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連携協力で地域への還元を目指す
７月１９日、役場第一会議室で、弘前大学との連携協力に関する協定式が行われました。
詳しくは６ページをご覧ください。
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●今月の話題

訪問レポート

ギルロイ市長表敬訪問

ギルロイ市

今年は、ギルロイ市と田子町の姉
妹都市提携 周年、ガーリックフェ
スティバル開催 周年という節目の
年です。このような記念すべき年に
参加できたことが光栄であり、とて
もうれしく思います。
７月 日から８月１日までの８日
間ギルロイ市を訪問させていただき
ました。高校の海外派遣事業以来、
２回目の訪問でした。社会人となり、
ガーリックレディという立場で参加
させていただいたことにとても感謝
しています。そして、この交流の歴
史を築き上げてくださった多くの
方々がいたことで、今もこのような
友好関係が続いているのだと、訪問
をもって改めて実感しました。この
訪問事業が途切れることなく、これ
からもずっと続いてほしいと強く思
いました。
第 回ガーリックフェスティバル
当日、太陽の日差しが降り注ぐと同
時に、フェスティバルが始まりまし
た。ガーリックフェスティバルの会
場はとても広く、全体を見て回るに
は１日では足りないくらいでした。
会場内を見学すると、大きなサイズ
のにんにくや、にんにくモチーフの
帽子、ピアス、ネックレスなどが販
売されていました。また、にんにく
料理コンテストやバーベキューコン
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にんにくの大きさに
びっくり

２０１８ガーリッククイーンの
スローン・ペースさん（右から５人目）

ワイナリーを見学

パイロシェフの様子
ギルロイ市マスコットの
ギルとロイとたっこ王子
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テストなど様々なイベントを行って
いました。パイロシェフ（炎の料理人
ショー）では、高く炎が上がった途
端、周りがとても盛り上がりました。
このような貴重な体験ができ、感無
量でした。
このイベントは多くのボランティ
アで成り立っています。昨年、来場
者数世界一のにんにく祭りとしてギ
ネス世界記録に認定されたそうです。
市民全体が協力し合って大事にして
いるからこそ認定されたのだと思い
ます。
今回の訪問で、高校の海外派遣事
業でお世話になったヒュー・スミス
さんや当時のホストファミリー、友
達など多くの方と再会することがで
きました。
「また来てね」とたくさん
の方がおっしゃってくださり、感動
と感謝の気持ちでいっぱいでした。
この言葉を忘れず、もっと英語を勉
強し、再度訪問をしたいと思います。
９月 日・ 日に開催されるにん
にくとべごまつりには、ギルロイ市
からの訪問団がいらっしゃいます。
心から歓迎したいと思います。私は
にんにくとべごまつりに携わる方々
と一緒に盛り上げていきたいと思い
ます。ありがとうございました。
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山下真由子

ガーリックレディ
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●今月の話題
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●第 回にんにくとべごまつり実行委員会会長紹介
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第33回にんにくとべごまつり
▼開催日 ９月29日（土）
・30日（日）
▼場 所 創遊村229スキーランド特設会場
※田子牛バーベキュー予約券は１枚2,000円。
売り切れしだい販売は終了となりますので購入
はお早めに。
（内容：田子牛200ｇ、野菜、タレ、
割り箸、受け皿）
◎今年も盛大
に開催！
田子牛の丸
焼き１パック
1,000 円 で
販売。
◎郷土芸能や
様々なイベントアトラクションを開催。
◎地元の味を揃えた出店も盛りだくさん。

ご家族・ご友人をお誘い合わせの上、
ぜひご来場ください！
問

問

役場産業振興課６次産業推進室 ☎２３－０１５３

９月 日・ 日に開催される 多くの方に田子町の魅力をアピー
「第 回にんにくとべごまつり」 ルできるイベントです。
で実行委員会会長を務める大久保
また、今年はギルロイとの姉妹
和浩さんを紹介します。
都市提携 周年記念ということも
あり、重要な場面で会長に就任し
身の引き締まる思いです。
今年もまつりを成功させるため
には町民皆様の協力が不可欠で
す。一緒にまつりを盛り上げてい
きましょう。よろしくお願いいた
します。

町では、
「第６次田子町総合計画」の前期５箇
年実施計画に掲げる重点施策、及び「田子町まち・
ひと・しごと創生総合戦略」における基本目標
「魅力あふれるしごとづくり」の主要施策として
位置付けられている農山漁村施設整備（道の駅）
に係る基本構想及び基本計画の策定作業を昨年７
月より進めてきました。
策定にあたっては、地域の雇用創出や経済の活
性化、住民サービスの向上に貢献する「地方創生
の核」
「地域活性化の拠点」として、地域課題の
解決に資する場としての活用が期待されることか
ら、農林畜産業者、商工観光の関係機関等で構成
する検討会を立ち上げ、下部組織として主にグル
ープリーダー級で組織
した庁内プロジェクト
チームを編成し、産業
振興をはじめ、様々な
視点から在り方を検討
してきました。
道の駅整備実現に向けては、道の駅に対する町
民のニーズを把握するため、全世帯及び田子高校
生を対象に、期待する効果や設備・機能など、自
由意見も含めた町民アンケート調査のほか、各種
分野において、様々な地域活動を行っている地域
団体等の代表者の皆様から貴団体における参画意
向等について、聴き取り調査を実施し、道の駅整
備に対する意見・提案等を集約するとともに、想
定される導入機能について、休憩・防災・情報発
信・地域連携・農山漁村活性化施設の５つの機能
における町民活動のイメージ検討を加え、当町の
特徴や強みを反映した「農山漁村施設整備（道の
駅）基本構想及び基本計画」を策定しました。
今後町民の皆様へのきめ細やかな情報提供と住
民説明を行いながら、町民一体となり進めてまい
りますので、町民各位のご理解ご協力をお願いい
たします。
なお、基本構想・基本計画の詳しい内容は、全
戸配布した概要版及びケーブルテレビをご覧くだ
さい。

今年から実行委員会会長を務め
させていただきます。
にんにく
とべごまつ
り は、 田 子
町を代表す
るまつりで、

農山漁村施設整備（道の駅）
基本構想及び基本計画策定

にんにくとべごまつり実行委員会
（役場産業振興課）☎ ２０−７１１４

●トピックス

ガリステごはん
ヨー釣り、キックボウリン
５万食突破！ （※写真２） グなどのゲームを楽しみま
した。ボンファイヤーを囲
７月９日、平成 年３月 んでのダンスでは、キャン
にデビューしてから、８３ プで定番のジェンカやマイ
３日目でガーリックステー ムマイムを保護者とともに
キごはんが累計５万食を突 踊り、大きなかけ声が響き
破し、ガーリックセンター 渡りました。ナニャドヤラ
で５万食目を注文したお客 保存会によるナニャドヤラ
様に、山本町長から感謝状 では、園児も見よう見まね
が手渡されました。記念す で踊っていました。夕涼み
べき５万食目のお客様は八 会の最後には花火を楽し
戸市からお越しの秋山ます み、一足早い夏を満喫して
みさんで、
「この状況に驚 いました。
いている。以前から食べて
みたいと思っており、会社 大切な森林を守る～大
の仲間と時間があったので 黒森育樹祭～ （※写真４）
来町した」と述べました。
秋山さんには感謝状の他、
７月 日、大黒森地区２
記念品として田子牛の詰め ２９スキーランド付近で、
合わせ、にんにくとべごま 大黒森地区環境公共推進協
つりＢＢＱチケットが贈呈 議会育樹祭が開催され、平
されました。
成 年に植樹されたイタヤ
カエデの下草刈りが行われ
田子幼稚園夕涼み会
ました。関係者らは、鎌で
（※写真３）
切らないようにイタヤカエ
デに付けられた目印を頼り
に作業をしていました。三
八地域県民局地域農林水産
部林務調整監の白山俊一さ
んは、
「心をひとつにして
11

28

７月 日、田子幼稚園で
夕涼み会が行われました。
浴衣や甚平などに身を包ん
だ園児らは、的当てやヨー

）
県知事のメッセージを
伝達する工藤会長
（写真

）
感謝状を受け取る
秋山さん
（写真

１

２

（写真

（写真

）
園児らによるダンス

）
下草刈り後に記念撮影

３

４

社会を明るくする運動
出発式 （※写真１）
７月６日、役場第１会議
室で第 回社会を明るくす
る運動・街頭啓発広報活動
出発式が行われました。こ
れは、全ての国民が犯罪や
非行の防止と、あやまちを
犯した人の立ち直りについ
て理解を深め、それぞれの
立場において力を合わせ、
犯罪や非行のない安全で安
心な地域社会を築くことを
目的とした、全国的な運動
です。
八戸地区保護司会三戸分
会の工藤智也会長から山本
晴美町長へ、内閣総理大臣
及び青森県知事からのメッ
セージが伝達されました。
最後に三戸警察署の杉山
肇署長のメッセージが読み
上げられ、
「この運動は、あ
やまちを犯した人に仕事や
居場所を与えるもの」とし
て、非行防止や更生保護に
ついて呼びかけました。
68
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80

若者定住移住就労者促
進奨励金贈呈式

（写真

）
対象となったご夫婦

）
声援を浴びる参加者

（写真

）
贈呈式にいらした方々

７

（※写真７）

19

大切な森林を守っていただ ▽菊地達也・由香夫妻
きたい」と述べていました。 ▽西村祐哉・洋美夫妻

40

５

（写真

5

in

in

７ 月 日、 役 場 公 室 で
サイクルイベント
「田子町若者定住移住就労
田子町 （※写真６）
者促進奨励金贈呈式」が行
７月 日、第３回サイク われました。この事業は、
ルイベント 田子町が行わ 田子町の定住人口の増加と
れました。これは、田子町 地域の活性化を図るため、
ツーリズム推進組織委員会 移住就労者と定住就労者に
の主催によるもので、町内 奨励金を贈呈するものです。
式では、山本町長が「末
外の 歳から 歳の自転車
愛好家 名が参加しました。 永く田子町に住み、町にご
参加者は、はじめに行わ 協力・ご助言をいただきた
れたパレードランで、沿道 い」と述べ、奨励金を贈呈
対象となった方々
に立ち旗を振る町民からの しました。
「やはり地元が住みやす
声援に、手を振るなどして は、
「
（町外から移
応えていました。その後、 いと感じる」
タプコプ創遊村や大黒森な 住してみて）夏の暑さに驚い
どの坂道が多めの道を走行 た」などと話していました。
する健脚コース（ ㎞）と、 今回で事業開始から２回目
電動アシスト付き自転車も の贈呈で、対象となった方
参加可能で、平坦な田んぼ は通算 人となりました。
対象となった方は次のと
道を走行するサイクリング
コース（ ㎞）に分かれ、そ おりです。
れぞれスタートしました。 ▽佐藤雅紀（下田子）
ゴール後は、田子牛のバー ▽佐藤美里（下田子）
ベキューを楽しみ、心も体 ▽沢森久美（明土平）
も田子町を満喫した様子で ▽堰向亨成（矢田郎）
▽飯原遼太郎（原）
した。
▽大村与美（衣更）

６
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10
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しあわせのまちづくり
結婚祝い金贈呈式

13

（※写真５）

７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。
贈呈式では、山本町長が
「田子町に住んでいただいて、
いろいろなところでご活躍
いただきたい」と述べ、祝い
金を手渡しました。対象と
なったご夫婦は、祝い金に
ついて「今後のために使い
たい」
「子ども・家族のため
に使いたい」と話していま
した。今回で事業開始から
組目、今年度３組目の贈
呈となります。
今回対象となったご夫婦
は次のとおりです。
30
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チャレンジ大賞の池振自治会

92
83
49
189
212
26
39
67
78
110
104
37
214
72
136
438
44
107
83
191
129
122
75
78
43
61
52
155
137
131
427
50
91
77
111
164
59
77
24
113

99
83
49
188
205
25
37
63
73
99
93
33
187
62
115
370
37
88
67
154
104
96
59
60
33
46
39
114
100
95
309
36
65
53
70
100
35
45
14
58

108%
100%
100%
99%
97%
96%
95%
94%
94%
90%
89%
89%
87%
86%
85%
84%
84%
82%
81%
81%
81%
79%
79%
77%
77%
75%
75%
74%
73%
73%
72%
72%
71%
69%
63%
61%
59%
58%
58%
51%

※今回から自治会活動に参加し、報告のあった町外の方もカウ
ントされています。

◎自治会チャレンジ大賞 池振自治会
◎参加率アップ大賞
清水頭自治会
◎参加率アップ賞
清水頭自治会
◎参加者数アップ賞 サンモール町内会、西舘野自治会

８

） 地域に根ざした産業を
目指して

池振自治会
雀ヶ平自治会
嘉沢自治会
サンモール町内会
野月自治会
柴倉自治会
明土平自治会
南側自治会
向山自治会
原自治会
干草場自治会
風張町内会
野々上自治会
細野自治会
道前自治会
七日市自治会
種子自治会
中本町町内会
川向自治会
石亀地区自治会
清水頭自治会
遠瀬自治会
杉本自治会
袖平自治会
宮野自治会
山口自治会
塚ノ上ミ自治会
飯豊自治会
北側自治会
野面自治会
西舘野自治会
川代自治会
根渡自治会
上相米部落会
上野自治会
下田子自治会
南風張常会
長坂自治会
緑の里自治会
茂市自治会

（写真

ダイヤ
ダイヤ
ダイヤ
ダイヤ
ダイヤ
ダイヤ
ダイヤ
ダイヤ
ダイヤ
ダイヤ
金賞
金賞
金賞
金賞
金賞
金賞
金賞
金賞
金賞
金賞
金賞
金賞
金賞
金賞
金賞
金賞
金賞
金賞
金賞
金賞
金賞
金賞
金賞
銀賞
銀賞
銀賞
銅賞
銅賞
銅賞
銅賞

参加者数
対象者数
（町外含） 参加率
（人）
（人）

）
協定書に署名した山本町
長と弘前大学佐藤学長（右）

自治会名

（写真

町長賞

解決の糸口として助言を賜 ◎田子町特産にんにくの栽
りたい。大いに期待してい 培研究
る」
、弘前大学佐藤学長は
にんにく栽培技術に関す
「県南自治体と締結するの る課題等を調査研究し、課
は初めて。少しずつ課題解 題解決を図ります。
消に取り組み、津軽と南部 ◎田子町農業構造動態調査
の物理的・心理的な距離感 研究
を縮めていきたい」とそれ
生産構造及び就業構造の
ぞれ述べました。
実態把握から課題整理を進
協定では、産業や医療・ め、地域農業の持続的発展
福祉、教育に関することな を図ります。
ど８つの項目で連携協力し ◎田子町にんにく生産史研
ていくこととなり、今年度 究
は、以下の３つの事業を連
田子町におけるにんにく
携・協力して実施します。 生産及び産地形成のあゆみ
を整理します。

「町長杯争奪自治会チャレンジ」受賞自治会一覧

田子町と国立大学法人
弘前大学との連携協力
に関する協定締結式

19

（※写真８・９）

７月９日、役場で
５月30日に行われた
チャレンジデー2018
の自治会チャレンジ
表彰式が行われまし
た。結果は以下のと
おりです。

７月 日、役場第一会議
室で、弘前大学との連携協
力に関する協定締結式が行
われました。これは、地域
の課題に迅速かつ適切に対
応し、活力ある個性豊かな
地域社会の形成と発展に寄
与することを目的としたも
のです。
締結式で山本町長は「将
来の羅針盤、様々な問題に

自治会チャレンジ表彰式

９

たくさんのご参加ありがとうございました。
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●トピックス

ＦＡＮ
田子高校
田子高校応援シリーズ④

先生と生徒が語る「田子高校の魅力！」
「田子高校の魅力について」

１年１組 鳥井本 彩
田子高校は、他校ではできない特殊な体験が
できます。まず、姉妹都市である米国カリフォ
ルニア州ギルロイ市へ語学研修に行けることで
す。しかも今年は町の助成により、自己負担が
少なく、私たち１年生は全員で行ってくる予定です。次に郷土
芸能部として、田子町の郷土芸能の伝承に学校をあげて取り組
んでいます。
田子高校は少人数ですが、様々な経験ができるとても良い学
校です。

「毎日が研修です」

２学年主任・生徒指導部長 竹内俊悦
田子高校に赴任し、２年目を迎えました。昨
年一緒に入学した９名の生徒たちは、１年間で
見違えるほど成長しました。他の高校には無い、
学校内外で与えられる様々な挑戦の機会を自ら
乗り越えてきたことが成長の原動力であると感じています。人
間力を上げるためには、勉強以上に実践の経験が大切であると
いうことはよく知られていますが、田子高校は教師目線から見
ても、他の学校に無い多くのことを学べる学校です。若い先生
でも責任ある仕事を任され、学校の代表として会議に出席する
機会も多くあります。たとえ不安なことがあったとしても、一
つの職員室に全教員の机があるため、すぐに複数の先生方が集
まって相談し、解決に導いていくことができます。
生徒も先生も、実践を通して自分のスキルアップを実感でき
ることが田子高校の大きな魅力です。このような大変恵まれた
環境の中で、これからも生徒とともに失敗を恐れず、様々なこ
とにチャレンジしていこうと思います。

「全員が主役の田子高校」

教務部・３学年副担任 山崎里佳
田子高校は全校生徒が49人と少ない人数です
が、だからこそ生徒一人ひとりが多くのことを
経験し、それを強みにしていくことができます。
田子高校に赴任してから、毎日「全校生徒」
と頻繁にコミュニケーションを取っています。先生と生徒一人
ひとりとの関わる時間が多くなるので、授業や部活動、進路と
いった面で、こまやかな指導を受けられることは大きな魅力だ
と思います。インターンシップ、海外派遣、ギルロイ高校の生
徒との交流、英語合宿、にんべごボランティア、郷土芸能部で
の活動など学校外での活動もたくさんあります。文化祭などの
学校行事も一人ひとりに仕事があり、全員で作り上げていきま
す。人前に立って発表する機会もたくさんあります。このよう
な経験は社会へ出るに当たって大きな強みになります。私も高
校生のときにこのような経験をしたかったと思います。
田子高校は生徒一人ひとりが活躍する「全員が主役」の学校
です。
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☆学童だより

すくすく館・すくすく館上郷分館

田子町社会福祉協議会
☎32-4045

６月30日、上郷公民館
にて総合型地域スポーツク
ラブスポネット弘前理事長
の鹿内葵先生と学生ボラン
ティア３名をお招きし、す
くすく館・上郷分館合同の
運動遊びを行いました。
すくすく館の参加は今回
で３回目になり、この日は
32名の子どもたちが運動遊びを楽しみまし
た。今回が初めての参加となる１年生も鹿内
先生との運動遊びに夢中に
なっていました。上郷分館
の子どもたちとも運動遊び
を通してたくさんの交流が
でき、また遊びたい！と別
れを惜しむ声が聞かれるほ
ど、楽しく充実した時間に
なりました。次回の開催は
11月を予定しています。

みんなで食べよう！
超かんたん、野菜料理
ささぎと油揚げの
ごま酢和え

（材料）

ささぎ 10本（65g）
、油揚げ １/ ２枚
砂糖 小さじ1/2
酢 小さじ１
ピーマンや
Ａ
ズッキーニで
醤油 小さじ１
代用して作っても
白すりごま 大さじ１

おいしいですよ !

（作り方）
①ささぎを柔らかくなるまでゆでる。
粗熱が取れたら４㎝長さの斜め切りにする。
②油揚げは短冊切りにしてオーブントース
ターでこんがりと焼く。
③ A を混ぜ合わせてごま酢を作り、ささぎ・
油揚げと和えたらできあがり。
☆酢はごまに含まれるカルシウムの吸収率
を高める働きがあります。
☆大豆製品の油揚げも入れることでカルシ
ウム摂取量と旨味がアップします。
☆炒り卵も加えるとタンパク質を一緒に摂
ることができ、栄養バランスが高まります。
（地域包括支援課栄養士 岡﨑）

●お知らせ

■「くらし」と「しごと」田子町無料相談会

■ 介護職員初任者研修 受講者募集

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 ９月２０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 黒沢ビル２F
☎０１７８－５１－８７５５

問

町では介護職を目指す方、在宅での介護を実施する
方のために研修を実施します。介護業界内でもニーズ
が高まっており、今回日程を変更し再募集することと
なりました。この機会にぜひ受講ください。
▼実施期間 平成３０年１０月～平成３１年～３月
土曜または日曜 計１７日間
午前９時３０分～午後５時５分
▼会
場 せせらぎの郷
▼対 象 者 １０月２０日現在、次
のいずれかに該当し、資格取得に
意欲のある心身ともに健康な方
①田子町に住所を有する満16 ～60歳未満の方
②県立田子高等学校に在籍する満16歳以上の生徒
■ 無料法律相談会のお知らせ
③田子町内の介護施設等に就業する60歳未満の方
用 受講料・教材費無料
法テラス青森では、三戸地域自立相談窓口との共催 ▼費
▼募集定員
１０名
により、９月２０日（木）
、せせらぎの郷にて無料法律
相談会を共催いたします。ご希望の方は、法テラス青 ▼申込期限 ９月１８日（火）
森までご連絡ください。なお、この無料法律相談は、 ▼申込方法 せせらぎの郷に用意してあります「田子
町介護職員初任者研修受講申込書」にて申し込みく
収入及び預貯金が一定額以下の方または
ださい。
東日本大震災当時の住所に条件がありま
す。予約受付時に確認させていただきま
詳しくはチラシをご覧ください。
すので、あらかじめご了承ください。
役場地域包括支援課（せせらぎの郷）☎２０－７１００
▼相談会の日程
【平成３０年】９月２０日（木）
・１１月１５日（木）
【平成３１年】１月１７日（木）
いずれも時間は午後１時～４時
■ 普通救命講習Ⅰ開催のお知らせ
▼場所 せせらぎの郷１Ｆ（診察室または会議室）
消防本部では、地域の皆さんに対して、
「救急隊が
▼予約受付先・問い合わせ先
到着するまでの応急手当」について救命講習を開催し
法テラス青森 ☎０５０－３３８３－５５５２
ます。一人ひとりが大切な命を救えるよう、救命講習
（平日午前９時～午後５時）
を受講しましょう。

■ 三八上北国有林の森林計画に関する
住民懇談会

９月９日（日）
１０月９日（火）

時間
午前９時～正午

申込み期限
９月３日（月）
１０月２日（火）

▼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
▼申込み方法 消防本部指令救急課へ電話、ファック
ス、メールでお申し込みください。
▼受講料 無料
問

次期５年間（Ｈ３２．
４．
１～Ｈ３７．
３．
３１）の「三八上北
国有林の森林計画」の策定にあたり、地域住民の皆様
から、森林づくり等に関するご意見を伺い、森林計画
に反映させることを目的としています。
▼日時 １１月２１日（水）午後１時３０分～４時
▼会場 富士屋グランドホール（十和田市）
▼募集人数 ３０名
（応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます）
▼募集締切 ９月２８日（金）
▼お申込み・問い合わせ先
三八上北森林管理署（工藤または勝浦まで）
☎０１７６－２３－３５５１

実施日

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
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●お知らせ

■「全国一斉！ 法務局休日相談所」及び講演に ■ 後期高齢者医療被保険者のみなさまへ
ついてのお知らせ

◎「全国一斉！ 法務局休日相談所」の開設

◎公証人による「遺言」についての講演（予約優先）
▼開催日時 １０月７日（日）午前１０時～１０時５０分
▼会場 青森地方法務局
（青森第二合同庁舎７階会議室）
▼講師 青森公証人合同役場公証人

▼開催日時 １０月７日（日）午前１１時～１１時５０分
▼会場 青森地方法務局
（青森第二合同庁舎７階会議室）
▼講師 青森県司法書士会所属司法書士
●予約・お問合せ先 青森地方法務局総務課
☎０１７－７７６－６２３１

■ 法人の設立・異動の届出はお忘れなく

問

添付書類等の詳細については、県税部までお問い合
わせください。
なお、届出書の用紙は、県税部に備え付けています
が、県庁ホームページからダウンロードしてご利用い
ただけます。詳しくは、県庁ホームページで「法人県
民税・事業税」を検索してください。

9

のお知らせ

９月２０日（木）～２７日（木）まで受入貯留設備の修
繕工事を実施いたします。
このため、工事期間中は平常どおりのし尿の受け入
れができませんので、緊急時以外は施設へのし尿の受
け入れを休止いたします。ご理解とご協力をお願いい
たします。
▼停止期間 ９月２０日（木）～２７日（木）
・受け入れ休止に伴い、し尿のくみ取りも休止いたし
ます。
・この期間中のし尿のくみ取りを予定されている方は、
早めにくみ取り業者にご相談ください。
三戸地区衛生センター ☎０１７８－７５－１４４９

■ 平成31年４月採用

三戸地区環境整備事務組合職員募集

採用試験に必要な書類や募集の詳しい内容は当組合
事務局で配布している募集要項または組合ホームペー
ジでご確認ください。
▼職種 一般行政職・初級（行政）
▼採用予定人数 １名
▼受付期間 １０月１０日（水）～１１月６日（火）
▼試験日 一次試験１１月２５日（日）
三戸地区環境整備事務組合事務局 ☎２３－０５６７
http://www.sannohekankyou.jp/

■ 動物ふれあいフェスティバル2018
始めてみよう！キャットライフ

動物のふれあい体験、特設ふれあいねこルーム、動物
のお医者さんなりきり体験、犬のしつけ方教室 ほか
▼日時 ９月２３日（日・祝）
・２４日（月）
午前１０時～午後４時
▼場所 青森県動物愛護センター
問

三八地域県民局県税部課税第一課
☎０１７８－２７－５１１１ 内線２１０

■ 三戸地区衛生センター（し尿処理施設）休止

問

次の場合には、県税部に届出書の提出が必要となり
ます。
１．法人を設立したとき
２．法人を解散・精算したとき
３．
「法人の所在地、名称、代表者、資本金、事業年
度等」に異動が生じたとき

役場住民課福祉給付グループ（山内）☎２０－７１１９

問

◎司法書士による
「相続登記」についての講演（予約優先）

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。
問

青森地方法務局では、法務局が所掌する登記、人権
等に関する特設の無料相談所を開設します。
相談は予約優先制でお一人につき３０分以内です。
事前に電話でご予約をお願いします。
▼開催日時 １０月７日（日）午前１０時～午後３時
▼会場 青森地方法務局
（青森第二合同庁舎１階会議室）
▼相談内容 土地建物の登記、相続、境界、遺言、近
隣とのトラブル、お年寄りや子どものいじめ等
▼担当者 法務局職員、公証人、弁護士、司法書士、
土地家屋調査士、人権擁護委員

◎かかりつけ薬局を持ちましょう

青森県動物愛護センター ☎０１７－７２６－６１００

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26回青森県民駅伝競走大会
９月２日（日）に、第26回青森県民駅伝競走大会
が青森市内駅伝コースで開催され、33.8㎞を８人の
ランナーでたすきをつなぎます。
選手・スタッフ一丸となり、本番に向け、猛暑の
中で練習を重ねています。
当日は、青森放送テレビ（ＲＡＢ）にて大会の模様
が放送されますので、応援よろしくお願いします。
田子町チームの選手を紹介します。
☆監 督 菊地 保
☆コーチ 栗木利章、中村亮一
☆選 手
▽男子
森崎進也（田子町教委） 宇藤明大（ダスキン八戸）
大橋 透（田子町役場） 山市朋弥（陸自青森）
梅内基総（光星高２）
北村朔弥（八戸高１）
大坊和輝（三本木農高１）杉沢泰盛（田子中３）
川端晃斗（田子中２）
川端陸斗（田子中２）
中山聖翔（田子中１）
▽女子
幅野陽香（三本木農高３）森本彩乃（田子中２）
川上菜央（田子中１）
森崎歩実（田子中１）
暑さに負けず練習に励む

第64回田子町民大運動会
どなたでも参加できる種目や防災訓練プログラムを
新たに加え、町民皆さんの参加をお待ちしております。
▽と き ９月９日（日）午前９時～
▽場 所 田子小学校グラウンド
雨天時：農業者トレーニングセンター
※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
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 ９月23日（日）
▽ルート名 ○○○○ルート（当日ルート名発表）
都市農村交流センター～飯豊～三戸広域農道
～境沢橋～平成橋～田畑豆腐店

・はっするコース：9.0Km
・おきがるコース：4.0Km
▽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 10月21日（日）
▽ルート名 そばまつりルート

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
▽と き ９月14日（金）
、25日（火）
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 ９月７日（金）
、21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 ９月15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 ９月13日（木）
、27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 ９月25日（火）午後７時～９時
▽ところ 上郷公民館
▽会 費 2,000円～3,000円（花材料）
▽内 容 ハロウィンアレンジ
●やってみよう俳句講座
▽と き ９月12日（水）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
９月、図書館は休館します
まだ間に合う！ ８月は一人10冊まで貸出します！
●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。利用者のみなさまには大変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冊まで貸出します。休館前にどうぞ図書館をご利用くださ
い。休館中はブックポストに本をご返却ください。
★９月休館中のお問い合わせ先 田子町立図書館 ☎２０−７２２１
田子町教育委員会 ☎２０−７０７０ タプコピアンプラザ ☎２０−７２２９

●第56回読書マラソン終了
小学生以下の子どもたちが参
加した「読書マラソン」
（決め
られた期間内に何冊の本を借り
ることができるか自分の記録に
挑戦する）が終了しました。今
回の参加者は35名。１等賞（７
日間で35冊読破）から３等賞
は次のみなさんです。おめでと
うございます。
▽１等賞 土川響羽、土川陽葵、
千葉菫、千葉陽向、髙橋彩乃、
髙橋祐月、髙橋昂大、髙沢妃希、
髙沢優月、関本俊也

本をたくさん読んだよ！

▽２等賞 尾形穂佳
▽３等賞 佐藤颯祐、佐藤善、
村田煌向、村田結愛

●あおもりの中学生・高校生による
『大切なあなたへ薦める青春の一冊』特集
▽展示 ･ 貸出期間 ８／24（金）～
青森県教育委員会による、平成28
年度及び平成29年度「あおもりの中
学生・高校生による『大切なあなた

図書館おやすみカレンダー

へ薦める青春の一冊』
」で推薦された
図書22冊を展示・貸出します。どう
ぞご利用ください。

▼色の濃い日
が休館日です。

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）
▽空調設備改修工事のため

９／１（土）～９／30（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
田子町立図書館（担当：川村）☎２０‐７２２１
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●家政、手芸、料理など
▽賢い化粧品の選び方／小澤貴子
／576オ
▽着物から／高橋恵美子／593タ
▽ひとりごはんの愉しみと工夫／
有元葉子／596ア
▽白崎裕子の必要最小限レシピ／
596シ
●社会
▽届け出だけでもらえるお金／
364イ
●動物、農業
▽わけあって絶滅しました。／
482マ
▽病気・害虫の出方と農薬選び／
615ビ
●歴史・時代小説
▽天子蒙塵３／浅田次郎／913ア
▽火影に咲く／木内昇／913キ
▽椿落つ／新 ･ 酔いどれ小藤次11
／佐伯泰英／913サ
▽修羅の契り／風の市兵衛22 ／辻
堂魁／913ツ
▽むすびつき／しゃばけシリーズ
17 ／畠中恵／913ハ
▽散り椿／葉室麟／913ハ
▽さわらびの譜／葉室麟／913ハ
●ミステリー・警察小説など
▽心霊探偵八雲／ ANOTHER FILES
嘆きの人形／神永学／913カ
▽能登花嫁列車殺人事件／西村京太
郎／913ニ
●そのほかの小説など
▽下町ロケット／ゴースト／池井戸
潤／913イ
▽人間に向いてない／黒澤いづみ／
913ク
▽送り火／高橋弘希／913タ
▽もう「はい」としか言えない／松
尾スズキ／913マ
●エッセイなど
▽女性の「定年後」／香山リカ／
159カ
▽あの映画みた？／井上荒野、江國
香織／778イ
▽人生百年時代の「こころ」と「体」
の整え方／五木寛之／914イ
▽生きるとか死ぬとか父親とか／ジ
ェーン・スー／914ジ
▽話ベタですが…／浅田次郎ほか／
914ハ
▽くろちゃんとツマと私／南伸坊／
914ミ
▽しない。／群ようこ／914ム

情報スクランブル
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か。 そ の よ う な と き に は、
＃９１１０にご相談くださ
い。
相談は 時間対応してい
ま す が、 夜 間 や 土 日・ 祝
日・年末年始は当直が対応
す る こ と と な り ま す の で、
専門の相談担当者に相談し
たい場合は、平日の日中に
お願いします。相談は、プ
ライバシーへの配慮を十分
いたしますので、お気軽に
相談してください。

▽三戸警察署田子駐在所
☎ ‐３１０９
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20 なるほど500キロカロリー教室

（木）
（せせらぎの郷）午前10:00〜午後1:00

若年生活習慣病予防健診（田子高校）
午前7:00〜8:00
5 乳児健診・ふれあい体験学習
（水）
（せせらぎの郷）午前10:00〜
6 血圧を下げる教室（せせらぎの郷）
（木）午前10:00〜午後1:00
7 生きがい倶楽部（上郷公民館）
（金）午前10:00〜午後2:30
11 生きがい倶楽部（老人福祉センター）
（火）午前10:00〜午後2:30
12 予防接種（せせらぎの郷）
（水）午前10:30〜
４歳児相談（せせらぎの郷）
午後1:30〜3:30
13 なるほど500キロカロリー教室
（木）
（せせらぎの郷）午前10:00〜午後1:00
デイケア（せせらぎの郷）
午前9:30〜午後1:00
心が元気になる教室（上郷小学校）
午後1:45〜2:30
14
敬老会

自立支援相談窓口（せせらぎの郷）
午後1:00〜4:00
21 生きがい倶楽部（上郷公民館）
（金）午前10:00〜午後2:30
25 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
26 予防接種（せせらぎの郷）
（水）午前10:30〜
27 なるほど500キロカロリー教室
（木）
（せせらぎの郷）午前10:00〜午後1:00
デイケア（せせらぎの郷）
午前9:30〜午後1:00
28 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

（金）

18 生きがい倶楽部（老人福祉センター）

（火）午前10:00〜午後2:30

健康・介護に
関するご相談は
せせらぎの郷へ
☎20-7100

19 こども健診（せせらぎの郷）

（水）午前9:30〜11:30

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。

30
７
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町の人口

4 生きがい倶楽部（老人福祉センター）

平成 年 月 日現在

９月の主な保健・介護予防事業予定表
（火）午前10:00〜午後2:30

■警察署 コーナー

●警察安全相談窓口を利用し
よう
警察では 時間体制で警
察安全相談窓口・警察の相
談 ダ イ ヤ ル「 ＃ ９ １ １ ０」
を開設して対応しています。
犯罪や事故には至ってい
ないものの、ストーカーや
ＤＶ、近隣や職場でのトラ
ブルなど、生活の安全や平
穏に関わる
様々な悩み
ごとや困り
ごとを抱え
ていません

ものです。緊急
ではないのに救
急車を要請する
と、本当に救急
車を必要とする
ケガ人や急病人
が発生した場合、遠くの救
急車が出動することにな
り、到着が遅れ、救える命
が救えなくなるおそれがあ
ります。
緊急性がなく自分で病院
に行ける場合は、救急車以
外の交通機関を利用するよ
うご協力をお願いします。

▼三戸消防署 田子分署
☎ ‐３１０４
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■消防署 コーナー

●９月９日は『救急の日』
『救急の日』を含む９月９
日（日）から 日（土）まで
の１週間は『救急医療週間』
となります。
ま た、 ９ 月 ９ 日（ 日 ）田
子小学校で行われる田子町
民大運動会会場において救
急展を開催します。救急に
関する展示や救急法の指導
を行いますので、ぜひご来
場ください。
●救急車の適正利用にご協
力を！
救急車は、ケガ人や急病
人を急いで病院に搬送する
15

世帯数／2171（−３）
人口／5578（−12）
男／2704（−５）
女／2874（−７）
（ ）内は前月比です

結婚
●稲村直人（明土平）
沼田麻里（三戸町）

お悔やみ
●堀 つや子（80歳）南風張
●日向ミチヱ（97歳）関下
●吉田ひで（89歳）川代
●欠端俊介（36歳）川代
●柳田たみ（76歳）雀ヶ平
●櫻川和男（69歳）関下
● 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
● 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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また、７月 日、みろく
の郷祭りに、０歳～５歳児
全園児で参加しました。当
日子どもたちも浴衣や甚平
に身を包み、ドラえもん音
頭や花笠音頭、なかよし音
頭の他、最後に会場の皆様
と、手をたたきましょうを
歌いました。たくさんのお
年寄りと、地域の皆様の前
でいつもとは違う雰囲気の
ため、どのような姿をみせ
るか少し心配でしたが、ど
の子も元気に楽しく踊るこ
とができました。
そしてたくさんの温かい
拍手をいただき、ありがと
うございました。子どもた
ちにとって、楽しい夏の思
い出になったことと思いま
す。
28

（原稿・画像提供 上郷保育園）

短歌

26

貝守多恵

雲間よりわれを見ている丸い月声を聞きたく
て話しかけてみる

貝守多恵

祈りて待つ干天の慈雨有難き作物よろこび元
気戻れり

新井田 衣

あじさいの大きな玉はこれ見よと慈雨の生気
を貰ひ活活と

新井田 衣

夏の風胸いっぱいに吸ひ込んでうぐひすの声
きく散歩道

柳田麗子

目覚めれば雨垂れの音ここち良く引き戸開け
れば待ち待ちし慈雨
そよろかぜ

柳田麗子

真夏日のいたずら好きな微風透けたヴラウス
の胸にとび込む

編集後記

まったく夏らしいことをできて
いない私ですが、日中に町を歩く
子どもたちや、夕方５時 分の小
中学生の帰宅を促す放送、蚊取り
線香の匂いなどで夏を感じていま
した。
今月号では、グルメマラソンや
サイクルイベントを初めて取材し
ました。グルメマラソンでは、参
加者の走る姿を撮るために給菜所
まで走って先回りをし、私も結果
的にいい運動となりました。
また、今回から東京田子会のコ
ーナーがスタートしました。ふる
さと田子町や、ご自身の思い出に
ついて寄稿していただいています。
家族や親戚が帰省し、昔話に花を
咲かせた方もいらっしゃるかと思
います。毎年同じ話を聞いていて
もなぜか毎度楽しいものですね。
（広報担当 まつやま）

30

◎お詫び ８月号２ページの画像の
表記に誤りがありました。正しくは
下記のとおりです。お詫びして訂正
いたします。
正 田子保育園のお遊戯
誤 田子幼稚園のお遊戯
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柳田麗子）

タプコプ短歌会（代表

上郷保育園

カブトムシにセミ、クワ
ガタムシ、ホタル……。夏
は昆虫にたくさん出会える
季節です。
上郷保育園では、カブト
ムシの幼虫をペットボトル
に入れ、表面の土が乾燥し
ないよう、霧吹きで水をか
け、なるべく動かさず、そ
っと見守ってきました。初
めて幼虫を見た子どもたち
は、気持ち悪い、と手で触
れることができないでいま
した…が、７月 日木曜日、
無事に成虫へと羽化し土の
中から顔を出した元気なカ
ブトムシ。ペットボトルの
中にいた幼虫を、毎日観察
していた子どもたち、カブ
トムシになったことがうれ
しくて、今は動くカブトム
シのお世話を楽しんで行っ
ています！

タプコピアン文芸

学校の話題
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ギルロイ市に行ってきたよ

９

30
８

22

81

（文 たっこ王子）

■ 燃やさないごみ用コンテナ（青色）
とは別に資源物ビンを入れる
専用コンテナを配布します

役場住民課住民環境グループ
（大橋）
☎２０－７１１３

はじめてのハッピーバースデイ

平成29年８月に生まれた満１歳のお友だちです。
けんしん

●西村健真ちゃん

Ｈ29.8.3
（野月・男の子）
誕生日おめでとう！
よく食べ、よく笑う健
真くん☆ これからも
いっぱい遊ぼうね。

お久しぶりです。

私はふるさとを離れて半世紀、昭和35
年に集団就職生の一人として田子町から
友人とともに東京に就職しました。
言葉が通じない都会で定時制高校の英
語の教員から「悔しかったら英語で言い
返せ」と背中を押され英語部を創設。こ
れが生涯語学必須の仕事に就くとは夢に
も思いませんでした。３度目の就職先Ｎ
東京田子会副会長
ＥＣで、人工衛星の設計から打ち上げま
で携わりました。はやぶさ１号が行方不
向井靖雄 さん
明になりましたが、諦めきれない技術陣
東京都立川市在住
の努力により、無事に地球に帰りました。
（向山出身）
私は技術者の一人として人生最高の仕事
をしたと自負しています。ふるさと田子
町から次の技術者が巣立つことを祈って 「東京田子会」の会員を
います。
募集しています。
ふるさとの冬は八甲田山からのマイナ
町出身者、田子町にゆ
ス気温の極寒地獄の世界です。この攻め かりのある方などどなた
に「耐える心、我慢する心、負けじ魂」 でも入会できます。関東
圏域にお住まいのご家
が育まれました。都会のもやしっ子に負 族、ご友人などへお知ら
けてたまるかと頑張り、今の自分がある せください。
と思っています。70歳の峠を越えたので、
役場産業振興課
人生の集大成として無駄のない、
「生涯
商工振興グループ
☎2 0 - 7 1 1 4
学習、生涯現役、青年の如く」をモット
ーに、緊張感を持って頑張っています。
問

～燃やさないごみを減らして資源物を増
やしましょう～
資源物の分別
収集をさらに進
めるため、資源
物ビン専用コン
テナ（黄色）を
９月下旬までに全戸配布します。これ
は、燃やさないごみの減量化、資源物
回収率向上及び当町にある一般廃棄物
最終処分場の延命化を図るためです。
詳細については、チラシをご覧くだ
さい。
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/

７月25日から８月１日まで、ギルロ
イ訪問団といっしょにぼくもギルロイ
市に行ってきたんだ！ ガーリックフ
ェスティバルにも行ってきたよ～♪
暑かったけど、たくさんの人と写真も
撮れたよ！ 今度は「にんにくとべご
まつり」でおも
てなしをする番
だね！ がんば
るぞ～！

田子町の
みなさん

第５回たっこグルメマラソン
７月８日、２２９スキーランドとタプコプ創遊村で第５回
たっこグルメマラソンが開催されました。
０歳から78歳まで、遠くは深浦町から、町内外約80名の
参加者がエッコロコース（３km）とパノラマコース（10km）
に分かれて走りました。
参加者らはコース内に数カ所設置されている「給菜所」で
野菜をバッグに詰め、ゴールを目指しました。
マラソン後は、
２２９ドームで
田子牛のバーベ
キューを食べな
がら、田子町の
特産品などが当
たる抽選会を楽
しみました。
給菜所を目指して走る参加者
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