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広報

祝・30周年！
今年、田子町とギルロイ市は姉妹都市提携３０周年を迎えました。ギルロイ通りに記念碑が設置さ
れ、９月２８日に「記念碑除幕式」が行われました。詳しくは３ページをご覧ください。
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●今月の話題

９月 日と 日、創遊村２２
９スキーランド特設会場で、第
回にんにくとべごまつりが開
催されました。
日、大久保和浩実行委員長
は「にんにくと田子牛をゆっく
りと楽しんで帰ってください」
とあいさつをし、山本晴美町長
は「今年で 回目を迎えること
ができました。豊かな大自然の
中でのひとときを楽しんでくだ
さい」と述べ、にんにくとべご
まつりがスタートしました。姉
妹都市のアメリカ・ギルロイ市 地域ごとの特産品を販売して地
と韓国・瑞山市からのゲストに 域をＰＲしました。
また、今年は、姉妹都市提携
加え、千葉県多古町からも関係
周年を記念して、ギルロイ市
者が来町し、一緒に祭りを楽し
から炎の料理人「パイロシェ
みました。
ステージでは、田子幼稚園や フ」が来町し、ギルロイガーリ
田子保育園・上郷保育園の園児 ックフェスティバル名物料理の
（イカのにんにくた
らによるアトラクションや田子 「カラマリ」
神楽、ガーリッククイーン・ガ っぷりトマトソース炒め）の調
ーリックレディとのじゃんけん 理パフォーマンスを披露しまし
大会などが行われました。その た。大きな炎を上げて大きなフ
他、田子牛やにんにく加工品な ライパンを振る姿に、来場者は
どの景品が当たる「田子まるご 歓声をあげていました。ガーリ
と抽選会」
、的を狙ってにんに ックフェスティバル名物料理を
くを飛ばす「にんにく射的」
、 食べられるチャンスとあって、
にんにくの飛距離を競う「世界 カラマリを求める長い列ができ
にんにくとばし大会」などの来 ていました。
２日目はあいにくの雨模様と
場者参加型イベントや音楽ライ
ブ、パフォーマンスなどが行わ なりましたが、両日合わせて約
れました。にんにくを使用した １万１０００人の来場者が、た
店の他、出店ブースでは、多古 っこにんにくと田子牛を味わい
町、鹿角市、野田村、階上町が ました。
パイロシェフのパフォーマンス

大人気！田子牛の丸焼き

瑞山市からのゲスト

アンダーパスのステージ

にんにく射的の様子

多古町出店ブース

30

33

33

29

29

30

にぎわいを見せる出店ブース
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●今月の話題

田子町・ギルロイ市
姉妹都市提携30周年記念

ギルロイ通りにて

1988年にアメリカ・ギルロイ市と姉妹都市を提携
してから今年で30周年を迎えました。これを記念し、
９月28日、ギルロイ通りで記念碑除幕式が行われま
した。山本町長は「もう一度初心に帰り、当初の思
いを引き継ぐためにこの記念碑を立てました。皆さ
んと一緒にお祝いしたいと思います」と述べました。
続いて、ギルロイ姉妹都市協会会長のデニス・ヘリ
ガンさんがギルロイ市のローランド・ヴェラスコ市

ゆかりある方からビデオメッセージ
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長のメッセージを代読し、
「田子町との30周年記念
に寄せて、皆さんのおもてなしや友情に感謝し、私
たちの共通の目的が成功し続けるよう、情熱を表し
ていきます」と伝達されました。
同日、中央公民館で行われた姉妹都市合同歓迎会
では、ゆかりのある方々のメッセージの展示や、ア
メリカの食文化体験コーナーが設けられた他、鏡開
きによって30周年のお祝いをしました。

メッセージ展示と食文化体験コーナー

記念碑除幕の様子

●トピックス

三戸郡老人スポーツ大 ニングセンターで、平成
▽荒木田勇次郎・ミキ
会 （※写真１）
年度田子町敬老会が行われ
（茂市）
ました。町内各地区から
９月 日、農業者トレー 歳以上の方々約５００名が ●田子町長顕彰者
ニングセンターで、第 回 出席し、１００歳到達者と
（米寿顕彰者）
三戸郡老人スポーツ大会が
歳到達者に顕彰状が贈ら 【舞手】佐野和子、佐野祐
行われました。開会式では、 れました。
三【向山】坂上信【衣更】
西村直人三八地域県民局地
授与式後、出席された皆 岡崎德衛、足澤武男【七日
域健康福祉部長の「健康づ さんは田子幼稚園や上郷保 市】山下山治【矢田郎】工
くりと生きがいを高める大 育園、田子保育園の園児ら 藤猛、 田公三、岩間京子
会となるよう、けがのない によるお遊戯や、町文化協 【野月】柴泉すみ【池振】
楽しい一日にしてくださ 会による踊り、高齢者の安 奥家守【川向】坂下せつ、
い」というメッセージが選 全・安心キャラバン隊の寸 山本てる【椛山】堀合サメ
手を激励しました。
劇などを鑑賞しながら祝宴 【清水頭】遠澤とみ【干草
ラジオ体操で身体をほぐ を楽しみました。
場】久保道夫【長坂】坂下
した後、豆ひろいレースや
顕彰者は次のとおりで キクエ、藤田接【西舘野】
ボウリング競争、輪くぐり す。
佐野金次郎、佐野まさ、西
（敬称略）
レースなどの競技が行われ
野和江、野端吉藏【宮野】
ました。豆ひろいレースで ●内閣総理大臣祝状受賞者 元村勝晴【細野】滝川やす、
は、箸でお椀に入れた豆を
坂下つね【根渡】橋本まつ
１００歳到達者
こぼさないように慎重にゴ ▽石ヶ森とのゑ（南風張） ゑ、田中愛子【上風張】堀
ールまで運んでいました。
川とし【南風張】山畑礼子、
最後まで諦めずにゴールを ●青森県知事顕彰者
滝上たか【下本町】福原敬
目指す選手に他市町村の陣 ⑴１００歳到達者
信【雀ヶ平】中村アイ【野
地からも拍手が送られてい ▽石ヶ森とのゑ（南風張） 面 】 坂 本 リ チ、 宮 川 俊 夫
ました。
【 ノ実】滝上末子【原】
⑵ 歳到達夫婦
工藤定次郞【石亀】原東一
▽佐野金次郎・まさ
長寿を祝って～敬老会
（西舘野） 郎、 田貞男【杉本】佐藤
～ （※写真２）
▽橋本義男・まつゑ（根渡） みさ【茂市】荒木田ミキ、
▽田中潔志・愛子（根渡） 荒 木 田 勇 次 郎、 沢 田 み よ
▽佐藤善太郎・みさ（杉本） 【道前】大坊とき、大坊ヨ
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９月 日、農業者トレー
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）１００歳到達者の石ヶ森さん

）ボウリング競争の様子

（写真

２

88

88

30

75

１

4

●トピックス

まで諦めずにゴールを目指
しました。

みんなが主役～学芸発
表会～ （※写真５・６）
月６日、清水頭小学校
で学習発表会が、田子小学
校で学芸発表会が行われま
した。清水頭小学校では、
５・６年生が鍵盤ハーモニ
カの演奏「静かにねむれ・
こげよマイケル」に挑戦し
ました。３・４年生による
劇「注文の多い料理店」で
は、山猫軒の奇妙な雰囲気
が見事に演じられました。
田子小学校では、２年生
が劇「一休さん」を元気い
っぱいに演じました。６年
生は劇「はりきり医者がや
ってきた」を披露しました。
劇の中では、来場者に参加
してもらう場面もあり、会
場の笑いを誘っていました。
６年生による閉会の言葉
では、
「それぞれのカラー
を出しながら作り上げよう
と頑張りました。残りの学
校生活も全力で過ごしてい
きます」と述べていました。
10

シエ【関上】猪股はつ【夏
坂】沢口ふゆ【新田】坂下
弥太郎
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）
どれが一番重いかな

）
１歳児うめ組親子競技
「おつかいありさん」
（写真

（写真

）
清水頭小「注文の多い料
理店」

（写真

（写真

）
田子小「はりきり医者が
やってきた」

５

６

田子幼稚園さつまいも
ゴールめざして～田子 掘り （※写真４）
保育園運動会～
月５日、田子幼稚園の
畑で、さつまいも掘りが行
われました。当日は祖父母
参観日も開催されており、
園児のおじいさんやおばあ
さんも参加しました。
大きいさつまいもが収穫
できると、友達や先生に自
慢気に見せていました。収
穫したさつまいもは並べて
大きさ比べや重さ比べをし、
園児は量りにさつまいもを
乗せ、目盛りを興味津々で
眺めていました。
さつまいものつるは、葉
を取り輪の形に整え、松ぼ
っくりやボタン、ビーズな
どで飾り付け、リースを作
りました。リースは生活発
表会で展示を予定していま
す。
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３

４

（※写真３）

９月 日、農業者トレー
ニングセンターで、田子保
育園運動会が行われました。
当日は雨だったため、屋内
での開催となりました。オ
ープニングで園児らによる
元気いっぱいのマーチング
が披露された後、運動会が
スタートしました。
開会式では、浪岡政行理
事長が「入場行進やマーチ
ングバンドの演奏が立派で
した。ゴールを目指して頑
張って走ってください」と
あいさつしました。
競技中に泣いてしまう子
や、家族を見つけて手を振
る子もいましたが、園児の
みなさんはこれまで練習し
てきた成果を発揮し、最後
22

●トピックス

☆学童だより

田子町社会福祉協議会

☎32-4045
すくすく館上郷分館
９月８日、上郷分館で
は秋のバス遠足として
「八戸公園こどもの国」
へ行ってきました。子ど
もたちは何日も前から計
画を立て、待ちに待った
遠足です。遊園地では各
自で回数券を買い、好き
な乗り物を満喫しまし
た。１番人気は空中に浮
くブランコ「ファミリー
スインガー」!
三八五子ども館では、
ハンモックのような大型
遊具の中で跳んだりはね
たり、ボールを転がしたりと室内のため天気
を気にせず十分に遊ぶことができました。
今年は自分で選んだアイスを買って食べ、
大満足。思い出に残るバス遠足になりました。
来年はどこに行こうかな～♪（原稿：福田）

みんなで食べよう！
超かんたん、野菜料理
大根と鯖缶のカレー煮

（材料）

大根 １/ ３本、だし昆布 10㎝
鯖水煮缶 １缶
A（酒 大さじ１、砂糖 小さじ
１/ ２、醤油 小さじ１、塩・
カレー粉 少々）
ねぎ（青い部分）少々

かぶで作っ
てもおいし
いですよ。
かぶの葉も
使うと栄養
満点です。

（作り方）
①大根を1㎝厚さのいちょう切り 大根は先端
に近い方ほ
にする。ねぎは小口切りにする。 ど辛みがあ
ります。
②鍋に大根・だし昆布・かぶるく
らいの水を入れ、一煮立ちさせる。
③鯖缶とＡを加えて柔らかくなるまで煮る。器に
盛り、ねぎを飾ったらできあがり。
☆鯖水煮缶には中性脂肪と LDL コレステロー
ル（悪玉）を減らす IPA と DHA が豊富です。
☆カレー粉を入れることで鯖独特の臭みが消
え、冷めてもおいしく味わえます。
☆大根のビタミンＣには鯖に含まれている鉄
の吸収を助ける働きがあります。
（地域包括支援課栄養士 岡﨑）

♥ぐりッと標語

TAKKO 愛さつ

～あいさつがつくるちいきのわ～

あいさつ運動基本理念
あいさつは、コミュ
ニケーションの基本で
あり、あいさつを通し
て児童・生徒の公共心・
社会性を育み、犯罪の
抑止力を高める効果も
あります。これらのこ
TAKKO 愛さつぐりっと標語表彰式
とから、子どもたちを
地域全体で育てる環境づくりの一環として、あいさつ運
動を推進していきます。
今回はその第一歩として標語を募集し、９月９日に行
われた町民大運動会開会式で表彰式が行われました。
平成３０年度表彰作品
◎最優秀賞
あいさつで みんながえがお がんばるぞ
上郷小学校 ３年 簗田凉佑
「いってこお」ちいきの人が 声かける
清水頭小学校 ５年 山市純聖
また明日 顔が見たくて「へばまだな」
田子中学校 ２年 大久保瑠七
こんにちは！ その一言で 笑顔になれる
田子高校 ２年 藤村千里
あいさつと にんにく一番 田子町
一般 新井田江美
◎優秀賞
田子町 あいさつとびかい 気もちいい
清水頭小学校 ２年 川村美紗貴
田子だべ あいさつせぇば にっこりだ
上郷小学校 ６年 畠山紗耶香
町じゅうに 笑顔あふれる あいさつで
田子中学校 ２年 日沢紗稀
あいさつは 明るい未来 ひらく鍵
田子高校 ２年 工藤ぼたん
「おはよう」に プラス笑顔で 好スタート！
一般 村木里愛
◎特別賞
あいさつで みんなの心 つながるよ
田子小学校 ６年 川下凜乃
おはようと おどげでみせる けやぐの笑顔
田子中学校 ２年 佐藤栞菜
元気だねぇ 愛さつとびかう 田子町
田子中学校 ２年 冨樫心寧
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ＦＡＮ
田子高校

田子高校応援シリーズ⑥

田子高校キャリア教育～インターンシップについて～

田子高校では、職業選択能力や社会での適応力を養
うことを目的として、１年生と２年生でインターンシ
ップ（将来の進路等に関連した就業体験）を実施して
います。
＜概要＞
①１学年インターンシップ
a. 対 象：１年生生徒全員（女１３名）
b. 実習先：田子町内の事業所
c. 期 日：１１月１４日（水）～１６日（金）の３日間
②２学年インターンシップ
a. 対 象：２年生生徒全員（男２・女７名 計９名）
b. 実習先：田子町外の事業所
c. 期 日：７月２４日（火）～７月２６日（木）の３日間
本校のインターンシップは、中学校や１年生時のイ
ンターンシップを振り返りつつ、さらにステップアッ
プできるよう、事前準備やレポートの作成などを計画、
実施しています。なお、今年度から２年生のインター
ンシップは、２年生全員を対象とし、かつ、田子町外
の企業で実施しています。この活動を通して生徒たち
は、働く意義、社会の中での人との関わり方、自分に
足りない部分は何かなど、学校の普段の授業では得難
いものを学んだようです。
各事業所につきましては、お忙し
い中、子どもたちのためにご協力い
ただき感謝いたします。田子高校で
はこのような生徒の将来を見据えた
キャリア教育も積極的に行っており
ます。今後ともご支援のほどよろし
くお願い申し上げます。
田子高校進路指導主事 大崎徳美

◎久保海月（２年１組）
実習先 株式会社サンデー三戸店

今回のインターンシップでは、
礼儀やあいさつ、仕事の大変さ
など改めて学ぶことができまし
た。私がサンデーを志望した理
由は、いつも利用しているホームセンターの裏方の
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仕事がどのように動いているのか興味があったから
です。店長さんは、会社の歴史や東日本大震災後ど
こよりも早く開店したという話を丁寧に教えてくれ
ました。私はその話を聞いて、お店の方々が自分た
ちよりもお客さんを優先して働いていることに感動
しました。品出しと商品移動の仕事は、想像以上に
体力を使い、集中力が必要な仕事でした。しかし、
終わった後の達成感はとてもあり、お客さんに「あ
りがとう」と言われたときは、やっていて良かった
と本当に感じることができました。
この３日間の研修で仕事の大変さや厳しさ、やり
がいや楽しさを感じることができました。このイン
ターンシップは自分にとって充実した時間となり、
経験したことを忘れずに、自分の進路や社会に出た
ときに活かしていきたいと思います。

◎山市孝斗（２年１組）
実習先 株式会社マエダ田子店

今回のインターンシップでは、
１日目にグローサリー、２日目
に惣菜販売、３日目に青果を担
当しました。商品の棚出しでは、
賞味期限が古い物を前に出して新しいものを古い物
の後ろの方に陳列しました。サイズが大きい商品は、
上に積み上げることを従業員の方に教えていただき
ました。商品の並べ替えは、古いものを前に出す作
業でした。種類ごとに並べ替えなければならなかっ
たので、サイズの大きい物はとても大変でした。
今回のインターンシップでは、お客様に対しての
思いやりとお客様が安心するようなサービスを提供
しなければならなかったので、お客様に声をかけら
れたときは臨機応変に応えました。私自身、敬語は
あまり得意ではなかったのですが、その時の状況に
応じて敬語を使うよう努力しました。
今回の実習は３日間でしたが、来年度の就職活動
に向けて、今からしっかりと仕事に対しての知識を
深めたいと思います。３日間お世話になりました。

●お知らせ

平成３１年４月からの入園児童を募集します。
▼募集人員
田子保育園１２０名 上郷保育園２０名
▼対象児童 平成３１年４月１日現在、満２カ月以上
で満５歳以下の児童
※現在入園していて、引き続き入
園を希望する場合も申し込みが
必要です。
▼入園申込に必要なもの
①支給認定申請書兼保育利用申込書（町指定のもの）
②保育を必要とする事由を証明する書類として、保護
者の就労（予定）証明書、就労状況申立書（農業・自
営業等）
、就労誓約書（求職活動中）等
※就労宣誓書等の場合、後日聞き取り調査があります。
③世帯の状況を証明する書類として、ひとり親世帯の
場合は、ひとり親家庭等医療費受給資格証または、
児童扶養手当証書、障がい者（児）同居の場合は、手
帳・証書または障害基礎年金等の受給を証するもの
④口座振替申込書（新規及び口座を変更する方）
▼保育料 国の基準に基づき、町で決定します。平成
３１年４月～８月分の保育料は平成３０年度町民税
額から算定し、平成３１年９月～平成３２年３月分
の保育料は平成３１年度町民税から算定します。
▼受付期間
１１月１日（木）～１１月３０日（金）※期限厳守
▼申込受付場所 役場住民課子育て定住移住支援室
申込用紙等は、役場住民課子育て定住移住支援室と
各保育園にあります。
▼その他 各保育園で延長保育を実施し、また、田子
保育園では一時保育、病後児保育も実施しています。
申し込みは各保育園まで。

平成３１年４月からの入園児童を募集します。
▼募集園児 定員９０名
▼対象
平成２５年４月２日～平成２８年４月１日生まれの
３歳から５歳児
（満３歳の誕生日を迎えた翌月から入園できます。
）
▼願書受付期間
１１月１日（木）～１１月３０日（金）
※年度途中でも入園可能、随時募集し
ています。
願書は、田子幼稚園、教育委員会教
育課（中央公民館）
、役場住民課子育て定住移住支援
室にあります。
所定の願書にご記入のうえ、田子幼稚園または役場
住民課子育て定住移住支援室に提出してください。
▼預かり保育
希望により延長保育や夏季休業中の預かり保育も実
施していますのでご利用ください。

役場住民課子育て定住移住支援室（小原）
☎２３－０６７８

■ 女性のための相談所開設

問

普段職場や近隣、家庭などで困っていることや悩ん
でいることについてお気軽にご相談ください。秘密は
厳守いたします。
▼日時 １１月１２日（月）午前１０時～午後４時まで
▼場所 八戸市根城９丁目１３－９
青森地方法務局八戸支局 地下会議室
▼相談料 無料
▼相談方法 面接・電話
▼相談担当者 人権擁護委員・法務局職員

田子幼稚園（大向）☎３２－２３４０
役場住民課子育て定住移住支援室（小原）
☎２３－０６７８

■ 後期高齢者医療被保険者のみなさまへ

◎年齢到達などにより後期高齢者医療制度に加入
する方へ

年齢到達などにより、年度途中で後期高齢者医療制
度に加入することになった方の保険料は、原則年金か
ら特別徴収（年金から天引き）されますが、特別徴収さ
れるまで時間がかかるため、しばらくの間納付書で支
払っていただくことになります。
新たに後期高齢者医療制度に加入する方や、納付方
法が変更となる方など、保険料の納め忘れが多くなっ
ていますので、口座振替による納付をおすすめします。
納付書でのお支払いは口座振替に変更でき、一度申請
していただければ継続して口座振替されます。
これまで、国民健康保険料（税）を口座振替で納付し
ていた方でも、改めて申請が必要になりますので、ご
注意ください。

◎保険料を納期限内に納めましょう

保険料を滞納すると、通常より有効期限が短い保険
証（短期被保険者証）が交付されることがあります。
納付書でお支払いの方は便利で確実な口座振替をご
利用ください。口座振替への変更は金融機関で随時受
付しております。詳しくは、住民課福祉給付グループ
までお問い合わせください。
問

青森地方法務局八戸支局総務課（菊池・木村）
☎０１７８－２４－３３５１

問 問

■ 平成31年度幼稚園利用案内

問

■ 平成31年度保育園利用案内

役場住民課福祉給付グループ（山内）☎２０－７１１９
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●お知らせ

■ 平成31年度用農業用免税軽油の申請受付に
ついて

問

農業、畜産業等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３１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 １１月２０日（火）
午前９時～正午、午後１時～４時
▼申請受付場所 役場第２会議室（１階）
▼その他
対象者の方々には詳細の手紙を郵送いたしますの
で、そちらをご覧ください。
期間内に申請ができない場合には、直接三八地域県
民局県税部（八戸合同庁舎１階）で手続きを行ってく
ださい。
役場産業振興課農業振興グループ（袖村）
☎２０−７１１５

■「くらし」と「しごと」田子町無料相談会

■ 青森暮らしセミナー～南部の暮らし編～
開催のお知らせ

問

田子町も参加予定です。先輩移住者トークとして田
子町出身の方からのお話もあります。お知り合いの首
都圏在住の方にお声がけしてみてはいかかでしょうか。
▼日時 １１月１８日（日）午後4時30分～7時30分
▼参加市町村 八戸市、十和田市、三沢市、七戸町、
五戸町、田子町、階上町
▼会場 ふるさと回帰支援センター内セミナースペー
ス（東京交通会館８階）
▼対象 南部地方への移住（主にＵターン）に関心あ
る首都圏在住の移住希望者
▼内容 先輩移住者トーク、市町村ＰＲ、個別相談会
など
役場住民課子育て定住移住支援室（梅内）
☎２３－０６７８

●広報たっこでは、皆様からの情報提供をお待ちしてい
ます。紙面に掲載可能な行事などありましたら、下記ま
でご連絡ください。
役場政策推進課 ☎２０－７１２７
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一人で悩まず、相談してみませんか？
事前にご予約いただければ、待たず
に確実にご相談可能です。
▼内容
失業・介護・病気・ひきこもり・借金等の相談
▼日時 １１月１５日（木）午後１時～４時
▼場所 せせらぎの郷１F（診察室または会議室）
▼相談対応者・問い合わせ先
NPO 法人ワーカーズコープ三戸地域自立相談窓口
八戸市一番町一丁目２-２８ ☎０１７８－５１－８７５５

■ はじめてカーリングフェス2018
誰でも参加できる、はじめての人向けのカーリング
イベントを開催します。ご家族でもおひとりでもお気
軽にご参加ください。
▼日時 １１月１０日（土）
▼会場 岩手県北青少年の家スケートリンク
▼入場・参加料 無料
▼内容 ◎オリンピック選手に教わる！ はじめてカ
ーリング教室 午前の部・午後の部 各５０名限定
（※要事前申込み）◎両角公佑さんトークショー（平
昌オリンピックカーリング日本代表）
その他、気軽に参加できるアトラクションをご用意
しています。
▼問合せ・申込み ミライリンク事務局（カシオペア
ＦＭ内）☎０１９５－４３－３４６１

公民館情報
■行事等に関するお問い合わせは、田子町中央公民館（☎２０－７０７０ 担当：小林）
または上郷公民館（☎３３−１８１１）までお願いします。

平成31年田子町成人式

第64回田子町民大運動会が９月９日、農業者トレ
ーニングセンターで開催されました。
昨年に引き続き屋内で開催し、全８チームが熱戦
を繰り広げました。
開会式では、
「ＴＡＫＫＯ愛さつ♥ぐりっと標語」表
彰式も行われるなど、新競技種目を取り入れて、ど
のプログラムも盛り上がりを見せました。防災訓練
プログラム「分団対抗担架リレー」では、女性団員
が練習の成果を発揮し優勝しました。
結果は、昨年に引き続き南側チームが優勝し、２
連覇を飾りました。
成績は次のとおりです。
◎総合成績
優 勝 南側チーム
準優勝 来満チーム
第３位 石亀チーム
第４位 清水頭チーム
第５位 相米風張チーム
第６位 下組チーム
南側チーム 釜渕一壽団長
第７位 北側チーム
第８位 原チーム
○種目別１位（団体）
・ニンニク宅急便 女子
清水頭チーム
・ニンニク宅急便 男子
南側チーム
・チーム対抗担架リレー
石亀チーム
・玉入れ小学生低・55才以上 南側チーム
・綱引き
来満チーム
・男女混合リレー
来満チーム
○分団対抗担架リレー 第９分団

平成31年１月13日（日）
、田子町成人式を実施し
ます。
該当者は平成10年４月２日から平成11年４月１日
までに生まれた方です。対象の方には後日ご案内を
お届けいたします。該当者で町内在住者、町内出身
者であればどなたでも参加できます。ご案内が届き
ましたらお早めにご連絡をお願いいたします。

にんにく宅急便北側チーム

昨年の成人式

第64回田子町民大運動会 南側チーム連覇

みんなでチャレンジ
公民館講座のお知らせ
●生け花講座
▽と き 11月17日（土）午後６時30分〜
▽ところ 中央公民館研修室
▽参加費 花材料代1,000円前後
●ヨガ健康講座
▽と き 11月８日（木）
、22日（木）
午後６時30分～
▽ところ 中央公民館ホール
▽参加費 無料
▽持ち物 ヨガマット（または大判バスタオル）
、
フェイスタオル
●帰ってきた！伝統芸能ナニャドヤラ講座
▽と き 11月14日（水）
、28日（水）午後７時～
▽ところ 中央公民館ホール

スタートを待つ
障害物レースの選手

スポーツ吹矢を行う選手

●フラワーアレンジメント教室
▽と き 11月27日（火）午後７時～
▽ところ 上郷公民館
▽会 費 3,000円前後
▽内 容 寄せ植え
※新規の講座情報は、そのつどＴＣＶやチラシ等で
お知らせします。
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図書館情報
ホッと一息 本と一息

読書週間10 ／27（土）～11 ／９（金）
●「2018貸出ランキング」特集
秋の読書週間です。図書館では昨年
の10月から今年の８月までの約１年
間で、貸出の多かった本をランキン
グ形式で約40冊紹介します。この機
会にどうぞ図書館をご利用ください。
▼小説
○この世の春／上下／宮部みゆき
○居酒屋ぼったくり１～９／秋川滝美
○マスカレード・ナイト／東野圭吾
○かがみの孤城／辻村深月
▼小説以外
○九十歳。何がめでたい／佐藤愛子
○おちゃめに１００歳！寂聴さん／
瀬尾まなほ
○ＮＨＫガッテン！一生作り続けた
い我が家の基本おかず１００
○ｂｏｎとｐｏｎふたりの暮らし

●歴史・社会・仕事
▽斗南藩／「朝敵」会津藩士たち
の苦難と再起／星亮一／212ホ
▽話し方で損する人得する人／
五百田達成／361イ
▽友だち幻想／菅野仁／361カ
▽55歳からのリアル仕事ガイド／
366ゴ
●歴史・時代小説
▽花だより／みをつくし料理帖／特
別巻／髙田郁／913タ
▽黄金色の雲／口入屋用心棒42 ／
鈴木英治／913ス
▽秋の蝉／隅田川御用帳18 ／藤原
緋沙子／913フ

▼郷土資料
○不老倉鉱山誌
▼児童書
○おしりたんてい／むらさきふじん
のあんごうじけん

●一人10冊まで貸出増加します
▽期間
10月27日（土）～11月25日（日）

▽内容 通常は一人５冊までの貸出
冊数を一人10冊までに増加します。
貸出期間は２週間です。

●古雑誌・古本お持ち帰りコーナー
▽期間 10月27日（土）から
※本がなくなり次第終了します。
▽対象
図書館の貸出券をお持ちの中学生
以上の方。貸出券がない方は図書館
カウンターでお作りください。

図書館おやすみカレンダー

▼色の濃い日が休館日です。

田子町立図書館（担当：川村）
☎２０‐７２２１
図書館の開館時間
水〜土 午前10時〜午後６時
日曜日 午前10時〜午後４時
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▽内容
「きょうの料理」
「趣味の園芸」
「や
さいの時間」など図書館で購入し１
年が経過した古雑誌や、除籍した古
本などを決められた冊数だけ差し上
げます。

11月の図書館行事
▼11 ／７（水）午前10時から
ブックスタート（せせらぎの郷）
▼11 ／11（日）午前10時30分
本の読みきかせととしょかんクラブ
遊べるおりがみ「はばたくとり」で遊ぼう
▼11 ／21（水）午前10時から
セカンドブック（せせらぎの郷）
▼11 ／24（土）午前10時30分
本の読みきかせととしょかんクラブ
遊べるおりがみ「ぱっちんカメラ」を作ろう
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）

●ミステリー・警察小説など
▽悪魔と呼ばれた男／神永学
／913カ
▽十津川警部哀愁のミステリー・ト
レイン／西村京太郎／913ニ
▽ビブリア古書堂の事件手帖８
／三上延／913ミ
●そのほかの小説など
▽向日葵のある台所／秋川滝美／
913ア
▽対岸の家事／朱野帰子／913ア
▽すぐ死ぬんだから／内館牧子
／913ウ
▽ペットシッターちいさなあしあと
／高森美由紀／913タ
▽ブロードキャスト／湊かなえ
／913ミ
▽地球星人／村田沙耶香／913ム
▽国宝／上下／吉田修一／913ヨ
●エッセイなど
▽死ぬこと以外かすり傷／箕輪厚介
／159ミ
▽アラカン・サバイバルＢＯＯＫ／
槇村さとる／159マ
▽夫婦という他人／下重暁子
／367シ
▽山怪３／田中康弘／388タ
▽くよくよしない力／フジコ・ヘミ
ング／762ヘ
▽たそがれてゆく子さん／伊藤比呂
美／914イ
▽ここは、おしまいの地／こだま／
914コ
▽吉本ばななが友だちの悩みについ
てこたえる／914ヨ
▽うつ病九段／先崎学／916セ
▽シルバー川柳８／911シ

情報スクランブル
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15 自立支援相談窓口（せせらぎの郷）

（金）午前7:30〜9:00

（木）午後1:00〜4:00

生きがい倶楽部（上郷公民館）
午前10:00〜午後2:30
3 介護職員初任者研修（せせらぎの郷）
（土）午前9:45〜午後5:05
5 特定健診結果説明会（せせらぎの郷）
（月）午前9:00〜11:30
6 生きがい倶楽部（老人福祉センター）
（火）午前10:00〜午後2:30
特定健診結果説明会（相米保健福祉館）
午前9:00〜11:30
7 乳児健診（せせらぎの郷）
（水）午前10:00〜
8 特定健診・がん検診
（木）
（石亀地区研修センター）午前7:30〜9:00
9 特定健診・がん検診（せせらぎの郷）
（金）午前7:30〜9:00
生きがい倶楽部（上郷公民館）
午前10:00〜午後2:30
10 介護職員初任者研修（せせらぎの郷）
（土）午前9:45〜午後5:05
11 特定健診・がん検診（せせらぎの郷）
（日）午前7:30〜9:00
12 特定健診・がん検診（せせらぎの郷）
（月）午前7:30〜9:00
13 生きがい倶楽部（老人福祉センター）
（火）午前10:00〜午後2:30
14 予防接種（せせらぎの郷）
（水）午前10:30〜
15 特定健診結果説明会（原交流センター）
（木）午後2:00〜3:30

16 特定健診・がん検診（せせらぎの郷）
（金）午前7:30〜9:00
生きがい倶楽部（上郷公民館）
午前10:00〜午後2:30
認知症予防教室（せせらぎの郷）
午後1:30〜3:30
17 介護職員初任者研修（せせらぎの郷）
（土）午前9:45〜午後5:05
20 生きがい倶楽部（老人福祉センター）
（火）午前10:00〜午後2:30
21 特定健診・がん検診（上郷公民館）
（水）午前7:30〜9:00
22 特定健診・がん検診（せせらぎの郷）
（木）午前7:30〜9:00
24 介護職員初任者研修（せせらぎの郷）
（土）午前9:45〜午後5:05
27 生きがい倶楽部（老人福祉センター）
（火）午前10:00〜午後2:30
保健推進員学習会（せせらぎの郷）
午後3:30〜4:30
28 予防接種（せせらぎの郷）
（水）午前10:30〜
29 デイケア（せせらぎの郷）
（木）午前9:30〜午後1:00
30 生きがい倶楽部（上郷公民館）
（金）午前10:00〜午後2:30
ことばの教室（田子保育園）
午前9:00〜正午

TCV（田子町ケーブルテレビジョン）からのお知らせ
加入の申込・変更・廃止、
◎サポートセンター（月曜〜金曜 午前９時〜午後５時） ケーブルの移設など
☎０１２０−５５７−７５９（祝日を除く）
テレビが映らない
◎故障受付（24時間） ☎０１２０−２６２−７５０ などの故障時

30
９

30

町の人口

平成 年 月 日現在

11月の主な保健・介護予防事業予定表
2 特定健診・がん検診（せせらぎの郷）

75

■警察署 コーナー

75

※教習所によっては、予約
がたくさんで数カ月先にな
る場合もあります。
●指名手配被疑者の検挙に
ご協力を！
警察では重大な犯罪の被
疑者を選定し、 月中に全
国警察の総力を挙げ追跡捜
査を行い、被疑者の早期検
挙に取り組んでいます。
指名手配被疑者によく似
た人を見かけたといった情
報など、どんなわずかなこ
とでも結構ですので、警察
に通報していただくようお
願いします。
▼三戸警察署
☎ ‐１１３５

▽運転時は、安全な場所に
停車してから通報する。
▽通報場所がわからない場
合 は、 近 く の 人 に 聞 く か、
近くの目標となる建物や看
板を確認する。
▽通報後、消防本部から問
い合せをすることがあるた
め電源を切らない。
◎火災・救急・救助の通報
は１１９番へ
▽加入電話で田子分署へ通
報すると、状況の把握や準
備が遅れ、１１９番通報し
た場合と比べ出動が遅くな
る可能性があります。
▼三戸消防署 田子分署
☎ ‐３１０４

32

●高齢者講習の早期受講に
ついてのお願い（ 歳以上
の方が対象）
・ 歳未満の方は、免許証
更 新 の 前 に 高 齢 者 講 習 を、
歳以上の方は、認知機能
検査と高齢者講習を受ける
必要があります。
・運転免許証の有効期限満
了日の約６カ月前、 歳未
満の方に「高齢者講習通知
書」が、 歳以上の方には「認
知機能検査通知書兼高齢者
講習通知書」が届きます。
・ 通 知 書 を 受 け 取 っ た ら、
早めに予約をしてください。

■消防署 コーナー

月 ９ 日 は、
「１１９番
の日」です。１１９番通報
をする時は、指令員の質問
に簡潔に答えるようお願い
します。
◎１１９番通報の注意点
▽「火事」か「救急」の区別
をはっきり言う。
▽落ち着いて消防車、救急
車が向かう住所（場所）
、目
標となる建物を伝える。
▽あなたの名前、通報して
いる電話番号を教える。
▽身の安全を確保できる場
所で通報する。
◎携帯電話での注意点
11

世帯数／2170（＋１）
人口／5557（−６）
男／2692（±０）
女／2865（−６）
（ ）内は前月比です

誕生
ちあき

●久保智瑛（成顕・真利華）
／七日市
※（

）内はご両親、
“／”のあとは行政区です

結婚
●小舘蓮音（南風張）
小笠原ひかる（三沢市）
●尾形 翔（清水頭）
関本菜摘（八戸市）

お悔やみ
●外沢あや（90歳）七日市
●古郡ハルノ（96歳）夏坂
●中村鉄郎（93歳）池振
●森 七子（65歳）西舘野
●山館美代子（73歳）上風張
●立本 弘（60歳）川向
● 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
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（原稿・画像提供 田子中学校）

を勝ち取りました。このよ
うに、各種大会において成
果を挙げている田子中学校
は、今年も元気いっぱい活
動しています。
さて、存分に力を発揮し
ている本校ですが、
普段から意識して
いるのは「文武両
道 の 達 成 」 で す。
そのために必要な
ことは「普段の生
活を大事にするこ
と」だと考えてお
り ま す。 日 常 の
「授業」
「行事」
「部
活 動 」 に お い て、
場をわきまえ、や
るべきことに専心
し、様々なことに
チャレンジしてい
くことで、子ども
たちの成長につなげようと
取り組んでいます。そんな
本校の諸活動に多大なるご
支援・ご協力をいただいて
おります、地域・町民の皆
様に感謝申し上げるととも
に、今後もより一層のお力
添えを賜りますようお願い
申し上げます。

写真

編集後記

今月号では、
「にんにくとべごま
つり」を取材しました。天気がい
いとは言えなかったものの、訪れ
たたくさんの来場者の数に驚きま
した。会場内を歩き、取材した中
でも、パイロシェフのステージは
より一層盛り上がりを見せていま
した。カラマリの調理に観客が沸
くのはもちろんですが、シェフ２
名の調理以外のパフォーマンスで
も注目を浴びていました。かかっ
ている曲に合わせてエアギターを
したり、フライパンの柄の部分を
マイクに見立てて歌ったり……そ
こはまるで彼らのライブ会場のよ
うでした。ギャラリーもそれに引
き込まれ手拍子をし、パフォーマ
ンス終了後はカラマリの味を堪能
していました。私も食べましたが、
あれはもう一度食べたくなる味で
す。今度はいつ来てくださるのか
楽しみです。
（広報担当 まつやま）
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1968年頃の写真です。
場所の詳細は分かりませんが、
斬新なアングルに目を奪われる１枚です。

成人式

田子中学校

●文武両道をめざして
三戸郡中学校体育大会夏
季大会で全ての運動部が県
大会出場、また、吹奏楽部
も八戸地区大会で金賞を受
賞して県大会出場を果たし、
今年度も全ての
部活動が県大会
に出場するとい
う快挙を成し遂
げました。新人
チームによる秋
季大会でも各部
とも素晴らしい
結果を残してお
り、来年度以降
の活躍に更なる
期待が持てます。
また、先日行わ
れました「三戸
地区少年防犯弁
論 大 会 」 で は、
３年生の大矢千歩さんが奨
励賞を受賞、
「三戸郡中学校
英語スピーチコンテスト」
では創作の部で３年生の木
谷佳愛さんが第１位、暗唱
の部で３年生の坂本陽さん
が第２位となりました。さ
らに、県中学校英語弁論大
会では、木谷さんが第３位
となり、見事全国大会出場

思い出の田子町

学校の話題

情報スクランブル

発行・編集＝田子町
青森県三戸郡田子町大字田子字天神堂平

広報たっこ２０１８年 月号 （平成 年 月 日発行）通算第７０８号
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30
10
24

81

田子町の
みなさん

お久しぶりです。

ふるさとの味

毎年11月23日、恒例の東京田子会の総会・
交流会が都内で開催されております。この
催しには田子の郷土料理がたくさん振る舞
われます。お世話くださる田子町の皆様に
お礼申し上げます。
田子の郷土料理の中でも私は、つつけが
大好きで、これは父親譲りかもしれません。
その父に「つつけを食べたい」と言われた
のですが、四国の松山では、クール宅急便
のない時代でしたので、つつけが手に入る
わけがありません。そこで、思い切って、

はじめてのハッピーバースデイ

平成29年10月に生まれた満１歳のお友だちです。

Ｈ29.10.4
（七日市・男の子）
いつも笑顔で元気でい
てくれてありがとう♡
お姉ちゃんたちに負け
ないくらい大きくなっ
てね！
な

お

●佐竹直穏ちゃん

問

メールアドレス takko-info@town.takko.lg.jp［制作印刷］有限会社 赤坂コピーライツジム

電話 0179-32-3111（代表） FAX 0179-32-4294

ホームページ http://www.town.takko.lg.jp/

まひろ

●釜渕真嘉ちゃん

つつけ作りに挑戦してみることにしまし
た。まず、麦つつけは市販されているワ
ンタンや餃子の皮を代用することにしま
した。東京田子会会長の一ノ渡家も同様
の方法が用いられていたとのことです。
そば打ちの経験のない私には、そばつ
つけ作りは難題でした。色々と試行錯誤
東京田子会副会長
を繰り返し、そばの生地作りに家庭用電
久保玄次さん
気餅つき機を利用したりしました。小学
愛媛県松山市在住
生の子供たちには、四角や三角に切る作
（風張出身）
業を手伝ってもらい、一家を挙げてつつ
け作りを試みました。このつつけの出来
栄えを父に問うと「50点だな」と笑いなが 「東京田子会」の会員を
ら答えていました。暫らくして、父は脳 募集しています。
梗塞を再発し喋ることができなくなり、 町出身者、田子町にゆ
点数を言ってもらえなくなりました。父 かりのある方などどなた
は、病床で自家製つつけを美味しそうに でも入会できます。関東
食べるようになりました。これには望郷 圏域にお住まいのご家
族、ご友人などへお知ら
の念もプラスに作用していたのではない せください。
かとは思われますが、それでも念願の合
役場産業振興課
格点に達したものと自負しています。
商工振興グループ
わが家の全員が、田子のつつけが大好
☎2 0 - 7 1 1 4
きです。ふるさとの味に感謝しております。

Ｈ29.10.10
（七日市・女の子）
誕生日おめでとう。あっ
という間の１年でした。
これからもあなたの成
長を楽しみに頑張りま
す。大好きだよ♡
あ

い

ら

●大村与唯来ちゃん

Ｈ29.10.10
（衣更・女の子）
１さいおめでとう！
たくさん食べて動いて
もっともっとＢｉｇレディ
ーになってね♡ あー
ちゃん大スキだよ♡
あい

●立本

愛ちゃん

Ｈ29.10.16
（川向・女の子）
愛、１歳のお誕生日お
めでとう。たくさん遊
んで元気に育ってね！
みんな愛のことが大好
きだよ。
か

え

●山本華永ちゃん

Ｈ29.10.22
（袖平・女の子）
かえちゃん、いつも笑
顔と笑いをありがと
う！ これからも楽し
んでいこうね。お誕生
日おめでとう♪

がんばれ！ 田子町出身の若者たち☆
教育実習生の紹介

●田子幼稚園（実習期間：９月４日～９月27日）
ひむかい

あや

日向 彩 さん（20歳、夏坂）
東北女子短期大学保育科２年
①実習先の印象 ②町外で暮らして感じる田子町の
良いところ ③実習校での印象深い出来事 ④将来
の目標 ⑤実習をしてみての感想

①出身園なので、とても懐かしく感じまし
た。自分が在園していた当時の先生もいらっしゃり、優しく教
えていただいています。子どもたちが素直に受け入れてくれて、
フレンドリーな印象を持ちました。
②帰省した際に感じるのは、地域の方々が優しいことです。自然も
豊かで緑が多く、見ていて気分が落ち着きます。
③ハロウィンが近いので、紙コップでおばけのおもちゃを製作しま
した。子どもたちから「楽しかった。もう一度作りたい」と言
われたことがうれしかったです。
④とにかく元気で笑顔を忘れず、周囲の方から好かれる先生になり
たいです。県内で先生になり、知っている人が少ない土地で自
分を成長させてから田子に帰って来たいと思っています。
⑤先生方が優しくて、実習をしていて苦だと思うことがありません
でした。製作や絵本の読み聞かせなど、子どもたちからの反響
があったことが私の自信にもつながりました。
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