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田子保育園が新しくなりました！
１月２９日、移転新築された田子保育園の竣工披露が行われました。当日は一般公開もされ、新しく
なった園舎に子どもたちの声が響いていました。詳しくは２ページをご覧ください。
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●今月の話題

もされ、たくさんの親子が
訪れていました。今回の新
築工事で新たに病後児保育
室や、絵本などを読んで園
児と保護者が触れ合うこと
のできるエッコロルームな
どが設置されました。ま
た、入り口を入ると正面に
見える水槽や、ホールに設
置されたウォールクライミ
ングなどに子どもたちは歓
声をあげていました。新園
舎での保育は翌日の１月
日から開始されています。
ウォールクライミングに興味津々

田子保育園が
移転新築されました

１月 日に、移転新築後
の田子保育園で竣工披露が
行われ、その後中央公民館
で落成祝賀会がとり行われ
ました。落成祝賀会では、
社会福祉法人くりの木会の
浪岡政行理事長が新園舎完
成までの長い道のりについ
てのお話や、
「新しい園舎
で新しい人間の基礎を作り
上げ、小学校に送り出して
あげたい」とあいさつしま
した。
同日、新園舎の一般公開
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《移転新築に至るまで》

新園舎正面入り口

保育室

図書が並ぶエッコロルーム

入り口から見える水槽

平成27年10月
社会法人くりの木会「田子保育
園新築整備に係る要望書」を町へ
提出
平成27年12月
施設整備等用地検討会議設置
平成28年６月
田子町議会議員の代表３名を含
む、田子保育園新築用地選定委員
会設置
平成29年３月
田子町議会と協議し、３月定例
会において議会が合意
平成29年４月
移転新築住民説明会開催
平成30年８月
移転新築工事地鎮祭執行
平成31年１月
移転新築竣工披露
《田子保育園旧園舎》
所在地：田子町大字田子字天神堂平39-1
昭和53年建築（築後40年経過）
敷地面積：３，
０５３㎡ 園舎：８０２㎡
定員：１２０名

《田子保育園新園舎》

落成祝賀会

あいさつを述べる浪岡理事長

病後児保育室「のんびり」

所在地：田子町大字田子字天神堂向72
敷地面積：４，
０９０㎡ 園舎：９７３㎡
定員：１２０名
駐車場は３０台駐車可能
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律厳正平素の成績特に優秀

新年の訪れを祝い活躍
を決起～新年を祝う会
～ （※写真２）

31

無火災に向け決意を新
たに～平成 年田子町
消防団出初式～

42
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（※写真１）

加藤典生
中村陽一
大久保雅彦
堀川丈晴
高舘誠
日澤和彦
戸川修一
山市祐太
金玉姬
１月７日、中央公民館で
平成 年田子町民の新年を
祝う会が行われました。こ
れは、町と町商工会、八戸
農協田子支店の主催により
毎年開催されているもの
で、町内から約 名が出席
しました。
式典では、主催した３団
体の代表者から年頭のあい
さつが述べられた後、田子
高等学校の中村まり子校長
から、年頭の所感として講
話がありました。中村校長
は、田子高校に赴任が決ま
った当時や、赴任してから
の２年間についてを振り返
り、
「地域と一緒に、地域
に納得してもらえるような
高等教育を目指していきた
い」と語りました。
90

田子町消防団
第４分団班長
第１分団団員
第２分団団員
第３分団団員
第５分団団員
第６分団班長
第７分団班長
第８分団団員
第９分団団員
○団長表彰
「感謝状」平成 年退団者
元田子町消防団
副団長 木根榮（ 年２月）
団付分団長
日向八倉治（ 年９月）
部長 西村昭勇（ 年１月）
部長 工藤容子（ 年０月）
班長 中平幸男（ 年８月）
班長 遠藤忠夫（ 年４月）
団員
道上亜津志（ 年８月）
団員 内宮正光（ 年８月）
団員 三田裕輝（ 年 月）
団員 脇谷敦子（ 年２月）
団員 橋本貴宏（ 年２月）
「優良分団表彰」
田子町消防団第４分団 規
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１月４日、住民の安全を
守る消防団員の士気高揚を
目的として、町内で田子町
消防団出初式が行われ、町
内各分団から多くの団員が
参加しました。タプコピア
ンプラザ駐車場に隣接する
田子川で一斉放水訓練を行
い、山本晴美町長から観閲
を受けた後、サンモールた
っこ商店街入り口までを力
強く行進しました。
行進の後には中央公民館
で式典が行われ、消防団活
動に尽力した団員らに賞詞
や感謝状、表彰状が贈られ
ました。参加した団員らは
今年１年の無火災に向けて
決意を新たにしました。
出初式における表彰は次
のとおりです。
（敬称略）
○町長表彰
「賞詞」

（写真２）所感を述べる中村校長
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（写真１）表彰を受ける高舘団員
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（※写真５）
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１月 日、役場公室にヴ
ァンラーレ八戸の細越健太
郎代表取締役と下平賢吾専
務取締役が訪れ、Ｊ３昇格

報告会が行われました。
ヴァンラーレ八戸は２０
０６年に発足。現在は田子
町を含む三八上北 市町村
をホームタウンとしていま
す。そして昨シーズン、ホ
ームスタジアム・運営面・
成績などの必要条件をすべ
て満たしたため、Ｊ３昇格
となりました。
山本町長は、
「大変喜ば
しいです。身近にプロのサ
ッカーチームがあること
で、子どもたちの夢がさら
に大きくなると思います。
次のシーズンも頑張ってく
ださい」と応援の言葉を述
べました。細越代表取締役
は、
「Ｊ３というスタート
ラインに立つことができ、
うれしいです。今まで応援
していただいた方に活躍を
見せたいです」と意気込み
を語りました。

（※写真６）

田子幼稚園おしるこ会
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１月 日、田子幼稚園で

（写真

）
狙いを定めて
３

）
委嘱状を交付された
澤頭さん
（写真

４

ナイター卓球開幕
１月 日、役場公室で澤
頭清さん（干草場）に、引
き続き固定資産評価審査委
員会委員の委嘱状が交付さ
れました。
固定資産評価審査委員会
は、固定資産課税台帳に登
録された価格に対して納税
者からの不服申出があった
際に、中立的、専門的な立
場で審査等を行います。澤
頭さんは今回で４期目とな
り、
「委嘱されてから税の
仕組みについて考える機会
をいただきました。仕組み
について町民に伝えること
で役目を全うしていきたい
と思います」と述べていま
した。
任期は平成 年１月 日
までとなります。
34

ヴァンラーレ八戸
Ｊ３昇格報告会
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（※写真３）
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１月 日、農業者トレー
ニングセンターで、第 回
田子町ナイター卓球リーグ
戦開会式が行われました。
田子町卓球協会の名久井孝
允会長は、
「卓球を通じて
親睦を深めてほしいです。
最後までけがなく楽しみま
しょう」とあいさつしまし
た。試合が始まると、大人
と白熱したラリーを繰り広
げる小学生や、ダブルスで
点を取るごとにハイタッチ
をするペアなどがおり、展
開される熱戦に所属するチ
ームの応援も盛り上がって
いました。
今年参加するのは全８チ
ームで、リーグ戦形式によ
る団体戦のほか、２月７日
からは、第 回卓球選手権
で個人戦も行われています。
41

固定資産評価審査委員
会委員に澤頭さん
（※写真４）
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15

）
来庁した細越代表取締役
（写真右）と下平専務取締役

（写真

５
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おしるこ会が行われまし
た。この日は老人クラブの
方も参加しました。
おしるこ作りには宇宙組
の園児が挑戦し、
「くるく
る、ちょん」と掛け声をか
けながらかわいらしい大き
さの団子を丸めていました。
おしるこが完成するまで
の間、ホールで園児は老人
クラブの方と一緒に、こま
の絵付けをしました。果物
や花、キャラクターなどの
自分の好きな物や、回した
ときにどんな模様に見える
のか想像しながら描いてい
ました。絵付けが終わると、
こま回しをして遊び、誰が
長くこまを回していられる
か、老人クラブの方や友達
と競争をしていました。
会食では、老人クラブの
方とお話をしながら、おい
しそうに口にほおばってい
ました。会の最後には園児
から老人クラブの方にプレ
ゼントを贈り、オペレッタ
（音楽劇）を元気に披露しま
した。

清水頭小学校もちつき
大会 （※写真７）
つけるのが楽しかった」と
感想を話していました。

祝 種市よねさん１０
２歳！～敬老祝い金贈
呈～ （※写真８）

（写真

）
種市さんとご家族

）
うまく丸められるかな
６

（写真

（写真

）
繭玉で飾り付け

5

１月 日、清水頭小学校
でもちつき大会が行われま
した。春に田植えをし、秋
に収穫した餅米で、児童た
ちが順番に餅つきをしまし
１月 日、種市よねさん
た。低学年の児童は高学年 （サンモール）の満１０２歳
の児童に手伝ってもらいな をお祝いするため、ご自宅
がら餅つきをしていまし で敬老祝い金贈呈式が行わ
た。また、お餅をつくとき れ、町から敬老祝い金と花
に は 児 童 全 員 で「 よ い し 束が贈られました。山本町
ょ！」の掛け声をしました。 長がお祝いの言葉として
地域の方や保護者の方と 「本日はおめでとうござい
の「ふれあいタイム」では、 ます。これからも元気で毎
蹴りごまやかるた、けん玉 日すごしていただきたいで
などの昔遊びをしました。 す」と述べると、種市さん
蹴りごまでは、清水頭小学 は「おかげさまで長生きし
校で教師をしていた経験の ています」と笑顔を見せて
ある木崎了さんを講師に、 いました。
児童たちは初めての蹴りご
種市さんは大正６年１月
まに挑戦していました。
日生まれ。好き嫌いなく
お餅は切り餅や雑煮にし 何でも食べ、いつも食べ終
て食べたほか、水木に繭玉 わった後の食器の片付けま
と願いごとを描いた短冊を でしているそうです。
飾りました。会の終わりに
田子町の１００歳以上の
児童は、
「地域の方とふれ 方は種市さんを含めて５名
あえてよかった」
「繭玉を となっています。

８
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てもかなりの満腹感を味わ
うことができたようです。
また、食後には簡易血糖
測定や自宅でもできる簡単
な運動も行い、参加者にと
っては、自分の状態を知り
糖尿病予防の意識を高める
よい機会となったようです。

）
参加者によるグループ
ワーク

（写真

もやしとにらの蒸し鍋

９

（材料）
大豆もやしで作
ると歯ごたえが
増すほか栄養価
も高まります。

もやし1/2袋（100g）
、にら少々、豚肩
ロース30g、Ａ（酒大さじ1/2、鶏ガ
ラスープの素小さじ1/2、おろし生姜
小さじ1/2、胡椒少々）
、削り節少々
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えめにしたバランスのよい
食事と、血圧・体重測定・
食後の簡易血糖値測定など
の健康チェックにより、自
身の生活の見直しをする内
容となっています。
特に５００キロカロリー
の昼食は、事前に栄養士か
ら食べる順番や 分程度か
けて食べる等食べ方の説明
があり、カロリーが少なく

みんなで食べよう！
超かんたん、野菜料理

31

血糖値、気にしていま
すか？～なるほど５０
０キロカロリー教室～

田子町社会福祉協議会

☎32-4045
すくすく館
１月10日、ヴァンラーレ八戸と青
森県共同募金会との共同企画とし
て、ヴァンラーレ八戸の選手との交
流会を行いました。すくすく館、田
子分館、上郷分館の子どもたち37名
が参加し、ヴァンラーレ八戸の金井
隆太選手とサッカーを通じて交流を
深めました。はじめに県共同募金会
の棟方さんより「赤い羽根共同募金」
についてのお話と、金井選手より
「夢を持つことの大切さ・仲間を大
切にする心」についてのお話を聞き
ました。その後鬼ごっこやパス練習
で体を温め、３チームに分かれてサ
ッカーの試合を行いました。試合では金井選手と対戦す
ることもでき、プロサッカー選手の圧巻のプレーにみん
な大興奮でした！
試合後は選手への質問タイムや記念写真撮影を行い、
最後には金井選手のサイン入り色紙もいただきました。
子どもたちからま
た来てほしいとの
声もあり、楽しく
盛り上がった交流
会になりました♪
（原稿：福田）

（※写真９・ ）

１月 日、せせらぎの郷
で「なるほど５００キロカ
ロリー教室」が開催されま
した。この教室は、血糖値
を上げないようにするため
に、糖質（炭水化物）を控

☆学童だより

（写真
10

）
食事前に献立を確認

（作り方）
①耐熱皿にもやし・豚肉・にらの
順にのせる。
②Ａを混ぜ合わせて①に回しかける。ラップをし、豚
肉に火が通るまでレンジで加熱をする。
③削り節をかけたらできあがり。
★もやしは低エネルギーながら食物繊維が含まれて
います。ダイエット中もおすすめです。
★豚肉のタンパク質も加わることで、栄養バランス
と食べ応えがアップします。
（地域包括支援課栄養士 岡﨑）
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●お知らせ

■ 町水道所有者等変更の手続きについて

■ 確定申告についてのお知らせ

３、４月は、転入や転出等が多くなる時期となりま
すが、次のような場合は変更等の手続きが必要となり
ます。
◎貸家やアパートなどに転入・転出・転居される場合
・給水装置使用者変更届・開始（または中止）届の提出

◎所得税および復興特別所得税・贈与税の申告は
３月１５日（金）まで
◎消費税および地方消費税の申告は４月１日（月）まで

◎転出される場合（持ち家の場合）
・中止（または廃止）届の提出

申告所得税および
復興特別所得税

３月15日（金）

４月22日（月）

◎所有者（または使用者）が亡くなられた場合
・給水装置所有者変更届または給水装置使用者変更届
の提出（以降使用しない場合は、中止届または廃止
届の提出が必要となります）

消費税および地方消
４月１日（月）
費税（個人事業者）

４月24日（水）

税の種類

贈与税

納期限

振替日
（振替納税の場合）

３月15日（金）

◎納税は期限内に！
期限を過ぎて納付した場合、口座振替できなかった
場合は、法廷納期限の翌日から延滞税がかかる場合が
ありますのでご注意ください。
▼ご持参いただくもの 印鑑
▼納付方法
役場建設課水道グループ☎２０－７１１８
納付書に申告した納税額を記載してください。
振替納税を利用する場合は、
「預貯金口座振替依頼
書兼納付書送付依頼書」を法定納期限までに提出して
■ 年金を受けている方が所在不明になった
ください。一度提出すると継続して利用できます。
ときはお届けが必要です
納付書、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書
●１カ月以上不明になったとき
は、税務署窓口および申告書作成会場に備え付けてお
・年金を受けている方の所在が１カ月以上明らかでない
ります。
ときは、その世帯の世帯員の方は所在不明についての
※振替納税の場合には、領収証書は発行されません
届出を速やかに行う必要があります。提出先はお近く
のでご注意ください。
の年金事務所です。
▼申告書の提出
・お届けいただいた後、受給権者ご本人の健在を確認し、
申告書作成会場（ラピア）は、大変混雑し長時間お
所在が不明な場合は、年金の支払いが一時止まります。
待ちいただく場合があります。確定申告書を自宅で作
・年金の支払いが止まっている方の所在が明らかになっ
成し、e-Tax（電子申告）や郵送等での提出にご協力く
たときは、年金のお受け取りを再開するための手続
ださい。
きが必要になります。お近くの年金事務所までご連
▼マイナンバーの記載
絡をお願いします。
確定申告書には、マイナンバー（１２桁）の記載およ
◎お問い合わせは「ねんきんダイヤル」またはお近く び本人確認書類（番号確認書類と身元確認書類の提出
の年金事務所へ
または写しの添付）が必要です。
▼届出先 役場建設課水道グループ
（町のホームページより届出様式をダウン
ロードすることもできます）
問

問

問 問

ねんきんダイヤル ☎０５７０－０５－１１６５
八戸年金事務所 ☎０１７８－４４－１７４２

八戸税務署 ☎０１７８−４３−０１４１

■ 忘れないで、愛車も住所変更

問

い。また、青森県ホームページ「県
自動車をお持ちの方は、引越しなどで住所が変わっ 税・市町村税インフォメーション
たときには、運輸支局で住所の変更登録をする必要が （http://www.pref.aomori.lg.jp/life/
」でも受付しています。
あります。自動車税の納税通知書は、原則として運輸 tax/top.html）
支局に登録されている住所（車検証に記載されている
三八地域県民局県税部納税管理課
住所）にお送りしています。
☎０１７８−２７−５１１１内線205〜207、356
３月中に運輸支局で手続きができない場合は、電話
FAX０１７８−２７−３８１７
またはＦＡＸで三八地域県民局県税部にご連絡くださ
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●お知らせ

■ 平成30年度八戸圏域成年後見セミナー開催

■ 後期高齢者医療被保険者のみなさまへ

八戸圏域における成年後見の現状や成年後見制度へ
の理解を深めていただき、誰もが安心して暮らせる地
域づくりを推進することを目的に開催します。
▼主催
社会福祉法人 八戸市社会福祉協議会
▼開催日 ３月１６日（土）午後１時～４時
▼場所
八戸市総合福祉会館２階 多目的ホール
▼内容 ◎正午 受付 ◎午後１時 開会 ◎午後１
時～ 第１部 成年後見制度について ◎午後２時
～ 第２部 笑って学ぶ！エンディングノート～自
分らしく生きるために～ ▽落語「天国からの手紙」
天神亭きよ美氏 ▽講演「人生笑顔で！笑ンディン
グノート」講師 行政書士兼社会人落語家 生島清
身氏 ◎午後４時 閉会
▼参加費 無料
▼定員
５０名
▼申込方法 電話またはＦＡＸで、下記
までお申し込みください。

国の税制改正により、平成３０年１月１日から医療
費通知を確定申告に活用できるようになりました。広
域連合では、今回発送する医療費通知から新たに自己
負担相当分を記載し、平成３０年からの確定申告時の
医療費控除に活用していただけるよう様式を改正いた
しました。
なお、対象となる期間が平成３０年
１月診療分から１２月診療分となるこ
とから、通知書がお手元に届くのは最
短で平成３１年２月末頃となります。
ご理解とご協力をお願い申し上げます。

のお知らせ

問

八戸市成年後見センター
八戸市根城８－８－１５５総合福祉会館１階
☎０１７８－２４－１３２４ FAX ０１７８－４７－１８８１

■ 八戸年金事務所内に設置している
協会けんぽ相談窓口を終了します

３．お薬代負担軽減のご案内

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がある方へ、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２月に送付します。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。
青森県後期高齢者医療広域連合
☎０１７－７２１－３８２１
役場住民課福祉給付グループ（山内）☎２０－７１１９

■ みんなの人権１１０番
差別や虐待、パワーハラスメントなど、様々な人権
問題についての相談を受け付ける相談電話です。
電話は、最寄りの法務局につながり、相談は法務局
職員または人権擁護委員がお受けします。秘密は厳守
します。
また、青森県地方法務局及びその支局では、窓口に
おいて、面接による相談も受け付けています。
▼電話番号 ０５７０－００３－１１０（全国共通）
▼受付時間 平日午前８時３０分～午後５時１５分まで
問

●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

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
止など健康管理のサポートなど、薬による治療がより
効果的なものになるようお手伝いしてくれます。
かかりつけ薬局を持つためには、薬局に同意書の提
出が必要となりますので、希望される薬局へご相談い
ただきますようお願いいたします。

問

全国健康保険協会青森支部 青森市長島２－２５－３
☎０１７－７２１－２７１３
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aomori/

２．かかりつけ薬局を持ちましょう

問

問

青森支部では、現在八戸年金事務所内に設置してお
ります協会けんぽの相談窓口を、３月２９日（金）をも
ちまして終了させていただくこととなりました。
４月１日からは、窓口にお越しいただかなくてもわ
かりやすくお手続きいただけるようなサービスの推
進、事務処理の迅速化、郵送による手続きの促進に努
めてまいります。
加入者の皆様には大変ご迷惑をおかけいたします
が、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

１．医療費通知について

役場住民課住民環境グループ☎２０－７１１３
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●お知らせ

■ 障害福祉施設のご紹介

■ 犬・猫の飼い方について

障害福祉施設が新たに町内に誕生しましたのでお知
らせします。
１．事業所名 通所センター「わかば」
▼事業内容 ①自立訓練（生活訓練）②生活介護
▼営業時間 月曜日～金曜日 午前９時～午後４時
◎それぞれのニーズに合わせた柔軟なサービスを支援
します。

問

◎犬・猫による苦情が相次いでいます
町では、
「犬の放し飼いをしている人がいる」
、
「散歩
時のフンを片付けない飼い主がいる」
、
「多頭飼育して
いて鳴き声がうるさい」
、
「放し飼いの猫が家に来てい
たずらをして困る」など、犬・猫による苦情が相次い
でいますが、その苦情の多くは無責任な飼養によるも
のです。犬・猫の飼養についてはモラルだけでなく、
動物愛護管理法により定められています。
２．事業所名 児童デイサービス「にこチャオ」
全ての人が動物を好きなわけではありません。飼い
▼事業内容 放課後等デイサービス
主は適正な飼養を行い、近隣トラブルなどにならない
▼営業時間
ようにしましょう。
月曜日～金曜日（登校日） 午前８時～午後５時
▼犬の飼養について
土曜日・休校日 午前９時～午後３時
・登録などの手続きや狂犬病予防注射は飼
◎利用児童に限り八戸への朝送迎・下校時の
い主の義務です。必ず行ってください。
送迎も行っています。
・散歩時はリードを装着し、フンは責任をもって持ち
特定非営利活動法人 陽だまりの家 ☎２３−０２５０
帰ってください。自分の生活エリアにフンが放置さ
〒039-0201田子町大字田子字長坂３５番地
れたままでうれしい人などいません。他人の気持ち
になって考えましょう。
・首輪に鑑札と注射済票を装着しましょう。迷子犬を保
■「解決の糸口を見つけに行こう！」相談会
護した際に、飼い主を特定する手がかりになります。
八戸市と連携して生活再建相談事業を行っている消
費者信用生活協同組合による無料相談会です。専門ス ・定期的に首輪を調整してください。外れて逃げ出す
ことがあります。
タッフや弁護士、保健師などがお金や暮らしに関する
・運動不足など犬にとってストレスとなることは、む
悩みなどについて、丁寧に聴き取りし、一緒に解決の
だ吠えの原因になります。犬の習性などを理解し、
糸口を見つけます。
適切に飼うとともに、地域へ迷惑を掛けることのな
▼実施日時 ３月２３日（土）
いよう心がけましょう。
▼場所 信用生協八戸事務所
（八戸市大字八日町３６第一ビルディング４階） ▼猫の飼養について
▼対象の相談 ①お金の問題（多重債務問題など）
、 ・猫はなるべく室内で飼いましょう。屋外は猫にとっ
て感染症や事故などの危険性があるほか、ふん尿や
②遺産相続、③不動産売買、④税金等公共料金の滞
鳴き声がトラブルの原因となります。
納、⑤ＤＶ・離婚問題、⑥こころの悩み、⑦その他
・子猫が生まれることを希望しない場合は、去勢や避
くらしに関する悩み事
妊手術を施すなどしましょう。
▼予約 相談は無料。ただし事前の予約が必要です。
・猫のフンなどは確実に処理し、悪臭の発生防止に努
信用生協八戸事務所
めましょう。
☎０１２０－１０２－０８４ FAX ０１７８－２０－８５８３
・飼えない猫に無責任な餌付けをしないでください。
自分では「飼っていない」と思っていても、
■ 全座席のシートベルト着用を！～すべての座
周囲からは飼っていると見なされ、飼い主
席でのシートベルト着用は義務化されています～
としての責任が伴います。
▼飼い主としての心構え
シートベルトを着用していないと、衝突時にハンド
ペットを飼うということは、その動物の命を預かる
ル、ダッシュボード、フロントガラス等にぶつかった
とともに、地域社会に対しても責任を持つということ
り、さらには車外に投げ出され重大な被害を受ける場
です。人とペットが快適に共生していくためにはマナ
合があります。
ーやモラルが重要となります。
シートベルトは交通事故の際の被害軽減に大きな効
（登録手続き等）役場住民課住民環境グループ
果があります。運転手の方は後部座席も含めた全員の
（大橋）☎２０－７１１３
シートベルト着用を確認してから発進しましょう。
（近隣トラブル等）動物愛護センター八戸相談所
三戸警察署田子警察官駐在所☎３２－３１０９
☎０１７８－２７－５１１１
問

問
問

問
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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。

平成30年
田子町文化賞・スポーツ賞受賞者決定

●いけばな講座
▽と き ３月16日（土）午後６時30分
▽ところ 中央公民館研修室
▽材料費 1,000円程度
●フラダンス健康講座
▽と き ３月８日（金）
・15日（金）
▽ところ 中央公民館和室
▽持ち物 汗ふき用タオル・飲み物
●ストライキングエクササイズ
フィットネスクラス（90分）
▽と き ３月６日（水）
・13日（水）
・20日（水）
午後６時30分
▽ところ 中央公民館ホール
▽持ち物 汗ふき用タオル・飲み物
▽参加料 無料
※新規の講座情報は、そのつどＴＣＶデータ放送や
チラシ等でお知らせします。

◎平成31年度公民館講座募集
公民館講座を自主運営しませんか。
新たに講座を計画したい、現在の講座を継続
したい等、皆さんからのご応募をお待ちしてお
ります。
田子神楽

１月24日に田子町文化賞・スポーツ賞の審査会が
開催され、文化賞部門は９個人に、スポーツ賞部門は
２団体、15個人の受賞が決定されました。
受賞者は次のとおりです。
●文化賞部門
▽文化奨励賞（個人）
西村 務（一般）
萩原穂佳（八戸北高３）
松橋大希（名久井農高１）
▽児童・生徒文化奨励賞（個人）
木谷佳愛（田子中３） 高山玲弥（田子小６）
星 斗翔（清水頭小４） 髙橋祐月（田子小３）
袖村風花（清水頭小２） 川村美紗貴（清水頭小２）
●スポーツ賞部門
▽スポーツ大賞（個人）
谷内勝哉（三本木農高１）
山市紗友里（三本木農高２）
▽スポーツ賞（団体） 田子高校弓道部
▽スポーツ賞（個人）
山本麻樹（一般） 尾形有香（名久井農高３）
鳥井本遥奈（三本木農高３） 山市育美（田子高２）
大坊和輝（三本木農高１）
▽スポーツ奨励賞（団体） 田子小学校女子相撲部
▽スポーツ奨励賞（個人）
川上菜央（田子中１） 高沢琉葵（田子小６）
新井田未徠（田子小６） 木谷歩夢（田子小６）
北村雪都（田子小５） 新井田哩来（田子小４）
櫻井 惺（田子小４） 新井田有成（田子小２）

みんなでチャレンジ
公民館講座のお知らせ

第41回文化協会芸能発表会
２月３日、タプコピアンプラザホールで第41回田
子町文化協会芸能発表会が行われました。これは田子
町文化協会の主催で行われ、芸能部門の10団体、特
別出演のアツシダンススクールが出演しました。
みなさま方も文化協会に加入して、一緒に参加しま
せんか。
民舞踊子すずめ会

舞踊愛好会

たっこフラサークルモキハナ
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図書館情報
世界にはばたく町に！「国際交流と国際理解」
●「国際交流・国際理解」特集
当町では、アメリカ合衆国ギルロ
イ市、大韓民国瑞山市、イタリア共
和国モンティチェリ・ドンジーナ町
との姉妹都市交流があり、たびたび
外国からお客様がいらっしゃいます。
お互いの文化や価値観が違っていて

も、他国を理解し、人と人が温かく
つながることを目指しています。図
書館では政策推進課と協力し、国際
交流・国際理解に関する本を展示・
貸出します。どうぞご利用ください。
○家庭で作れる韓国の
常備菜
○ホストファミリー奮
闘記
○それ日本と逆 !?
文化のちがい習慣の
ちがい
○おにぎりはどの角か
ら食べるのがマナー
ですか？

●読みたい本をお探しします「本の予約とリクエスト」
読みたい本が貸出中の時は「本の
予約」を、図書館にない本を読みた
いときは「本のリクエスト」を受け
付けています。
「テレビやラジオで紹介していた
本」
「新聞に載っていた本」
「本屋さ
んで見た本」など、皆さま一人ひと
りのご要望にできるだけおこたえし
ます。
電話でも受け付けます（☎２０－７
２２１）
。どうぞご利用ください。

図書館おやすみカレンダー

▼色の濃い日が休館日です。

本の予約 ･ リクエスト申込み用紙

◎昨年度、本の予約とリクエストは、
合わせて1,473件ありました。

3月の図書館行事
▼３／６（水）午前10時
ブックスタート／せせらぎの郷
▼３／10（日）午前10時30分
本の読み聞かせととしょかんクラブ
遊べるおりがみ「回転子馬」
▼３／20（水）午前10時
セカンドブック／せせらぎの郷

田子町立図書館（担当：川村）
☎２０‐７２２１

※３／23（土）
「本の読み聞かせととしょか
んクラブ」はお休みです。

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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●医療、家政、手芸、体操
▽空飛ぶ院長、医療過疎を救う！
／今明秀／498コ
▽人生が整う家事の習慣／590ジ
▽紙バンドを結んで作るずっと持
ちたいかご／754フ
▽物忘れ・認知症を撃退！脳がよ
みがえるきくち体操／781キ
●歴史・時代小説
▽奈緒と磐音／居眠り磐音／佐伯泰
英／913サ
▽つくもがみ笑います／畠中恵／
913ハ
▽うに勝負／料理人季蔵捕物控33
／和田はつ子／913ワ
●ミステリー・警察小説など
▽火のないところに煙は／芦沢央／
913ア
▽キンモクセイ／今野敏／913コ
▽悲願花／下村敦史／913シ
▽テレビ探偵／小路幸也／913シ
▽神のダイスを見上げて／知念実希
人／913チ
▽月光／誉田哲也／913ホ
▽本と鍵の季節／米澤穂信／913ヨ
●そのほかの小説など
▽平場の月／朝倉かすみ／913ア
▽ニムロッド／上田岳弘／913ウ
▽ひと／小野寺史宜／913オ
▽光まで５分／桜木紫乃／913サ
▽宝島／真藤順丈／913シ
▽そして、バトンは渡された／瀬尾
まいこ／913セ
▽ベルリンは晴れているか／深緑野
分／913フ
▽１Ｒ（ラウンド）１分34秒／町屋
良平／913マ
▽散歩するネコ／れんげ荘物語４／
群ようこ／913ム
●エッセイなど
▽一切なりゆき／樹木希林のことば
／778キ
▽働き方1.9 ／ヒロシ／779ヒ
▽駄目な世代／酒井順子／914サ
▽ズレてる、私 !? ／中野翠／914ナ
▽海苔と卵と朝めし／向田邦子／
914ム
▽他人だったのに。／糸井重里／
914イ
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結）状態になっていること
があります。また、日中で
も陽の当たらない箇所や橋
の上、トンネルの出入り口
付近などは路面が凍ってい
ることがあります。
○スピードを出しすぎると
視野が狭くなり、標識等の
見落としや危険回避への遅
れが生じることから、思わ
ぬ事故につながります。常
に路面状況や気温に注意し
て、安全な速度で交通事故
を起こさないようにしまし
ょう。
▼三戸警察署田子警察官駐
在所☎ ‐３１０９

ブ を 長 時 間 使 用 す る 際 は、
時々「換気」して、部屋の
空気を入れ換える。
・落雪による煙突の破損や、
ＦＦ式排気筒の埋もれなど
がないか時々「点検」する。
・積雪が多い場合は、出口
の 周 囲 を 除 雪 し、
「避難経
路を確保」する。
・路面が「凍結し、滑りや
すくなっている」ので、転
倒しないように注意する。
・屋根から雪やつららが落
ち て く る の で、
「軒下には
近づかない」ようにする。

▼三戸消防署 田子分署
☎ ‐３１０４

19 あとから体が楽になる運動教室

（金）午前10:00〜午後2:30

（火）
（せせらぎの郷）午後2:00〜3:00

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
7 血圧を下げる教室（せせらぎの郷）
（木）午前10:00〜午後1:00
あとから体が楽になる運動教室
（せせらぎの郷）午後2:00〜3:00
8 生きがい倶楽部（上郷公民館）
（金）午前10:00〜午後2:30
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
なるほど500キロカロリー教室
（せせらぎの郷）午前10:00〜午後1:00
あとから体が楽になる運動教室
（せせらぎの郷）午後2:00〜3:00
15 生きがい倶楽部（上郷公民館）
（金）午前10:00〜午後2:30
16 介護職員初任者研修修了式
（土）
（せせらぎの郷）午前9:00〜10:00
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
なるほど500キロカロリー教室
（せせらぎの郷）午前10:00〜午後1:00

20 こども健診（せせらぎの郷）
（水）午前9:30〜
22 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
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
保健推進員学習会（せせらぎの郷）
午前9:30〜10:30
27 予防接種（せせらぎの郷）
（水）午前10:30〜
つばきの会（せせらぎの郷）
午前10:00〜午後1:00
28 デイケア（せせらぎの郷）
（木）午前9:30〜午後1:00
なるほど500キロカロリー教室
（せせらぎの郷）午前10:00〜午後1:00
あとから体が楽になる運動教室
（せせらぎの郷）午後2:00〜3:00
自立支援相談窓口（せせらぎの郷）
午後1:00〜4:00
29 生きがい倶楽部（上郷公民館）
（金）午前10:00〜午後2:30

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。
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町の人口

平成 年 月 日現在

３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

●雪解け時期の運転に十分
注意を！
○雪解けとともに、歩行者
や自転車の通行が増加する
など交通環境が変化しま
す。ドライバーにとっては
危険性が高まる時期ですの
で、このような時期こそ速
度を控えめにすることが大
切です。
○朝・夕に雪解け水が凍り、
見た目には黒く濡れている
ように見える路
面 が、 実 際 は ブ
ラックアイス（凍

■消防署 コーナー

●冬期間の火の取扱い・事
故に注意
寒さが厳しく、暖房器具
を 使 用 す る こ の 時 期、
「ち
ょっとした不注意」による
火災や、不慮の事故を防ぐ
ため次の点に注意しましょ
う。
・石油ストーブに灯油を給
油 す る 際 は「 油 種 を 確 認 」
し、
「必ず消火」してから
行う。
・お出かけの
時 は「 火 の 元
を点検」する。
・石油ストー
32
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世帯数／2169（＋１）
人口／5529（−11）
男／2681（−４）
女／2848（−７）
（ ）内は前月比です

誕生
ゆうな

●堀合佑奈（悟寛・留美子）
／七日市
とうま

●小舘柊真（蓮音・ひかる）
／七日市
● 個人情報保護のため掲載を省略しています
※（

）内はご両親、
“／”のあとは行政区です

お悔やみ
●井畑タジ（87歳）中本町
●髙橋末治（83歳）飯豊
●花木はつ（90歳）新田
●宝田久子（84歳）茂市
●鳥井本和惠（87歳）下田子
●澤口きぬ（95歳）遠瀬
●大坊よし（90歳）道前
●山市幸江（76歳）清水頭
●西村はるゑ（84歳）上野
※（

）内は享年、（

）のあとは行政区です
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子神楽」に、今年度も全校
で取り組み、学芸発表会で
６年生が練習の成果を披露
しました。児童への指導や
お囃子の演奏など、田子神
楽保存会の皆様の
お力添えをいただ
きました。
各教科等の学習
では、
「主体的、対
話的で深い学び」
を目指した授業改
善を進めています。
問題に子どもが答
え、 教 師 が 解 説 す
るという授業から
脱 却 し、 子 ど も た
ち 自 身 が「 ど う し
て？」
「わかった！」
と感じられる授業
を目指しています。
家庭での一人勉強
の継続的な取り組
み 等、 保 護 者 の 皆
様にもご協力をい
ただきながら進め
ています。
たくさんの皆様の本校教
育活動へのご理解とご支援
に感謝申し上げます。
（原稿・画像提供 田子小学校）

短歌

貝守多恵

越し方を振り向き見れば悔いもあり残りの人
生悔いなき日々を

貝守多恵

人生の楽園捜す八十路なり終点見えず何処ま
で続く

新井田衣

電線にカラス二羽がじゃれ合いて口づけする
は人並に見ゆ
ちみもうりょう

新井田衣

夜も更けて魑魅魍魎の時間帯か犬の鳴き声お
ぼろにきこゆ
も が り ぶ え

柳田麗子

るるるると心揺さぶる虎落笛きき馴れし音と
きに哀しく

柳田麗子

追いつけぬ風追いかける枯すすき月しらじら
と冬ざれの河原

編集後記

今回は、トピックス（５ページ）
にあるとおり、
「なるほど５００キ
ロカロリー教室」を取材しました。
取材していくうちにどんどん調理
室がいい匂いになっていきました。
当日のメニューは麦ご飯、チキン
みそカツ、ひじきの炒め煮、レタ
スと水菜のサラダ、ほうれん草の
おひたしでした。メインが揚げ物
でも５００キロカロリーで抑えら
れていることに驚きました！ さ
らに野菜が多めで満腹感もしっか
りとありました。
参加者の方の笑顔は終始絶えず、
糖質を控えた食事を学び、自分の
健康に役立てていく本来の目的は
もちろんですが、栄養士・保健師
と直接話せるよい機会になってい
ると感じました。私も普段の食事
を見直そうと思います。
（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

田子小学校

●地域・家庭と協働した教
育活動を目指して
昨年度は文部科学省委託
事 業 と し て、 地 域 や 家 庭、
関係機関のご支援をいただ
きながら、食に関す
る様々な取り組みを
推進しました。今年
度も、その成果を活
かし、教育活動を進
めております。なか
でも、地域を代表す
るにんにく生産や稲
作の農業体験学習
は、初めて体験する
という子どもたちも
多く、とても貴重な
機会になっていま
す。この体験にご協
力くださっている種
子様（にんにく）と宇
藤様（稲作）には、感
謝の気持ちでいっぱ
いです。
日 曜 参 観 日 で は、
学校保健委員会を開
催し、望ましい食習
慣について、児童・保護者・
教員が一緒に、講話や児童
の発表、話し合いなどをと
おして学ぶ場を設けました。
また、地域の宝である「田

タプコピアン文芸

学校の話題
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発行・編集＝田子町
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今まで燃やすごみは可燃ごみ指定袋に入れて出さなくても回収していましたが、
平成31年４月からは可燃ごみ指定袋以外のもので出した場合は回収しません。
これからは、共同処理を行っている三戸町・南部町の方法に統一します。
※レジ袋、段ボール箱、肥料袋、発泡スチロールの箱等に入れて出してはいけません。
▽注意点 剪定枝は、可燃ごみ指定袋不要です。
これまでどおり、剪定枝等は乾燥の上、直径１０㎝以下、長さ５０㎝以下に切断
し束ねて、可燃ごみ指定袋に入れないで出してください。
役場住民課住民環境グループ
※草、葉、花は土等を取り除き可燃ごみ指定袋に入れて出してください。
（大橋・中澤）☎２０－７１１３
問

青森県三戸郡田子町大字田子字天神堂平

広報たっこ２０１９年 月号 （平成 年 月 日発行）通算第７１２号

３

■ 平成３１年４月１日から燃やすごみは可燃ごみ指定袋以外に入れたものは回収しません。

Ｊ３昇格後初のホーム戦をみんなで盛り上げよう！
ヴァンラーレ八戸ＦＣ ホームタウンマッチデーのご案内
このたびＪ３昇格となったヴァンラーレ八戸ＦＣを「全緑」
で応援しませんか？
ホームタウン（田子町含む全16市町村）の小中高校生を無料
ご招待します！

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/

▼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・高校生【試合観戦招待：芝生席】
▼対象試合 2019明治安田生命リーグ第３節
ヴァンラーレ八戸ＦＣ 対 Y.S.C.C. 横浜戦
▼日時 ３月24日（日）午後１時キックオフ
▼場所 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、専用ブースに住民の証明ができる
もの（保険証、学生証など）を提示して、招待券を受け取り
入場してください。
○ホームタウン自治体に在住の大学生以上の方は半額で入場す
ることができます。
通常前売り入場料1,000円 → ３月24日（日）のみ５００円
田子町中央公民館内
ヴァンラーレ八戸ホームゲーム担当☎２０－７０７０

はじめてのハッピーバースデイ

平成30年２月に生まれた満１歳のお友だちです。
ふ

う

か

●村木風羽花ちゃん

Ｈ30.2.1
（野月・女の子）
誕生日おめでとう 最
近は言葉も覚え、笑顔で
バイバイと言ってくれ
ます！ これからもたく
さん笑顔を見せてね！
ま

れ

●中村麻玲ちゃん

Ｈ30.2.19
（嘉沢・女の子）
笑顔をたくさん見せて
くれる麻玲ちゃんに、
いつも癒やされていま
す。これからも、たく
さん遊ぼうね！

フットサルで世代間交流
２月３日、農業者トレーニングセン
ターでスポネットたっこ杯フットサル
大会2019が行われました。これは、
スポネットたっこ（尾形憲男会長）の主
催によるもので、冬場の運動不足解消
と世代を越えたスポーツによる交流を
目的とし、今年で７回目の開催となりま
す。今回はＭＩＸの部（小学生と一般の混
成チーム）と一般の部（中学生以上）があ
り、全１０チームが優勝を目指しました。
結果は次のとおりです。
▼ＭＩＸの部
◎優 勝 HATAKE'S
◎準優勝 三戸ファインツＦＣ
◎第３位 白中チーム

▼一般の部
◎優 勝 田子 FC_2nd
◎準優勝 ナナヨウ
◎第３位 田子 FC_1st
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