第 回全国高等学校総合文化祭三重大会
郷土芸能部門 優良賞受賞
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大会終了後の記念撮影

８ 月７ 日︑田子高校郷土芸
能部の代表が大会の結果報告
に 田 子 町 役 場 を 訪 れ ま し た︒
同校郷土芸能部は︑三重県伊
賀市で７ 月 日から８月２日
に開催された平成 年度第
回全国高等学校総合文化祭三
重大会郷土部門に参加し︑優
良賞を受賞しました︒
報告に訪れた前川瞬さん
︵３年︶は﹁他県の学生の郷土
芸能を見ることができて勉強
になった︒他県の学生も自分
たちの踊りに誇りを持ってい
ることがわかって︑行ってよ
かったと思う﹂と大会に出た
感想を語りました︒
報告を受けた松橋良則町長
は﹁自分の持っている力を全
部出し切った結果が今回の受
賞であり︑社会に出てからも
役立つ︑よい経験になったと
思います︒先輩から受け取っ
た経験を生かして立派な結果
を出したことは︑次に続く後
輩にとっても︑よい励みにな
ると思います﹂と語りました︒
郷土芸能部では今後の目標
として︑
﹁秋の県大会では一番
上の賞を取って︑後輩たちに
来年度の全国大会に行ってほ
しい﹂と語っていました︒

田子神楽「傘舞」

左から本田先生、前川瞬さん、松橋町長、大村真弓さん
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八戸保健所に設置されている新型インフルエンザ
どの医療機関に行けばよいか相談しましょう。

◎発熱患者の診療をしてい
受診時間などを聞いてから受診します。事前に電話をし
る医療機関を知っている方

受診する前にその医療機関に電話する

ないまま、直接行かないように気をつけましょう。

受診時間などを聞きましょう。事前に電話をしないまま、
直接行かないように気をつけましょう。
て、かかりつけの医師がい
※幼児、高齢者、慢性呼吸器疾患（ぜんそくなど）
、心疾
る方
患、糖尿病、腎機能障害、免疫機能不全（ステロイド全
身投与等）などの持病がある方

◎呼吸が苦しい、意識がも なるべく早く入院設備のある医療機関を受診する
うろうとしているなど症状 救急車を呼んだときは、必ずインフルエンザの症状があ
が重い方
ることを伝えます。
◎慢性疾患 ※ などがあっ

かかりつけの医師に電話する

かかりつけの産科医師に電話する

インフルエンザにかか
るとどうなる？

示された時間帯︑入口など
を守りましょう︒

●移動中や医療機関の待合
室等︑患者には常にマスク
をさせます︒
●できるだけ人との接触の
少ない方法︵自家用車など︶
で行きましょう︒
やむをえず公共の交通機
関を使うときは︑必ずマス
クをしてください︒

家庭での基本的な看病
のしかたは

看病する人は感染防止の
ためマスクをし︑患者の世
話をしたあとは手を洗いま
す︒また︑看病する人は特
定の人にし︑他の家族はで
きるだけ患者の部屋に入ら
ないようにしましょう︒
患者には熱を下げ︑脱水
症状を防ぐため︑水分をと
らせます︒また︑看病する
人への感染防止のため︑患
者にもマスクをさせます︒
●水分を補給する

スポーツ飲料︵粉末を備
蓄︶
︑ 経 口 補 水 液︵ Ｏ Ｓ︲
１︶
︑ 水︑ 麦 茶︑ 果 物 の 缶
詰のシロップをうすめたも
のなどを与える︒１日２Ｌ
を目標に最低１・５Ｌは必
要︒枕元にストローで飲め
るようにしておく︒
●熱を下げる
氷枕やアイスノンなどで
首︑脇の下︑足のつけねな
ど︑大きな血管の近くを冷
やす︒
●消化のよい食べ物を
消化がよく栄養のあるも
の︵レトルトのおかゆ︑果
物の缶詰︑スープなど︶を
与える︒
●換気・加湿をする
１時間に数回換気をす
る︒湿度は ％程度に保つ︒
加湿器がなければぬれたバ
スタオルを干す︒
※呼吸が苦しいなど︑症状
が悪化したという場合は︑
かかりつけ医や受診した医
療機関︑または１１９番に
連絡してください︒

60

問役場福祉課健康福祉グル
ープ︵せせらぎの郷内︶
☎ ︲７１００

2
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重症の方以外は自宅で療養
をすることになります︒
あわてずに冷静に対処し
ましょう︒

▼おもな症状
℃以上の発熱︑せきや
くしゃみ︑だるさ︑筋肉痛︑
下痢や腹痛など︒多くの人
は抗インフルエンザ薬でよ
くなるが︑致死率は季節の
インフルエンザよりも高く︑
楽観視はできない︒若く健
康な人でも︑まれに重症化
する可能性もある︒
▼感染力は？
季節のインフルエンザよ
りもやや強い程度だが︑軽
症の患者が動き回ると︑感
染が広がりやすい︒
▼重症化しやすいのは？
ぜんそくなどの呼吸器疾
患や糖尿病などの慢性疾患
が あ る 人︑ 妊 婦︑ 子 ど も︑
高齢者︒ただし︑若い健康
な人でも重症化することが
ある︒

医療機関を受診すると
き気をつけることは
●必ず事前に電話連絡しま
しょう︒
●院内感染を防ぐため︑指

20

受診する医療機関の紹介を受けましょう。原則としてか
かりつけの産科医師を受診することは避けます。
※産科医師が紹介先にあなたの診療情報を提供すること
があります。

◎妊娠している方

38

新型インフルエンザが
流行しています

◎どこの医療機関に行った
相談窓口（☎ 0178−27−5111）に電話する
らよいか分からない方

今回︑豚からの新型イン
フルエンザが発生しました
が︑新型インフルエンザの
感染が拡大すると︑医療機
関等での対応が難しくなり︑

●「新型インフルエンザにかかったかな」と思ったら

問

のマークは「お問い合わせ先」の意味です

必要なときに必要な届出
を忘れると︑必要な通知が
届かない場合や︑将来受け
取る年金額が少なくなった
り受けられなくなる場合も
あります︒主な例を紹介い
たしますので︑次のような
場合は忘れずに届け出まし
ょう︒

● 歳になったとき
厚生年金・共済組合加入
者以外は︑国民年金への加
入手続き
▽届出先↓第１号被保険者
は市町村役場︑第３号被保
険者は配偶者の勤務先
●会社を退職したとき
国民年金への加入手続き
▽届出先↓市町村役場
●結婚や退職等により配偶
者の扶養者になったとき
第１号または第２号被保
険者から第３号被保険者へ
の種別変更手続き
▽届出先↓配偶者の勤務先
●配偶者の扶養から外れた
とき
第３号被保険者から第１
号被保険者への種別変更手
続き
▽届出先↓市町村役場

●住所変更したとき
国民年金被保険者として
の住所変更手続き
▽届出先↓第１号被保険者
は市町村役場︑第３号被保
険者は配偶者の勤務先
●国民年金保険料を納める
のが困難なとき
①失業︑収入が少ないなど
を理由とする方は保険料免
除の手続き
② 歳未満の方は若年者納
付猶予制度の手続き
③学生の方は学生納付特例
制度の手続き
▽届出先↓①②③ともに市
町村役場または社会保険事
務所

国民年金の保険料は︑お
支払い方法によってお得な
割引料金が設定されていま
す︒
一定期間の保険料を一括
で前払いする﹁前納制度﹂
をご利用いただくと︑納め
忘れの心配もありませんし︑
さらに保険料が割引となり

国民年金保険料の
﹁前納制度﹂をご利用
ください

30

年金制度のお知らせ

国民年金は日本国内に住
所がある 歳以上 歳未満
のすべての方が加入する制
度です︒

20

社会保険庁ホームページ
http://www.sia.go.jp/
︲７１１９

手数料もかかりません
﹃お 得﹄
早割・前納を利用した場
合︑保険料が割引されます

問役場福祉課地域福祉グループ☎

国民年金保険料の納
付は便利な口座振替
を利用しましょう

ともできます︒今からです
と︑８月末までに申し込み
をすると︑平成 年 月か
ら平成 年３月までの６カ
月分の前納をご利用でき︑
現金で月々納付した場合と
比べて１０００円の割引と
なります︒
手 続 き は 簡 単 で す︒
﹁口
座振替申出書﹂に必要な事
項を記入・押印︵金融機関
の届出印︶し︑口座を開設
している金融機関窓口にお
申 し 込 み く だ さ い︒ ま た︑
社会保険事務所に提出して
いただいても構いません︵郵
送可︶
︒
﹁口座振替申出書﹂は市
町村国民年金担当係︑金融
機関の窓口や社会保険事務
所に備え付けております
し︑社会保険庁のホームペ
ージからプリントアウトす
ることもできます︒
10

国民年金
こんなときこんな届出
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口座振替での１カ月ごと
国民年金保険料の納付は
﹁口座振替﹂をお勧めします︒ のお支払いなら︑その月の
保険料をその月の末日に口
﹃安 心﹄
座振替する 早
自動引落しで納め忘れの
｢割 に
｣ する
と月額 円の割引となりま
心配がありません
す︒
︵※一部納付の承認を
﹃便 利﹄
受けている方は﹁早割﹂を
金融機関等に行く手間と
利用できません︶
時間が省けます
ま た︑ 口 座 振 替 で 前 納
﹃簡 単﹄
一度の手続きでＯＫです︒ ︵保険料の前払い︶するこ
50

大変お得です︒
この﹁前納制度﹂は︑口
座振替による前納と︑現金
払いによる前納があり︑そ
れぞれ﹁４月から翌年３月
まで﹂の１年分の保険料を
前払いする﹁１年前納﹂と︑
﹁ ４ 月 か ら９ 月 ま で ﹂
・
﹁
月から翌年３月まで﹂の６
カ月分の保険料を前払いす
る﹁６ヶ月前納﹂がありま
す︒それぞれ申込み締切日
は次のとおりです︒

老齢福祉年金とは︑国民
年金制度が発足した当時
︵昭和 年４月︶
︑すでにご
高齢であったために老齢年
金の受給資格を満たすこと
ができない方に対して支給
される年金で︑平成 年度
の年金額は︑ 万５８００

月前納をご利用すると７１
０円割引となっておりま
す︒６ヶ月前納︵後半︶を︑
ぜ ひ ご 利 用 く だ さ い︒ ま
た︑その他については来年
度分としてご検討願います︒
また︑現金払いによる前
納の場合は︑
﹁任意の月か
ら翌年３月まで﹂を前納す
ることも可能です︒詳しく
は市町村役場国民年金担当
係︑社会保険事務所までお
問い合わせください︒

40

21

老齢福祉年金の請求
もれはありませんか

10

45

45

44

※受給するご本人が︑恩給
法による年金を受けている
場合等︑年金の全部または
一部が支給停止されること
があります︒

国民年金保険料はコ
ンビニエンスストア
等でも納められます

になってみてはいかがでし
ょうか︒
社会保険庁ホームページ
のほか︑詳しくは︑市町村
役場国民年金担当係︑社会
保険事務所までお問い合わ
せ願います︒

扶養親族等申告書が
送付されます

老齢︵退職︶年金は︑所
得税法上﹁雑所得﹂とされ︑
所得税がかかります︒
そこで︑老齢︵退職︶年
金を受給されている次の方
に対し︑年金から控除され
る所得税について︑配偶者
控除や扶養控除などを受け
るための﹁扶養親族等申告
書﹂を送付しています︒

● 歳以上の方
年金額１５８万円以上
● 歳未満の方
年金額１０８万円以上
︵平成 年の場合︶
※年金額が右の金額に満た
ない方には﹁扶養親族等申
告書﹂は送付されませんの
で︑提出していただく必要
もありません︒また︑障害

4
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44

円となっています︒
市町村役場国民年金担当
係へ請求書を提出すること
により受給することができ
ま す が︑ 対 象 と な る 方 は︑
次の①︑②に該当する方に
なります︒
①生年月日が明治 年４月
１日以前の方︒
②生年月日が明治 年４月
２日から大正５年４月１日
までの方で︑保険料納付済
期間が１年未満であり︑保
険料免除期間と合わせた期
間が生年月日に応じて次の
期間を超えている方︒
▽明治 年４月１日以前生
⁝⁝４年
▽明治 年４月２日〜大正
２年４月１日生⁝⁝５年
▽大正２年４月２日〜大正
３年４月１日生⁝⁝６年
▽大正３年４月２日〜大正
５年４月１日生⁝⁝７年

国民年金の保険料を現金
で納める場合は︑銀行︑信
用金庫などの金融機関︑郵
便局のほかコンビニエンス
ストアでも納付できます︒
金融機関等が近くにない方
や︑忙しくて日中の納付が
難しい方は︑ぜひ︑コンビ
ニエンスストアをご利用く
ださい︒
なお︑社会保険事務所及
び市町村役場国民年金担当
係では国民年金保険料を納
めることはできませんの
で︑ご了承ください︒
また︑現金納付以外にも
﹁口座振替﹂や﹁電子納付
︵Ｐａｙ ︲ｅａｓｙ ︶
﹂
︑
﹁ク
レジットカードによる納
付﹂も可能です︒社会保険
庁ホームページでもご案内
していますので︑一度ご覧
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36

65
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◎参考
平成 年度の割引額
口座振替による１年前納
３６９０円
現金払いによる１年前納
３１２０円

▼申込み締切日
①口座振替の場合
ア．１年前納⁝⁝２月末
イ．６ヶ月前納︵前半︶
⁝⁝２月末
ウ．６ヶ月前納︵後半︶
⁝⁝８月末
②現金払いの場合
ア．１年前納⁝⁝４月末
イ．６ヶ月前納︵前半︶
⁝⁝４月末
ウ．６ヶ月前納︵後半︶
⁝⁝ 月末
平成 年度の場合︑口座
振替による６ヶ月前納をご
利用すると通常どおり６カ
月分を納付するより１００
０円︑現金払いによる６ヶ
21

10

年金・遺族年金は所得税が
課税されませんので︑受給
されていても送付されませ
ん︒
例年︑ 月下旬から 月
上旬にかけて社会保険業務
センターより送付されます
ので︑送付時にお知らせす
る提出期限までに提出して
ください︒なお︑配偶者や
扶養親族がいない場合でも
年金受給者本人にかかる基
礎控除を受けることができ
ます︒
仮に﹁扶養親族等申告書﹂
を提出されなかった場合
は︑各種控除を受けること
ができませんので︑
﹁扶養親
族等申告書﹂を提出された
場合に比べて所得税が多く
差し引かれることとなりま
すのでご注意願います︒
また︑次のような方は﹁扶
養親族等申告書﹂を提出し
た場合でも︑税務署等に確
10

11

協働のまちづくり

②
information

﹁田子町協働のまちづくり条例﹂〜第１章・第２章〜

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︒

前回は︑条例の﹁前文﹂についてご紹介 ︵５︶協働 町民︑事業者︑町および議会がお
しました︒今回は︑第 １章から第 ２章まで 互いの果たすべき責務を認識し︑それぞれの立
をご説明します︒ここでは︑条例の目的や 場を対等なものとして尊重する考えのもと︑公
用語の意義︑基本理念が定められています︒ 共的な目的をはたすため︑お互いに協力して働
くことをいう︒
◆第１章 総則︵第１条・第２条︶
︵６︶町 町長の内部組織︑教育委員会︑選挙
︵目的︶
管理委員会︑監査委員︑農業委員会︑固定資産
第１条 この条例は︑町民が主体となった自治 評価審査委員会およびその事務組織をいい︑全
と︑参画と協働による開かれた地域運営をすす 体としていわゆる﹁田子町の行政組織﹂のこと
めるために︑田子町における基本原則を定め︑ をいう︒
もって魅力ある個性豊かな田子の地域社会の実
︻解説︼この条例を読む際に共通認識を持つ必
現をはかることを目的とする︒
要がある用語について解説をおこなっている︒
︻解説︼
◆第２章 基本理念
○本条例では︑町民が主体となって︑
﹁住民自
︵基本理念︶
治﹂と﹁団体自治﹂からなる田子町の﹁自治﹂
第３条 田子のまちづくりは︑地域の力をいか
を推進することが明示されている︒
し︑自らが考え行動するという自治の理念を実
○また︑町民と事業者︑町長等︵行政︶
︑議会
現し︑町民一人ひとりの幸せをめざすために︑
などの関係者が協働して地域をささえる︑開か
町民︑事業者︑町および議会の協働による地域
れた﹁地域運営﹂
︵まちづくり︶を推進するた
の運営がおこなわれることを基本とする︒
めに︑田子町において︑町民︑事業者︑町長等
︵行政︶
︑議会などのありかたを定める基本原則 ︻解説︼
を設けることを述べている︒もって︑
﹁魅力あ ○本条は︑地域の運営を推進する上での根本的
る個性豊かな田子の地域社会の実現﹂という目 なまちづくりの理念を示している︒
○地域の運営にあっては︑それぞれが主体的に
的を明示している︒
関わる︑町民︑事業者︑町︑議会の協働のうえ
に自治が推進されることを明示する︒それによ
って︑
﹁住民自治﹂と﹁団体自治﹂による﹁自
治の本旨﹂の実現がめざされている︒
○地域の運営にあっては︑活発な﹁地域の力﹂
の発掘ないしは﹁地域の力﹂を取り戻すことが︑
住民自治の力としての基盤となることがうたわ
れている︒
︵定義︶
第２条 この条例において︑次の各号に掲げる
用語の意義は︑当該各号の定めるところによる︒
︵１︶町民 田子町内に在住し︑または通勤し︑
もしくは通学する個人をいう︒
︵２︶事業者 田子町内に事務所または事業所
を有する法人または個人をいう︒
︵３︶議会 田子町議会をいう︒
︵４︶地域コミュニティ 町民が連帯感をもっ
て生活する一定範囲の基礎的な近隣社会をいう︒

今月の話題

5

定申告が必要となりますの
でご留意願います︒
①年の途中で︑扶養親族等
の人数が増減するなどによ
り︑申告した﹁扶養親族等
申告書﹂の内容に変更があ
る方︒
②年金以外の収入︵給与収
入︑不動産収入など︶があ
る方︒
③他の公的年金を受給して
いる方︒
④生命保険料控除︑社会保
険料控除︑医療費控除など
を受けようとする方︒
※確定申告する際は︑毎年
１月末までに社会 保険業
務センターから送付される
源泉徴収票が必要となりま
す︒源泉徴収票は紛失しな
いよう大切に保管してくだ
さい︒
詳しくは左記までお問い
合わせください︒
問役場福祉課地域福祉グル
ープ☎ ︲７１１９
問青森県後期高齢者医療広
域連合☎０１７︲７２１︲
３８２１
20

トピックス
特別寄稿

訪問初日はウェルカム・
パーティが催され︑ガーリ
ッククイーンのジェシカ・
ブルーカさんとプリンセス
たち︑フェスティバルや姉
妹都市交流事業に携わる
方々とお会いすることがで
きました︒私は南部手踊り
を披露しましたが︑皆様の
温かい歓迎ぶりに胸が熱く
なりました︒
翌朝はガーリッ
クフェスティバル
に行き︑まず最初
に︑見渡せないほ
どの広い会場と数
えきれないほどの
出店数に大変驚き
ました︒さすがア
メリカ︑我が町と
はまつりの規模が
全く違うというの
が第一印象でし
た︒時間が経つに
つれ︑近隣のみな
らず遠方からも多

ガーリックレディ 稲村 歩

24

中央が私、ガーリッククイーン（左）、名物のにんにくおじさん（右）

くの人が来場し︑会場は子
どもから大人まで︑フェス
ティバルを楽しみに足を運
んだ人たちで︑より一層に
ぎやかになっていきました︒
また︑ロッククライミング
や巨大な滑り台などのアト
ラクション︑クッキングシ

会場は見渡せないほどの広さ

ョー︑ラ イブ
ミュージック
などが催さ
れ︑様々な年
齢層も楽しめ
るよう工夫さ
れていました︒
１００以上
ある店の中で
特に面白いと
思 っ た の が︑
無料のガーリ
ックアイス屋
さんです︒多
くの店が並ぶ
中︑そこだけ
長い行列がで
きて一際目立っていまし
た︒私も無料のアイスを求
めて行列に並びました︒受
け取ってみると︑小さなコ
ーンの上に白いにんにくの
形をしたかわいらしいアイ
スがのっていました︒味は

無料で配られている大人気のガーリックアイス

会場のあちこちに並ぶ出店は100以上

アイスというよりシャーベ
ットで︑にんにくの味がと
ても強くおいしかったで
す︒この無料のアイスはみ
んなが喜ぶと感じ︑田子町
のまつりでできたら楽しい
イベントになると思いまし
た︒
フェスティバルを一通り
見た中で感じたのは全体の
一体感です︒売り上げはＮ
ＰＯ団体や慈善団体などに
寄付されるということで︑
ボランティアスタッフの人
たちも目的に向かって真摯

6

トピックス

ギルロイ市訪 問 レ ポ ー ト

31

田子町の姉妹都市米国ギ
ルロイ市の第 回ガーリッ
クフェスティバルが７月
日から３日間開催され︑ギ
ルロイ市の姉妹都市が招待
さ れ る 中︑ 田 子 町 か ら は
﹁第 回にんにくとべごま
つり﹂ガーリックレディの
私︑稲村歩ほか３名で訪問
させていただきました︒
24

に取り組んでい
るという印象を
受けました︒毎
日︑同じ団体の
ために働くので
はなく︑掛け持
ちで違う団体の
ために働けると
いうような全体
の利益を考えた
仕組みでフェス
ティバルが運営
されているとい
うことに目的意識と協力体
制の強さを感じ︑深い感銘
を受けました︒
訪問中︑田子町とギルロ
イ市の交流の起源や歴史に
ついて知る機会を得ること
ができました︒移民の父と
オリジナルＴシャツは種類も豊富

称された内田善一郎氏のご
子息︑テッド内田氏の奥様
であるまきこ夫人は﹁移民
事業時代の人も素晴らしい
が︑もっとすごいのは戦前
初めてこの地に足を運んだ
日本人︒当時の苦労があっ
てこそアメリカ人の日本と
日本人に対する現在の良い
評価がある﹂とおっしゃっ
ていました︒現在の交流は
当時の日本人のご苦労︑そ
して姉妹都市交流事業に携
わった先人のご苦労︑ご尽
力の賜物であると実感し︑
感慨深い思いがいたしまし
た︒そのような尊い交流に
今回参加させていただいた
ことが大変ありがたく︑感

謝の気持ちでいっぱいです︒
今回︑自分の故郷である
田子町に誇りと自信を新た
にして帰ってくることがで
きました︒今後も︑ギルロ
イ市と田子町との友好関係
をより強固にし︑互いを高
めあう交流を発展させてい
けるよう︑私もできること
を精一杯務めてまいりたい
と思います︒

24

田子中学校 相撲大会
優勝報告
７月 ︑ 日に行
われた第 回青森県
中学校体育大会夏季
大会で団体戦の部２
年連続優勝に輝いた
田子中学校相撲部
が︑８月 日︑優勝
報告のため田子町役
場を訪れました︒報
告を受けた松橋町長
は﹁２年連続の優勝
は田子町の誇りで
す︒今後は後輩の育
成にも力を入れてく
ださい︒これからも
頑張ってください﹂
と述べました︒
また報告をした原

健将君︵３年︶は﹁団体戦
で２連覇することができた
のは気持ちで負けなかった
から︒支えてくれたコーチ
や先輩︑後輩のお陰もあっ
て勝てたと思う︒今後も頑
張りたい﹂と語りました︒
田子中学校相撲部は中体
連２連覇の他にも︑今年度
行われた第 回県南小学
校・中学校春季相撲大会団
体戦優勝︑第 回三戸郡中
学校体育大会夏季大会４年
51

58

防災安全マット贈呈の様子

連続優勝など︑多くの成果
を挙げています︒

青森県トラック協会よ
り寄付

19

８月 日︑三戸地区環境
整備事務組合葬祭場で︑青
森県トラック協会三八支部
霊柩部による寄付品の贈呈
式が行われました︒霊柩部
には︑同支部に所属してい
る会社で︑霊柩車を所有し
ている会社が加入していま
す︒霊柩部では青森県内の
各環境整備事務組合に座布
団や傘立てなどいろいろな
物を寄贈しています︒今回︑
三戸地区環境整備事務組合
には︑祭壇に掛ける金襴防
災安全マットが贈られまし
た︒

トピックス

7

23

60

26

名物のパイロシェフ（炎の料理人）ショー

優勝旗とともに成績報告

図書館情報

図書館おやすみカレンダー

田子町立図書館
☎ ︲７２２１

月の図書館行事

24

14

﹁秋の味覚﹂を楽しむ

10

きのこ︑木の実︑料理本特集

30

﹁健脚でつなげ郷土の和
と心﹂をスローガンに第
回青森県民駅伝競走大
会 が９ 月６ 日︑ 青 森 市 内
で開催されました︒
県 下 全 市 町 村︑ 中 学
生から 代までの選手が︑
秋 晴 れ の 下︑ 地 元 の 誇 り
を 懸 け て︑８ 区 間 ・８
㎞を健脚でつなぎました︒
当日は晴天に恵まれて︑

33

り方・食べ方
○お気に入りの米料理
○玄米と野菜のレシピ
○はじめての果実酒づくり
○旬の野菜でつくる 選
おいしい漬け物

10

﹁秋の味覚﹂特集

▼ ／ ︵水︶
赤ちゃん絵本の紹介／せせら
ぎの郷
▼ ／ ︵土︶午前 時 分
本の読みきかせととしょかん
クラブ﹁あき﹂の折り紙
▼ ／ ︵土︶〜
古雑誌・古本お持ち帰りコー
ナー
※お知らせ
／ ︵土︶本
の読みきかせととしょかんク
ラブはお休みです︒

24

第 回県民駅伝
町の部 位と健闘

33

11

40

本の予約・リクエスト

▼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・
第４木曜日︵館内整理日︶

10

17

を楽しむ料理の本を集め︑
展示・貸出します︒どうぞ
ご利用ください︒
○キノコおいしい 選
○きのこのひみつ
○名人が教えるきのこの採
本の予約・リクエスト申し込み用紙

公民館情報

10 10

■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︒

10

60

8

図書館情報・公民館情報

20

10

10

17

き の こ︑ 木 の 実︑ 新 米︑
根菜︑果物など秋はおいし
い旬の食べ物がたくさんあ
ります︒
図書館では﹁秋の味覚﹂

20

10

第１区の様子

60

貸出中の本を借りたいと
きは﹁本の予約﹂を︑図書
館にない本を借りたいとき
には﹁本のリクエスト﹂を
ご利用ください︒
他の図書館から借りた
り︑新しく買ったりしてご
希望の本を貸出します︵１
人５ 冊 ま で ︶
︒図書館カウ
ンターに申し込み用紙があ
ります︒
また電話でも受け付けま
すのでお気軽にご利用くだ
さい︒
︵☎ ︲７２２１︶

20

50

●宗教・心理学など
▽幸せの風が吹いてくる／木村藤子
／147キ
●自伝
▽今日を生きる／大平光代／289オ
●料理など
▽あの人の食器棚／伊藤まさこ／
596イ
▽かんたん美味４／596カ
▽すぐにできる美味しい圧力鍋料理
／田中愛子／596タ
▽重曹大事典／佐光紀子／597サ
●園芸
▽ターシャの輝ける庭／629ブ
▽ターシャ・テューダー最後のこと
ば／726チ
●言語
▽日本人の知らない日本語／蛇蔵／
810ヘ

●時代小説・ミステリーなど
▽おさがしの本は／門井慶喜／913カ
▽同期／今野敏／913コ
▽ドント・ストップ・ザ・ダンス／
柴田よしき／913シ
▽わが愛知床に消えた女／西村京太
郎／913ニ
▽アミダサマ／沼田まほかる／913ヌ
▽ころころろ／畠中恵／913ハ
▽八つ花ごよみ／山本一力／913ヤ
●その他の小説など
▽ともしびマーケット／朝倉かすみ
／913ア
▽静子の日常／井上荒野／913イ
▽身の上話／佐藤正午／913サ
▽架空升野日記／バカリズム／913バ
▽魔女裁判／古沢保／913フ
▽星間商事株式会社社史編纂室／三
浦しをん／913ミ
●エッセイなど
▽問題があります／佐野洋子／914サ
▽寂聴幸運の鍵／瀬戸内寂聴／914セ

第５区︵２・５㎞︶
８分 秒 笠嶋美幸
第６区︵５・２㎞︶
分 秒 森崎進也
第７区︵３・２㎞︶
分 秒 赤野春佳
第８区︵３・８㎞︶
分 秒 白澤翔太
︵左写真︶
09

第 回田子町文化祭開催
個人作品募集

する作品を募集しておりま
す︒ぜひこの機会に︑あな
たの丹誠込めた作品を︑展
示・紹介してみませんか︒
また︑今年も文化祭の前
夜祭として神楽講座発表会
を開催します︒
●神楽講座発表会
▽日時
月 日︵金︶午
後５時 分〜▽場所 中央
公民館テラス
●個人作品展示
▽日時
月 日︵土︶〜
月２日︵月︶▽場所 農
業者トレーニングセンター
▽展示スペース︵個人︑団

体︶パネル６本︑テーブル
５本まで※出展者の人数等
により調整します︒▽申込
締切 ９月 日︵水︶
●ふるさと食文化村出店
▽日時
月 日︵土︶〜
月２日︵月︶午前 時〜

お知らせ

10

平成 年度用農業用免
税軽油の申請受付につ
いて

22

午後３時▽場所 トレーニ
ングセンター駐車場
●各種体験教室開催
▽日時
月 日︵土︶〜
月２日︵月︶▽場所 中
央公民館ホール

11

31

明書︶▽免税軽油使用者証
︵前年以前交付のもの︶▽機
械販売証明書等︵納付書可︶
▽切手３９０円分▽印鑑▽
県収入証紙４００円分
※申請の前に農業委員会で
耕作証明書の発行を済ませ
てから会場にお越しくださ
い︒
※期間内に申請ができない
場合は︑三八地域県民局県
税部︵八戸市合同庁舎１階︶
で直接手続きを行ってくだ
さい︒
※国税または地方税等の滞
納等がある場合は︑使用者
証が交付されない可能性が
あります︒
問役場経済課農村振興グル
ープ☎ ︲７１１５
※耕作︵農作業受委託︶証

10

20

30

11

11

10

農業︑畜産業または養蚕
業を営む方が作業用トラク
ター等に軽油を使用する場
合には︑軽油引取税の免税
対象となります︒
町では︑平成 年度用農
業用免税軽油の申請受付を
次のとおり行います︒
▼申請受付日時
︑
平成 年 月 日︵木︶
日︵金︶午前９時〜午後
３時
▼申請受付場所
役場第１会議室︵３階︶
▼申請受付に必要な物
▽耕作証明書▽耕作証明書
︵農作業受委託について申請
する場合は農作業受委託証

22

21

38

月 日︵土︶から 月
２日︵月︶まで︑田子町文
化祭を開催いたします︒
ただいま︑文化祭に出展

23

残暑厳しいコンディション
となりましたが︑田子町選
手団は最後まで諦めず粘り
強い走りをしました︒
総合順位は 位︑町の部
位となりました︒
応援ありがとうございま
した︒
☆総合タイム
１時間 分 秒
位
☆総合の部
位
☆町の部
☆区間タイム
第１区︵４・６㎞︶
分 秒 尾形京介
第２区︵３・８㎞︶
分 秒 大坊圭人
第３区︵４・６㎞︶
分 秒 原 充正
第４区︵６・１㎞︶
分 秒 森崎哲志
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みんなでチャレンジ
●
フ
ラ
ワ
ー
ア
レンジメント
公民館講座お知らせ
▽とき
月 日︵火︶午
●神楽講座
後７時〜９時▽ところ 上
▽とき
月９・ 日︵金︶ 郷公民館研修室▽材料費
午後７時〜▽ところ 中央 ２ ０ ０ ０ 円 程 度 ▽ テ ー マ
公民館ホール▽申込期限
﹁基本のかたち ２﹂▽申込
随時公民館へ
期限
月 日︵金︶
●生花講座
●ヨーガ講座
▽とき
月 日︵金︶午 ▽とき
月 日︵木︶午
後６時 分〜▽ところ ト 後７時 分〜▽ところ 中
レーニングセンター研修室 央公民館和室▽受講料 ６
▽参加費 １回１０００円 ００円▽持ち物 バスタオ
程 度 ▽ 持 ち 物 花 は さ み︑ ル︑タオル等▽申込期限
カッター等▽申込期限 随 当日午前中までに公民館へ
時受付
電話連絡

公民館情報・お知らせ
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アンカーを務めた白澤翔太さん

明書に関する問い合わせ
は︑田子町農業委員会☎
︲７１２０
※農作業受委託による作業
について申請する場合は︑
平成 年 月 日までに田
子町農業委員会へ農作業受
委託契約書︵写し︶を提出
し︑ 耕 作︵ 農 作 業 受 委 託 ︶
証明願書の発行を受けてく
ださい︒

無料人権相談所の開設

平成 年度﹁秋の行政
相談週間﹂〜移動行政
相談所開設〜
﹁秋の行政相談週間﹂に
ちなみ︑行政相談員による
移動行政相談所を開設しま
す︒行政に関する苦情・要
望等についてのご相談に応
じますので︑お気軽にご利
用ください︒
月 日︵火︶
▼日時
午前 時〜午後３時
▼場所 役場第一会議室
▼相談員
行政相談員 長澤壽郎
問役場町民課住民環境グル
ープ☎ ︲７１１３

◎八戸市﹁ラピア２階ラピ
アホール﹂
◎五所川原市﹁エルムの街
２階文化センター第２教室﹂
▼電話による相談 調査士
会館事務局☎０１７︲７２
２︲３１７８
﹁ 土 地 家 屋 調 査 士 ﹂ は︑
表示に関する登記・筆界特
定手続の専門家です︒あな
たにかわって登記及び筆界
特定手続を代行します︒土
地の境界問題でお困りの
方︑その他の建物や土地の
表示に関する登記・筆界特
定手続などに関してご相談
承ります︒
なお︑当日は電話による
無料相談も行います︒
問青森県土地家屋調査士会
☎０１７︲７２２︲３１７８

労働基準法が改正され
ます

平成 年４月１日施行
▼主な改正内容
Ⅰ﹁時間外労働の限度に関
する基準﹂の見直し関係
○﹁時間外労働の限度に関
する基準﹂が改正され︑労
使当事者は限度時間を超え
る時間外労働に対する割増

10

お知らせ

10

ふるさとの〝ゲンキ〟
を応援します

要望書の様式等について
は︑役場総務課または財団
にご相談ください︒
また︑概要については財
団のホームページでご覧に
なれます︒
▼応募先
財団法人むつ小川原地域・
産業振興財団 〒０３０︲０８
６ １青 森 市 長 島
丁目 ︲
ヤマウビル Ｆ☎０１７
︲７７３︲６２２２ ０１
７︲７７３︲６２４５
ホームページ

表示登録無料相談会開催

http://www.jomon.ne.jp/
˜mozaidan/

10

月８日︵日︶午
▼日時
前 時〜午後３時 分
▼会場
◎青森市﹁アピオあおもり
１階保健指導室﹂
◎弘前市﹁弘前市市民生活
センター相談室﹂

30

22

2

7

20

月 日︵火︶
▼日時
午前 時〜正午
▼場所 役場第一会議室
▼相談内容
家庭内のいざこざ︑相続
関係︑戸籍関係︑登記関係︑
いじめ︑借地・借家のトラ
ブル︑金銭貸借のトラブル︑
その他日常生活における困
りごと等
▼相談員 田子町人権擁護
委員︵坂下文明︑北村弘子︶
※相談内容については秘密
を守ります︒

り募集しています︒産業振
興や地域活性化への思いを
かたちにしてみませんか︒
皆さまの意欲あふれる取り
組みをお待ちしています︒
▼対象事業
地域の活性化及び産業の
育成・振興を図る事業
①人材育成②技術開発③商
品開発④市場・販路開拓⑤
観光開発⑥環境整備⑦スポ
ーツ・文化交流など
︵事例︶地元食材を利用し
た地域特産品の開発︑観光
やスポーツイベント等の開
催︑産地化に向けた栽培技
術確立のための研究など
▼助成金
事業費の５分の４以内
▼助成対象団体
県内の市町村︑産業団体︑
地域づくりグループ・組織
など
▼募集期間
平成 年９月１日〜 月
日︵必着︶
▼助成金の決定
平成 年２月下旬
▼応募方法等
事業実施要望書に事業計
画等を添えてお申込みくだ
さい︒
11

!!

4

10

30

13

21

財団法人むつ小川原地
域・産業振興財団は︑平成
元年３月に原子燃料サイク
ル事業者の協力のもとに青
森県によって設立され︑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︒
その取り組み支援の１つ
として︑平成 年度むつ小
川原地域・産業振興プロジ
ェクト支援事業を次のとお

21

22

13

22

10

10

10

20

21

10

31

10

賃金を引き上げるように務
めることとされました︒
Ⅱ法定割増賃金率の引き上
げ
○月 時間を超える法定労
働時間外労働に対して︑使
用者は ％以上の率で計算
した割増賃金を支払わなけ
ればなりません︒
○引上げ分の割増賃金の代
わりに有給の休暇を付与す
る制度︵代替休暇︶を設け
ることができます︒
○中小企業には当分の間適
用が猶予されます︒
Ⅲ時間単位年休
○労使協定により年次有給
休暇を時間単位で付与する
ことができるようになりま
す︒
厚生労働省ＨＰもご覧く
ださい︒

悔いはなし天に任せた投票日

銀行もたわしがほしいこびりつき

松橋良則

岩間十三男

http://www.mhlw.go.jp/ 働基準監督署へ
topics/2008/12/tp12161.html
※ 今 月 号 の﹁ 田 子 町 誌 ア ラ
問青森労働局労働基準部監
カ ル ト ﹂ は︑ 紙 面 の 都 合 に
督課☎ ０１７︲７３４︲４
より休載いたします︒
１１２ または県内各地労

川柳

森田榮子
大島千枝
浅沼えみ

中村春太︵春雄︶
蹴揚 舞︵惠子︶
中村与志

馬鹿に効く薬さがしの旅に出る
待望の発芽サラダまで育て
ふんわりと記憶している手があつい

笹田かなえ
荷軽井光生

窓枠にしっかりはまる丸い月
お彼岸に浄土の暮らし聞いてみる
つかみたいいつか私も幸せを

おおよその次もおおよそ仲直り
パパの髭爺さまに似てるたわし顔

青空がどこからだって僕を追う

蜘蛛の糸アダムもイブも離さない

氷にもお湯にもなれる水の知恵
バラの愛掴んで紅く血に染まる
信念を通す火中の栗拾う

北村吾朗︵已起男︶

宮村 玉︵武彦︶

西村吐夢︵務︶
石亀ひろみ︵碩良︶
坂上たいら︵實︶

あさひな川柳吟社（代表

60

50

■警察署 コーナー

10

と大きな誤りです︒
﹁ストップ！ 万引き﹂
●キノコ採り遭難防止
秋の収穫期に入りキノコ
採りに出かける方も多いと
思いますが︑入山に当たっ
ては︑食料・雨具・ライタ
ー・携帯電話等の携行︑行
き先・帰宅時間を知らせる︑
早めの下山︑万一の時は歩
き回らない︑ヘリには目立
つ物を︒今年もクマの目撃
情報があります︒十分に注
意してください︒
する︒
○寝たばこは︑絶対やめる︒
○ガスこんろなどのそばを
離れるときは︑必ず火を消す︒
︿４つの対策﹀
○逃げ遅れを防ぐために︑
住宅用火災警報器を設置す
る︒
○寝具︑衣類及びカーテン
からの火災を防ぐために︑
防炎品を使用する︒
○火災を小さいうちに消す
ために︑住宅用消火器等を
設置する︒
○お年寄りや身体の不自由
な人を守るために︑隣近所
の協力体制をつくる︒
▼三戸消防署 田子分署

情報スクランブル

11

北村已起男）

タプコピアン文芸

50

●窃盗罪に罰金刑︵ 万︶
万引きも大罪！
刑法︑刑訴法の一部が改
正され︑窃盗罪は 年以下
の懲役︑または 万円以下
の罰金となりました︒
本県においても千円相当
の万引きで罰金 万円︑２
万円相当の万引きで 万円
の罰金を課せられた事例が
出ております︒万引きは窃
盗罪です︒軽い罪と考える

25

■消防署 コーナー
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30
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●秋の火災予防運動
秋の火災予防運動が 月
日から 月 日までの１
週 間︑
﹁消えるまで ゆっ
くり火の元 にらめっ子﹂
のスローガンで︑県下一斉
に実施されます︒火災の多
くはちょっとした不注意か
ら発生しています︒田子町
から火災を無くすため︑次
のことに注意しましょう︒
﹃住宅防火 いのちを守る
７つのポイント﹄
︿３つの習慣﹀
○ストーブは︑燃えやすい
ものから離れた位置で使用
19

日現在

世帯数／2296（＋１）
人口／6830（＋３）
男／3308（−２）
女／3522（＋５）
（

）内は前月比です

誕生
みちや

●櫻場充也（貴弘・裕美子）／袖平
ま

り

●熊谷麻里（雄一・志乃）／野月
● 個人情報保護のため掲載を省略しています
※
（

）
内はご両親、 ／

のあとは行政区です

お悔やみ
●矢守正三郎（82歳）矢田郎
●関口己太郎（80歳）宮野
● 個人情報保護のため掲載を省略しています
● 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

田子高等学校

年８月

31

町の人口

平成
21

学校の話題

学校伝統の組体操とともに︑
●第３回田子地域連携型中
観衆の方々から感嘆の声と
高合同体育祭
大きな拍手をもらいました︒
８月 日︑
﹁
Make
a
Final
最後は中学校１年生から
〜
﹂
Burst
beyond
the
limit
高校３年生までの参加する
のテーマのもと︑晴天に恵
合同リレーと合同
まれ︑全生徒４０
綱引きで終えまし
０名︑来賓・保護
た︒
者約３００名のな
手探り状態で始
か︑３回目となる
めた合同体育祭も
中高合同体育祭が
今回で３回目を迎
田子高校グラウン
えることができま
ドで開催されまし
した︒これも︑田
た︒
子町やＰＴＡの
中高女子による
︵右︶入場行進︵左︶選手宣誓
方々のご支援ご協
﹁ １ ０ ０ｍ 走 ﹂ か
力の賜物でありま
ら 競 技 が 始 ま り︑
す︒この場をお借
午前の部の最後で
りして感謝申し上
は 保 護 者︵ Ｐ ︶
・
げます︒ありがと
職 員︵ Ｔ ︶
・生徒
うございました︒
︵ Ｓ ︶ に よ る﹁ Ｐ
来年度は︑さら
ＴＳ対抗絶対に負
に多くの保護者や
けられないリレ
地域の方々に︑生
ー﹂が行われまし
徒の活動をご覧いただき︑
た︒さすがに︑今年度はＰ
励ましの声をかけていただ
が往年の力を発揮し優勝し
き た い と 思 い ま す︒ ま た︑
ました︒
合同体育祭を通して︑さら
昼食後は︑各チームの応
に充実した田子地域連携型
援合戦で始まりました︒コ
中高一貫教育を目指してい
スチュームや踊りなど工夫
きたいと思います︒
を凝らした演技でした︒中
29

10月の主な保健・介護予防事業予定表
健康・介護に関する
ご相談はせせらぎの郷へ
☎20-7100

●10月1日（木）
元気たべもの教室
（上郷保育園）午前9:30〜10:00
●10月2日（金）
元気たべもの教室
（上郷保育園）午前9:30〜11:00
（田子幼稚園）午後1:00〜1:30
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
●10月5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1:00〜2:30
●10月6日（火）
元気たべもの教室
（田子保育園）午前9:30〜10:00
●10月7日（水）
個別接種（せせらぎの郷）午前9:30〜10:00
●10月8日（木）
元気たべもの教室
（田子保育園）午前9:30〜11:00
デイケア（せせらぎの郷）午前9:30〜午後1:00
●10月9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

●10月14日（水）
複合健診（上郷公民館）午前6:30〜8:30
乳児健診（せせらぎの郷）午前9:30〜11:30
●10月15日（木）
複合健診（清水頭小学校）午前6:30〜8:30
●10月16日（金）
複合健診（相米保健福祉館）午前6:30〜8:30
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
●10月19日（月）
生きがい倶楽部
（せせらぎの郷）午前10:00〜午後2:00
●10月21日（水）
こども健診
（せせらぎの郷）午前9:30〜11:30
●10月22日（木）
デイケア（せせらぎの郷）午前9:30〜午後1:00
●10月23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
●10月26日（月）
生きがい倶楽部
（せせらぎの郷）午前10:00〜午後2:00
●10月28日（水）
個別接種（せせらぎの郷）午前9:30〜10:00
●10月30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
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