発展へとつ
なげられるように、明るく
元気に務めたい」と抱負を
語りました。

田子幼稚園夕涼み会

21

『田子町協働のまちづくり条例』は次の９章か
ら成り立っています
・前文
・第１章 総則（第１条・第２条）
・第２章 基本理念（第３条）
・第３章 権利及び責務（第４条─第８条）
・第４章 情報共有の原則（第９条─第 条）
・第５章 参画と協働の推進（第 条─第 条）
・第６章 評価制度（第 条）
・第７章 条例の位置付け（第 条）
・第８章 雑則（第 条・第 条）
・附則
13

17

19

社会を明るくする運動
７月 日、社会を明るく
する運動パレードが行われ
ました。
「社会を明るくする運動」
は、全ての国民が、犯罪の
防止と罪を犯した人たちの
更生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

22
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15
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雨にも負けず、元気いっぱいの山車運行

で、子どもたちの噛む力の
向上や健康に役立てたい
と、１学期につき１回、計
年３回の寄付をしており、
今年で４回目となります。
じゅうねせんべいは田子町
内の幼稚園、小学校、中学
校の給食の時間に食されて
います。
今年は、清水頭小学校で

公民館情報

じゅうねの栽培も行いまし
た。子どもたちが植えたじ
ゅうねは 月に収穫し、そ
のじゅうねでせんべいやく
しもちを作る予定です。将
来的には、もっとじゅうね
を植えて油をしぼりたいと
今後の希望を述べていまし
た。
12

33

55

第 回青森県民駅伝競
走大会

■行事等に関するお問い合わせは、田子町中央公民館（☎
‐７０７０）または上郷公民館（☎ ‐１８１１）まで
お願いします。

13

９ 月 ６ 日（ 日 ）
、第 回
青森県民駅伝競走大会が青
森市の市街地コースを会場
に、
「健脚でつなげ郷土の

17

20

第 回田子町民大運動会
55

９月 日（日）
、
「ひかる
汗みなぎる力」を大会スロ
ーガンに「第 回田子町民
大運動会」が開催されます。
今年も県立田子高等学校
の陸上グラウンドを会場に、
総合優勝８連覇を狙う石亀
チーム他、８チームで熱戦
を繰りげます。
今回も団長会議において
若干プログラムの見直しを
して実施することになりま
した。
詳しくは、別にチラシを
配付しますのでご覧くださ
い。

17

い明るい社会を築こうとす
る全国的な運動です。７月
は〝社会を明るくする運動〟
強調月間となっており、田
子町内をパレードした後、
公民館広場で伝達式が行わ
れました。
伝達式では八戸地区保護
司会三戸会長岡達雄会長か
ら法務大臣や県知事のメッ
セージが伝達され、松橋町
長は「犯罪のない地域を作
っていきましょう」とあい
さつしました。その後、三
戸地区でも社会を明るくす
る運動パレードが行われま
した。

正孝教育長へじゅうねせん
べいが贈呈されました。受
け取った秋元教育長は「あ
りがとうございます。皆さ
んからいただいたじゅうね
せんべいは子どもたちの健
康のために役立てます」と
感謝の言葉を述べました。
じゅうねの会は、昔なが
らの農産物「じゅうね（エ
ゴマ）
」の栽培を再興する
ことにより、α‐リノレン
酸（アレルギー症状を鎮め
る不飽和脂肪酸）が多く含
まれている「じゅうね」の
消費を普及し、アレルギー
疾患の子どもたちの健康に
貢献するために作られた会
です。会では自分たちが栽
培、収穫したじゅうねを使
ったせんべいを食べること

じゅうねせんべいを贈呈する
じゅうねの会一ノ渡尚武さん

和と心」のスローガンのも
と、県内 市町村の代表選
手 が 一 堂 に 会 し、 ８ 区 間
・８㎞で健脚を競います。
田子町チームは、町の部
入賞を目指し練習に励んで
います。皆様のご声援よろ
しくお願いします。
チームメンバーを紹介し
ます。

33

40

☆監督 山市賢一
☆コーチ
栗木利章、桜田 守
☆選手
▽一般（高校生以上）
菊地 保（陸自八戸）
森崎進也（田子町教委）
森崎哲志（陸自八戸）
原 充正（田子高３）
尾形京介（田子高２）
稲村譲隆（田子高１）
▽中学生男子
大坊圭人（田子中３）
山沢大貴（田子中３）
白澤翔太（田子中２）
山本晃輝（田子中１）
▽女子
赤野春佳（田子高２）
大下彩也香（田子高１）
木崎加奈子（田子中３）
笠嶋美幸（田子中２）

トピックス・公民館情報
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じゅうねせんべい贈呈
７月８日、じゅうねの会
（久慈正良会長）から秋元

中央公民館広場で行われた伝達式

昨年度駅伝メンバーとスタッフ

夏の読書マラソン終了

図書館おやすみカレンダー

第４木曜日（館内整理日）
田子町立図書館
☎ ‐７２２１

▼９／ （土）午前 時 分
本の読みきかせととしょかん
クラブ「動く」折り紙
▼９／ （水）
赤ちゃん絵本の紹介／せせら
ぎの郷
▼９／ （土）午前 時 分
本の読みきかせととしょかん
クラブ「指人形」の折り紙

９月の図書館行事

▼色の濃い日が休館日です。
図書館の開館時間
水〜土 午前 時〜午後６時
日曜日 午前 時〜午後４時
図書館休館日
毎 週 月 曜 日・ 火 曜 日・ 祝 日・

子晴也、獅子内亜未
▽２等賞 佐藤早慧子
▽３等賞 萩原穂佳、萩原
愛佳、加藤大晴

10

30

30

みんなでチャレンジ
００円▽持ち物 バスタオ
公民館講座のお知らせ ル、タオル▽申込期限 当
●神楽講座
日午前中までに公民館へ電
▽ と き ９ 月 日・ 日 話で
（金）午後７時〜▽ところ ●水曜わんぱく
中央公民館ホール、和室▽ ▽とき ９月９日（水）午
申込期限 随時公民館へ
後３時〜▽ところ 上郷公
●生花講座
民館研修室▽内容 おやつ
▽とき ９月 日（金）午 作り▽参加費 ２００円▽
後６時 分〜▽ところ ト 持ち物 エプロン、三角巾
レセン研修室▽参加費 １ ▽申込期限 ９月７日（月）
回１０００円程度▽持ち物 ●フラワーアレンジメント
花はさみ、カッター▽申込
▽
とき ９月 日（火）午
期限 随時受付
後７時〜９時▽ところ 上
●ヨーガ講座
郷公民館研修室▽材料費
▽とき ９月 日（木）午 ２ ０ ０ ０ 円 程 度 ▽ テ ー マ
後７時〜９時▽ところ 中 「９月の花」▽申込期限
央公民館和室▽受講料 ６ ９月 日（木）
図書館情報

20

賞は次の９名のみなさんで
す。おめでとうございます。
▽１等賞 岡崎寿麗、新井
田実穂、新井田香穂、種

10

25

29

「住まい・家・暮らし」について
「家と暮らし」特集

決められた期間内に何冊
の本が読めるか挑戦する
「読書マラソン」が終了し
ました。 回目になる今回
の参加者は 名、１等賞（９
日間で 冊読破）から３等

12

16

26

24

ッチンの収納１００
○イギリス式節約お片付け
○自分でできる家の修理と
模様替え
○美しく暮らすインテリア
３０５のヒント
○どうして私、片づけられ
ないの？
○間取りで決まる住みよい
家
○住まい方は、生き方

10 10

6

公民館情報・図書館情報

11

18

17

あなたの家はどんな家で
すか？ そこでどんな風に
暮らしていますか？ 図書
館 で は「 収 納 」
「インテリ
ア」
「暮らし方」
「家づくり」
などの本を集めて展示貸出
します。より快適で自分ら
しい「家と暮らし」の参考
に、どうぞご利用ください。
○しまう・見せる・使うキ

読書家のみなさんです

●社会
▽儒教と負け犬／酒井順子／367サ
●教育・しつけ
▽おうちでできるシュタイナーの子育て／379オ
▽わが子の「やる気スイッチ」はいつ入る？／379カ
●健康
▽好き嫌い健康法／石原結實／498イ
●家政・料理
▽福永真一のＨＡＰＰＹしみ抜きライフ／593フ
▽夜９時に帰ってうちごはん／牛尾理恵／596ウ
●農業
▽自然農薬のつくり方と使い方／615シ
●時代小説・ミステリーなど
▽寂しい写楽／宇江佐真理／913ウ
▽たどりそこねた芭蕉の足跡／佐藤雅美／913サ
▽廃墟に乞う／佐々木譲／913サ
▽Ｌ特急やくも殺人事件／西村京太郎／913ニ
▽中央線に乗っていた男／西村京太郎／913ニ
▽こいしり／畠中恵／913ハ
▽贖罪／湊かなえ／913ミ
●その他の小説など
▽サムシングブルー／飛鳥井千砂／913ア
▽植物図鑑／有川浩／913ア
▽終の住処／磯崎憲一郎／913イ
▽ストロベリー・フィールズ／小池真理子／913コ
▽薄暮／篠田節子／913シ
▽最も遠い銀河／上下巻／白川道／913シ
▽学問／山田詠美／913ヤ
▽きのうと同じに見えるけど／夏石鈴子／913ナ
●詩歌・エッセイなど
▽カキフライが無いなら来なかった／せきしろ／911
セ
▽無趣味のすすめ／村上龍／914ム

28

38

45

30

9:50〜10:05

清水頭地区総合研修センター

10:40〜10:55 矢田郎地区コミュニティ消防センター
11:05〜11:20 都市農村交流センター（原）
11:30〜11:45 田子町商工会館前

問

※犬は、年１回狂犬病予防注射を接種しなければなり
ません。春 ( ５月 ) に接種した犬は不要です。
▼予防注射手数料：3,000円
▼新規登録手数料：3,000円（犬の登録は、生涯１回）

なっている場合
▽紛争の原因について争い
がある場合
◎中立公正な立場から、紛
争の解決に努めます
公害等調整委員会や都道
府県公害審査会では、法律
の専門家、医師、大学教授
など、各分野の有識者が委
員となり、中立公正な立場
から、調停、裁定（公害等
調整委員会のみ）などを行
い、紛争の解決に努めます。
◎申請手数料は裁判所に比
べて安く設定されています
例えば、調停の申請手数
料は、裁判所の民事調停の
約４分の１です。
問役場町民課住民環境グル
ープ☎ ‐７１１３

後期高齢者医療制度の
運営に関する『懇談会』
委員の公募を行ってい
ます

で、平日昼間青森市での会
議に出席できる方
▼募集人員 ８人（応募者
の中から選考により決定）
① 歳以上の被保険者 人
② 歳以上の障害認定被保
険者１人
③ 歳以上の他の医療保険
被保険者１人
▼応募方法
応募用紙及び「後期高齢
者医療制度に関する意見
（４００字程度）
」を提出
▼応募期間 平成 年 月
日（火）〜 日（木）
▼謝礼等 会議１回の出席
につき謝礼５０００円及び
交通費（公共交通機関利用
実費相当額）
▼応募用紙・要領等の配布、
お問い合わせ、提出先
役場福祉課地域福祉グルー
プ☎ ‐７１１９
青森県後期高齢者医療広域
連合総務課☎０１７‐７２
１‐３８２１
ホームページ
24

21

不動産取得税について

http://www.aomori-kouikir
engou.jp/

20

新 築、 増 改 築 し た と き や、
土 地 や 家 屋 を 売 買、 贈 与、
交換などで取得したとき
に、取得者に課税される県
の税金です。
納めていただく額は、原
則として、市町村の固定資
産課税台帳に登録されてい
る価格に、住宅及び土地の
場合は３％、住宅以外の家
屋の場合が４％の税率を乗
じた額になります。
なお、住宅や住宅用地を
取得した場合で、一定の要
件を」満たす場合には、不
動産取得税が軽減される制
度があります。
詳しくは、左記にお問い
合わせいただくか、青森県
庁ホームページ「不動産取
得税の権限制度」をご覧く
ださい。
問三八地域県民局県税部課
税第二課☎０１７８‐ ‐
５１１１

公証制度について

月１日から７日は「公証
週間」です！
公証人は、国の一機関と
して、市民の生活や財産な
どの権利を守り、トラブル

27

6

9

65 75

40

1

不動産取得税は、家屋を

10

20

▼職務 後期高齢者医療制
度の運営に関する意見・提
案を行っていただきます。
▼任期
委嘱の日から２年間
▼応募資格
県内在住 歳以上の方
40

専門の機関による紛争の解
決
国の公害等調整委員会や
都道府県の公害審査会が、
次のような公害紛争を扱い
ます。
▽当事者間の対立が深刻な
場合
▽苦情申立後長期間が経過
して、解決の見通しが立
たないが、第三者の仲介
があれば話し合いが進展
すると思われる場合
▽損害賠償の問題が中心に

14:25〜14:40 遠瀬生活館
14:45〜15:00 上郷公民館

お知らせ

実施場所
農業者トレーニングセンター

お知らせ

7

13:15〜13:30 石亀地区研修センター
13:40〜13:55 山口生活館
14:00〜14:15 関所橋付近

騒音や悪臭などでお困
りの方へ 公害問題の
解決に２つの制度

10 10:15〜10:30 相米へき地保健福祉館
実施時間
9:20〜 9:40

月９日（金）

役場町民課住民環境グループ ☎２０−７１１３

公害問題で困った場合の
解決手段として、苦情相談
と紛争処理の２つの制度が
あります。
●公害苦情相談
身近な相談窓口での簡単な
手続による解決
市区町村や都道府県の身
近な公害苦情相談窓口で、
お気軽に相談できます。
●公害紛争処理

平成21年度犬の登録及び
狂犬病予防注射日程（秋の臨時）

を未然に防ぐために活躍し
ています。
その主な業務は、次のと
おりです。
○公正証書で契約書を作っ
て大切な財産を守ります。
○公正証書で遺言を作って
大切な人に遺産を譲りま
す。
○公正証書で離婚契約書を
作って子どもの将来を守り
ます。
○任意後見契約書を作って
老後の安心を作ります。
○定款認証で適法な会社を
設立します。
手数料は法定されていま
すので安心してご利用いた
だけます。公証事務に関す
る相談は無料です。いつで
も気軽にご相談ください。
▼青森県内の公証人役場
◎青森公証人合同役場 青
森市長島一丁目３番 号阿
保歯科ビル４階☎０１７‐
７７７‐６６９６（公証人
桑原和敏）☎０１７‐７７
６‐８２７３（公証人 白
根昇）
◎弘前公証役場 弘前市大
字新町１７６番地３☎０１
７２‐ ‐３０８４（公証
34

17

人 印部久男）
◎八戸公証役場 八戸市大
字廿三日町 番地八戸ウエ
ストビル２０１☎０１７８
‐ ‐１２１３（公証人
中川清秀）

中小企業の皆様へ
あなたの経営課題を解
決します！
中小企業庁では、中小企
業の悩みの解決、新しい取
り組み、創業を支援するた
め、相談窓口を設置してい
ます。まずは、国から委託
している次の機関に「地域
力連携拠点に相談したいこ
とがある」とお気軽にお電
話ください。相談は無料で
す。
問八戸商工会議所☎０１７
８‐ ‐５１１１
問八戸信用金庫☎０１７８
‐ ‐３５１７

限りある資源を無駄にしないために、皆様のご協力
をよろしくお願いします。

コバルト（ ）など、希少
な金属も使われています。
リサイクルすることによっ
て、貴重な再生金属が回収
でき、資源を有効に再利用
することができるのです。
●ご家庭の使用済み「小形
充電式電池」はリサイクル
協力店の「リサイクルＢＯ
Ｘ」に出してください
家庭で使い終わった小形
充電式電池はリサイクル協
力店の「小形充電式電池リ
サイクルＢＯＸ」に入れて
ください。ショートの危険
がありますので、必ずプラ

8

お知らせ

28

小形充電式電池回収リ
サイクルにご協力くだ
さい

すてるパソコンはリサイクル！！

使用済みのパソコンはリサイクルでリ・スタート！

業者による回収リサイクル
て何度も使える電池で、家
電、 事 務 機 器、 通 信 機 器、 （指定再資源化製品）が義
務づけられている製品です。
防災機器、雑貨など様々な
●希少な金属が再利用でき
製品において使用されてい
ます
ます。このうち、小形充電
私たちの身の周りでは、
式電池（ニカド電池、ニッ
あらゆるところで小形充電
ケル水素電池、リチウムイ
式電池が使われています。
オン電池、小形制御弁式鉛
その種類も、乾電池に似た
蓄電池）については、電池
ものから１個以上の電池を
メーカー、電池使用機器メ
プラスチックに入れた電池
ーカー等によって回収・リ
パックなど、形もいろいろ
サイクルが行われています。
です。主な材料として、い
小形充電式電池は資源有
ろいろな金属資源が使われ
効利用促進法に基づいて、
ており、なかでもニッケル
分別回収促進のための表示
、
（指定表示製品）および事 （ ） や カ ド ミ ウ ム（ ）

Cd

43

リサイクルはまず集める
（回収）ところから！
●小形充電式電池とは？
充電式電池とは、充電し

使い終わったパソコンは、メーカーが回収・リサ
イクルをしています。
●家庭系パソコン（ＰＣ）のリサイクル
◇ＰＣリサイクルとは？
私たちが家庭で使っている
パソコンは、きちんとリサイ
クルすることが必要です。使
わなくなったパソコンは捨て
るのではなく、メーカーとパ
ソコンユーザーの皆様が協力
しあって、新しい形で資源として再び活用する……。
それが「ＰＣリサイクル」なのです。
◇ＰＣリサイクルはどうして必要なの？
平成15年（2003年）10月１日より「資源有効利
用促進法」に基づいて、家庭のパソコンを再資源化
するＰＣリサイクルが行われています。
使用済パソコンは、そのパソコンを製造したメー
カーが回収し、部品や材料をより有効に再資源化し
ていきます。なお、ＰＣリサイクル開始以前に購入
されたパソコンについては。
「回収再資源化料金」を
ユーザーの皆様にご負担いただきます。
回収するメーカーがないパソコン（自作のパソコ
ン、倒産したメーカー・事業撤退したメーカーのパ
「パソコン３Ｒ推進協会」が有償で
Co ソコンなど）は、
回収・資源化します。

Ni

43

44

ス極とマイナス極の金属端
子部にテープ等を貼って絶
縁してください。
※ただし、リサイクルＢＯ
Ｘに入れることのできる小
形制御弁式鉛蓄電池につい
ては、ヘッドホンステレオ、
ハンディクリーナー、コー
ドレステレホン、ビデオカ
メラ用に限ります。
乾電池やボタン電池など
の使いきりの電池は入れな
いでください。
※お近くのリサイクル協力
店はＪＢＲＣのホームペー
ジで検索できます。
http://www.jbrc.com

印有効）
▼発表
月、入賞者に直接通知
▼主催・応募先 〒０３０‐０
８６１青森市長島 ２‐ ‐４ヤ
マウビル７Ｆ ㈶むつ小川
原地域・産業振興財団☎０
１７‐７７３‐６２２２

22

31

対象となります。
①厚生労働大臣指定教育訓
練講座（厚生労働省の教育
訓練給付金の支給要件を満
たさない方に限ります）

ホームページ
http://www.
kyufu.javada.or.jp/kensaku/
T_M_kensaku
②日本技能教育開発センタ
ーが実施する通信教育講座

バランスの推進」
（仮題）
‐
人材確保、定着を図る職場
風土改革の取組‐ 講師
弘前大学人文学部青森雇
用・社会問題研究所研究主
幹 紺屋博昭準教授
◎事例発表「仕事と家庭を
両立しやすい企業を目指し
て」発表者 社会福祉法人
福祉の里 小笠原尚子人事
部長
◎説明 「両立レベルアッ
プ助成金について」㈶ 世
紀職業財団青森事務所
▼対象者
事業主、人事労務担当者、
どなたでも参加できます
人
▼定員
▼参加料 無料
▼問い合わせ・申込み
月１日（木）まで
㈶ 世紀職業財団青森事務
所☎０１７‐７７６‐２０
２８

21

▼日時 ９月９日（水）午
前９時〜午後４時
▼場所 地方独立行政法人
青森県産業技術センターり
んご研究所県南果樹部 三

りんご研究所県南果樹
部参観デー開催

50

10

非正規労働者スキルア
ップ支援助成金のお知
らせ

ホームページ
http://www.
jtex.ac.jp/
●助成額は？
受講費用の４分の１（上
限２万２５００円）に相当
する額です。
●教育訓練の申込前に助成
金の申請が必要です
問県立青森高等技術専門校
☎０１７‐７３８‐５７２７

ホームページ
http://www.
pref.aomori.lg.jp/sangyo/
job/09hiseiki_josei.html

仕事と家庭の両立支援
普及促進セミナー

月 ６ 日（ 火 ）
▼日時
午後１時 分〜４時
▼場所 八戸グランドホテ
ル２階翔鶴の間
▼内容
◎講演「ワーク・ライフ・

お知らせ

9

21 10
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県では、非正規労働者で、
正社員を目指して教育訓練
を受講する方を支援するた
め、受講費用の一部を助成
します。
●助成金の支給対象となる
方は？
次の①と②のいずれにも
該当する方が対象となりま
す。
①申請日現在で青森県に住
所を有し、非正規労働者と
して働いている方
②教育訓練が修了するまで
に、ジョブ・カードの交付
を受けた方
●助成対象となる教育訓練
は？
平成 年３月 日までに
修了する下記の教育訓練が

30 10

㈶むつ小川原地域・産
業振興財団シンボルマ
ーク募集
財団法人むつ小川原地
域・産業振興財団では、原
子燃料サイクル事業者の協
力のもとに、県内各地の産
業振興や地域づくりの取り
組みに幅広く支援していま
す。今後も、財団について

県民の皆さまに理解を深め
ていただくとともに、財団
が支援した事業を広く周知
するため、シンボルマーク
を募集します。多数のご応
募をお待ちしています。
▼募集内容
財団の活動を視覚的に印
象づけるシンボルマークを
募集。なお、採用されたシ
ンボルマークは、財団の助
成を受けて行うイベントの
事業主体が作成するポスタ
ーなどに使用されます。
▼応募規定
①Ａ４判用紙を使用②彩色
は紙色を除き４色以内③作
品の裏面に住所、氏名、電
話番号、職業（学校名、学
年）
、デザインの意図を明
記④応募点数制限なし。た
だし、１枚につき１点⑤作
品の返却は不可
▼応募資格 不問
▼入賞作品 最優秀賞（１
点） 万円、優秀賞（４点
以内）各２万円
※入賞作品の版権著作権は
主催者に帰属し、採用作品
は使用する場合に補作する
ことがあります。
▼締切 ９月 日（当日消
10

30

戸郡五戸町扇田字長下タ２
▼催事内容
①果樹試験ほ場の公開（ほ
場の案内：午前 時〜正
午、午後２時〜３時）
②果樹栽培相談所の開設
③主要成果の資料展示（展
示の説明：午前 時〜午後
３時）
④青空講座「ブルーベリー
の育て方」
（午後１時〜１
時 分）
⑤りんご、ぶどうなどの展
示・試食
⑥お楽しみクイズ
▼協賛行事
①なし果実品評会（青森県
なし振興協会主催）
②農産物加工品の展示即売
③農業機械、農業資材、農
業図書などの展示・販売
▼その他
①場内生産物の販売

県立青森高等学校技術
専門校 平成 年度生
募集
▼ 募 集 科 目 電 気 工 学 科、
環境土木工学科
▼訓練機関 ２年間
▼定員 いずれも 名
▼応募資格

高 校 卒 業 者（ 見 込 み 含
む）
、または同等以上の学
力を有する者
▼試験日
平成 年 月 日（木）
▼試験内容
学科試験（数学）
、面接
▼願書受付
平成 年 月 日（月）
〜平成 年 月 日（金）
まで 消印有効
問青森高等技術専門校訓練
科☎０１７‐７３８‐５７
２７

シートベルト

死者の状態

傷者

※（ ）内は対前年比です。また、速報値のため後日変更することがあります。

※入賞作品の著作権等一切
の権利は主催者に帰属する
ものとする。応募作品は返
却しない。
※申込みに関わる個人情報
は毎日新聞社で管理し、選
考や表彰に必要な場合のみ
に使います。

死者

4179人
（−269）

発生

623人
（−34）

11

13 19
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青森県立八戸工科学院
学生募集

ラミング・保守）
▼応募資格 志望科に対す
る興味と強い就職意識を有
する高等学校卒業者（平成
年３月卒業見込みの者を
含む）
▼願書受付期間
平成 年 月 日（月）
〜 月 日（金）
▼試験日
平成 年 月 日（木）
▼年間経費
◎授業料…年額 万８８０
０ 円（ 年 ４ 回 の 分 納 ）
（平
成 年度実績）
◎教科書・作業服・用品等
として、２年間で約 〜
万 円 程 度 必 要 で す。
（研修
旅行費含む）
※資格取得受験料等は実費
となります。
問青森県立八戸工科学院学
生係 五十嵐・濱舘 〒 ０３９
‐２２４６八 戸 市 桔 梗 野 工 業
団地二丁目５‐ ☎０１７
８‐ ‐６８１１

着用していれば助かった
と思われる人

29人
（−８）

19

19
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交通安全年間スローガ
ン（標語）募集

◎一般部門Ｂ 歩行者・
自転車利用者に対する
もの
◎こども部門
※ 募 集 資 格、 応 募 方 法
等詳しくは左記までお
問い合わせください。
問毎日新聞東京本社事
業 本 部「 交 通 安 全 年 間
スローガン」係☎０３
‐３２１２‐１６７３
７月初
▼募集期間
旬 〜「 秋 の 全 国 交 通 安
全運動」最終日の９月
日まで（必着）
▼送り先 〒 １００‐８０
５１東京都千代田区一ツ
橋 １‐ １‐ １（ 郵 便 の
場合、住所不要）
毎日新聞東京本社事業
本 部「 交 通 安 全 年 間 ス
ローガン」係
▼審査員 主催、後援、
協賛関係者と学識経験者な
どに委嘱
月下旬の毎日新
▼発表
聞紙上およびＮＨＫテレ
ビ、ラジオ
▼表彰式 平成 年１月下
旬の第 回交通安全国民運
動中央大会の席上に最優秀
者を招く（予定）

非着用死者

７人
（−１）

10

22
▼募集部門
◎一般部門Ａ 運転者（同
乗者を含む）に対するもの

自動車乗車中の死者

3332件
（−255）

11 10

10

お知らせ

高齢者の死者
（65歳以上の人）

508件
（−44）

21

０人
（−５）
16人
（−２）
12人
（−３）
５人
（−４）
３人
（−１）

７月末累計

飲酒運転による死者

７月中

青森県交通対策協議会 平成21年７月31日現在

●平成21年県内の交通事故概況

11
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13 21

28

21

30

22
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21

21 21

▼科名、定員及び期間
◎機械システム工学科
名 ２年間（ＮＣ工作
機械・アルゴン溶接・ＣＡ
Ｄ等）
◎設備システム工学科
名 ２年間（空調・給
排水衛生・電気設備等の設
計・施工・管理）
◎自動車システム工学科
名 ２年間（２級自動
車整備士の養成）
◎制御システム工学科
名 ２年間（制御対象
装置の設計・製作・プログ

11

50

25

20

30

25

11

10

20

22

30

30
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◇崖下や河川近くの危険地
帯では雨の降り方に注意
し、早めの避難を心がけま
しょう
●飲酒運転等の行政処分強
化（本年６月１日から）
道路交通法の改正により
・飲酒運転等の行政処分の
厳罰化「呼気中アルコール
濃度０・ ㎎以上 点、一
発取り消し、欠格期間２年
間」
・悪質、危険な運転者に対
する欠格期間の延長
「欠格期間の上限が５年か
ら 年」

「動物ふれあいフェス
ティバル２００９〜マ
ナーアップ大作戦 」
を開催します
26

10

問青森県動物愛護センター
〒 ０３９‐３５０５青森市宮田
字玉水１１９‐１☎０１７
‐７２６‐６１００

簗田翠芳（孝芳）

※ 今 月 号 の「 田 子 町 誌 ア ラ
カ ル ト 」 は、 紙 面 の 都 合 に
より休載いたします。

青嵐松に葉裏のなかりけり

http://www.aomori-animal
.jp/

俳句

佐藤せいじ（清治）

原 瓢子（徳造）

青嵐窪地に移る牛の群

子蛙の空の広さを見てをりぬ

森きよし（清）

朝日受け空より引けり蜘蛛の糸

黄泉にても親子句作か昭彦忌

農道の土巻き上げて青嵐

山本一枝子

柳 青郷（政司）

原 秋月（菊次郎）

佐藤桂水（善太郎）

減り張りの無き梅雨空や腰を病む 中村麿也（忠充）

点滅のことば交わして恋蛍

堀つや子

車百合姉が少女にもどる里

水割りのグラスに移る青嵐

簗田孝芳）

みろく吟社俳句会（会長

タプコピアン文芸

!!

・
▼ 日 時 ９ 月 日（ 土 ）
９月 日（日）午前 時〜
午後４時
▼場所 青森県動物愛護セ
ンター（青森市宮田字玉水
１１９‐１）
▼内容 動物パレード、展
示コーナー（飼い主の責任
と は？）
、ワンちゃんの運
動 会（ マ ナ ー ア ッ プ 編 ）
、
動物とのふれあい（馬、羊、
犬、 猫、 ウ サ ギ 等 ）
、犬の
し つ け 方 教 室、 乗 馬 体 験、
獣医さんなりきり体験な
ど、楽しいイベント盛りだ
くさんで皆様のお越しをお
待ちしております。
▼料金 無料
27

■警察署 コーナー

●台風・大雨等災害に備え
よう
台風や大雨等による災害
の発生しやすい季節になり
ました。いざという時に備
え、
次の点に注意しましょう。
◇日頃から予報に関心を持
ち気象情報を確認する。
◇ 家 族 で 避 難 場 所、 経 路、
連絡方法を確認しておく
◇緊急時の携行品を準備し
ておきましょう…携行食、
懐中電灯、ラジオ、貴重品、
下着等
10

25

25

した場合、遠くの救急車が
出動することになり、到着
が遅れ、救える命が救えな
くなるおそれがあります。
緊急性がなく自分で病院
に行ける場合は、救急車以
外の交通機関を利用するよ
うご協力をお願いします。
ケガ人や急病人の様子や
事故の状況から、急いで病
院へ連れて行ったほうがよ
い、または、救急車を要請
するか迷った場
合 は、 １ １ ９ 番
通報をしてくだ
さい。
▼三戸消防署 田子分署

情報スクランブル

11

■消防署 コーナー

●９月９日は『救急の日』
９月９日（水）は『救急
の 日 』 で す。
『救急の日』
を含む９月６日（日）から
９月 日（土）までの１週
間は『救急医療週間』とな
っています。
●救急車の適正利用にご協
力を！
救急車は、ケガ人や急病
人などを急いで病院に搬送
するものです。緊急ではな
いのに救急車を要請する
と、本当に救急車を必要と
するケガ人や急病人が発生
12

月
日現在

世帯数／2295（±０）
人口／6827（−４）
男／3310（−１）
女／3517（−３）
（

）内は前月比です

誕生
り

み

そ

ら

●川下莉未（徹・悠美子）／西舘野
●坂下蒼月（昌敏・美幸）／七日市
※
（

）
内はご両親、 ／

のあとは行政区です

お悔やみ
●古舘正已（84歳）道地
● 個人情報保護のため掲載を省略しています
※（

）内は享年、
（

）のあとは行政区です

※先月号に掲載の山美隆哉さんの享年と行
政区に誤りがありました。正しくは「80歳、
関上」です。お詫びして訂正いたします。

田子幼稚園

年

31

町の人口

平成
７

学校の話題

●楽しかった園外保育
７月６日は︑田子幼稚園
の年長組が園外保育で新幹
線の見学をしたり︑券売機
から一人で切符を購入して
青い森鉄道の電車に乗って
みるなどの体験をしました︒
例年では︑三戸駅から八
戸駅までの乗車体験をして
いましたが︑今年度は八戸
駅まではバスに乗って行
き︑時間的に少し余裕を持
たせて新幹線の説明を受け
ることにしました︒間近に
見る新幹線の大きさや︑な
かなか近くで見ることので
きない線路や駅舎の様子に
驚いていました︒電車に乗
り込むと一緒に乗車してい
たお客さん方がにっこりと
微笑むほど歓声をあげて楽
しそうでした︒
二戸駅で電車を降りると
﹁今度は新幹線に乗ってみ
たいね﹂と︑さっきまで緊
張して無口になっていた子
も自信がついたようでし
た︒二戸駅で待機していた
バスに乗り︑今度は岩手少
年自然の家に行きました︒
広々とした自然の中でお弁
当を食べた後︑プラネタリ
ウムの見学をしました︒七
夕も近いこともあって短冊
に願い事を書いたり︑天体
にも興味を持ったようでし
た︒
この日︑たくさん体験で
きた子どもたちは︑幼稚園
に帰り︑年下のお友達に経
験してきたことを生き生き
と話してあげていました︒
21

9月の主な保健・介護予防事業予定表
子宮がん・乳がん検診の
受付時間は、全戸配布の
チラシをご覧ください。

●9月1日（火）
元気たべもの教室
（田子保育園）午前9:30〜11:00
●9月2日（水）
ポリオ（せせらぎの郷）午前9:30〜11:30
育児学級（せせらぎの郷）午後5:30〜6:30
●9月4日（金）
認知症予防教室
（せせらぎの郷）午後1:30〜3:30
生きがい倶楽部
（上郷公民館）午前10:00〜午後2:00
●9月7日（月）
生きがい倶楽部
（せせらぎの郷）午前10:00〜午後2:00
元気たべもの教室
（田子幼稚園）午後1:00〜1:30
●9月8日（火）
元気たべもの教室
（田子幼稚園）午後1:00〜2:30
●9月9日（水）
個別接種（せせらぎの郷）午前9:30〜10:00
子宮がん・乳がん検診（せせらぎの郷）
●9月10日（木）
子宮がん・乳がん検診（せせらぎの郷）
●9月11日（金）
認知症予防教室
（せせらぎの郷）午後1:30〜3:30
生きがい倶楽部
（上郷公民館）午前10:00〜午後2:00

●9月14日（月）
生きがい倶楽部
（せせらぎの郷）午前10:00〜午後2:00

子宮がん・乳がん検診（せせらぎの郷）
●9月15日（火）
子宮がん・乳がん検診（せせらぎの郷）
●9月16日（水）
乳児健診（せせらぎの郷）午前9:30〜11:30
育児学級（せせらぎの郷）午後5:30〜7:00
●9月18日（金）
敬老会（トレーニングセンター）
午前10:00〜午後1:00
●9月19日（土）
性教育セミナー
（田子中学校）午後2:00〜3:00
●9月24日（木）
デイケア（せせらぎの郷）午前9:30〜午後1:00
●9月25日（金）
認知症予防教室
（せせらぎの郷）午後1:30〜3:30
生きがい倶楽部
（上郷公民館）午前10:00〜午後2:00
糖尿病予防教室
（せせらぎの郷）午前11:00〜午後1:00
●9月28日（月）
生きがい倶楽部
（せせらぎの郷）午前10:00〜午後2:00
●9月30日（水）
個別接種（せせらぎの郷）午前9:30〜10:00
健康・介護に関する
ご相談はせせらぎの郷へ
☎20-7100
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