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三町合同観閲式
４月２９日、田子町を会場に、三八地区消防協会三戸地区消防連絡協議会観閲式が行われました。
詳しくは２ページをご覧ください。
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●今月の話題

た。今年度より新たに競技
に加わった、女性隊員によ
る「軽可搬ポンプ実践競技」
では、第９分団が参加し、
見事第１位を獲得しました。
この競技は、日頃の練習に
より培った高度な判断力と
技術力を結集し、隊員相互
の信頼関係と団結力の確立
を図ることを目的としてい
ます。また、中継送水競技
では、第３分団が１位を獲
得し、式典終了後の玉落と

軽可搬ポンプ実践競技の様子

し競技では、第６分団が自
動車消防ポンプの部第２回
で１位を獲得しました。
田子町消防団の受賞者と
各競技の結果は次のとおり
です。
●表彰
◎消防庁長官表彰
○永年勤続功労章
▽分団長 内條都雄
◎青森県知事表彰
○永年勤続功労章
▽部長 澤口浩
◎青森県消防協会長表彰
○功労章
▽分団長 平山富男
▽分団長 岡田親和
○勤功章
▽分団長 中村榮幸
▽分団長 鎌久保信美
◎日本消防協会長表彰
○功績章
▽副団長 七日市登
▽副団長 村木勉

○勤続章
▽分団長 平山富男
▽分団長 岡田親和
◎三八地区消防協会長表彰
○竿頭綬 第３分団
○顕功章
▽副分団長 沢田道雄▽副
分団長 原章利▽副分団長
森崎敏
○精績章
▽部長 尾形憲男▽部長
千葉優治▽班長 柴泉春夫
▽班長 上平満広▽班長
遠藤忠夫▽班長 眞田博臣

●競技の結果
◎軽可搬ポンプ実践競技
第１位 田子町消防団第９

玉落とし競技の様子

分団
◎中継送水競技
第１位 田子町消防団第３
分団
◎玉落とし競技
○小型消防ポンプの部
▽第１回
第２位 第５分団 ・９秒
（放水員 小笠原正樹）
○自動車消防ポンプの部
▽第１回
第３位 第２分団 ・８秒
（放水員 山市将貴）
▽第２回
第１位 第６分団 ・３秒
（放水員 眞田博臣）
第２位 第５分団 ・７秒
田隆典）
（放水員
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ふるさと を守 る消防団
～観閲式～

堂々 と し た 分 列 行 進

４月 日、田子町を会場
に平成 年度三戸地区消防
連絡協議会観閲式が行われ
ました。消防団員らはラッ
パ隊の演奏に合わせ、観閲
者や地域住民に堂々とした
力強い分列行進を披露しま
した。
その後、タプコピアンプ
ラザ駐車場で行われた式典
では、功労団員の表彰やま
とい振り演技、ポンプ操法
といった訓練が行われまし
30 29

中継送水競技の様子

2

●今月の話題

入学祝い金を支給しました！
田子町では、子育て支援と田子町の定住人口増加を
図るため、平成27年度より学校入学時にお祝い金を支
給しています。
●入学祝い金支給対象者となった児童・生徒
・田子町内の小学校、中学校（平成30年度第１学年で
新入学する町内に居住する児童生徒）及び養護学校（高
等支援学校まで）
・平成30年度青森県立田子高等学校第1学年に新入学
した生徒（町外からの入学者含む）
●平成30年度の入学祝い金の額
▽小学校（田子町内の小学校入学者）
・養護学校 ３万円
▽中学校（田子中学校入学者）
・養護学校
５万円
▽高等学校（田子高等学校入学者）
・養護学校 ８万円
●入学祝い金支給者名簿
◎下田子（１名） ▽田子小 佐藤凜旺
◎向山（２名）
▽田子小 向井愛美 ▽田子中 新井田朱里
◎衣更（１名） ▽田子中 足沢玲弥
◎七日市（６名）
▽田子小 久保舞華、山本丈太郎
▽田子中 川上菜央、清水田乃香、中山聖翔、
森崎歩実
◎矢田郎（３名）
▽田子小 平山詩乃、古郡丞
▽田子中 櫻井風駕
◎野月（７名）
▽田子小 岡山虹衣那、堰向湘亮、大坊祐久、
髙沢柚輝
▽田子中 岡山那優多、工藤七海、山本一愛
◎種子（１名） ▽田子中 西野花音
◎野々上（３名）
▽田子小 椛本優芽、久保花奏
▽田子中 久保瑠伊
◎池振（２名）
▽田子小 井上月 ▽田子中 遠沢想宙
◎袖平（１名） ▽田子中 大久保聖蘭
◎干草場（２名）
▽田子小 中平葵 ▽田子中 森崎祐世
◎西舘野（14名）
▽田子小 土川響羽、畠山蒼空、村田煌向
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▽田子中 石橋咲、宇藤魁人、越後心花、
遠藤魁斗、工藤怜哉、中村瞳月、
畠山楓喜、山市秀斗
▽田子高 鳥井本彩、中村陽菜、畠山優直
◎上野（１名） ▽八戸第二養護学校 佐藤拓磨
◎細野（１名） ▽田子中 田畑桃花
◎上相米（３名）
▽田子中 道上渚紗
▽田子高 内宮有菜、山目美里
◎根渡（１名） ▽田子中 橋本宏夢
◎風張（１名） ▽田子高 中沢莉子
◎南風張（１名） ▽田子小 小舘陽天
◎北側（１名） ▽田子小 菊地美伶
◎南側（１名） ▽田子中 北村霞
◎中本町（４名）
▽田子小 大野怜愛、大森実南
▽田子中 三浦愛生 ▽田子高 松原みゆ
◎下本町（４名）
▽田子小 川下瑶平、兵庫悠月
▽田子中 村井睦海、山市海羽音
◎塚ノ上ミ（１名） ▽田子中 原田優貴奈
◎サンモール（５名）
▽田子小 橋本芽、松橋綺羅、矢守未来翔
▽八戸第一養護学校 堀合優風香
▽田子高 坂本実優
◎雀ヶ平（１名） ▽田子小 柳田夏生
◎野面（２名）
▽田子小 野端祐利 ▽田子中 坂本優稀
◎飯豊（２名）
▽田子小 髙沢妃希 ▽田子高 福田和泉
◎原（２名）
▽田子中 白板歩夢 ▽田子高 岩間朱音
◎茂市（１名） ▽田子中 高舘桜安
◎山口（１名） ▽上郷小 梅内奏羽
◎関下（１名） ▽田子中 岩間有風
◎夏坂（２名）
▽上郷小 久保結音 ▽田子小 日向琴音
◎遠瀬（２名）
▽田子中 大向沙弥 ▽田子高 大向沙紀
◎新田（１名） ▽田子高 畠山真奈香
◎南部町（１名） ▽田子高 木村麗美

●トピックス

ぼくたちも安全運転
～自転車教室～ （※写真１）
４月 日、田子小学校で
交通安全母の会主催の自転
車教室が行われ、 名の児
童が参加しました。三戸警
察署田子駐在所の佐野紀夫
所長からは、
「ブレーキは
前後両方かける、ヘルメッ
トをきちんとかぶる、ライ
トを点灯する」など、注意
事項についてお話がありま
した。最初はぎこちなく乗
っていた児童たちも、回数
を重ねるごとにスムーズな
動作で発進・停止できるよ
うになるなど、安全運転に
ついて体験し、学んだ一日
となりました。

協力して町をきれいに
～クリーンアップ作
戦～ （※写真２）

山本晴美町長は「子ども
にした地域の方々が、ゴミ
拾いや側溝の泥上げなど各 たちが笑って過ごせる将来
集落の清掃活動に取り組み をつくっていきます」と述
べ、祝い金を手渡しました。
ました。
翌 日には役場庁舎前駐 対象となったご夫婦に田子
車場にて、ゴミ収集出発式 町の魅力を伺ったところ、
が行われました。各集落で 「田子町は自然が多く、子
集められたゴミは、田子町 どもたちがのびのびと暮ら
「地域の方
建設業協会（三浦良一会長） すことができる」
のボランティアにより収集 との密な付き合いができる」
され、三戸地区クリーンセ とのことでした。今回で事
ンターまで運搬されました。 業開始から 組目、今年度
今回のクリーンアップ作戦 １組目の贈呈となります。
今回対象となったご夫婦
で集められたゴミの総量
は次のとおりです。
は、１０８０㎏でした。
▽中村浩士・知寿夫妻

しあわせのまちづくり
結婚祝い金贈呈式
（※写真３）

４月 日、役場公室で、
「田子町しあわせのまちづ
くり結婚祝い金贈呈式」が
行われました。
この事業は、若者世代の
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。

手作り体験クラフトイ
ベント〜タプコプマル
シェ〜 （※写真４）
４月 日・ 日の２日間、
タプコプ創遊村で第４回タ
プコプマルシェが行われま
した。創遊村の茅葺きの家
を店舗に見立て、様々なジ
ャンルの店が町内外から出
展しました。当日は快晴で
会場内の桜も見頃を迎えて
おり、多くの家族連れでに

（写真

）
北側自治会の様子

）
しっかり安全確認
１

（写真

２

28

29

23

４月 日、町内全域で町
内一斉クリーンアップ作戦
が行われました。当日は小
雨が降り肌寒い天気でした
が、ほうきやスコップを手

28
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27
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15

（写真

）
対象となったご夫婦

３
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●トピックス

（写真

）
手作り小物がいっぱい

）
風景を楽しみながら歩く
参加者
（写真

（写真

（写真

）
清水頭小学校での様子

）
交流会の様子

６

７

ぎわいました。
会場では商品の購入のほ
か、多くの店舗で手作り体
験ができるとあって、布小
物や革製品の作品作り、ド
ローンの組立飛行体験など、
参加者は出展者との会話や
交流を楽しみながらイベン
トを体験しました。

思いやりを育む～人権 交流会が行われました。当
の花運動～ （※写真６）
日は、町のホストファミリ
ーボランティア登録者のほ
５月７日・８日・ 日の か、新規希望者などが参加
３日間、町内各小学校及び し、姉妹都市アメリカ・ギ
幼稚園で、平成 年度人権 ルロイ市からの来町者のホ
啓発活動地方委託事業にお ームステイを受け入れる際、
ける「人権の花運動」が行 実際どのように対応してい
われました。これは、子ど るのか、ホストファミリー
もたちが町の人権擁護委員 としての心構えやゲストと
とともに花植えを行い、活 の接し方、家庭での食事の
動を通じて命の大切さや思 内容など、経験者の実体験
いやりを育むことを目的と をもとに話し合われました。
している事業です。
参加者からは、
「最初は
人権擁護委員の大坊和
不安だったが、英語が話せ
さんは、
「植えた後の花の なくてもジェスチャーだけ
管理も大事です。やさしい でも通じる」
「普通の家族
気持ちで育てましょう」と として迎えたことで、より
あいさつしました。児童・ 楽しい交流ができた」
「ホ
園児らは、花の色が偏らな ストファミリーの経験が子
いように工夫し、水やりの どもたちを大きく成長させ
じょうろを譲り合いながら た」など感想が述べられま
グループで協力して花植え した。
をしていました。
また、６月下旬にはギル
ロイ市高校生の来町が予定
されており、
「ぜひ今年も
ホストファミリー交流 ホームステイを受け入れた
会 （※写真７）
い」と楽しみにしていまし
た。
30
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５月 日、ガーリックセ
ンターでホストファミリー
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新発見町内健康ウォー
キング （※写真５）
４月 日、
「新発見町内
健康ウォーキング」
（全７
回）が開催されました。第
１回目の「さくらルート」で
は、 名の参加者が「はっ
するコース（９㎞）
」と「お
きがるコース（４㎞）
」に分
かれ、さくらまつり会場の
大福山公園などで、桜など
の春の花や風景を楽しみな
がらウォーキングしました。
桜は散り始めていました
が、春の陽気が感じられ、
コース付近で農作業してい
る方との交流を楽しみなが
らのウォーキングとなりま
した。
10
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ＦＡＮ
田子高校
田子高校応援シリーズ①

田子高校を支える町の助成
町では、町民の負担軽減や進学率の向上等に向け、次の
ような田子高校応援事業を実施しています。
○入学祝金支給について 町内外からの新１年生に対し、
入学時に８万円を支給し、保護者負担の軽減に努めます。
○医療費助成について 町内在住の生徒に対し、通院・入
院時の医療費について全額助成します。
（保険適用分）
○郷土芸能部活動支援について 全国高等学校総合文化祭
郷土芸能部門出場に対し、旅費等の一部を助成します。
○中高一貫教育に係る助成について
・検定料の助成について（漢字検定、数学検定、食物検定、
危険物取扱等、検定料について全額助成）
・春季講習会（塾講師による講習会の実施）
・模擬試験受験補助（各種模擬試験等の全額補助）
・進学合宿（冬期進学合宿２泊３日の経費助成）
・通学費の援助（町外からのバス通学者に対し、定期代の
４０％補助） 他
○英語塾の実施について 英語検定の取得や受験対策の一
環として中高生を対象に英語塾を実施します。

☆学童だより

田子町社会福祉協議会

☎32-4045
すくすく館
こんにちは。学童保育すくすく館です！
すくすく館は町内３カ所で開かれており、
各小学校に通う子どもたちを放課後お預かり
しています。すくすく館では、みんなの帰り
をおいしいおやつを用意して待っています。
楽しい行事も企画しているので今年もすくす
く館をよろしくお願いしまーす♪

◎すくすく館田子本館
３館の中で一番利用人数が多い本館。遊び
を通して、友達との関わり方やルールを守る
大切さを学ぶ場としています。４年生が下の
子たちを引っ張ってくれ、今日も元気な声が
響き渡っています！

◎すくすく館田子分館
５・６年生が利用している田子分館。学習
では時間の使い方を自分で計画して、集中で
きるように努めています。正しい姿勢にも気
を配っており、自由時間とは違った高学年ら
しい一面を見せてくれます。

○奨学資金制度の拡充について 向学心があり上級学校に
進みたい生徒を経済的に支えます。一部償還免除制度も適
用され、特に田子高校生には手厚い制度となっております。
○アメリカギルロイ語学研修について 姉妹都市である米
国ギルロイ市への派遣費用等について、町から多くの助成
があります。
○語学検定料助成について 英語検定、韓国語検定等、各
種語学検定に関する検定料を全額助成します。
問

◎詳細については、下記にお問い合わせください。
田子町教育委員会教育課学務グループ（田中）☎２０－７０７２

◎すくすく館上郷分館
上郷公民館で１年生から６年生までの17名
が利用しています。誕生会の日は「リッツパ
ーティー」
。クラッカーやビスケットの上に思
い思いのトッピングをして、オリジナルデザ
ートを舌と目で楽しみました！

問

◎ギルロイ語学研修及び語学検定助成については、下記にお問
い合わせください。
役場政策推進課政策推進グループ（宮村）☎２０－７１２７
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●お知らせ

■ 第60回水道週間
▼スローガン
「水道水 安全 おいしい 金メダル」
▼期間 ６月１日（金）から６月７日（木）まで

■ クマによる人身事故防止
春になり、これから本格的な山菜採りシーズンを迎
えます。近年、山に入りクマに襲われる事故が各地で
相次いでいることから、次の点に心がけてクマによる
人身被害を防ぎましょう。

◎クマを発見した場合
遠くから確認した場合は、すぐにその場を離れてく
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◎高額等給付関係の口座変更時の届出
指定口座を変更したい場合の届け出のお願い

高額療養費等は、一度振込先の口座登録をすると、
情報が自動的に引き継がれ、その都度登録手続きをし
ていただく必要はありません。
しかし、近年、過去に登録した口座を変更（解約等）
したにもかかわらず、変更の届出をしないことにより、
振込ができないケースが増えています。一度登録した
口座を変更したい場合は、役場住民課福祉給付グルー
プへ届け出くださいますようお願いいたします。
役場住民課福祉給付グループ（山内）☎２０－７１１９

ださい。クマがこちらに気づいた場合
でも、落ち着いて静かにしていればほ
とんどの場合クマは立ち去ります。近
寄ってきてしまっている場合でも、す
ぐには逃げずゆっくりと後退するようにしてくださ
い。後ろを向けて全力で逃げる行為は非常に危険です。
役場産業振興課農業振興グループ（中村）
☎２０－７１１５

■ 秋田県鹿角市十和田大湯地区のクマ対策等
について

秋田県鹿角市十和田大湯地区では、平成２８年にク
マによる死亡事故が発生した区域において、周辺地域
の立入規制と、そこに通じる鹿角市市道と国有林林道
の通行止めが５月１日より実施されています。
つきまして、クマ被害への引き続きの注意と、通行
止め措置についてご理解とご協力をお願いいたします。
問

◎入山時に気をつけることについて
山に入るときはなるべく複数で、喋りながら歩く、
鈴をつける、鐘を鳴らす、手を叩く、ラジオをつける
など音を出して、クマに自分の存在を知らせることが
大事です。また、早朝や夕方、霧の深い日はクマが活
発に活動しているので、入山する場合は十分に注意し
てください。

「かかりつけ薬局」は、薬歴の管理や、飲み合わせに
よる副作用の防止など、あなたの健康管理をサポート
するだけではなく、ジェネリック医薬品についても薬
剤師が相談にのってくれます。
また、ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、先発
医薬品と同等の有効成分・効き目があると厚生労働省
が認めた薬で、先発医薬品より価格が安いのが特徴で
すが、ジェネリック医薬品に切り替えて、お薬代が安
くなる可能性のある方へ、参考までにどのくらい安く
なるのか「お薬代負担軽減のご案内」を６月にお送り
しますので、医師や薬剤師へご相談ください。

問

◎クマの出没情報について
山に入る前には、新聞やテレビ、あるいは地元の人
に聞いてクマの出没情報に気をつけるとともに、危な
い場所には近づかないようにしてください。クマの出
没標識にも注意しましょう。

◎かかりつけ薬局をもちませんか？
お薬代を安くしてみませんか？

問

水は国民の生活に不可欠なものであ
り、その水の安定的な供給を目指してこ
れまで水道の整備が図られてきました。
現在ではほぼ全域にわたる普及率を達成
し、今や水道は生活基盤として欠かせないものとなっ
ています。その一方で、水道施設の老朽化の急速な進
行や耐震化の遅れ、人口減少に伴う料金収入の減少等
の課題に直面していることも現実です。こうした水道
を取り巻く時代の変化に対応し、将来にわたり持続可
能な水道とするためには、水道の基盤の強化に早急に
取り組む必要があります。
また、東日本大震災や熊本地震等を教訓にして、災
害に強い水道づくりや、全国の水道事業者による被災
地への広域応急給水・復旧体制整備など、災害対策、
危機管理面の強化も必要です。
こうした状況を踏まえ、国民各層に対して、水道の
現状や課題について理解を深め、今後の水道事業の取
組について協力を得るために「水道週間」を設け、関係
者が連携して広報活動等を重点的に実施するものです。
田子町水道事業でも、安全で良質な水を提供するた
め、施設の整備・老朽管の更新等を実施しています。

■ 後期高齢者の方へ

秋田県生活環境部自然保護課鳥獣保護管理班
☎０１８－８６０－１６１３

●お知らせ

■ 第26回青森県障害者スポーツ大会の参加者

■ ひとり親家庭等就業支援講習会についての

▼開催日程等
◎開会式 ８月２６日（日）9：15 ～10：00
青森県総合運動公園陸上競技場
◎陸上 ８月２６日（日）10：20 ～15：00
青森県総合運動公園陸上競技場
◎フライングディスク ８月２６日（日）10：45 ～15：00
青森県総合運動公園補助競技場
◎水泳 ９月２日（日）9：00 ～14：00
新青森県総合運動公園屋内プール
◎アーチェリー ９月２日（日）9：00 ～14：00
新青森県総合運動公園アーチェリー場
◎卓球 ９月２日（日）9：30 ～15：00
新青森県総合運動公園サブアリーナ
◎バレーボール（団体競技）
９月２日（日）9：30 ～17：00
新青森県総合運動公園メインアリーナ
◎ソフトボール（団体競技）
９月９日（日）10：30 ～15：30
青森県立青森第二高等養護学校グラウンド
◎ボウリング ９月１６日（日）9：30 ～13：00
アオモリボウル
▼目的 県内の障害者が各競技を通じてス
ポーツに親しみ、競技力の向上を図り、
協調精神を養い、相互の交流を深めるとともに、県
民の障害者に対する理解と認識の向上を図り、障害
者の自立と社会参加の促進に寄与することを目的と
する。
▼参加費
無料（ただしボウリング競技のみ、ゲー
ム代を当日の受付で徴収します）
▼申込み 役場住民課福祉給付グループに６月８日
（金）までにお申し込みください。

公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会では、ひと
り親家庭等の親・子及び寡婦の就業の可能性と就業の
継続及び安定性を高め、経済的に自立するための支援
として、
「調理師試験準備講習会」及び「パ
ソコン講習会 個別指導」を開催します。

募集

●調理師試験準備講習会
▼日程・定員
〈弘前会場〉９月頃予定 定員４名
〈八戸会場〉９月頃予定 定員八戸市２名・三戸郡２名
▼募集期間
〈弘前市〉７月１３日（金）から８月３日（金）まで
〈八戸市〉６月１日（金）から６月８日（金）まで
▼受講料 無料（講習会教本代と受講料は本人負担）
▼申込先 県地方福祉事務所、市町村役場担当課また
は青森県母子寡婦福祉連合会
●パソコン講習会 個別指導
▼日程 ９月から１２月までの期間
▼定員 〈弘前地区〉１１名
〈八戸地区〉八戸市５名・三戸郡３名程度
〈五所川原地区〉５名〈おいらせ地区〉５名
▼募集期間 ７月１３日（金）から８月３日（金）まで
▼受講料 無料（教材費、検定試験を受験する場合の
受講料は本人負担）
▼申込先 県地方福祉事務所、八戸市子育て支援課、
市町村役場担当課または青森県母子寡婦福祉連合会
※申込書は、役場住民課子育て定住移住支援室にて
配布しております。また、児童扶養手当受給者につき
ましては６月にチラシを送付します。
問

問

公益財団法人青森県母子寡婦福祉連合会
青森市中央３丁目２０－３０県民福祉プラザ３階
☎０１７−７３５−４１５２ FAX ０１７−７３５−４１６０
役場住民課子育て定住移住支援室（小原）
☎２３－０６７８

問

役場住民課福祉給付グループ（鳥井・山内）
☎２０－７１１９

お知らせ

■ 平成30年度国家公務員「税務職員採用試験」

問

２．人事院が１に掲げる者に準ずると認める者
（高校卒業程度）のお知らせ
▼受験申込受付期間 ６月１８日（月）〜６月２７日（水）
仙台国税局では、税務のスペシャリストとして活躍 ▼受験申込方法
受験申込みはインターネット申込みとする。
するバイタリティーあふれる税務職員を募集しています。
国家公務員試験採用情報 NAVI
国の財政を支える税務職員に、あなたもチャレンジ
（http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm）
してみませんか？
▼第１次試験日 ９月２日（日）
▼受験資格
１．平成３０年４月１日において高校卒業後３年を経
仙台国税局人事第二課試験研修係
過していない者及び平成３１年３月までに高校を卒
☎０２２－２６３－１１１１ 内線３２３６
業する見込みの者
人事院東北事務局 ☎０２２－２２１－２０２２
問
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●お知らせ

■ 八戸地域広域市町村圏事務組合の

■「みちのく・ふるさと貢献基金」助成事業

当組合は消防・ごみの処理・介護福祉業務などを共
同で行っている特別地方公共団体です。
▽構成市町村 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

公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金では、新
興企業並びに事業拡大を目指し新規事業参入や開発・
研究を行う県内の個人、NPO 法人及び企業等に対し、
必要な費用を助成しています。
▼応募期間 ７月１日（日）～９月３０日（日）
▼応募方法 ホームページから申請書をダウンロード
し、必要事項を記入して財団事務局へ送付してくだ
さい。
▼助成金
必要経費の２分の１以内で、３００万円
を限度とする

平成30年度当初予算のお知らせ

募集のお知らせ

平成３０年度の一般会計予算は約８０億３，
６００万
円で、消防庁舎建設費の増などにより、昨年度より２
億６００万円の増額（＋２．６％）となりました。
支出の主なもの

金額

前年度比

48億7,500万円

＋7.9％

し尿やごみの処理などに

25億3,300万円

－6.4％

組合債の元金・利子の支払いに

5億900万円

＋4.7％

介護認定審査会の運営などに

9,900万円

－1.0％

その他、議会や組合の運営な
どに

2,000万円

＋7.9％

財源となる収入の約９割は構成市町村から支出され
る負担金で、約７１億２，
７００万円です。五戸町、新郷
村は消防庁舎建設費の増などにより、昨年度より増額
となりました。
市町村名

負担金額

前年度比

45億6,900万円

＋1.6％

三戸町

1億7,800万円

＋0.8％

五戸町

8億400万円

＋23.0％

田子町

1億1,800万円

＋0.5％

南部町

3億8,600万円

＋1.6％

階上町

3億2,500万円

＋2.0％

新郷村

3億8,400万円

＋64.6％

おいらせ町

3億6,400万円

＋0.9％

問

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/

■ 自動車税の納期内納付のお願い

・自動車保有関係手続のＯＳＳについて
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■ 再就職支援セミナーのお知らせ
４５歳以上の就活をサポートします。
「再就職支援セミナー」開催（先着１０名）
◎「採用されるための就職活動のポイント」～応募書
類・面接～
▼会場・開催日
弘前市 ６月18日（月）ヒロロ３階多世代交流室
青森市 ６月21日（木）アピオあおもり小研修室
八戸市 ６月22日（金）
八戸市総合福祉館第２会議室
▼時間 午後１時３０分～３時３０分
その後 希望者個別面談 午後４時～５時
▼参加費 無料
ネクストキャリアセンターあおもり
～あおもり中高年就職支援センター～
青森市長島２丁目10-4 ヤマウビル８階
☎０１７－７２３－６３５０
ｅメール：chuukounen@ims-hirosaki.com

クレジットカードを利用して納付した場合には、利
用日から２週間程度で納税証明書が郵送されます。
納税証明書は車検の際に必要になりますので、車検
証と一緒に保管し紛失しないようにしましょう。
なお、青森県においても、自動車保有関係手続のワ
ンストップサービス（ＯＳＳ）の運用が開始されまし
た。詳しくは国土交通省のホームページをご覧くださ
い。(http://www.oss.mlit.go.jp/portal/index.html)
問

自動車税は７月２日（月）までに、最寄り
の金融機関、郵便局またはコンビニエンス
ストアで納めましょう。
また、インターネット上の専用サイトからクレジッ
トカードを利用して納付することもできます。
納税通知書で自動車税を納付した場合は、領収スタ
ンプの押印を受けますと、納税証明書としてご利用い
ただけます。

公益財団法人みちのく・ふるさと貢献基金事務局
（鳴海・川村）☎０１７－７７４－１１７９
http://www.michinoku-furusato.or.jp

問

八戸市

問

消防や救急の業務などに

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

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。

第70回三戸郡総合体育大会開催のお知らせ
６月３日（日）
・９日（土）
・10日（日）の３日間、三
戸町を主会場に第70回三戸郡総合体育大会が開催さ
れます。田子町は選手団総勢160名が13競技に参加
する予定となっております。今大会は、６町村によ
る町村対抗で全16種目が行われます。
前回大会では、相撲が団体戦14連覇を飾り、総合
５位となりましたが、今回はさらに優勝種目を増や
して、総合の部上位入賞を目指します。
町民皆様のご声援よろしくお願いいたします。
競技日程については、次のとおりです。
第70回三戸郡総合体育大会 競技日程
№

競技種目

1 陸上競技
2

バスケット
ボール

開催場所

競技開始時刻

南部町ふるさと運動公
園陸上競技場

10日 9:30

小中一貫三戸学園三戸   ９日 14:00
小中学校第２体育館
10日 9:30

3 軟式野球

サン・スポーツランド   ９日 13:30
三戸
10日 9:00

4 バレーボール

（三戸町） 10日 10:00
アップルドーム

5 卓

小中一貫三戸学園斗川
小学校体育館

球

6 ソフトテニス

10日 9:00

小中一貫三戸学園三戸
小中学校テニスコート 10日 9:00
（雨天時：五戸ドーム）

7 相

撲

小中一貫三戸学園三戸
小中学校相撲場

10日14:00

8 弓

道

五戸町立公民館体育セ
ンター

10日 10:30

9 柔

道

小中一貫三戸学園三戸
小中学校武道場

10日 9:00

10 剣

道

三戸町勤労者体育セン
ター

10日 10:00

11 サッカー

五戸町ひばり野公園
サッカー場

12 バドミントン

小中一貫三戸学園三戸
小中学校第１体育館

13 ボウリング
14

ママさん
バレーボール

15 ゲートボール
16

グラウンド・
ゴルフ

  ９日 14:00
10日 9:00
10日 9:00

ゆりの木ボウル
（八戸市）

  ３日 9:00

三戸町民体育館

10日 9:00

三戸町民運動場ゲート
ボール場（雨天時：す   ９日 9:00
ぱーく名川）
松原公園（三戸町）

10日 9:30

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 ６月24日（日）
▽ルート名 幼保小高ルート
中央公民館 ～ ？ ～ ？ ～ ？ ～ 中央公民館
・はっするコース：8.5Km
・おきがるコース：3.0Km
▽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。
◎次回のルート情報
▽と き ７月29日（日）
▽ルート名 みろくのルート

みんなでチャレンジ
公民館講座のお知らせ
●田子神楽養成講座
▽と き ６月８日（金）
、22日（金）
午後７時〜８時30分
▽ところ 中央公民館ホール・和室
▽持ち物 扇
●フラダンス健康講座
▽と き ６月１日（金）
、15日（金）午後７時〜８時
▽ところ 中央公民館ホール
( ６／１はトレセン研修室 )
▽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 ６月16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
●ヨガ健康講座
▽と き ６月14日（木）
、28日（木）午後７時～８時
▽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
●フラワーアレンジメント教室
▽と き ６月26日（火）午後７時～９時
▽ところ 上郷公民館
▽会 費 2,000円
▽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
一人10冊まで貸出します

４／21～６／17

●蔵書点検休館日のお知らせ
６月20日（水）から６月24日（日）
までは蔵書点検
（本の棚卸し）
のため、
図書館は休館日とさせていただきま
す。ご不便をおかけしますがどうぞ
ご了承ください。
休館日が続くため、４月21日（土）

から６月17日（日）までの期間は、
一人10冊まで貸出冊数を増やしま
す。この機会にたくさんの本をどう
ぞご利用ください。読書スタンプラ
リーも実施中です。

●郷土資料
▽八戸藩／シリーズ藩物語／本田
伸／Ａ212ホ

●人生訓
▽これはしない、あれはする／小
林照子／159コ
▽神さまとのおしゃべり／さとう
みつろう／159サ
●平成29年度図書館統計
▽悪魔とのおしゃべり／さとうみ
平成29年度は図書館を利用される ▼人口100人当たり個人貸出冊数
つろう／159サ
方は減少しましたが、平成28年度人
（平成28年度実績） ▽自分のことだけ考える。／堀江
貴文／159ホ
口100人当たり個人貸出冊数は県内
※全国
549.6冊
▽あなたはそのままで愛されてい
※北日本
385.5
図書館（図書館数22館中）で一番多く
る／渡辺和子／159ワ
田子町
376.2
なっています。皆さんの図書館です。
●手芸、木材加工
十和田市
375.0
どうぞご利用ください。
▽エコクラフトで編む暮らしのか
青森市
368.8
▼蔵書冊数 36,833冊
ごとバッグ／754ア
つがる市
344.4
・児童書 22,548冊
▽チェーンソーパーフェクトマニ
八戸市
327.5
ュアル／657チ
・一般書 11,671冊
むつ市
283.6
●歴史・時代小説

本の読み聞かせ

図書館おやすみカレンダー

県内平均

281.0

五戸町

253.6

野辺地町

242.9

弘前市

237.6

（「青森県の図書館」より）

・郷土資料 2,614冊
▼入館者数 8,726人
（前年比 −1,091人）
▼貸出冊数 17,505冊
（前年比 −4,198冊）
▼本の予約・リクエスト 1,473冊
（前年比 −163冊）
▼調べもの件数 288件
（前年比 −６件）

▽雲上雲下／朝井まかて／913ア
▽鎌倉河岸捕物控３２／流れの勘蔵
／佐伯泰英／913サ
▽本所おけら長屋８／畠山健二／
913ハ
▽雨と詩人と落花と／葉室麟／913ハ
▽隅田川御用帳16 ／花野／藤原緋
沙子／913フ

※全国、北日本は平成27年度の値

●ミステリー・警察小説など
▽雪の階／奥泉光／913オ
▽玉村警部補の巡礼／海堂尊／913カ
▽確率捜査官御子柴岳人３／ファイ
ヤーゲーム／神永学／913カ
▽祈りのカルテ／知念実希人／913チ
▽悪徳の輪舞曲（ロンド）／中山七
里／913ナ

三沢市

217.6

六ヶ所村

217.4

三戸町

217.3

図書館見学 （左から）田子幼稚園、田子小２年

6月の図書館行事

田子町立図書館（担当：川村）
☎２０‐７２２１

▼４／21（土）～６／17（日）
一人10冊まで貸出
▼６／６（水）午前10時から
ブックスタート／せせらぎの郷
▼６／10（日）午前10時30分
本の読みきかせととしょかんクラブ
「ぴょんぴょんカエル」で遊ぼう
▼６／20（水）～６／24（日）
蔵書点検休館日

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

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）

▼色の濃い日が休館日です。
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●そのほかの小説など
▽福島ノラ牛物語／原発事故を生き
残った牛たち／伊坂邦雄／913イ
▽爽年／石田衣良／913イ
▽じっと手を見る／窪美澄／913ク
▽凶犬の眼／柚月裕子／913ユ
●エッセイ、手記など
▽「国境なき医師団」を見に行く／
いとうせいこう／329イ
▽イチからの俳句入門／辻桃子／
911ツ
▽花のいのち／瀬戸内寂聴／914セ
▽しんどい母から逃げる！／田房永
子／916タ
▽「がん」をのりこえた人が気づく
７つのこと／原田泰久／916ハ

災害危険箇所」かについて、
県のホームページや市町村
への問合せなどで確認しま
しょう。
・大雨による土砂災害発生
の危険度が高まると、県と
気象庁が共同で「土砂災害
警 戒 情 報 」 を 発 表 し ま す。
土砂災害の危険を感じたら
自主避難を、避難が困難な
ときは近くの頑丈な建物の
２階以上に避難しましょう。
それも難しい場合は、家
の中で、崖などからなるべ
く 離 れ た 部 屋 や ２ 階 な ど、
より安全な場所に避難しま
しょう。
▽三戸警察署田子駐在所
☎ ‐３１０９
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20 若年生活習慣病予防健診（中学校）

（金）午前10:00〜午後2:30

（水）
（田子中学校）午前7:00〜8:00

30

5 生きがい倶楽部（老人福祉センター）
（火）午前10:00〜午後2:30
思春期教室（中２）（田子中学校）
午後1:35〜2:25
6 乳児健診（せせらぎの郷）
（水）午前10:00〜
8 生きがい倶楽部（上郷公民館）
（金）午前10:00〜午後2:30
若年生活習慣病予防健診（小学校）
（せせらぎの郷）午前6:45〜8:00
ことばの教室（田子幼稚園）
午前9:00〜正午
12 生きがい倶楽部（老人福祉センター）
（火）午前10:00〜午後2:30
13 予防接種（せせらぎの郷）
（水）午前10:30〜
14 デイケア（せせらぎの郷）
（木）午前9:30〜午後1:00
15 生きがい倶楽部（上郷公民館）
（金）午前10:00〜午後2:30
19 生きがい倶楽部（老人福祉センター）
（火）午前10:00〜午後2:30
20 こども健診（せせらぎの郷）
（水）午前9:30〜11:30

21 自立支援相談窓口（せせらぎの郷）
（木）午後1:00〜4:00
22 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
26 生きがい倶楽部（老人福祉センター）
（火）午前10:00〜午後2:30
思春期教室（中１）（田子中学校）
午後1:35〜2:25
保健推進員学習会（せせらぎの郷）
午後3:30〜4:30
27 予防接種（せせらぎの郷）
（水）午前10:30〜
献血バス（ガーリックセンター）
午前9:30〜11:30
献血バス（せせらぎの郷）
午後1:00〜4:00
28 デイケア（せせらぎの郷）
（木）午前9:30〜午後1:00
29 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

４

TCV（田子町ケーブルテレビジョン）からのお知らせ
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町の人口

平成 年 月 日現在

６月の主な保健・介護予防事業予定表
1 生きがい倶楽部（上郷公民館）

■警察署 コーナー

●土砂災害にご注意を！
本年４月の大分県の大規
模な土砂災害では、人的被
害が出ました。田子町も土
砂災害危機箇所に指定され
ている地域があるので、日
頃から気をつけましょう。
▼土砂災害が発生しやすい時
・地中にたくさんの雨が溜
まったところに強い雨が降
ると発生しやすくなります。
・発達した積乱雲による「集
中豪雨」
、
「局地的大雨」は
特に注意が必要です。
▼土砂災害から身を守るた
めに
・自分が住む場所が「土砂

ル類は整理し、空容器を放
■消防署 コーナー
置しない。
●電話番号のご案内
●危険物安全週間について
６ 月 ３ 日（ 日 ）か ら ９ 日 ▽消防情報案内
０１８０ ー９９１ ー８８８
（土）までの１週間『この一
消防出動情報を自動音声
球 届け無事故へ みんな
の願い』の標語のもと、危 でお知らせしています。
険物安全週間が実施されま ▽緊急通報ファックス１１９
（局番なし）１１９
す。
ファックスで１１９番通
事故を未然に防ぐために
報を行うことができます。
次のことを守りましょう。
「ウ
◎ホームタンクや危険物が ※消防車のサイレンは、
入った容器が錆びたり、漏 ー ウ ー カ ン カ ン 」 が 火 災、
れていないか確認する。ま 「 ウ ー ウ ー」 は そ の 他 の 災
た、周囲に燃える物を放置 害です。
▼三戸消防署 田子分署
しない。
☎ ‐３１０４
◎農業用機械の燃料やオイ
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情報スクランブル

世帯数／2175（＋３）
人口／5606（−11）
男／2721（−２）
女／2885（−９）
（ ）内は前月比です

誕生
ま

ち

け

い

●古郡万智（晴季・早香）
／七日市
／七日市
●浪岡恵生（大・茉耶）
※（

）内はご両親、
“／”のあとは行政区です

お悔やみ
●日向たか（93歳）新田
●下口佐一（87歳）新田
●内澤 巖（80歳）飯豊
●髙田きみゑ（81歳）中本町
●中村ユリ（90歳）中本町
※（

）内は享年、（

）のあとは行政区です

◎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。
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（原稿・画像提供 田子中学校）

け継ぎながら、新しいこと
に挑戦し、新たな伝統を創
っていく】という意味です。
体育祭では、各軍が勝利
目指して全力を出し切る姿
や団長を中心に一致団結す
る姿には、従来の伝統ある
「田子魂」がしっか
りと継承されてい
ることが証明され
ました。また、従
来の体育祭にはな
かった新しい競技
が提案され、各軍
の団結をさらに深
めることにつなが
りました。これは、
新しいことに挑戦
するということに
あたります。
このように今年
度の田子中学校
は、伝統を継承し
つつ、新たな姿を創造する
という非常にハードルの高
い命題に挑戦します。地域
の 皆 様 に お か れ ま し て は、
頑張る田子中生にこれまで
と変わらぬ温かいご支援・
ご協力を賜りますよう、よ
ろしくお願いいたします。
37

70

短歌

30

19

新井田きぬ

おめでたや黄色帽子の一年生ただ一人にて過
疎の村では

新井田きぬ

匂ひ立ち桜の香りにほろ酔ひて野鳥のこえと
わが散歩道
はな

貝守多恵

南北に長きわが国桜見頃あと何日と待つのも
楽し

ご じ ん

貝守多恵

車窓より雪景色見つそば処常連の御仁次回を
楽しみ

む

れ

柳田麗子

上も見ずライバルもなく淡淡と一期一会の桜
咲くを待つ
はな

柳田麗子

爛漫の桜一色に染まる人群そをすり抜けて風
の道に立つ

編集後記

今年は桜が咲くのが早かったで
すね。見頃を堪能することなく、
気がついたら葉桜になっていまし
た。最近は晴れの日も多く、夏が
すぐそこまで来ているのが感じら
れます。今年の夏も暑くなるので
しょうね。
さて、広報担当となり、約２カ
月が経とうとしていますが、まだ
まだ知らないことばかりで日々奮
闘中です。先日は、消防観閲式を
取材しました。競技の様子を間近
で見るのは初めてでした。特に玉
落とし競技は遠くまで水しぶきが
飛び、すごい迫力を体感しました。
今月号から、田子高校応援シリ
ーズ「田子高校ＦＡＮ」が始まり
ました。田子高校の存続のため、
様々な情報を皆様にお伝えできれ
ばと思っております。
（広報担当 まつやま）
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柳田麗子）

タプコプ短歌会（代表

田子中学校

●平成 年度「創始」はじめ
ました
今年度、本校は 名の新
入生を迎え、生徒１１７名、
職員 名の１３６名でスタ
ートを切りました。
４月は修学旅行をはじめ、
年度初めの様々な
行事を順調にこな
し、春季大会など
の対外活動では各
部とも夏季中体連
や地区コンクール
に向けた順調な仕
上がりを見せるこ
と が で き ま し た。
５月は先日行われ
ま し た 体 育 祭 で、
躍動感に満ちあふ
れ た「 田 子 中 ら し
い 」体 育 祭 を 作 り
上げることがで
き、全校生徒の絆
が大いに深まったと感じる
ことができました。
さて、今年度の生徒会テ
ーマは「田子魂～創始（そう
し）～」となり
ました。
「創始」
とは、
【 年の
節目を終え、今
までの伝統を受

タプコピアン文芸

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７０３号

つつじまつり開催のお知らせ
▼期 間 ６月２日（土）～17日（日）
▼場 所 大黒森・タプコプ創遊村

６

●闘鶏大会
▽日 時 ６月17日（日）午前８時30分～ 観戦無料
▽場 所 ２２９ドーム特設会場
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この他、期間中はタプコプマルシェ＆フリーマーケット（６月
９日・10日開催）やパラグライダーデモフライト（雨天の場合中
止）が予定されています。詳しくは、ポスター・チラシをご覧く
ださい。皆さんのご来場をお待ちしています。
田子町観光協会 ☎２０−７１１４

５

23

問

81

ト
イベン
報
情

← 第３回田子町フォトコンテスト グランプリ 白山健悦『本日は晴天なり』

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/

春まつりに
行ってきたよ！

GTSEP 来町のお知らせ
今年も、６月29日から７月４日
まで、アメリカ・ギルロイ市の高校
生８名（引率教員２名）が、研修のた
め来町します。ギルロイ市高校生の
皆さんを見かけたら、ぜひ声をかけ
てあげてください。

５月５日、三戸城山公園で行
われた「さんのへ春まつり」
に参加して、田子町をＰＲし
てきたよ。三沢市のジョーズ
ベイダーと写真を撮ってもら
ったよ。 （文  たっこ王子）

ヴァンラーレ八戸FC 試合観戦のお誘い
ヴァンラーレ八戸の2018シーズンが３月から始
まっています。今期のスローガンは『全緑（Green
Power）
』
。クラブカラーの『緑』と『全力』を掛け合わ
せた造語です。
私たちは一つ上のカテゴリー『Ｊ３』昇格を目指し、
まさに全緑でチーム一丸となり戦っています。みな
さまにはＪ３昇格条件の一つ、
【観客動員数３０，
００
０人】の達成にご協力いただきたく、今シーズンもお
願い申し上げます。
ぜひダイハツスタジアムにお越しください！   青
森県初のＪリーグ参入に向け、全ての思いを『Green
Power』に変換し、
『全緑』で闘うヴァンラーレ八戸
にご期待ください！  応援よろしくお願いします！
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