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田子町へようこそ！
６月２９日から７月４日にかけて、姉妹都市アメリカ・カリフォルニア州ギルロイ市から高校生８
名、引率者２名の研修団が来町しました。詳しくは３ページをご覧ください。
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●今月の話題

たっこ
にんにく
を満喫
第７回

田子にん
にく収穫
祭
掘り取り体験

６月 日と 日、田子にんにく収穫祭が行われ
ました。これは、にんにく収穫祭実行委員会（佐
藤裕一実行委員長）の主催によるもので、７回目
の開催となります。
日は田子町農山村広場を会場に、にんにく掘
り取り会場で佐藤実行委員長は、
「今年は大きい
ものが多く、はずれもなく上出来です。楽しんで
帰ってください」と述べ、同委員長や山本晴美町
長、澤口勝町議会議長などにより掘り取り解禁の
テープカットが行われ、祭りがスタートしました。
セレモニー後には、１年のうち今しか味わうこ
とのできない生にんにくを求め、今年も青森市や
岩手県一関市など、町内外からたくさんの方がに
んにく掘り取り体験に参加し、自分で収穫した生
にんにくを手に満足そうな様子でした。出店が並
んだ広場では、田子豚のケバブや丸ごとにんにく
の素揚げなどに長い列ができていました。
ステージでは、田子幼稚園、田子保育園の園児
らによるアトラクションや田子神楽が披露され、
近隣市町村のご当地キャラが参加したウルトラク
イズ、たっこ王子とのじゃんけん大会などが行わ
れました。その他には、なりきりアイドルの松森
聖菜さんや堀江淳さん、シンガーソングライター
さん、ザ・トリニティーボイスのライブ
の megu
や、ゼログラビティクルーによるパフォーマンス
が会場を沸かせました。
日は関地区の「関所の茶屋」でも実施され、
黒にんにく入りカレーが販売されました。
また、八戸市庁発着のシャトルバスも両日運行
され、イベント期間中で約５３００名が会場を訪
れました。
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にんにくどっぴき

田子幼稚園のお遊戯

掘り取り解禁のテープカット

滝上寿也歌謡ショー

田子神楽

田子豚ケバブ
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●今月の話題

三本松の前で記念撮影
議場を見学
掃除も体験（田子小学校）
創遊村でせんべい作り体験
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ツイスターゲーム
（イングリッシュ・
デイ・キャンプ）

６月29日から７月４日にかけて、
姉妹都市アメリカ・カリフォルニア
州ギルロイ市から高校生８名、引率
者２名の研修団が来町しました。こ
れは、ギルロイ市の非営利団体「ギ
ルロイ－田子短期留学プログラム
（ＧＴＳＥＰ）
」による、青少年の国際
教育を目的とした海外派遣事業で、
今年度で９回目の来町となります。
研修団はプログラムの中で町内各
学校を訪れました。田子高校では授
業を参観し、郷土芸能部の生徒たち
から流し踊りのレクチャーを受けま
した。その後、中学校へ移動し、中
高合同レクリエーションイベントの
長縄跳びや綱引きに参加して汗を流
しました。
田子幼稚園では、よさこいソーラ
ンを見学し、生徒たちは鳴子を持ち、
見よう見まねで挑戦していました。
また、田子小学校では英語の授業に
参加し、児童たちとの給食を楽しみ

田子町を体験した６日間

ホストファミリーへ
さよならスピーチ

～ギルロイ市高校生短期研修～

（上）流し踊りの太鼓に挑戦
（下）中高生と綱引き

一緒によさ こ い ソ ー ラ ン （ 田 子 幼 稚 園 ）

GTSEP

ました。
６月30日には、中央公民館でイ
ングリッシュ・デイ・キャンプが行
われ、町内の中学生・高校生が参加
しました。ゲームやダンスで打ち解
け、英語でコミュニケーションをと
り、ラジオ体操やすいか割りを体験
しました。
また、みろくの滝や新田の水車小
屋を訪れた他、耕田寺では座禅につ
いて説いていただき、田子町と様々
な日本文化について幅広く学びまし
た。
さよならパーティーでは浴衣や甚
平に身を包み、食事をしながらホス
トファミリーとの時間を楽しんでい
ました。ホストファミリーへのスピ
ーチで生徒らは、
「家族の一員とし
て接してくれた」
「自分にとって特
別な家族だと感じた」と述べ、田子
町で過ごした６日間は、生徒たちに
とって充実したものとなりました。

●トピックス

託事業における人権啓発映
画上映会が行われました。
人権擁護委員の清水広陳さ
んは「この活動は思いやり
を持った子どもを育てるた
めに行われています。長い
時間になるかと思います
が、頑張って映画を鑑賞し
てください」と述べました。
鑑賞を終えた児童たちか
らは、
「いじめは良くない
ことであることがよくわか
った」
「映画の主人公がポ
ジティブに考えることがで
きていて、すごいと思った」
などの感想が発表され、思
いやりの大切さについて学
んだ一日となりました。

水ってどこから来るの
～水道施設見学会～
（※写真３）

と紫外線を使って消毒・殺
菌する設備を見学しました。
この施設から送られている
水は、大黒森のわき水で田
子地域に供給されています。
児童たちは初めて見る施
設に興味津々で「水はどこか
ら来るのか」
「消毒された水
がなくなることはあるのか」
などの質問をしていました。
消毒された水はＤＰＤ試薬
を入れるとピンク色になる
ことを建設課職員が実演し
てみせると、児童たちから
は歓声があがっていました。

田子小にんにく収穫体
験 （※写真４）
６月 日、種子利男さん
（野々上）の畑で田子小学校
３学年の児童がにんにく収
穫体験をしました。種子さ
んから、収穫の際には手袋
を必ず着けること、にんに
くをどのように並べるかな
どを教わった後、畝に沿っ
て一列に並び、一斉ににん
にくの収穫をしました。大
きいにんにくがとれると、
友達同士で大きさ比べをし

）
感謝状が贈られた
川上さん（右から２人目）
（写真

）
人権擁護委員の方のお話
を聞く児童たち
（写真

様子

（写真

（写真

）
田子小・上郷小の見学の

）
収穫の様子

３

４

人権擁護委員感謝状
伝達式 （※写真１）
６月 日、役場公室で川
上幸子さん（七日市）に青
森地方法務局八戸支局鳴海
藏麿支局長から感謝状が、
八戸人権擁護委員協議会田
端常雄会長から記念品が伝
達されました。川上さんは、
平成 年 月１日から平成
年５月 日まで、６年８
カ月の間活動してこられま
した。また、人権擁護委員
として１５１回（うち人権
啓発活動 回）の活動に従
事されました。
川上さんは、子どもたち
との活動を通して「子ども
たちの真剣な眼差しを見て、
このまま育ってくれればい
いなと思っている」と話し
ていました。

人権啓発映画上映会
（※写真２）

役場建設課では６月の水
道週間行事の一環として、
水道施設見学会を行ってお
り、６月 日、田子小学校
４学年 名と上郷小学校３・
４学年６名を対象に開催さ
れました。参加した児童ら
は椛山浄水場を訪れ、薬品
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６月 日、田子小学校を
会場に、町内３つの小学校
の児童を対象にした、平成
年度人権啓発活動地方委
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たり、大きな声で先生を呼 国際交流推進員
んだり、とてもにぎやかに 歓送迎会 （※写真６）
収穫が行われました。収穫
６月 日、ガーリックセ
したうちのにんにく１玉を
お土産としてもらった児童 ンターで国際交流推進員歓
たちは、カレーやラーメン、 送迎会が行われました。第
代国際交流推進員のベン
チップにしてサラダに入れ
て食べるなどうれしそうに ジャミン・ペレズさんは、
任期を終え母国アメリカに
話していました。
帰国しました。歓送迎会で
不法投棄現場跡地現場 は、記念品として、ベンジ
ャミンさんには名前と２２
見学・草刈り体験会
９（にんにく）の背番号入
（※写真５）
りのヴァンラーレ八戸のユ
ニフォームが、第 代国際
交流推進員のパール・バス
さんには友好の証として法
被が贈られました。会食が
始まると、ベンジャミンさ
んとパールさんが各テーブ
ルをまわり、参加者はベン
ジャミンさんと思い出話や
別れのあいさつを交わして
いました。
７月からは、パールさん
が新しい国際交流推進員と
して着任しています。ベン
ジャミンさんとパールさん
からのメッセージは裏表紙
で紹介しています。
６月 日、田子町と二戸
市にまたがる県境産業廃棄
物不法投棄の現場で、平成
年と 年に県民の皆さん
や企業の方々のご協力によ
り植樹した、５万４千平方
メートルの跡地（ブナやミ
ズナラなど 種類約３万
本）の見学会と草刈り体験
会が青森県主催で行われま
した。
当日は天候も良く、町内
外からの参加者約 人が、
植樹後の木の生育状況を確
認し、生育の妨げにならな
いように草の刈り払いに汗
を流しました。
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（写真

）
長縄飛びの様子

）
草刈り体験をする参加者

（写真

（写真

）
記念品贈呈
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中高合同レクリエーシ
ョンイベント （※写真７）
６月 日、田子中学校体
育館で、中高合同レクリエ
ーションイベントが開催さ
れました。これは、田子中
学校と田子高校との中高連
携において、生徒間の交流
を図るものです。イベント
自体は３年ぶりの開催で、
この日はＧＴＳＥＰも来町
しており、ギルロイ市の高
校生も参加しました。
Ａ〜Ｆのチームに分か
れ、長縄跳びや綱引きが行
われました。長縄跳びでは、
分の制限時間内に連続で
跳べた回数を競いました。
各チームが記録を更新する
たびに歓声があがり、ハイ
タッチをするなどして喜び
を共有していました。
最後に田子高校の中村ま
り子校長は「このような貴
重な時間を持ててよかった
です。やりきることを学ぶ
いい機会となりました」と
述べ、イベントを締めくく
りました。
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●トピックス

ＦＡＮ
田子高校
田子高校応援シリーズ③

可能性が広がる！
「ギルロイ海外語学研修」
田子高校の「ギルロイ海外語学研修」では、毎年１月初
旬に９日間程度、田子町の姉妹都市であるアメリカカリフ
ォルニア州ギルロイ市を生徒が訪問しています。１年生の
希望者が対象ですが、
「田子中学校でギルロイ研修に参加し
て良かったので、高校でも参加したい」という生徒や、その
一方で「中学校時代は参加できなかったが、高校では参加し
たい」という生徒もおり、この研修の参加を目標にして田子
高校に入学してくれたのだと感じます。研修旅費を田子町
に援助していただくことにより、多くの生徒に貴重な機会
を与えることができております。
研修では、一般家庭にホームステイすることで、英語に
たくさん触れ、アメリカの家庭生活の中で文化や習慣を学
ぶことができます。また、ギルロイ市の高校を訪問して学
校生活を体験し、近隣の大学を見学することができるので、
生徒からは「高校卒業後の進路選択の参考になった」という
声が聞かれます。このように海外の人々と交流することで、
視野を広げることができています。
田子高校には、入学当初「自分の英語力に自信がない」
と話す生徒が多くいます。本校のギルロイ研修の事前指導
では、田子町の CIR や ALT に来校していただき、現地での
生活に向けて英会話練習を行っています。また、現地の高
校生の前で日本文化紹介を行うため、準備や練習をします。
１２月には毎日放課後、練習を重ね、聞き手に伝わるよう
な英語で話す訓練を行っています。さらに、学校での研修
の他に、ガーリックセンターでの英会話教室や、国際交流
イベントにも積極的に参加しています。ギルロイに滞在す
る期間だけでなく、事前研修でも、町の方々から多くの支
援を受けており、このことが生徒にとって大きな力となっ
ていると感じています。
（英語科 教諭 駒木敬子）

「英語に自信がもてた」
私がギルロイ研修に参加して良かっ
たと感じたことは、今まで習ってきた
英語が伝わったことです。研修に参加
して自分の英語に自信を持てたこと
で、英語検定準２級にも合格できまし
た。元から英語が得意だったわけでは
ないので、とてもうれしかったです。英語が苦手でも楽し
く学ぶことができるので参加して良かったです！
（３年 国際・教養コース 西村泉）

☆学童だより

すくすく館分館

田子町社会福祉協議会
☎32-4045

６月23日、田子分館で、
簡単クッキングを行いまし
た。今回は管理栄養士の高
橋えりさんを講師にお招き
し、オリジナルのフルーツ
サンドとイチゴミルクを作りました。子ども
たちは計量やナイフでフルーツのカット・皮
むきに挑戦し、初めは不安げでしたが、先生
に教えてもらうことで徐々にコツをつかんで
いるようでした。子どもたちは作り上げた特
製おやつにご満悦の様子♪
一人ひとりに工夫や特徴が
表れていてとても面白かっ
たです。後日早速「お家で、
違うフルーツを使って作っ
てみたよ♪」といううれしい声も聞けました。
今回のクッキングを通して食への関心や、作
る人への感謝の気持ちが高まることを願って
います。今後も簡単クッキングは不定期で開
催する予定です。
（担当：福田）

みんなで食べよう！
超かんたん、野菜料理
なすのおつまみ
サラダ

（材料）

なす 1本（約120g）
、ごま油 小さじ1
Ａ（しらす 20g（大さじ2）
、おろし生姜 小さ
じ１、塩 小さじ１/3、酢 小さじ２、白いり
ごま 小さじ1/2）
青じそ 1枚

青じその代わりに
みょうがや鰹節を
合わせて食べても
おいしいですよ !

（作り方）
①なすを薄めの輪切りにして皿に並べ、ご
ま油を回しかける。
②なすが柔らかくなるまでレンジで加熱す
る。
（目安：600w で2分）
③②に A を混ぜ合わせて器に盛り、ちぎっ
た青じそをのせたらできあがり。
☆生しょうがを使うと風味が高まり、薄味
でもおいしく味わえます。
☆しらすを一緒に食べると、タンパク質と
カルシウムも補給できます。
☆なすは大豆料理と一緒に食べると『スタ
ミナ増強』の効果があります。

（地域包括支援課栄養士 岡﨑）
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●お知らせ

■ あなたも参加しませんか？ 「住民主体の

■ 田子町認知症初期集中支援チームが

住民の介護サービスや行政の取
り組みに対する理解、介護サービ
スの充実や地域力の高揚と、地域
で関わってもらえる人材の発掘を
目指し、より多くの町民の皆さまに、田子町の現状を
認識していただくとともに、普段の生活の中で感じて
いる不便なことなどを話し合う取り組みです。
前回は６月１１日に、町内のケアマネージャーをは
じめ、民生委員や保健推進員、サロンリーダーなど、
既にさまざまな形で活躍している町民のみなさん20人
に参加していただき実施しました。
全体の進行及びコーディネーターを東京
福祉大学の熊谷大輔氏（写真）にご協力い
ただき、意見交換を行いました。
次回は下記のとおり実施する予定です。
地域づくりに参加したい、興味のある方のご参加を
お待ちしております。
▼内容 「１人暮らしの不安がなくなる方法」
「みんなが集まる集会場の活用方法」
▼日時 ８月２９日（水）午後２時～５時
▼場所 せせらぎの郷会議室
▼申込・問い合わせ先
役場地域包括支援課介護支援グループ（中村）
☎２０−７１００

町では認知症になっても住み慣れた地域で安心して
生活していけるように ､ 認知症の早期発見・早期支援
を目的に新たな取り組みをはじめました。
◎認知症初期集中支援チームとは？
せせらぎの郷内の田子町地域包括支援センターに配
置し、はちのへ認知症疾患医療センターの専門医師と
保健師等の専門職で構成しています。
◎どんな活動を行うのか？
認知症の疑われる方等の自宅に訪問し、本人の様子
の確認や家族への助言などの支援を、初期に色々な面
から集中的に行い ､ 自宅での自立した生活をサポート
します。
◎対象となる方はどのような方か？
田子町民で ､ 自宅で生活されており、かつ認知症の
方やその疑いのある方で、次の①～③のいずれかに当
てはまる方
①認知症の診断を受けていない方、また
は治療を中断している方
②医療・介護保険サービスを利用してい
ない、または中断している方
③認知症による症状が強く、対応に困っている方

支え合い体制づくり」ワークショップ

サポートします！

問 問

○認知症は早期発見・早期治療が大切です。
「もしかして認知症かな…」と思ったらまずはご相談
ください。

◎前回の様子

田子町地域包括支援センター ☎２０－７１１０
役場地域包括支援課包括ケアグループ（せせらぎの郷）
（横田）☎２０－７１００

■ 高齢者講習の早期受講についてのお願い
（70歳以上の方が対象）

問

運転免許証の有効期限満了日の約６カ月前、▽７５歳
未満の方に「高齢者講習通知書」
、▽７５歳以上の方に
「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、まずは教習所に電話し、早
■ 第４回「くらし」と「しごと」田子町無料相談会 めに予約をしてください。
▼予約方法 通知書に県内の教習所の電話番号が記載
一人で悩まず、相談してみませんか？
されていますので、ご希望の教習所にご自身で電話
事前にご予約いただければ、待たずに確実にご相談
をして予約してください。
可能です。
▼内容 失業・介護・病気・ひきこもり・借金等の相談 ▼注意事項
・自動車教習所によっては、予約がいっぱいで数カ月
▼日時 ８月１６日（木）午後１時～４時
先になる場合もあります。
▼場所 せせらぎの郷１F（診察室または会議室）
・高齢者講習を受講すると「高齢者講習修了証明書」
▼相談対応者・問い合わせ先
が交付され、免許証の更新時に必要となりますので、
NPO 法人ワーカーズコープ三戸地域自立相談窓口
紛失しないようにご注意ください。
八戸市一番町一丁目２－２８ 黒沢ビル２F
☎０１７８－５１－８７５５
三戸警察署田子警察官駐在所 ☎３２－３１０９
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●お知らせ

■ 後期高齢者医療被保険者のみなさまへ
１．お薬代負担軽減のご案内

■ 児童扶養手当現況届の提出をお忘れなく!!

問

毎年提出していただいている現況届を、今年も下記
ジェネリック医薬品に切り替えることにより、お薬 の期間に提出していただくことになります。
これは所得額及び受給資格を確認するため毎年提出
代が安くなる可能性がある方に対し、参考までにどの
していただくもので、現況届が提出されないと受給資
くらい安くなるのかお知らせする「お薬代負担軽減の
格がなくなり、認定請求もできなくなる場合がありま
ご案内」を１０月に送付します。
ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、先発医薬品の すので、必ず本人が提出してください。
特許期間の終了後に、先発医薬品と同じ成分を使って ▼受付期間 ８月１日（水）～８月３１日（金）
月～金曜日 午前８時15分～午後５時
製造され、効き目や安全性が確認されているお薬で、
※上記の期間、または時間内に来庁でき
お薬の価格が２割～８割程度安いのが特徴です。
ない場合は担当までご連絡ください。
ジェネリック医薬品の利用を希望する方は、医師や
薬剤師にご相談ください。
役場住民課子育て定住移住支援室（小原）
詳しくは、青森県後期高齢者医療広域連合（☎０１７
☎２３－０６７８
－７２１－３８２１）へお問い合わせください。

２．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

■ 田子町戦没者追悼式開催のご案内

先の大戦において亡くなられた方々の御霊を追悼
し、併せて平和を祈念する追悼式を開催します。参加
年齢到達などにより、年度途中で後期高齢者医療制
希望の方々は以下をご覧の上お申し込みください。
度に加入することになった方の保険料は、原則年金か
▼日時 ８月１７日（金）午前10時～11時
ら特別徴収（年金から天引き）されますが、特別徴収さ
▼場所 メモリアルたっこホール
れるまで時間がかかるため、しばらくの間納付書で支
（田子字釜淵平５６－１）
払っていただくことになります。
▼参加方法 ８月９日（木）までに電話にて
新たに後期高齢者医療制度に加入する方や、納付方
申込み願います。参加費は無料です。
法が変更となる方など、保険料の納め忘れが多くなっ
※詳細につきましては、各戸に配布するお知らせを
ていますので、口座振替による納付をおすすめします。
ご覧ください。
納付書でのお支払いは口座振替に変更でき、一度申請
▼申込・問い合わせ先
していただければ継続して口座振替されます。
役場住民課住民環境グループ（大橋）☎２０－７１１３
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。

３．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市町村の担当課ま
た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。

４．かかりつけ薬局を持ちましょう

問

いつも利用する「かかりつけ薬局」があると、薬歴
（薬の服用記録）管理や、飲み合わせによる副作用の防
止など健康管理をサポートしてくれます。かかりつけ
薬局を持ちましょう。
役場住民課福祉給付グループ（山内）☎２０－７１１９

■ 青森県合同移住フェア
青森県では、８月２５日（土）
、首都圏から青森県へ
の移住促進に向けて、県の関係機関や市町村が参画・
結集し、青森県の「仕事」
「暮らし」
「住まい」など移住
に役立つ情報を一体的に提供する「青森県合同移住フ
ェア」を開催いたします。
三村知事のプレゼンテーション、先輩移住者トーク、
さまざまな相談に対応する個別相談会など盛りだくさ
んのプログラムをご用意し、本県へのＵＩＪターンを
お考えの方をサポートします。首都圏在住の青森県出
身者のご来場者をお待ちしております。
▼開催日時 ８月２５日（土）午後１時～５時
▼開催会場 サピアタワー５階サピアホール
（東京都千代田区丸の内１－７－１２）
▼申込・問い合わせ先
青森県地域活力振興課移住・交流推進グループ
☎０１７－７３４－９１７４ FAX ０１７－７３４－８０２７
☆詳しくは、青森県移住・交流ポータルサイト「あお
もり暮らし」をご覧ください。

8

●お知らせ

■（仮称）田子小国風力発電事業環境影響評価

■ 農業振興地域整備計画の全体見直しを

田子町、三戸町及び秋田県鹿角市において、日立造
船株式会社が計画している風力発電事業に関して、環
境影響評価に係る調査、予測及び評価の手法をとりま
とめた「環境影響評価方法書」を以下の通り縦覧して
おります。
また、事業及び方法書の内容についての説明会を以
下の通り開催いたします。
▼縦覧書類
（仮称）田子小国風力発電事業環境影響評価方法書
▼縦覧場所 田子町役場住民課
▼縦覧期間 ８月２４日（金）～９月２５日（火）
※電子縦覧ホームページ
（http://www.hitachizosen.co.jp/）
▼意見書の受付
環境影響評価方法書について、環境の保全の見地か
らのご意見をお持ちの方は、意見書に氏名、住所及び
意見をご記入のうえ、締切日までに意見書箱にご投函
いただくか、以下の問い合わせ先への郵送により受付
いたします。
※意見書及び意見書箱は縦覧場所に設置しております。
また、意見書は当社ホームページよりダウンロード
が可能です。
・締切日 １０月９日（火）
※郵送の場合は、当日消印有効

町では現在、農業振興地域整備計画【農振計画】の
見直し作業を進めています。
この整備計画は、農業振興地域の整備に関する法律
に基づき、おおむね今後５年から10年を見通し、地域
の概要、農業振興の基本構想などの方向を明らかにし、
これに即して農振農用地などの用途区分を策定（変更）
するものです。
全体見直しの完了は、平成３１年３月
を予定しています。
▼農振除外等の申請期限
全体見直しに伴い、農振農用地からの除外、編入、
用途変更に係る各申請の受付は、次のとおりとします
ので、除外等を計画されている場合は期限までに申請
してください。
１．変更受付期限 ８月10日まで
２．受付休止期間 ８月11日から全体見直し完了まで
▼留意点
農振計画は、法律に基づき策定するものであるため、
申出された土地すべてが農振農用地から除外できるも
のではありませんので、ご承知おきください。

方法書」の縦覧及び説明会の開催について

問

問

●環境影響評価方法書に関する説明会
▼日時 ９月１９日（水）午後６時～ ※９０分程度
▼場所 中央公民館研修室

行います

役場産業振興課農業振興グループ（中村）
☎２０－７１１５

■ 農地の借受希望者と、農地の貸付希望者を
募集中～農地中間管理事業で有利に規模拡
大を！～

日立造船株式会社（担当：松澤）
〒559-8559 大阪市住之江区南港北１丁目７番89号
☎０６－６５６９―０２１４

問

公益社団法人あおもり農林業支援センターでは、県
から農地中間管理機構の指定を受け、農地中間管理事
業を実施しています。
この事業は、経営規模を縮小する出
し手農家から機構（支援センター）が
■ 個人事業税について
農地を借り入れ、公募に応募し公表さ
個人事業税は、物品販売業、請負業、不動産貸付業、 れた規模拡大する受け手農家に、まとまった農地を貸
医業、理容業などの事業を営む個人の方に、前年中の し付けるものです。
所得をもとに課税される県の税金です。
受け手の公募は、機構（支援センター）のホームペ
８月上旬に送付される納税通知書により、原則とし ージに掲載するほか、産業振興課、農業委員会の窓口
て８月と１１月の二期に分けて納めていただきます。
に応募用紙を用意しております。
今年度の第一期分の納期限は８月３１日（金）です。
農地の借受希望者及び貸付希望者について、随時募
期限までにお近くのコンビニエンスストアや金融機関 集中です。詳細については、産業振興課、農業委員会、
などで納めてください。
または支援センターへご相談ください。
※詳しくは、県庁ホームページの検索キーワードに
公益社団法人あおもり農林業支援センター
「個人事業税」を入力してください。
☎０１７－７７３－３１３１
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問 問

問

三八地域県民局県税部課税第一課
☎０１７８－２７－５１１１ 内線２１０

役場産業振興課 ☎２０－７１１５
田子町農業委員会 ☎２０－７１２０

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競技結果
総合第5位
６月３日・９日・10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した。
郡内から1,300人を超える役員、選手が集まり、
日頃の練習の成果と町の名誉をかけて、熱戦が繰り
広げられました。
競技結果は、総合第５位となっております。
サッカー競技

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 ８月26日（日）
▽ルート名 たんないルート
下丹内～丹内～丹内沢～104号線～下田子
～上野観音堂～中央公民館
・はっするコース：8.8Km
・おきがるコース：4.4Km
▽集合場所 中央公民館（午前８時40分までに）
▽受 付 当日の参加も受付いたします。
◎次回のルート情報
▽とき ９月23日（日） ▽ルート名 ○○○○ルート
※そばまつりルート日程変更について
10月14日（日）→10月21日（日）

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 ８月10日（金）
、24日（金）
午後７時〜８時30分
▽ところ 中央公民館ホール・和室

ソフトテニス競技

弓道競技

各競技の上位入賞をお知らせします。
☆団体競技
◎第２位 バレーボール競技男子、相撲競技
◎第３位 軟式野球競技、バドミントン競技
☆個人競技（個人戦）
【第１位】
◎陸上競技 男子40歳以上2,000M 森崎進也
男子年令制限なし走り高跳び 山崎健太
【第３位】
◎相撲競技 山市康寛
◎陸上競技 男子30歳以上1,500M 森崎進也

第26回青森県民駅伝競走大会
▽と き ９月２日（日）正午スタート
▽ところ 青森市内県民駅伝コース

第64回田子町民大運動会
▽と き ９月９日（日）
▽ところ 町立田子小学校グラウンド（予定）
※詳細は全戸配布されるチラシをご覧ください。

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

●フラダンス健康講座
▽と き ８月２日（木）
、17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
●フラワーアレンジメント教室
▽と き ８月28日（火）午後７時～９時
▽ところ 上郷公民館研修室
●いけばな講座
▽と き ８月18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 ８月９日（木）
、23日（木）
午後６時30分～８時
▽ところ 中央公民館和室
▽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
●俳句講座
▽と き ８月６日（月）午後６時30分～８時30分
▽ところ 中央公民館研修室
※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
夏休みは図書館へ
「第10回 絵本屋さん大賞」特集
●「絵本屋さん大賞」特集

●健康
▽自分で強化する！腎機能
／494ジ
▽薬草のちから／新田理恵
／499ニ

絵本を中心に紹介する雑誌
「ＭＯＥ」が全国3000人の絵
本専門店・書店児童書担当者
にアンケートを実施し、2017
年に最も支持された絵本30冊
を決定！ 大人も子どもも楽し
める絵本を、図書館で展示 ･
貸出します。

●ＤＩＹ、手芸
▽ＤＩＹでできる！ガーデン家具
＆エクステリア／592デ
▽藍で染めるカンタン絞り染め／
続／593ア

今年の第１位はどの絵本？

●「中学生・高校生におすすめ」本棚～ティーンズコーナー
図書館を入ってすぐ右側の本棚は、
中学生・高校生にすすめる本を集め
た「ティーンズコーナー」です。夏休
みは読書に親しむチャンスです。優

れた児童文学は大人の文学と変わり
ません。子ども時代に児童文学を読
んでいない大人にもおすすめです。
ぜひ読書を楽しんでください。

●歴史・時代小説
▽騒動／百万石の留守居役11 ／上
田秀人／913ウ
▽異郷のぞみし／空也十番勝負青春
篇４／佐伯泰英／913サ
▽群青色の波／口入屋用心棒41 ／
鈴木英治／913ス
▽青嵐の坂／葉室麟／913ハ
▽元禄お犬姫／諸田玲子／913モ
▽長兵衛天眼帳／山本一力／913ヤ
●ミステリー・警察小説など
▽三毛猫ホームズの復活祭／赤川次
郎／913ア
▽殺生伝３／封魔の鎚／神永学／
913カ
▽未必のマクベス／早瀬耕／913ハ
▽未来／湊かなえ／913ミ

中学校国語教科書で紹介している本など

夏休みおすすめ文学

●図書館休館のお知らせ
９月１日（土）～９月30日（日）の期間、空調設備改修工事のため、図書
館は休館します。ご不便をおかけしますが、どうぞご理解をお願いします。
８月は一人10冊貸出します。休館日前にどうぞ図書館をご利用ください。

図書館おやすみカレンダー

8月の図書館行事
▼８／４（土）午前11時
読書マラソン表彰式
▼８／25（土）午前10時30分
本の読みきかせととしょかんクラブ
「ふきこま」であそぼう

▼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

11

※８／12（日）
「本の読み聞かせととしょか
んクラブ」はお休みです。
※８／15（水）は午後４時で閉館します。
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）

●そのほかの小説など
▽幸腹な百貨店３／秋川滝美
／913ア
▽その話は今日はやめておきましょ
う／井上荒野／913イ
▽ロンリネス／桐野夏生／913キ
▽死の島／小池真理子／913コ
▽万引き家族／是枝裕和／913コ
▽ファーストラブ／島本理生
／913シ
▽六月の雪／乃南アサ／913ノ
▽傍流の記者／本城雅人／913ホ
▽ののはな通信／三浦しをん
／913ミ
▽ミルク・アンド・ハニー／村山由
佳／913ム
▽婚活食堂／山口恵以子／913ヤ
▽ウォーターゲーム／吉田修一／
913ヨ
●エッセイなど
▽役に立たない人生相談２／佐藤愛
子／914サ
▽愛することばあなたへ／瀬戸内寂
聴／914セ
▽夫の後始末／曾野綾子／914ソ

情報スクランブル

▽危険な場所が
な い か 確 認 し、
危険な場所では
子どもを遊ばせ
ないようにしま
しょう。
▽必ず大人が付
き添って、子どもから目を
離さないようにしましょ
う。
▽釣りをする時やボートに
乗る時などは、ライフジャ
ケットを着用しましょう。

▽三戸警察署田子駐在所
☎ ‐３１０９

ずつ遊ぶ
・注意事項をよく読む
◎お盆の迎え火・送り火
・水バケツを準備する
・風の強い日は焚かない
・火が完全に消えるまでそ
の場を離れない
◎水遊び・水泳
・子供だけで海や川に行か
ない
・泳ぐ前に健康状態の確認
をする
・準備運動を必ず行う
・子供から目を離さない
・遊泳禁止の場所には近づ
かない

▼三戸消防署 田子分署
☎ ‐３１０４
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22 二種混合予防接種（６年生）

（水）
（せせらぎの郷）午後1:00〜

二種混合予防接種（６年生）
（せせらぎの郷）午後1:00〜
田子小学校若年健診結果説明会
（せせらぎの郷）午後2:00〜
3 生きがい倶楽部（上郷公民館）
（金）午前10:00〜午後2:30
7 生きがい倶楽部（老人福祉センター）
（火）午前10:00〜午後2:30
8 予防接種（せせらぎの郷）
（水）午前10:30〜
二種混合予防接種（６年生）
（せせらぎの郷）午後1:00〜
田子小学校若年健診結果説明会
（せせらぎの郷）午後2:00〜
10 生きがい倶楽部（上郷公民館）
（金）午前10:00〜午後2:30
16 自立支援窓口（せせらぎの郷）
（木）午後1:00〜4:00
17 生きがい倶楽部（上郷公民館）
（金）午前10:00〜午後2:30
20 ことばの教室（田子保育園）
（月）午前9:00〜正午
21 生きがい倶楽部（老人福祉センター）
（火）午前10:00〜午後2:30
22 こども健診（せせらぎの郷）
（水）午前9:30〜11:30

田子小学校若年健診結果説明会
（せせらぎの郷）午後2:00〜
23 デイケア（せせらぎの郷）
（木）午前9:30〜午後1:00
24 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
28 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
29 予防接種（せせらぎの郷）
（水）午前10:30〜
子宮頸がん予防接種（中１）
（せせらぎの郷）午後3:30〜4:30
31 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
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。
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町の人口

1 乳児健診（せせらぎの郷）

平成 年 月 日現在

８月の主な保健・介護予防事業予定表
（水）午前10:00〜

■警察署 コーナー

●夏の水難事故を防止しよう
楽しい夏場のレジャーで
は、毎年、川や海での事故
で尊い命が失われています。
青森県では昨年、 件の水
難事故が発生し、 人の方
が事故に遭っています。そ
のうち７月と８月は合わせ
て１件発生しており、１人
の方が事故に遭っています。
◎子どもの水難事故防止
▽天候の変化に注意し、悪
天候の時には海に出ないよ
うにしましょう。

■消防署 コーナー

●楽しい夏休みを過ごそう
楽しい夏休みがやってき
ます。この時期は、花火や
お盆の迎え火、送り火によ
る火事、また、海や川、プ
ールでの事故が発生しやす
いので、次のことに注意し
ましょう。
◎花火遊び
・大人と一緒に遊ぶ
・水バケツを準備する
・広い場所で遊ぶ
・人や建物に
絶対向けない
・不発の花火
を燃やさない
・花火は一本
32
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世帯数／2174（±０）
人口／5590（−４）
男／2709（−６）
女／2881（＋２）
（ ）内は前月比です

誕生
ともか

●橋本朋佳（桂州・美沙子）
／サンモール
み

ゆ

●中澤心結（光継・るみ）
／西舘野
※（

）内はご両親、
“／”のあとは行政区です

結婚
●大平浩司（野月）
山市美代子（干草場）

お悔やみ
●田畑幸榮（87歳）杉本
●脇山スミ（83歳）根渡
●山﨑三太郎（94歳）下田子
●白板ミヨ子（89歳）原
●山崎博志（88歳）夏坂
● 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 清水頭小学校）

写真
31

編集後記

（正）工藤僚哉ちゃん
H29.6.15（上野）
山本旺芽ちゃん
H29.6.14（根渡）

今月号の話題として、ＧＴＳＥ
Ｐの来町を取り上げました。７月
１日、ホストファミリーとの自由
行動の日、あるご家庭に私も同行
させていただき、十和田湖へ向か
いました。スワンボートに乗った
り、乙女の像の前で同じポーズを
とったり、神社でおみくじを引い
たりして、素敵な時間を共有する
ことができました。
田子町、そしてホストファミリ
ーと過ごした時間が、彼らの思い
出としていつまでも残り、いつか
田子町との交流で再び出会えるこ
とを願っています。
（広報担当 まつやま）
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は終始笑顔で楽しみながら
取り組むことができました。
陸上教室終了後には、
「足
が速くなったような気がし
てきた」
「運動会が楽しみに
なった」などの感想が聞か
れ、運動会に向けて走る楽
しさと自信をつけることが
できたようでし
た。 箱 根 駅 伝 で
優勝経験のある
東洋大学の現役
監督と選手に教
えていただいた
こ と は、 子 ど も
た ち に と っ て、
大変貴重な体験
と な り ま し た。
最初に十分なス
トレッチをして、
体を温めてから
運動することが
けが予防につな
が る こ と、 正 し
い走り方で走ることが大切
だということを理解しまし
た。今回学んだことを活か
して、運動会や陸上記録会
で少しでも速く走れるよう
になればいいなと願ってい
ます。

◎お詫び ７月号裏表紙の
「は
じめてのハッピーバースデイ」
に掲載した２名のお子様の行
政区と生年月日の表記が逆に
なっていました。正しくは下
記のとおりです。お詫びして
訂正いたします。

清水頭小学校

５月 日、清水頭小学校
の校庭で、東洋大学の酒井
監督と大学生に来ていただ
き、
陸上教室が行われました。
ウォーミングアップでは、
膝 を 伸 ば し て 歩 く も の や、
四肢を使ってクモのように
進 む 運 動 な ど を し ま し た。
子どもたちは、四苦
八苦しながらも、監
督や大学生の動きを
見ながら、見よう見
まねで取り組んでい
ました。
次に、少しでも速
く走るために必要な
動き方について教え
ていただきました。
腕の振り方やもも上
げ、 ス キ ッ プ な ど
様々な動きを取り入
れ、正しいフォーム
について指導を受け
ました。
最後は、大学生と一緒に
鬼ごっこをして触れ合いま
した。走り回る子どもたち
は大はしゃぎで、追いつか
れまいと懸命に走っていま
した。
運動会目前に開かれたこ
の陸上教室に、子どもたち

思い出の田子町

学校の話題

情報スクランブル

にんにくとべごまつり

1987年（昭和61年）

当時は大福山で開催。入口で
べごが来場者をお出迎えして
いました。

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７０５号
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第20代国際交流推進員

ベンジャミン・
ペレズさん

パール・バスさん

私の名前はパール ･ バスです。
ギルロイから来ました。21歳で
す。ペンシルバニア州ルイスバ
ーグのバックネル大学でドイツ学と音楽を勉強し
ました。趣味は歌うこと、パンを焼くこと、読書、
旅行です。
子どもの頃、母に田子町のことを教えてもらい
ました。そして、両親から日本のことを学んで育
ちました。
ギルロイでは、田子町とギルロイの姉妹都市交
流を知らない人がまだたくさんいます。私は、田
子町のすばらしいところをもっとたくさんの人に
知ってもらいたいです。私の両親が私に教えてく
れたように、ギルロイの人たちと、田子町の交流
を一緒に体験して、姉妹都市交流をもっと推進し
たいです。
私を歓迎してくれて本当にありがとうございま
す。よろしくお願いします！

はじめてのハッピーバースデイ

平成29年７月に生まれた満１歳のお友だちです。
え

ま

●澤口絵舞ちゃん

Ｈ29.7.23
（川向・女の子）
絵舞ちゃんお誕生日お
めでとう！ 可愛い笑
顔に癒されます★ い
っぱい食べて遊んで大
きくなってね♪
たかひろ

●滝沢貴寛ちゃん

Ｈ29.7.25
（西舘野・男の子）
１歳おたんじょう日お
めでとう。これからも
モリモリ食べて大きく
なってね。

ト
イベン
報
情

▽と き
８月25日（土）
午後１時30分～
（午後１時開場）
▽ところ
タプコピアンプラザホール

◎「雪の断章 －情熱－」上映
◎トークショー
（出演 斉藤由貴さん ほか）
※都合により、出演が変更になる
場合があります。

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/

１年前、初めて田子に来たと
き、
「ワオ！私は本当に日本に
いるんだ！」とうれしくてたま
りませんでした。そして、こうして皆さんにさよ
ならを言うことがまだ信じられません。
この１年、私は田子の人たちとたくさんの経験
をしました。田子幼稚園や上郷保育園、ガーリッ
クセンターや上郷公民館の英会話クラスで、皆さ
んが「ベン先生」と呼んでくれて、私はいつもう
れしくなりました。そして何よりうれしかったの
は、皆さんがレッスンを楽しんでくれたことと、
私を「外国人」ではなく、
「ただの英語を話す人」
として接してくれたことです。皆さんのおかげで
毎日とてもハッピーでした。
ナニャドヤラでは、保存会の人たちに太鼓を教
えてもらい、町のイベントにも参加しました。太
鼓を叩くとき、私の身体の中に田子の精神が流れ
てくるのを感じました。
私はサッカーが大好きで、田子のサッカークラ
ブの練習にも参加しました。そして、日本のサッ
カーを学びました。
道を歩いているときも、いつも誰かが声をかけ
てくれました。皆さんが助けてくれたおかげで、
田子の厳しい冬も死なないで生きていることがで
きました。田子町の皆さんの親切と優しさ、私は
決して忘れません。皆さんは、私の日本の家族で
す。１年間本当にありがとうございました。また
皆さんと会いたいので、今日はさよならは言いま
せ ん。 皆 さ ん あ り が と う。 そ し て、See you
later ! またね！

第21代国際交流推進員

役場政策推進課
☎２０－７１２７
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