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田子町の新たなブランド愛称決定
田子町のにんにくオリジナル品種「たっこ１号」の愛称が「美六姫（みろくひめ）
」に決定しました。
詳しくは４ページをご覧ください。
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◇子育てに自信がない……
◇子育てに関する悩みを誰かに聞いてほしい……

◇家族の介護で相談したいことがある……
◇持病について、相談に乗ってほしい……
◇老後の財産管理が心配……

◇働きたいが、なかなか仕事が見つからない……
◇毎月の生活費がギリギリで生活が苦しい……
◇家族が引きこもり、社会復帰させたい……

「あんなこと」から「こんな
こと」まで、どうぞお気軽
にご相談ください！

◎相談は無料です。もちろん
秘密は守ります。
◎スタッフがご自宅を訪問し、
ご相談を受けることもでき
ます。

４ 月１ 日より

◇妊娠中の悩みの相談相手がいない……

「健康増進課」から
「地域包括支援課」へ！
せせらぎの郷の業務内容が新しくなりました。

●今月の話題

このたび、せせらぎの郷
の業務内容が新しくなりま
した。
これまでは、
「高齢者」に
関する様々な問題を解決す
るために、医療や介護サー
ビス、虐待や成年後見につ
いてなどの相談活動を行っ
てきました。
今年度から「全ての年代の
方」を対象とし、子育てや障
がいでお悩みの方、仕事を
求めている方などの相談受
付のほか、生活保護や生活
困窮者の支援、児童の保護
対策などの業務も新たに加
わりました。
新たに設置した「包括ケア
グループ」では、町職員のほ
か、社会福祉協議会など関
係機関のスタッフと連携・
協力し、悩みを抱えている
方々に寄り添い、総合的な
問題解決に努めます。

例えばこんなときにご相談ください！

◎お問い合わせ・ご相談は ☎２０－７１００

田子町役場地域包括支援課（せせらぎの郷）へ

※町立田子診療所となり
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●今月の話題

新たな一歩

田子小学校

田子中学校

上郷小学校

田子幼稚園

田子保育園

４月上旬、町内の各学校で入学式が執り行われ
ました。
４月３日は上郷保育園で、４月５日は田子保育
園で入園式が行われ、園児たちが元気に式に臨み
ました。
また、４月７日は田子町内の２つの小学校で入
学式が行われ、新入生らは新たに始まる学校生活
への一歩を踏み出しました。田子小学校では30
3

各校で入学式

上郷保育園

名（男子14名、女子16名）
、上郷小学校は女子２
名が入学し、在校生や先生方の歓迎を受けました。
同日、田子中学校でも入学式が行われ、37名（男
子18名、女子19名）の生徒が入学しました。
４月10日には田子幼稚園で入園式が行われ、在
園児たちによる元気なダンスのパフォーマンスに
会場からも自然と笑みがこぼれていました。

●トピックス

「たっこ１号」の愛称
決定！
３月 日、役場第１会議
室で田子町のにんにくオリ
ジナル品種「たっこ１号」
の愛称選考委員会が開かれ
ました。全国各地から寄せ
られた愛称は、総数４３３
点にのぼり、この中から
点がこの日の選考に残りま
した。
「田子らしさ」
、
「わ
かりやすさ」
「全国ブラン
ドとして認知されやすい」
などの視点で選考が行われ
ました。
同月 日のたっこにんに
く生産 周年記念式典で、
み ろ く ひ め
その愛称「美六姫」がお披
露目され、考案した佐藤康
幸さん（宮城県）と宇藤凛

れました。たっこにんにく
は昭和 年に栽培を始めて
から 年が経過、今では全
国的にも知られるようにな
りました。また、平成 年
月 日には、念願の品種
登録となったことから、関
係者らは、より一層の産地
一体化の推進を図ることを
決意しました。
式典では、たっこにんに
くの歩みや功労者の表彰、
岩手支援株式会社代表取締
役の鈴木勝美さんによる講
演などがありました。祝賀
会では、出張シェフ湖天波
和宏さんのたっこにんにく
を使った料理が振る舞われ
ました。
37

55

29

さん（田子小４）に賞状が 図書館利用に役立てて
手渡されました。
～あおぎんから図書の
寄贈～ （※写真２・３）

24

14

17

祝！ たっこにんにく
生産 周年 （※写真１）

織された同クラブが図書館
の利用促進に役立ててほし
いと、毎年開催しているチ
ャリティーコンペの収益金
の一部から寄贈していま
す。これまでに寄贈された
図書は累計で４４０冊とな
りました。寄贈された図書
は、新刊コーナーで貸し出
しております。
◎コミック版世界の伝記
１～ 巻

しあわせのまちづくり
結婚祝い金の贈呈式
（※写真４）

３ 月 日 役 場 公 室 で、
「田子町しあわせのまちづ
くり結婚祝い金の贈呈式」
が行われました。
この事業は、夫婦が婚姻
から継続して１年以上田子
町に居住するなどの条件を
満たした場合、夫婦に結婚
祝い金を支給するものです。
贈呈式では、山本晴美町
長が「町もしっかり支援し
ていきたいと思いますの
で、ぜひ田子町で大きな幸

（写真

）
講演をした鈴木さん

）
目録を手渡す
佐藤会長 （中央）

１

（写真

）
寄贈された図書

対象ご夫婦と一緒に記念
）

４

撮影

（写真

（写真

３
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３月 日、あおぎんスー
パーゴルフクラブ（佐藤裕
一会長）が、スポーツ関連
の図書 冊を町立図書館に
寄贈しました。これは、青
森銀行田子支店の顧客で組

２

71

３月 日、中央公民館で
たっこにんにく生産 周年
記念式典及び祝賀会が行わ
55

17
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55 20

55

20

4

●トピックス

せを見つけてください」と
述べ、対象となった４組の
ご夫婦に結婚祝い金が贈呈
されました。
贈られた方は次のとおり
です。
▽青木洵也・陽香夫妻
▽村木孝行・希夫妻
▽中村洋康・里央夫妻
▽荒木田博光・文子夫妻

29 21

70

決意を新たに
～希望式～ （※写真６）

ガリステごはんリニュ
ーアル！ （※写真７）

）
一筆に想いを込める

修了書を受け取る
）
才川康子さん
（写真

５

（写真

完成した ２０１８バージョ
（写真 ）
ンを試食するヒロ中田さん（右）
と深浦マグロ料理推進協議会
の鈴木マグローさん （中央）
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７名が受講終了～介護
職員初任者研修～

３月 日、田子中学校で
３月 日、中央公民館ホ
希望式が行われました。こ ールで、田子ガーリックス
れは、１年生が入学してか テーキごはん２０１８バー
らの１年間を振り返り、進 ジョンの披露会が行われま
級するにあたっての決意を した。２０１６年３月 日
保護者へ表明するもので にデビューした田子ガーリ
す。今年の希望式のテーマ ックステーキごはんが２０
は「和と心～夢に向かって １８バージョンとして、前
～」
。それぞれのクラス代 菜９品と肉巻き寿司のトッ
表が今年度の歩みを紹介し、 ピング、みそ汁をリニュー
１年を締めくくる書道パフ アルしました。田子町ニン
ォーマンスを力強く披露し ニク料理推進協議会の佐藤
ました。生徒らは実際に墨 剛大会長は「２０１８バー
をつけた大筆を持つのは本 ジョンは、前菜が和洋中だ
番が初めてで、筆を置いた ったものを、和洋アジアに
瞬間に飛び散った墨の量に 変更しました」と紹介し、
驚きながらも、一筆一筆に プロデューサーのヒロ中田
心を込めて書き上げまし さんは「さらにカラフルに
た。大石裕一ＰＴＡ１学年 なり、中華ではなくアジア
委員長は「自分を信じて、 へ幅を広げました。一推し
仲間を信じて、自分の未来 はニンニク生キャラメル」
に向かって頑張ってくださ と出来映えを満足げに語り
い」と激励しました。
ました。
田子ガーリックステーキ
ごはんは３月 日現在で、
累計４万３千食を越えまし
た。

６

（※写真５）

３月 日、せせらぎの郷
で平成 年度田子町介護職
員初任者研修修了式が行わ
れました。この初任者研修
は、介護の知識を得ること
と、資格を得て仕事のきっ
かけを持つことをねらいに
始められました。研修期間
は 月から３月中旬までの
約５カ月間で、今年度は７
名が受講し、これまで 名
が初任者研修の資格を得て
います。
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●トピックス

●タプコプマルシェ
４／２８（土）午前10時～午後４時
２９（日）午前10時～午後３時
▽場所 タプコプ創遊村

栄誉ある金章受賞

●闘鶏大会 ５／４（金）午前８時30分～
▽場所 大福山公園
観戦無料

59

田子町土地改良区では平成
６年度に銅章を、平成 年
度に銀章を受賞し、今回の
金章の受賞となりました。
今回の受賞は、土地改良
区の大きな仕事のひとつで
あるほ場整備事業を県内で
も先駆けて行ったことや、
小学生を対象とした「水・
土・里の調査隊」の活動を
とおして、町の基幹産業で
ある農業を後世に引き継ぐ

●観桜会 ４／２８（土）正午～
▽場所 大福山公園
▽主なイベント 小田代直子歌謡ショー、抽選会
▽参加料 １人３，
０００円（飲食込）※ビュッフェスタイル
１５０名限定
▽チケット取扱場所（田子町内４カ所）
田子町観光協会事務局 ☎２０−７１１４
（田子町役場産業振興課商工振興グループ内）
田子町ガーリックセンター、田子町商工会
ホームプラザモリシン１号店

（※写真８・９）

ト
イベン
情報

４月６日、役場町長室に
て、東京都で行われた第
回全国土地改良功労者表彰
式で、青森県からは田子町
土地改良区（畠山嘉昭理事
長）が金章を受賞したこと
を山本町長へ報告しました。
この受賞にいたるまで、

■ さくらまつり 4/28（土）〜5/6（日）
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ため、農地や農業施設等の
重要性や必要性を広く普及
させる活動をしてきたこと
など、組合員が一致団結し
積極的に活動してきたこと
が評価され、今回の受賞と
なったものです。

●サンモールちびっこフェスタ ５／５（土）
▽場所 サンモールたっこ で愛の広場
◎ ATSUSHI キッズダンスクラブ ※雨天中止
午前10時〜
◎紙ずもう大会※小雨決行
午前10時30分〜
◎たからさがし※小雨決行
午前11時30分〜

問

今回受賞した金色
）
に輝く表彰状

八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部指令救急課
☎０１７８−４４−４８５７ FAX ０１７８−４６−１１７１
ｅメール：kyuukyuu@hachinohe119.jp
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/koiki/

８

（写真

問

▼日時 ５月９日（水）午前９時から正午まで
▼申込期限 ５月２日（水）まで
▼場所 八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部４階
八戸市田向五丁目1番1号
▼講習の内容 成人を対象とした心肺蘇生法と自動体
外式除細動器（AED）の使用方法、大出血時の止血法
等を身につける講習

）
受賞の報告をする
畠山理事長（中央）

■ 普通救命講習会受講者募集

（写真

田子町観光協会事務局
☎２０−７１１４
（田子町役場産業振興課
商工振興グループ内）

９
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●お知らせ

■ 八戸地域広域市町村圏事務組合

■ 平成30年度水道料金納入についてのお知らせ

問

八戸地域広域市町村圏事務組合の概要を
平成30年度水道料金の口座振替日及び納入期限につ
お知らせします。今後、組合の予算・決算
いて、下表のとおりお知らせしますので、期限内に納
や事業の内容等を順次お知らせします。
入していただくようご協力をお願いします。
▼八戸地域広域市町村圏事務組合とは？
平成30年度
口座振替日
納入期限
消防・ごみ・介護福祉などに関する業務を市町村共
４- ５月分
６月15日
７月27日
同で行うために設置された特別地方公共団体（一部事
６- ７月分
８月15日
９月27日
務組合）で、昭和46年に発足しました。
８- ９月分
10月15日
11月27日
構成市町村は、八戸市、三戸町、五戸町、田子町、
10-11月分
12月17日
平成31年１月28日
南部町、階上町、新郷村、おいらせ町の８市町村です。
12- １月分
平成31年２月15日 平成31年３月27日
組合のシンボルマークは、八幡馬をモチーフに、三
２- ３月分 ※１ 平成31年３月25日 平成31年４月30日
戸町出身の漫画家・馬場のぼるさんによってデザイン
されました。
※１：２－３月分の口座振替については、振替日を３月25日
としており、他の振替日とは異なりますのでご注意ください。
▼共同で処理する事業
事業によって、全市町村で共同処理するものや、一
役場建設課水道グループ（山市）☎２０−７１１８
部の市町村で共同処理するものがあります。
消防事務

全市町村

介護認定審査会事務

全市町村

し尿処理施設に関すること

八戸市・南部町の旧福
地村の区域・階上町

ごみ焼却施設に関すること

八戸市・南部町の旧福
地村の区域・階上町

リサイクルプラザに関すること

八戸市・南部町の旧福
地村の区域・階上町

問

◎構成市町村役場で、組合の概要を配布しています。
また、組合のホームページでもご覧いただけます。
八戸地域広域市町村圏事務組合事務局総務課
八戸市内丸一丁目１番１号（八戸市庁内）
☎０１７８−４３−９５５６ FAX ０１７８−４５−２０７７
http://www.city.hachinohe.aomori.jp/koiki/

●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

国保に加入するときとやめるときなどの場合は、役
場住民課に届け出が必要です。
◎国保に加入するとき
・職場の健康保険などをやめたとき
・他の市町村から転入したとき
・子どもが生まれたとき
・生活保護を受けなくなったとき
◎国保を脱退するとき
・職場の健康保険などへ加入したとき
・他の市町村へ転出したとき
・死亡したとき
・生活保護を受け始めたとき
▼持参するもの
○印鑑 ○異動となる対象者全員と世帯主の個人番
号（マイナンバー） ○健康保険の保険証、離職票、
健康保険加入（喪失）証明書のいずれか１つ
問

▼執行機関について（平成30年３月26日現在）
組合には、構成市町村長の互選により、管理者、管
理者を補佐する副管理者を置いており、構成市町村の
職員が業務を行っています（消防を除く）
。
管理者
小林 眞（八戸市長）
副管理者 三浦正名（五戸町長）
田名部政一（八戸市副市長）
また、組合の財務や事業について監査を行う監査委
員は、管理者が議会の同意を得て、組合議員及び識見
を有する者から選任します。
監査委員 早狩博規（八戸市代表監査委員）

■ 田子町国民健康保険（国保）の届け出について

役場住民課福祉給付グループ（尾形）☎２０－７１１９

■ 平成30年工業統計調査を実施します

工業統計キャ
ラクター・
コウちゃん

工業統計調査は我が国の工業の実態を
明らかにすることを目的とした統計法に
基づく報告義務がある重要な統計です。
調査結果は中小企業施策や地域振興な
どの基礎資料として利活用されます。
調査時点は平成30年６月１日です。
調査票へのご回答をお願いいたします。

経済産業省・都道府県・市区町村
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●お知らせ

■ 自動車税・自動車取得税の減免制度及び

■ 女性チャレンジ講座「女子力向上ぜみなーる」

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育（愛護）手帳、
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方または
その方と生計を一にする方もしくは常時介護者が、こ
れらの手帳の交付を受けている方の生業、通院、通学
などのために自動車を利用している場合で、その障害
の程度や自動車の使用状況などが一定の条件に該当す
るときには、申請により自動車税・自動車取得税の減
免を受けることができます。
また、自動車環境対策の観点から、排出ガス及び燃
費性能の優れた環境負荷の小さい自動車についてはそ
の排出ガス性能に応じて税率を軽減（軽課）し、新車新
規登録から一定の年数を経過した環境負荷の大きい自
動車については税率を重く（重課）する「自動車税のグ
リーン化」が実施されています。
詳しくは、三八地域県民局県税部にお問い合わせい
ただくか、県税・市町村税インフォメーション（http://
www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/top.html）
をご覧ください。

女性のためのキャリアアップ講座を開講します。
仕事に役立つビジネススキル研修（企画提案力研修な
ど）と施設見学などを実施する予定です。
▼開催日時 原則木曜の午後１時30分～５時
▼場
所 八戸市庁内会議室など
▼講座期間 平成30年度～平成31年度の2年間
▼実施回数 年７回程度
▼対
象
①２年間の受講が可能な20歳～49歳（平成30年5月1日
現在）の女性
②八戸圏域（八戸市・三戸町・五戸町・田
子町・南部町・階上町・新郷村・おいら
せ町）の事業所に勤務している人または
在住の人
▼受 講 料 無料
※託児あり（就学前まで）
▼定
員 ２５人程度（先着順）
※事業所として申込の場合は１事業所につき５人まで

自動車税のグリーン化について

問

三八地域県民局県税部納税管理課
☎０１７８−２７−５１１１内線２０５〜２０７、３５６

■ ５月～７月定例労働相談会

受講者募集

申込書は、八戸市民連携推進課、市庁本館・別館案
内他で配布。市ホームページからダウンロード可
▼申込・お問い合わせ
５月９日（水）〜５月31日（木）の期間内に申込書を
郵送、F ＡＸ、ｅメール、電話または直接市民連携推
進課へ
※募集受付期間前の申込等は受け付けておりません
のでご注意ください。
▽八戸市民連携推進課
☎０１７８−４３−９２１７ FAX ０１７８−４７−１４８５
ｅメール：renkei@city.hachinohe.aomori.jp

問

個々の労働者と事業主との間に生じた労働問題（解
雇・賃金引き下げ・長時間労働。パワハラなど）につ
いて、青森県労働委員会委員が相談に応じます。
▼開催日時及び場所
５月８日（火）午後１時30分～３時30分
５月20日（日）午前10時30分～午後０時30分
６月５日（火）午後１時30分～３時30分
６月17日（日）午前10時30分～午後０時30分
７月３日（火）午後１時30分～３時30分
７月22日（日）午前10時30分～午後０時30分
■ 春の動物ふれあいフェスティバル
※場所はいずれも青森県労働委員会
ペットも飼い主も健やかに！
（国道青森県庁向かい みどりやビル７階）
動物ふれあい体験を通じ、犬と飼い主の健康増進を
▼対象者 県内の労働者、事業主
図ることを目的としています。
▼相談員 青森県労働委員
ドッグヨーガ、ワンちゃん栄養学教室、ワンちゃん
▼費 用 無料
▼利用方法 随時受付（事前予約も受け付けています） レース、動物ふれあい体験 ほか
▼開催日時 ５月３日（木・祝）～４日（金・祝）
青森県労働委員会事務局
午前１０時～午後４時
☎０１７−７３４−９８３２ FAX ０１７−７３４−８３１１
▼場 所 青森県動物愛護センター
http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/roi（青森市大字宮田字玉水１１９－１）
sodankai.html
青森動物愛護センター
▽職場のトラブル相談フリーダイヤル
☎０
１７－７２６－６１００ FAX ０１７－７２６－６１０１
☎０１２０－６１０－７８２
問
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●お知らせ

田子町チャレンジデー2018
５月30日（水）開催
スローガン「運動で

毎日コツコツ 健康貯金」

開催まであと１カ月となり、イベントプログラムの決定など準備が進んでいます。
今月号では、メインプログラム東洋大学陸上競技部男子長距離部門監督：酒井 俊幸氏による
講演会について紹介します。詳しくは、全戸配布するチラシをご覧ください。

●メインプログラム

個人参加の報告をお願いします

▼時間 午後６時30分～７時30分
（受付午後６時～）
▼会場 農業者トレーニングセンター アリーナ

イベントプログラムや、自治会、事業所等
での取り組みに参加できない方でも、個人で
体を動かすことで参加できますので、参加報
告をお願いします。

講演会「その一秒をけずりだせ」

今年の箱根駅伝準優勝をはじめ、
監督就任以降は常に大学駅伝の優
勝争いをする鉄紺チームを率いる
酒井俊幸東洋大学陸上競技部男子
長距離部門監督（写真）を講師に
招き、
「その一秒をけずりだせ」
と題し講演会を開催します。
選手から教諭、そして箱根駅伝最年少監督とな
った経緯や、大学駅伝の強豪校になるまでの選手
育成のお話など、今までの取り組みについてのお
話をしていただきます。
また、同陸上部の選手から、普段選手が行って
いる体操やストレッチなどを指導をしていただき、
会場の皆さんで体操をします。日本トップの監督
と選手にふれあえるイベントですので、皆さんの
参加をお待ちしています。

☆個人での取り組み例☆
◎掃除機を強く握って、腕の筋肉を使い運動
した。
◎かかとを上げ下げして、ふくらはぎの筋肉
を動かしながら洗濯物を干した。
◎農作業時、トラクターのハンドルを強く握
って腕の筋肉を使った。
◎普段より長い時間、犬の
散歩をした。
◎背筋を伸ばしてイスに座
り事務仕事をした。
（会社員の方など）
◎片足を交互に上げながらイスに座り事務仕
事をした。
（会社員の方など）
※普段の生活の中で、ちょっと体を動かすこ
とで参加となります。
報告は、ピンク色の全戸配布チラシの報告
票を下記報告先まで持参または、ＦＡＸして
いただくか、電話での報告も受付します。各
自治会へ報告でもかまいません。
※参加報告は、当日の午後８時までにお願い
します。
▽報告先 田子町チャレンジデー実行委員会
（田子町中央公民館内）担当：森崎
☎２０－７０７０ FAX ２０－７０７５
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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。

農山村広場をご利用ください

第70回三戸郡総合体育大会開催のお知らせ

向山地区の農山村広場を開放いたしました。
芝生広場、交流広場、テニスコート、ランニング
コース、東屋等があり散歩やレクリエーション、軽
スポーツ等にご利用いただけます。
テニスコートは、夜間利用もできます。
広場をご利用の場合は、事前に教育委員会に使用
申請書提出等の手続きをしてからの利用をお願いい
たします。
広場を利用する際には、他の体育施設と同様に、
ゴミ等は必ず持ち帰るなどマナーをお守りください。
▽開放時間 午前９時～午後９時
※用具利用の際は、中央公民館までお願いします。

６月９日（土）〜10日（日）の２日間、三戸町を主会
場に開催されます。詳しい日程等は次回お知らせし
ます。

新発見町内健康ウォーキング2018
町内の各地域《７つのルート》をめぐる「新発見
町内ウォーキング」を開催します。自分の体力に合
わせたコースを選ぶことや親子での参加もできます。
詳細については、全戸配布されたチラシをご覧くだ
さい。
▽と き ５月27日（日）
▽ルート名 「つつじルート」
創遊村 ～ ロッジカウベル ～ 大黒森山頂
～ ロッジカウベル
・はっするコース：6.0Km
・おきがるコース：3.5Km
▽集合場所 中央公民館（午前８時40分までに）
▽受 付 随時参加受付しますが、開催日６日前
までにお願いします。
○創遊村や大黒森等、みなさん訪れたことはあると思
いますが自分の足で歩いてみれば新しい発見があ
る！かも。たくさんのご参加お持ちしております！
◎そして次回６月の健康ウォーキングは
▽と き ６月24日（日）
▽ルート名 「幼保小高ルート」

みんなでチャレンジ
公民館講座のお知らせ
●田子神楽講座開講式
▽と き ５月下旬
▽ところ 中央公民館ホール
※詳細については、小、中、高校に配布されるチラ
シで確認してください。
●フラダンス健康講座
▽と き ５月11日（金）
、18日（金）
午後７時〜８時15分
▽ところ 中央公民館ホール
▽参加費 無料
▽持ち物 汗ふきタオル、飲み物
フレアスカート（可能であれば）
※基本は裸足で行いますが、滑り止めがついた靴下
も可
●生け花講座
▽と き ５月19日（土）午後６時30分〜８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
●フラワーアレンジメント教室
▽と き ５月29日（火）午後７時～９時
▽ところ 上郷公民館
▽内 容 寄せ植え
●ヨガ健康講座は６月から開催します
▽と き ６月14日（木）
、28日（木）午後７時～８時
▽ところ 中央公民館和室
▽参加費 無料
※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。

公民館講座募集
自主運営による公民館講座を募集します。
活動したいことを講座にして、町民交流の輪を広げ
てみませんか。講座開設に向けてお手伝いしますの
で、お気軽に声をおかけください。
なお、募集は随時しております。
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図書館情報
はじまるよ !! 本のカーニバル !!!
こどもの読書週間４／23 ～５／12
４月23日「子ども読書の日」から５月
５日「こどもの日」をはさんだ20日間は
「こどもの読書週間」です。図書館では
「第23回日本絵本賞読者賞候補作」を30
冊集めて展示、貸出します。ぜひ子ども
たちと一緒に、楽しい絵本の世界をお楽
しみください。
また、子どもも大人も参加できる「春
の読書スタンプラリー」は６月17日まで
実施していま
す。この機会
に、どうぞご
家族みなさん
で図書館をご
利用ください。

●くらしの中に図書館を～図書館利用のご案内
◎図書館はどなたでも無料でご利用
できます。
◎本・雑誌・CD 等を貸出しています。
◎新聞やインターネットを見ること
ができます。
◎様々な調べもののお手伝いをしま
す。
▼貸出
◎本（雑誌を含む）５冊まで・２週間
◎ＣＤ（落語・音楽など）３枚まで・
１週間
▼返却
◎図書館内のカウンターへお返しく

図書館おやすみカレンダー

ださい。
◎図書館が閉まっているときは、入
口にあるブックポストにお返しく
ださい。
◎CDや他図書館から借りた本などは
直接カウンターへお返しください。
▼本の予約・リクエスト
◎図書館にある本が貸出中のときは
「本の予約」ができます。
◎借りたい本が図書館にないときは
「本のリクエスト」ができます。他の
図書館から借りたり、新しく購入
したりしてご要望にお応えします。

5月の図書館行事

▼色の濃い日
が休館日です。

▼４／21（土）～６／17（日） 一人10 冊まで
貸出します
春の読書スタンプラリー
。
▼５／９（水）午前10時から
ブックスタート／せせらぎの郷
▼５／13（日）午前10時30分
本の読みきかせととしょかんクラブ
「ミニブック」作り
▼５／26（土）午前10時30分
本の読みきかせととしょかんクラブ
「しゅりけん」のおりがみ
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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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）

●医療、暮らし、通信など
▽医師が教える疲れが抜けない人
の食事法／本間良子／498ホ
▽ 小 屋 を 作 る 本 2018-2019 ／
527コ
▽まちづくりの非常識な教科書／
吉川美貴／689キ
▽スマホで困ったときに開く本
2018 ／694ス
●歴史・時代小説
▽秋霖やまず／吉原裏同心抄３／佐
伯泰英／913サ
▽赤銅色の士／口入屋用心棒40 ／
鈴木英治／913ス
▽本所おけら長屋７／畠山健二／
913ハ
▽鳴き砂／隅田川御用帳15 ／藤原
緋沙子／913フ
●ミステリー・警察小説など
▽長く高い壁／浅田次郎／913ア
▽虚談／京極夏彦／913キ
▽祝葬／久坂部羊／913ク
▽西から来た死体／西村京太郎／
913ニ
▽魔力の胎動／東野圭吾／913ヒ
●そのほかの小説など
▽居酒屋ぼったくり９／秋川滝美／
913ア
▽嘘を愛する女／岡部えつ／913オ
▽私はあなたの記憶のなかに／角田
光代／913カ
▽青くて痛くて脆い／住野よる／
913ス
▽樽とタタン／中島京子／913ナ
▽おまじない／西加奈子／913ニ
▽スイート・ホーム／原田マハ／
913ハ
▽オリジン／上下巻／ダン・ブラウ
ン／933ブ
●エッセイなど
▽人間の未来ＡＩの未来／山中伸
弥、羽生善治／491ヤ
▽夢を生きる／羽生結弦／784ハ
▽弟子・藤井聡太の学び方／杉本昌
隆／796ス
▽極上の孤独／下重暁子／914シ
▽最後まで、あるがまま行く／日野
原重明／914ヒ
▽なるほど快適生活百科／群ようこ
／914ム
▽１００歳。今日も楽しい／吉沢久
子／914ヨ

情報スクランブル
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◎警察行政 ５月７日（月）
～５月 日（金）
▼第一次試験
◎警察官Ａ ７月８日（日）
◎警察行政 ６月 日（日）
▼試験場所
◎警察官Ａ 青森市、八戸
市、弘前市
◎警察行政 青森市、東京都
▼受験手続及び案内、その
他の問合せ先
◎警察官Ａ 青森県警察採
用フリーダイヤル☎０１２
０‐３３７‐３１４
・県内各警察署
・青森県警察採用ホームペ
ージ
◎警察行政 青森県人事委
員会事務局任用担当☎０１
７‐７３４‐９８２９

○ 強 風 時 及 び 乾 燥 時 に は、
たき火、火入れをしない。
○枯草等のある火災が起こ
りやすい場所では、たき火
をしない。
○たき火など火気の使用
後、その場所を離れる時は
完全に消火する。
○たばこの吸い殻は必ず消
すとともに、投げ捨てない。
○火遊びはしない、させな
い。
▼三戸消防署 田子分署
☎ ‐３１０４

25

24

23 日本脳炎予防接種（中３）

（火）午前10:00〜午後2:30

（水）
（せせらぎの郷）午後3:30〜4:30

30

保健推進員研修会（せせらぎの郷）
午後6:00〜7:00
8 生きがい倶楽部（老人福祉センター）
（火）午前10:00〜午後2:30
9 乳児健診（せせらぎの郷）
（水）午前9:30〜11:30
11 生きがい倶楽部（上郷公民館）
（金）午前10:00〜午後2:30
15 生きがい倶楽部（老人福祉センター）
（火）午前10:00〜午後2:30
16 予防接種（せせらぎの郷）
（水）午前10:00〜11:00
４歳児相談（せせらぎの郷）
午後1:30〜3:30
17 デイケア（せせらぎの郷）
（木）午前9:30〜午後1:00
自立支援相談窓口（せせらぎの郷）
午後1:00〜4:00
18 生きがい倶楽部（上郷公民館）
（金）午前10:00〜午後2:30
22 生きがい倶楽部（老人福祉センター）
（火）午前10:00〜午後2:30
23 こども健診（せせらぎの郷）
（水）午前9:30〜11:30

25 生きがい倶楽部（上郷公民館）
（金）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
29 生きがい倶楽部（老人福祉センター）
（火）午前10:00〜午後2:30
30 予防接種（せせらぎの郷）
（水）午前10:00〜11:00
デイケア（せせらぎの郷）
午後1:30〜2:30

３
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町の人口

平成 年 月 日現在

５月の主な保健・介護予防事業予定表
1 生きがい倶楽部（老人福祉センター）

■警察署 コーナー

●警察官Ａ（大卒）及び警
察行政（大卒程度）の募集
▼受験資格
◎警察官Ａ 昭和 年４月
２ 日 以 降 に 生 ま れ た 者 で、
大学を卒業した者または平
成 年３月 日までに大学
卒業見込みの者
◎警察行政 平成元年４月
２日から平成９年４月１日
までに生まれた者
平成９年４月２日以降に
生まれた者で、大学を卒業
した者または、平成 年３
月 日までに大学卒業見込
みの者
▼受付期間
◎警察官Ａ ５月７日（月）
～６月 日（金）

■消防署 コーナー

●山火事防止について
山火事は４月から６月の
強風時及び乾燥時に集中し
て 発 生 し て い ま す。 ま た、
原因の多くが、火の取扱い
のちょっとした不注意から
発生しています。
次のことに注意し、大切
な樹木、山林を山火事から
守りましょう。
◇山火事防止にあたって
注意することは…
32
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世帯数／2172（−４）
人口／5617（−29）
男／2723（−７）
女／2894（−22）
（ ）内は前月比です

誕生
けいな

●中村圭那（光宏・貴子）
／矢田郎
※（

健康・介護に
関するご相談は
せせらぎの郷へ
☎20-7100

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

）内はご両親、
“／”のあとは行政区です

お悔やみ
●前川幸子（86歳）下本町
●飯豊武雄（84歳）飯豊
●工藤義雄（85歳）干草場
●原 德造（85歳）杉本
●中村 盛（89歳）原
●畠山金太郎（87歳）新田
●佐藤セツ（91歳）道地
●堀川かちい（102歳）関上
●柳田貴男（45歳）雀ヶ平
※（

）内は享年、（

）のあとは行政区です

12

田子保育園
写真
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編集後記

今年度より広報の担当になりま
した、まつやまです。広報に携わ
ることはもちろん、本格的なカメ
ラに触るのも初めてで緊張の毎日
です。慣れないことの連続で不安
や戸惑いもありますが、皆さんに
助けていただきながら、一つずつ
解消していけたらと思っておりま
す。
今月号では、町内各学校の入学
式に取材で伺いました。今までは
式に参加する側でしたが、取材で
参加するのはいつもと違う視点で
新鮮でした。
これから町内のイベントにはカ
メラを提げて伺いますので、見か
けたら気軽に声をかけてくださ
い！ 文章とカメラのスキルも時
間をかけて磨いていきますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
（広報担当 まつやま）

13

４月５日、平成 年度田
ながら、恥ずかしそうに入
子保育園、入園進級式が行 場しましたが、名前を呼ば
われました。今年度は 名
れると明るく「ハイ！」とお
のお友だちを迎え、全園児 返事ができました。４・５
１１１名になりました。
歳 児 す み れ・ さ く ら 組 は、
初めての入園式に参加し さすがお兄さんお姉さんと
た０・１歳児もも・うめ組 いった感じで、堂々と入場
は、お母さんに抱っこされ、 し、ピシッと起立し元気に
初めての雰囲気に少し緊張 お返事していました。
しながらも名前を呼ばれる
来賓の山本晴美町長から
と、かわいらしくお母さん は、
「毎日朝ごはんを食べて
と一緒に手をあげていまし くること」を約束し、浪岡
た。２・３歳児ちゅうりっ 政行理事長からは、
「元気よ
ぷ・たんぽぽ組は、周りの くあいさつすること」を約
様子をキョロキョロ見渡し 束しました。
心やさしく、たく
ましい子ども、集団
の中で協力できる子
ども、自分の考えを
持てる子どもを保育
理念に、子どもたち
の成長に合わせ、好
ましくない行動は助
長 さ せ な い よ う に、
良いことを伸ばして
あげられる保育を考
え、いつも笑い声の
絶えない保育園を目
指し、頑張ります。
（原稿・画像提供
田子保育園）

思い出の田子町

学校の話題

情報スクランブル

田子神楽「門付け」

旧正月に家内安全・豊年満作の
祈祷払いをするため氏子の家々
を訪れていた。

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７０２号

５

30
４

25

81

【新採用職員の紹介】〜将来の田子町を担う若い力〜
●松山 未来（まつやま

みく）

●大橋 透（おおはし

①出身 ②年齢 ③所属・役職
④趣味 ⑤抱負

とおる）

●白鳥 圭映（しらとり

たかお）

①塚ノ上ミ
②22歳
③政策推進課政
策推進グループ
主事 ④ソフトテ
ニス ⑤まだまだ
未熟ですが、と
にかく早く業務
に慣れ、生まれ
育った田子町に
少しでも貢献できればと思っておりま
す。よろしくお願いいたします。

①南部町
②33歳
③住民課住民環
境グループ主事
④ランニング、
読書
⑤町民の方々と
積極的にコミュ
ニケーションを
はかり、感謝さ
れるような仕事をしていきたいと思い
ます。

①一戸町
②38歳
③地域包括支援
課包括ケアグル
ープ主事
④高校野球観戦
⑤民間企業で培
った経験と、自
身のアイデアマ
ンな部分やフッ
トワークの軽さ
を、町民の方々のより良い生活につな
げるため、小さなことからコツコツと
やっていきたいと思います。

●岡﨑 千明（おかざき

●中村 太一（なかむら

●岩間 功将（いわま

ちあき）

たいち）

こうすけ）

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/

①サンモール
②24歳
③地域包括支援
課健康増進グル
ープ栄養士
④テレビ・映画
鑑賞
⑤栄養士として
お世話になりま
す。町民の皆さ
んの健康のために精一杯努めます。

①七日市
②24歳
③産業振興課農
業振興グループ
主事
④相撲（実践、
観戦）
⑤１年目はわか
らないことだら
けだと思います
が、できる限り
早く仕事を覚えて、効率よく動けるよ
うに努めていきたいです。

①原 ②24歳
③産業振興課商
工振興グループ
主事 ④映画鑑賞
（主に洋画）
⑤イベント等に
関わることが多
く、町民の方々
と触れ合うこと
も多々あるかと
思います。その
際、皆様の力になれるように努力して
いきたいと思います。これからどうぞ
よろしくお願いいたします。

●細谷 元一（ほそや

●眞田 恒輝（さなだ

●下口 浩行（しもぐち

げんいち）

①細野 ②37歳
③建設課建設グ
ループ主事
④スポーツ観戦、
インターネット
⑤仕事で学ぶべ
きこと、覚える
ことは多々あり
ますが、一日で
も早く仕事にも
雰囲気にも慣れ
るようにしていきます。また、安心し
て仕事が任せられるように自分自身の
スキルアップも図ります。

はじめてのハッピーバースデイ

平成29年４月に生まれた満１歳のお友だちです。
ひ

こうき）

①関上 ②20歳
③選挙管理委員
会書記・総務課
総務グループ主
事 ④音楽鑑賞、
スキー、筋トレ
⑤初めてのこと
が多く不慣れな
部分もあります
が、少しでも早
く仕事を覚えた
いと思います。また、町民の方からの
声を聞き入れ実行できるよう努力し
ます。

な

●才川陽絆ちゃん

Ｈ29.4.5
（サンモール・女の子）
ここなお姉ちゃん、ゆ
いなお姉ちゃんと一緒
にたくましく元気に育
ってね！ お姉ちゃん
たちに負けるな (^-^)/"

ひろゆき）

①新田
②40歳
③農業委員会事
務局主事
④ドライブ、洗
車、スキー
⑤一日でも早く
仕事に慣れ、町
のために頑張り
たいと思ってお
ります。

パレードに参加してきたよ！
４月５日、三戸町で「11ぴき
のねこ」と「なべ丸」と一緒に
「春の交通安全運動パレード」
に参加してきたよ。みんなも
交通ルールやマナーをしっか
り守って、事故の少ない田子
町を目指そう！
（文 たっこ王子）
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