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目標の80％超え！
５月３０日、田子町チャレンジデー２０１８が開催されました。
今年で６回目の参加で、２年ぶり２回目の勝利を収めました。詳しくは２ページをご覧ください。
（写真：東洋大学陸上部酒井監督による陸上教室）
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●今月の話題

田子町
チャレンジデー
2018

はじめてヨガ

ストライキングエクササイズ

30

84

80

スポーツ吹矢体験教室

チャレンジデー2018 結果

体操とウォーミングアップを子どもたち
は見よう見まねで取り組んでいました。
その他にも、ＡＴＳＵＳＨＩ ＤＡＮＣ
Ｅ ＳＣＨＯＯＬの中村篤史氏による「ダ
ンス教室」や、前八戸工業大学第一高等学
校野球部総監督の山下繁昌氏による「野球
教室」
、パラエストラ八戸の西塚丈人氏に
よる「ストライキングエクササイズ」
、三
浦恵氏による「はじめてヨガ」など様々な
プログラムが行われました。
結果は、目標とし
ていた昨年の参加率
である ％を上回る
・ １ ％ を 達 成 し、
２年ぶり２回目の勝
利となりました。ま
た、カテゴリー（人
口５０００～９００
０人）の中で２位の
好成績を収めました。

東洋大学陸上部員によるレクチャー

ご協力いただき、ありがとうございました。

町民体力測定

５月 日、
「運動で 毎日コツコツ 健
康貯金」をスローガンに田子町チャレンジ
デーが開催され、多くの方が運動に親し
みました。
チャレンジデーは、公益財団法人笹川
スポーツ財団主催の毎年５月の最終水曜
日に行われるスポーツイベントで、運動
習慣のきっかけづくりや健康づくり、地
域の活性化を目的として全国で一斉に開
催されます。当町は今回で６回目の参加
となります。
今回初めてプログラムに加わった、東
日本介護予防サポート協会による「スポー
ツ吹矢体験教室」では、体験者が、矢を吹
く前に横隔膜を意識して呼吸をし、リラ
ックスした状態で吹くことを心がけ、一
本ずつ丁寧に射っていました。
東洋大学陸上部監督の酒井俊幸氏によ
る小・中学生を対象とした「陸上教室」で
は、東洋大学陸上部で行われている準備

田子町 葛巻町（岩手県）
5,664人
6,341人
4,761人
4,628人
84.1％
73.0％

人 口
参加者
参加率

陸上教室

ダンス教室
野球教室
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●今月の話題

「プリンセスに大 変 身 ！ 」
（田子幼稚園）

ゴー
ル
目
指

「熊原川の合戦 」（上郷小） 「田子ダービー２０１８」
（田子小） 「親子のきずなを見せちゃいます」
（清水頭小）

して
全力
疾
走
！

～町内各
学
校
で
運
動会～

'18
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「背中渡り」（田子中）

５月中旬から６月初旬にかけて、町内の幼稚園、
各小・中学校で運動会が行われました。子どもたち
は勝利を目指して全力で駆け抜け、最後まで諦める
ことなくゴールを目指しました。
また、数々の趣向を凝らした競技が行われ、運動
会を盛り上げました。
田子幼稚園の「ころころここたま」では、ダンス
の合間に合図がかかると一斉に玉入れ競技を行い、
園児らはたくさん玉を入れようと頑張っていまし
た。
上郷小学校では、恒例となった「熊原川の合戦
'18」に加え、
「全校赤白対抗タコボールレース２０
１８」で両組の拮抗した闘いが見られました。
田子小学校の「あみぴょんじゃんけんで うんだ
めし！」では、２年生が網くぐりの後に麻袋に脚を
入れたままジャンプして進み、来賓とのじゃんけん
に挑みました。なかなか勝つことができずに苦戦す
る児童もいました。
清水頭小学校では、
「ペットボトル倒しリレー」
や「綱引き」
、
「パン食い競争」などで、老人クラブ
や地域の方々と一緒に競技を行い、地域の絆を深め
ました。
田子中学校では、各軍息の合った応援合戦が目を
引きました。また、生徒会によるユーモラスな結果
発表が会場の笑いを誘っていました。

●トピックス

町長と町民の対話集会
（※写真１）

５月 日に長坂地区集落
センター、 日に夏坂へき
地保健福祉館の２会場で対
話集会が行われました。こ
れは、町長と町民の方々が
町のことについて語り合う
場として開催するもので、
今年度は全 回の開催とな
ります。今回は２会場合わ
せて約 名が参加し、身近
な要望から町の将来のこと
まで話題は深まりを見せま
した。たくさんのご参加あ
りがとうございました。次
回は、７月に向山地区で開
催予定です。

田子小学校田植え
（※写真２）

いながら、稲の手植えを体 いけない。何をどうしたら
験しました。途中、カエル 良いかは自然が教えてくれ
を発見し大声をあげる子 ている」と語っていました。
や、ぬかるみに足をとられ
泥まみれになる子など、普 髙舘岩夫さん
段は味わうことができない 瑞宝単光章受章 （※写真４）
貴重な体験に歓声をあげて
平成 年春の叙勲伝達式
いました。今回植えた苗は
秋に収穫し、お餅にして食 に お い て、 髙 舘 岩 夫 さ ん
べることになっています。 （茂市）が瑞宝単光章を受章
し、５月 日、役場公室で
受章報告が行われました。
山本一雄さん
瑞宝単光章は、分団長以
黄綬褒章受章 （※写真３） 上の役職を経験し 年以上
活動した団員に贈られるも
ので、髙舘さんは 年２カ
月にわたる消防団での活動
により受章されました。髙
舘さんは、
「今回の受章で
は思いがけなくいただいた
が光栄に思う」と感想を述
べられました。
５月 日、役場公室で黄
授褒章の受章報告が行われ
ました。黄綬褒章は、農業・
商業・工業等の業務に精励
し、他の規範となるような
技術や事績を有する方に贈
られるものです。今回山本
一雄さん（根渡）は、林業の
発展に尽力したことが認め
られ、受章されました。
山本さんは、
「５月 日
に厚生労働省で受章後、皇
居宮殿にて天皇陛下に拝謁
し感激した。つぎ木や苗作
りを若い人に伝えたい。山
は自然に育つが逆らっては

鳥獣被害対策実施隊
委嘱状交付式 （※写真５）
５月 日、役場公室で鳥
獣被害対策実施隊委嘱状交
付式が行われました。鳥獣
被害対策実施隊は、町が農

（写真

）
田植えをする児童たち

）
夏坂自治会の様子
１

（写真

２

35

42

30

24

24

24

10

５月 日、宮野の宇藤堅
一さんの水田で、田子小学
校の５学年による田植え体
験が行われました。
児童はボランティアで参
加した老人クラブの方々か
ら苗を投げてもらったり、
植え方のコツを教えてもら
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（写真

）
受章された山本さん

３
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●トピックス

林業者からの依頼と猟友会 おりです。
（敬称略）
後、町内外において継続的
の協力を得て設置されたも ◎移住就労者
に就労してから３年以上経
ので、鳥獣被害に関する防 ▽森本敬文（サンモール） 過している
止対策への助言や、巡回・ ▽森本忍（サンモール）
・田子町に継続して３年以
追い払い・箱罠やライフル ▽沢森靖史（下本町）
上住民登録をして居住の実
銃等による捕獲といった活 ▽福田みさき（西舘野）
態がある
動を実施しています。
（任 ▽川名美夏（西舘野）
・今後５年間以上、田子町
期は２年）
▽小島奈保子（南側）
に居住すると誓約している
◎定住就労者
などの条件を満たした方
田子町若者定住移住就 ▽大下勝利（下本町）
労者促進奨励金贈呈式 ●移住就労者
（※写真６）
たっこにんにくを
▼基準日
守れ！ （※写真７）
平成 年４月１日
▼条件
６月５日、中央公民館で
・平成 年度３月末日まで
「にんにく盗難防止パトロ
に町外から転入している
・継続して３年以上住民登 ール出動式」が行われまし
録をして居住の実態がある た。田子町防犯協会の奥家
『美六姫』
・町内外において継続的に 三雄会長は「今年、
就労してから３年以上経過 が発表され、万が一盗難が
起きると被害は大きいもの
している
・今後５年間以上、田子町 となります。安全に心がけ、
に居住すると誓約している 無理のないようにんにくを
被害から守りましょう」と
などの条件を満たした方
述べました。
●定住就労者
三戸地区防犯指導隊田子
▼基準日
支隊長へ盗難防止看板が、
平成 年４月１日
ＪＡ八戸にんにく生産部会
▼条件
・基準日の前１年以降平成 田子支部へのぼり旗が手渡
年３月末日までに高校等 され、たっこにんにくを守
を卒業し、または中退した る決意を新たにしました。
５月 日、役場公室で、「田
子町若者定住移住就労者促
進奨励金贈呈式」が行われ
ました。この事業は、田子
町の定住人口の増加と地域
の活性化を図るため、移住
就労者と定住就労者に奨励
金を支給するものです。
贈呈式では、山本晴美町
長が「若者が集って子育て
をする、にぎやかな活気あ
る田子町にしたい」と述べ、
対象となった方に奨励金が
贈呈されました。平成 年
度４月１日に事業が開始さ
れてから、今回が初めての
贈呈となります。
対象となった方は次のと
29

26

29

（写真

）
受章された髙舘さん

）
委嘱状を受ける深沢さん
（左）と堀合さん
（写真

（写真

）
対象となられた方々

６

）
出動宣言をする元村田子
支隊長

（写真

5

４

５

７

26

29

26

●トピックス

ＦＡＮ
田子高校
田子高校応援シリーズ②

田子高校長の覚悟
田子高校では、大切な子どもたち１人ひとりに寄り添い、
手塩にかけて育てる学校をめざしてまいります。そして、
校長として次の事をお約束する覚悟でございます。
（田子高校ＨＰより抜粋）

①４９名の子どもたちを包む学校教職員がひとつ家族の
ようになり、年齢・経歴に関係なくお互いが尊敬しあ
い励まし合い認め合い、悪いところは指摘し合い切磋
琢磨することを通して、１人ひとりはもちろんチーム
として子どもたちの成長に貢献できる集団になります。
②４９名の子どもたちは自分の良さに気付き、さらに高
みを目指す貪欲さを持った子どもに育ててまいります。
③４９名の子どもたちは「発信力」を身につけ、自分の
考えを伝え人の話を聴いてフィードバックできる大人
に育てます。
④小規模だからできる強みを遺憾なく発揮し、すべての
子どもたちの魂に触れるつきあいをしながら、我が子
のように育てます。
⑤少人数でのきめ細かな授業が個々の子どもたちの将来
につながるようにカリキュラムを整えます。

☆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
すくすく館上郷分館
では、行事の一環とし
て上郷公民館周辺のゴ
ミ拾いをしています。
６月２日は主に道路
の歩道を中心にゴミ拾
いを行いました。途中、田んぼのあぜ道を足
元に気を付けながら歩いたり、公園でおやつ
を食べて心と体をリフレッシュしたりと、楽
しみながらゴミ拾いを
することができました。
公園では木の実や昆虫
なども発見♪ 季節な
らではの楽しみにも触
れることができたゴミ
拾いとなりました。
（担当：福田）

みんなで食べよう！
超かんたん、野菜料理
きゅうりとツナのわさびみそあえ

⑥子どもたち１人ひとりが「今やっていることが将来ち
ゃんと役に立つ」と実感できるキャリア教育をめざし、
社会の即戦力となるように育てます。
⑦清々しい爽やかな校舎をきれいなまま保ちます。
⑧田子町の皆さん、同窓生の皆さんに愛される学校であ
り続けます。
田子高校に今まで以上の愛情を注いでいただけるよう、
活気に満ちた学校づくりを行っていきます。今後とも本校
の教育活動に対しまして一層のご支援・ご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。今後も歴史を重んじ、先輩から
の襷を繋いでいくように努力いたします。
最後に中学生の皆さん、もし良かったら田子高校でゆっ
くり学んでみませんか。一度遊びにいらしてください。お
待ちしております。
田子高校校長 中村まり子
問 問

◎詳細については、下記にお問い合わせください。
青森県立田子高等学校（教頭 島元）☎３２－２１３４
田子町教育委員会教育課学務グループ（田中）☎２０－７０７２

（材料）
きゅうり
2本
ツナ缶
1/2缶
練りわさび 小さじ１
しそやもみのりを
A  みりん
〃 1/2 のせて食べても
おいしいよ !!
みそ
大さじ1/2
（作り方）
①きゅうりは乱切りにする。ツナ缶の汁を
きり、ほぐす。
②ツナにＡを加えてよく混ぜ合わせ、きゅ
うりとあえる。
※ツナ缶とあえることで、たんぱく質も一
緒に摂取できます。
※豆腐や卵料理を組み合わせて食べると、
栄養バランスが良くなります。
（地域包括支援課栄養士 岡﨑）
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●お知らせ

■ 身体障害者の巡回診査及び更正相談について

■ 田子高校に関するお知らせ

▼実施日 ７月５日（木）
▼受付時間 午前９時～１０時３０分
▼診査時間 午前９時３０分～正午
▼会 場 八戸市福祉体育館（八戸市類家４－３－１）
▼持ち物 ○身体障害者手帳（所持している方）
、○被
保険者証等氏名・生年月日・住所の確認できるもの
（新規交付希望の方）
、○かかりつけ医の紹介状等病
名・治療状況のわかるもの（新規交付希望の方）
▼目的 身体障害者に対し、巡回し医学的判定を行い、
併せてその更生に必要な総合的相談に
応じ、もって社会的更正の方途を指導
し、援護の万全を期することを目的と
して実施しています。
▼対象者
⑴身体障害者手帳の交付を受けるため診査を必要とす
る者。
⑵市町村または障害者相談センターから身体障害者手
帳の再認定が必要とされた者。
⑶身体障害者手帳の障害程度及び等級に変化があり、
変更を要する者。
⑷義肢・装具等の補装具
（※）
の交付、再交付または修
理を必要とする者。
⑸生活、医療、施設入所等の相談を希望する者。

県教育委員会では、グローバル化等による社会の急
速な変化や、今後見込まれる大幅な中学校卒業者数の
減少等に対応するため、平成３０年度から３４年度ま
での具体的な学校規模・配置等を示す青森県立高等学
校教育改革推進計画第１期実施計画を平成２９年７月
に決定しました。

役場住民課福祉給付グループ
（鳥井、山内）☎２０－７１１９

■ 警察官Ｂ（大卒以外）の募集
▼受験資格 昭和５９年４月２日から平成１１年４月
１日までに生まれた者。大学を卒業した者または大
学卒業見込みの者を除く。
▼受付期間
７月１３日（金）～８月３１日（金）
▼第一次試験 ９月２３日（日）
▼試験場所
青森市、八戸市、弘前市
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募集人員に対する入学者数の割合が２年間継続して
２分の１未満 (20人未満 ) となった場合
なお、今年度の田子高校の入学者数は【１３名】と
なっています。
今後とも、県立高校教育改革に関する情報提供を行
いながら、第１期実施計画を推進してまいりますので、
ご理解とご協力をよろしくお願いします。
青森県教育庁高等学校教育改革推進室
〒０３０－８５４０青森市新町２－３－１
☎０１７－７３４－９８６６

■ 三戸地方教育研究所から教育相談のご案内
三戸地方教育研究所教育相談室では、幼児・児童・
生徒や保護者、学校等からの教育に関する相談に応じ
ています。以下のような悩みがありました
ら、お気軽にご連絡ください。
＜このような場合にどうぞ＞
①こどもの発達や就学について
▽学習面で不安がある ▽落ち着きがない ▽友達と
うまく関われない ▽気持ちが不安定である
②不登校について
▽学校に行きたがらない ▽いじめやからかいがあるよ
うだ ▽再登校へ向けた支援や学習支援をしてほしい
▼教育相談の受付
月曜日～金曜日 午前１０時～午後４時
（電話でご予約ください。
）
教育相談専用電話 ☎２３－３６６６
問

◎受験手続き及び案内、その他の問合せ先
青森県警察採用フリーダイヤル
☎０１２０－３３７－３１４
三戸警察署 ☎２２－１１３５
青森県警察採用ホームページ
http://www.police.pref.aomori.jp/keimubu/keimu/
saiyo_index.html

ただし、入学者数が極めて少ない場合等には、高校
教育として求められる質の確保に支障が生じる懸念が
あるため、以下の基準に基づき、募集停止等に向けて、
田子町と協議します。

問

問

※巡回診査で処方を行わない補装具の品目
・電動車椅子、座位保持装置及び特例補装具
・骨格構造義肢など、複雑な処方を要する義肢・装具
・オーダーメイドまたはモジュラー方式による車椅子

田子高校については、学校規模の標準（１学年当た
り４学級以上）を満たしていないものの、募集停止等
を行った場合、通学が困難な地域が新たに生じること
から、“地域校” として配置しました。

三戸地方教育研究所
三戸町大字在府小路町１７「ふくじゅそう３階」
☎２３－３６２５ FAX ２３－４０９６

●お知らせ

■ 平成30年度青森県戦没者追悼式の参加者募集
先の大戦において亡くなられた青森県出身
戦没者約３万３１００人の御霊を追悼し、併せて
平和を祈念します。

問

▼主催者 青森県
▼日時 ８月２８日（火）午前１０時から１１時まで
（田子町役場午前６時30分出発予定）
▼開催場所 リンクステーションホール青森
（青森市文化会館）
▼参加費 無料
（ただしお昼をはさみますので昼食は各自負担）
▼申し込み 役場住民課住民環境グループに７月２０
日（金）までにお申し込みください。
役場住民課住民環境グループ（大橋）☎２０－７１１３

■「くらし」と「しごと」田子町無料相談会
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
◎平成30年度 田子町無料出張相談の日程
・６月21日（木）
・７月19日（木）
・８月16日（木）
・９月20日（木）
・10月18日（木）
・11月15日（木）
・12月20日（木）
・１月17日（木）
・２月21日（木）
・３月28日（木）
時間はいずれも午後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 黒澤ビル２階
☎０１７８−５１−８７５５

■ 三戸地区衛生センターからのお願い

三戸地区環境整備事務組合三戸地区衛生センター
☎０１７８－７５－１４４９

所得段階別の負担設定は以下のようになっています。
●第７期介護保険料（平成３０年度～平成３２年度）
対象者
所得段階

本人の所得要件

本人
課税

世帯
課税

保険料
率

保険料
年額

生活保護受給者、
老齢福祉年金受
第１段階 給者で年金収入 非課税 非課税 ０．
４５ 39,420円
が80万円以下の
方
前年中の課税年
金収入額と合計
第２段階 所得金額の合算 非課税 非課税 ０．
７５ 65,700円
額 が 120 万 円 以
下の方
前年中の課税年
金収入額と合計
第３段階 所得金額の合算 非課税 非課税 ０．
７５ 65,700円
額 が 120 万 円 を
超える方
前年中の課税年
金収入額と合計
第４段階 所得金額の合算 非課税
額が80万円以下
の方

課税

０．
９

78,840円

前年中の課税年
金収入額と合計
第５段階 所得金額の合算 非課税
額が80万円を超
える方

課税

基準額

87,600円

前年度中の合計
所得金額が年間
第６段階
120 万 円 未 満 の
方

課税

１．
２０ 105,120円

前年中の合計所
得金額が年間
第７段階
120万円以上200
万円未満の方

課税

１．
３０ 113,880円

前年中の合計所
得金額が年間
第８段階
200万円以上300
万円未満の方

課税

１．
５０ 131,400円

前年中の合計所
得金額が年間
第９段階
300 万 円 以 上 の
方

課税

１．
７０ 148,920円

※第５段階を基準額とし、各所得段階に保険料
率を掛けて保険料額を算出します。
※田子町では、第１段階は公費により保険料の
軽減を行っています。
問

問

三戸地区衛生センター（し尿処理施設）では、例年
お盆前の７月中旬から８月の旧盆前にかけてし尿、浄
化槽汚泥の搬入量が非常に多くなります。今年も施設
の処理能力を上回る搬入量が予想されることから、施
設の安定した処理を維持するため処理能力の範囲内で
の受け入れといたしますので、この期間内にくみ取り
を予定される方はお早めにくみ取り業者にご相談くだ
さい。

■ 介護保険料が改定されました

役場地域包括支援課介護支援グループ
（せせらぎの郷）
（奥寺）☎２０－７１００
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●お知らせ

■ ヴァンラーレ八戸公式戦

ホームタウンマッチデー無料招待のご案内

㈱ヴァンラーレ八戸
☎０１７８－３８－６６４４ FAX ０１７８－３８－９９８９

■ 東日本大震災に係る県税の特例措置等の
お知らせ

三八地域県民局県税部 ☎０１７８−２７−４４５５

9

住民税非課税世帯の方に交付されている「後期高齢
者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」は、平成
３０年７月３１日が有効期限となっています。
平成２９年中の所得状況等により、平成３０年度も
引き続き非課税世帯と認定された方には、新しい認定
証（有効期限は平成３１年７月３１日まで）が郵送さ
れますので、更新手続きの必要はありません。
新たに平成３０年度の住民税が非課税となった世帯
の方は、認定証の交付申請手続が必要となります。後
期高齢者医療被保険者証と印鑑を持参の上、住民課福
祉給付グループで手続きしてください。

◎「後期高齢者医療限度額適用認定証」について

住民税課税所得金額が１４５万円以上６９０万円未
満の後期高齢者医療制度の加入者がいる方で、窓口負
担が３割となっている現役並み所得区分が平成３０年
８月から３つの区分に分かれ、住民税課税所得が１４
５万円以上３８０円未満の方及び３８０万円以上６９
０万円未満の方は新たに「後期高齢者医療限度額適用
認定証」の交付申請手続が必要となります。
認定証の交付を希望する方は、後期高齢者
医療被保険者証と印鑑を持参の上、住民課福
祉給付グループで手続きしてください。
役場住民課福祉給付グループ（山内）☎２０－７１１９

■（仮称）田子町風力発電事業計画段階環境配
慮書の縦覧について

▼事業者の氏名及び住所
株式会社ユニ・ロット 大阪市中央区淡路町２丁目
６番１１号淡路町パークビル４階
▼第一種発電事業の名称 （仮称）田子町風力発電事業
▼発電所の原動力の種類 風力（陸上）
▼発電所の原動力の出力
最大８０,０００ｋｗ（計画段階における想定規模）
▼第一種発電事業実施想定区域
青森県三戸郡田子町、三戸町、秋田県鹿角市
▼縦覧場所及び期間
役場住民課 ７月６日（金）～８月７日（火）の予定
▼意見受付 縦覧場所に備え付けてある意
見箱に投函、または８月１０日（金）まで
に郵送（お問い合わせ先まで）
問

問

東日本大震災により被害を受けられた方々には、県
税の特例があります。
例えば、被災した自動車や不動産（土地、家屋）に
代わる自動車や不動産を取得したときは、自動車取得
税・自動車税や不動産取得税が軽減されます。
また、東日本大震災復興特別区域法に基づく復興推
進計画に定める八戸市、三沢市、おいらせ町及び階上
町の一部地域で、これらの市町から指定を受けた事業
者が対象施設等を新増設した場合については、法人事
業税や不動産取得税が軽減される場合があります。
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。

◎「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認
定証」について

問

問

弊クラブでは、八戸市を中心とする
１６市町村をホームタウンとして活動
しており、公式戦来場者の増加による
賑わいの創出と、地域スポーツチーム
に対する興味関心を高めることを目的として、公式戦
に小中学生を無料招待する「ホームタウンマッチデー」
を実施しております。
この度、下記のとおりホームタウンの小中学生を無
料招待することといたしました。この機会にぜひご来
場いただきますようお願いいたします。
▼対象者 ヴァンラーレ八戸ＦＣホームタウン（１６市
町村）の小中学生【試合観戦招待：芝生席】
▼対象試合 第２０回ＪＦＬセカンドステージ第１節
ヴァンラーレ八戸ＦＣ 対 東京武蔵野シティＦＣ
▼日時 ７月８日（日）午後１時開始（午前１１時開門予定）
▼会場 ダイハツスタジアム
（八戸市大字市川町字市川後５５番地１）
▼チケット 対象試合当日、当日券販売ブース内にて
「チケット引換券」と引換えになります。
（あらかじ
めご記入のうえ、切り取ってお持ちください。
）
○ホームタウン自治体に在住の高校生以上の方は半額
で入場できます。
通常入場料１，
０００円 →７月８日（日）のみ５００円

■ 後期高齢者医療被保険者のみなさまへ

株式会社ユニ・ロット 〒541-0047 大阪市中央区淡
路町２丁目６番１１号淡路町パークビル４階
☎０６－４４００－６６６８ 担当 足本、木本

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。

【町民プール開き】のお知らせ
夏だ！ プールだ！ プールで涼もう！！
プール利用注意事項などのルールを守り、水泳・
水中歩行など安全に楽しみましょう。
●プール開き
▽と き ７月７日（土）午前10時～
入場料無料
※悪天候の時は、中止となる場合もあります。
▽開放期間 ７月７日（土）～８月26日（日）
▽開放時間 午前９時３０分～１１時３０分
午後１時００分～ ４時３０分
▽入場料
児童・生徒……無料
一般……………１００円（１回）
※小学校３年生以下の児童は、保護者等おとなの同
伴者が必要です。
※営業確認は、入口の旗を見て確認してください。
白旗 ･･･ 営業
赤旗 ･･･ 閉鎖

【キャンピングワールド2018】のお知らせ
今年の開催場所は、新郷村間木ノ平グリーンパー
ク第２キャンプ場です。異年齢でのキャンプ生活の
中で、助け合い励まし合い様々な活動を楽しもう！
▽期
日 ７月21日（土）～７月23日（月）
▽参加対象 小学校４年生～中学校３年生
※詳細等については、後日お知らせします。

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 ７月29日（日）
▽ルート名 みろくのルート
関やすらぎ駐車帯 ～ 日向第１農場前 ～ 来満街道
分れ ～ みろくの滝
・はっするコース：9.0Km
・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 ８月26日（日） ▽ルート名 たんないルート
※日程変更のお知らせ
10月に開催する「熊の散歩道」ルートは、10月21
日（日）に変更します。お間違えのないようお願いい
たします。

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 ７月13日（金）
、27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 ７月６日（金）
、20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）
●生け花講座
▽と き ７月14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 ７月19日（木）
、26日（木）
午後６時30分～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 ７月31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
●やってみよう俳句講座
▽と き ７月９日（月）午後６時30分～８時30分
▽ところ 中央公民館研修室
●ハーバリウム作り講座
▽と き ７月14日（土）午後１時～２時30分
▽ところ 中央公民館研修室
▽材料費 2,000円／個
●伝統芸能ナニャドヤラ講座
▽と き ７月２日（月）
・10日（火）
・18日（水）
25日（水）
・31日（火）
午後７時～８時30分
▽ところ 中央公民館ホール
※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
走り出せ、性別のハードルを超えて、今
６／23〜６／29 男女共同参画週間
●「男女共同参画」に関する本の展示 ･ 貸出
▽期間
６月27日（水）〜７月25日（水）
「男女共同参画社会」を実現するた
めには、男女の友好な協力関係が必
要です。
「男女共同参画週間」にちな
んで、男女共同参画に関するパネル
展示と「男女共同参画とは」と「折れ
ない心をつくる」をテーマにした図
書を展示・貸出します。この機会に

どうぞ図書館をご利用ください。
○「居場所」のない男、
「時間」がない
女／水無田気流
○男子家事／阿部絢子
○働く女子の運命／浜口桂一郎
○親子で育てる折れない心／久世浩司
○家族のなかの弱者と強者／海原純子
○心と体のちょっとだけリセット術
／山谷茉樹 など

●夏休み図書館行事案内
▼一般向け行事
◎古雑誌・古本お持ち帰りコーナー
▽期間 ７／21（土）〜
本がなくなり次第終了
▽対象
中学生以上で貸出券をお持ちの方
▽内容 図書館で購入後１年が経過
した雑誌、除籍された古本などを
決められた冊数だけ差し上げます。

▼子ども向け行事
◎第56回読書マラソン
▽期間
７／21（土）〜８／１（水）７日間
▽対象
小学生以下の子どもたち
▽内容 期間内に何冊の本を借りて
読むことができるか、自分の記録
に挑戦します。

●暮らし
▽10年後の仕事図鑑／落合陽一、
堀江貴文／304ホ
▽未来を変える目標ＳＤＧｓアイデ
ィアブック／333ミ
▽未来の年表２／河合雅司／334カ
▽図解わかる税金2018-2019年
版／345ア
●手工芸、料理、住居など
▽電動工具の使い方事典／592デ
▽藍で染めるカンタン絞り染め３
／593ア
▽ここまでできる！まな板いらず
の絶品レシピ／596コ
▽本日晴天お片づけ／伊藤まさこ
／597イ
●子育て支援コーナー
▽ママのゆるコツ事典／599ワ
●歴史・時代小説
▽敦盛おくり／新 ･ 古着屋総兵衛
16 ／佐伯泰英／913サ
▽本所おけら長屋９／畠山健二／
913ハ
▽本所おけら長屋10 ／畠山健二／
913ハ
▽寒梅／隅田川御用帳17 ／藤原緋
沙子／913フ
▽あやかし草紙／三島屋変調百物語
伍之続／宮部みゆき／913ミ
●ミステリー・警察小説など
▽殺生伝２／蒼天の闘い／神永学／
913カ
▽ストーブ列車殺人事件／西村京太
郎／913ニ

人気の古雑誌

図書館おやすみカレンダー

▼色の濃い日が休館日です。

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）
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スタンプ楽しい読書マラソン

7月の図書館行事
▼７／４（水）午前10時から
ブックスタート／せせらぎの郷
▼７／８（日）午前10時30分
本の読みきかせととしょかんクラブ
おりがみで「バラの花」を作ろう
▼７／21（土）～８／１（水）
読書マラソン
▼７／21（土）～
古雑誌・古本お持ち帰りコーナー
▼７／28（土）午前10時30分
本の読みきかせととしょかんクラブ
おりがみで「ふじさん」と「くも」を作ろう
田子町立図書館（担当：川村）☎２０‐７２２１

●そのほかの小説など
▽烏百花／蛍の章／阿部智里／913
ア
▽神様の御用人／浅葉なつ／913ア
▽さざなみのよる／木皿泉／913キ
▽ヘイ・ジュード／東京バンドワゴ
ン13 ／小路幸也／913シ
▽風は西から／村山由佳／913ム
▽食堂メッシタ／山口恵以子／913ヤ
●エッセイ、手記など
▽草笛光子のクローゼット／589ク
▽孤独をたのしむ本／田村セツコ／
726タ
▽魂の秘境から／石牟礼道子／914イ
▽ウドウロク／有働由美子／914ウ
▽すべて忘れて生きていく／北大路
公子／914キ
▽明日への一歩／津村節子／914ツ

情報スクランブル

・遊んだ後のビニールプー
ルは水を抜く。
▽釣りに行ったときは
・ 海 や 川 に 行 っ た と き は、
足場に注意し、救命胴衣を
身に付ける。
・立ち入り禁止区域には絶
対入らない。
●熱中症対策をしよう
・炎天下に長時間いない。
・ 水 分 補 給（ ス ポ ー ツ ド リ
ンク等）をしっかりする。
・日陰で休憩する。
・帽子をかぶる。

▼三戸消防署 田子分署
☎ ‐３１０４

非行を見逃さないようにし
■警察署 コーナー
ましょう。
●夏休みにおける少年非行 ▽少年問題に関するご相談
や犯罪被害を防止しよう！
は《ヤングテレホンコーナ
夏休みに入ると、祭りな
ー
少年相談》☎０１２０‐
‐ ７ ８ ６ ７（ 警 察 本 部 少
どで夜間出かける機会が増
え、 深 夜 徘 徊、 無 断 外 泊、 年課）☎０１７８‐ ‐７
飲酒・喫煙等の不良行為や、 ６７６（八戸警察署）
ネットで知り合った者から ※受付は、土日・祝日を除
性犯罪に遭うなどの危険性 く午前８時 分～午後５時
なお、夜間・休日等でお
があります。
子どもたちを非行や犯罪 急ぎの方は、最寄りの警察
から守るために、親子の対 署または警察安全相談窓口
話を大切にし、犯罪の被害 （＃９１１０）へご連絡くだ
に遭わないように愛の一声 さい。
をかけてあげましょう。ま
た、地域社会においては子 ▽三戸警察署田子駐在所
☎ ‐３１０９
ども一人ひとりに目を配り、

■消防署 コーナー

●水の事故を防ごう
水の事故を防ぐために次
のことに注意し、楽しい夏
を過ごしましょう。
▽プールや海水浴場では
・泳ぐ前に必ず準備運動を
する。
・休憩時間を守る。
・悪ふざけをしない。
・体調が優れないときは無
理をしない。
▽家庭では
・水の入っている風呂や洗
濯機、池、井戸、用水路な
どに子どもを近づけない。
32
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20 生きがい倶楽部（上郷公民館）

（月）
（清水頭小学校）午後4:00〜

（金）午前10:00〜午後2:30
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3 生きがい倶楽部（老人福祉センター）
（火）午前10:00〜午後2:30
4 乳児健診（せせらぎの郷）
（水）午前10:00〜
上郷小学校結果説明会
（上郷小学校）午後2:00〜
6 生きがい倶楽部（上郷公民館）
（金）午前10:00〜午後2:30
10 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３）（田子中学校）
午後1:35〜2:25
11 予防接種（せせらぎの郷）
（水）午前10:30〜
12 デイケア（せせらぎの郷）
（木）午前9:30〜午後1:00
13 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
17 生きがい倶楽部（老人福祉センター）
（火）午前10:00〜午後2:30
19 自立支援相談窓口（せせらぎの郷）
（木）午後1:00〜4:00

ことばの教室（田子保育園）
午前9:00〜正午
24 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
25 予防接種（せせらぎの郷）
（水）午前10:30〜
日本脳炎予防接種（小４）
（せせらぎの郷）午後2:00〜
26 デイケア（せせらぎの郷）
（木）午前9:30〜午後1:00
27 生きがい倶楽部（上郷公民館）
（金）午前10:00〜午後2:30
31 生きがい倶楽部（老人福祉センター）
（火）午前10:00〜午後2:30

５
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町の人口

2 清水頭小学校結果説明会

平成 年 月 日現在

７月の主な保健・介護予防事業予定表

世帯数／2174（−１）
人口／5594（−12）
男／2715（−６）
女／2879（−６）
（ ）内は前月比です

誕生
そ

ら

●飯原想等（遼太郎・彩乃）
／原
※（

）内はご両親、
“／”のあとは行政区です

結婚
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。

●山㟢祥卓（下田子）
山本真子（下本町）

お悔やみ
●畠山和子（76歳）矢田郎
●新井田博治（85歳）向山
●米田正行（88歳）西舘野
●大石つや（91歳）下田子
●富田義一（91歳）七日市
●工藤かね（97歳）関上
※（

）内は享年、（

）のあとは行政区です
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田子幼稚園
た翌月から入園できます。
☆預かり保育をしているの？
・園児は希望により、午後
５時まで預かり保育をして
います。
・小学生は、登録制で預か
り保育をしています。毎週
水曜日はチャレンジデーと
してカリキュラムを組んで
います。ちなみに、５月は
運動遊びと製作をしました。
☆未就園児の利用は？
親子を対象に園内外を開
放しています。

俳句

堀合綾子

まだ伴侶決まらぬ長子雉鳴けり やなた翠芳（孝芳）
犬止めてしばし聞き入る朝雲雀

川村キヱ

森きよし（ 清）

代々の世継ぎの証鯉のぼり

堀 つや子

一匹に一つの仕事蟻の国

母の日に母より生きて墓参り

山本一枝子

中村麿也（忠充）

大ざるに蓬摘まんと座り込む
夏帽の孫の嫁女が貌見せに

佐藤桂水
（善太郎）

見て呉れるだけでも力春田打ち 原 秋月
（菊次郎）
高原の夜明けは早し閑古鳥

みろく吟社では俳句講座を開催します。老若男女
誰でも参加できます。第一回は七月九日です。
たくさんの参加を期待しています。
参加申し込みは公民館（☎ ‐７０７０）まで。
20

その他、地域の方々や関
係機関との交流で、教育環
境を整えています。
どうぞ、お気軽にご来園
ください。
（原稿・画像提供 田子幼稚園）

編集後記

チャレンジデーの記事（２ペー
ジ）にもあるとおり、今回「スポー
ツ吹矢体験教室」が初めて行われ、
私も体験してきました。スポーツ
吹矢とは、その名のとおり息を使
って矢を放ち、得点を競うスポー
ツです。思い切り吹き、矢が的に
いい音を立てて刺さると、スカッ
として気持ちが良かったです。呼
吸法を意識して矢を放つことで、
精神集中や血行促進、内臓などの
器官にもよい影響を与えるそうで
す。気になった方はまたの機会に
体験してみてはいかがでしょうか。
チャレンジデー当日だけでなく、
運動不足にならないよう身体を動
かすことを習慣化していきたいで
すね。
さて、今月号から新たに野菜料
理の献立のコーナー（６ページ）が
追加されました。おいしい野菜を
食べ、水分補給もこまめにとり、
これからの夏本番に備えましょう！
（広報担当 まつやま）
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簗田孝芳）

みろく吟社（会長

●幼稚園て、こんなところ！
今回は、幼稚園で皆様方
に知ってもらいたいところ
をご紹介します。
幼稚園は、子どもが初め
『学びの
て出会う学校です。
芽生え』の経験がいっぱい。
☆保育料はいくら？
月額４５００円（最高額）
・保育料の算定は町民税で
決まります。
・小学３年生以下の範囲に
おいて、２人目は半額、３
人目以降は０円。
☆給食費はいくら？
１食 ２６０円
※保育料と給食費は、町か
ら納入額の３分の１助成。
☆幼稚園は何歳から利用で
きるの？
満３歳のお誕生日を迎え

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７０４号

第３回田子町サイクルイベントのお知らせ
田子町を自転車で駆け抜けてみませんか？
応援での参加もお待ちしております！
ト
イベン
▼日 時 ７月15日（日）午前９時～午後４時
報
情
▼コース
❶健脚コース（80km）
☆前半激坂天国！ 自慢の脚力を発揮してみては？
サンモール商店街 → タプコプ創遊村 → 大黒森
→ みろくの滝 → サンモール商店街
❷サイクリングコース（40km）
☆電動アシスト付き自転車もあります！ 平坦のんびりコース♪
サンモール商店街 → 田んぼ道 → 関パーキング
→ みろくの滝（復路は逆走） → サンモール商店街
▼参加費 ①６，３００円 ②３，３００円
（どちらとも保険料・ＢＢＱ代・参加費含む）
○ＢＢＱのみの参加 ２，３００円
▼定 員 先着100名
▼締め切り ７月10日 午後６時
▼申込先 http://gicz.jp/open/attacco

７
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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/

http://www.core-line.net ☎０１７８－３８－７０９０
（担当：加藤）

たっこ王子 ラピアでＰＲ

がんばれ！ 田子町出身の若者たち☆
教育実習生の紹介
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

●田子中学校
（実習期間：６月４日～６月22日）

５月19・20日、田子町物産フェアに
行ってきたんだ！ たくさんお客さん
が来てくれて、うれしかったなあ～！
ＰＲもばっちりしてきたよ♪
（文  たっこ王子）

はじめてのハッピーバースデイ

平成29年６月に生まれた満１歳のお友だちです。
ともや

●工藤僚哉ちゃん

Ｈ29.6.14
（根渡・男の子）
お誕生日おめでとう。
元気にたくましく、そ
して優しい男の子にな
ってね！これからもい
っぱい遊ぼうね。
おうが

●山本旺芽ちゃん

Ｈ29.6.15
（上野・男の子）
お誕生日おめでとう！
お兄ちゃん、お姉ちゃ
んとたくさん遊んで、
おっきく元気になって
ね！
！

さ と う

さ

え

こ

佐藤 早慧子 さん（21歳、サンモール）
東北福祉大学教育学部教育学科３年
①先生方が親身になって指導してくださ
り、生徒も笑顔で話しかけてくれるの
で、とてもあたたかい雰囲気だと思い
ます。
②生まれ育った町なので、知っている人・場所が多く、安心で
きます。田子町に帰省するたびに、居心地の良さを感じます。
③生徒の皆さんがいつも笑顔で話しかけてくれますし、先生方
もどんなに忙しくても笑顔で対応してくださいます。また、
生徒から「先生」と呼ばれるのがとても新鮮です。
④現在は中学校の社会科の教員を目指しています。生徒の興味・
関心を惹きつける授業ができるようになりたいです。臨機応
変な対応力と引き出しの多さを身につけたいと思っています。
⑤授業の準備に時間がかかり、時間がいくらあっても足りませ
んが、生徒のために調べていたことが自分の知識にもなって
いくのを感じています。生徒や先生方と話をするところから、
気づき・学ぶことも多く、面白いと感じています。

14

