ならやま

戦後に建築された木造の

三重塔の中では国内最大

級の規模を誇ります

「法光寺歴史見学会」を開き
法光寺開山からの歴史などを
来訪者へ説明し、「座禅体験」
や「写経体験」の講師を務め
るなど、地域とのつながりを
大切にしています。
ま た、「 名 久 井 岳 ト レ イ ル
フェスティバル」では、法光
寺境内の一部をコースとして
開放するなど、地域の行事に
積極的に協力しています。
普段は体験することができ
ない歴史的建造物を楽しみな

文化財への登録を受けて

現在、法光寺境内では山門
の 建 替 工 事 を 行 っ て い ま す。
建築中の山門のたたずまいは
輝きを放ち、承陽塔や周囲の
景観とともに、来訪者を暖か
く迎え入れてくれます。

装いも新たに

が ら 参 加 で き る イ ベ ン ト は、
参加者のみならず、地域の人
たちからも喜ばれています。

～地域とともに歩みを進める法光寺～

た承陽塔のほかにも、周辺の
木々や景観の美しさなど魅力
にあふれています。
日本名松百選に認定されて
い る 法 光 寺 参 道 の 松 並 木 は、
参道途中にそびえる樹高 ㍍
に も 及 ぶ「 爺 杉 」（ 推 定 樹 齢
１０００年）とともに県天然
記念物に指定されています。

55平方㍍
建築面積

法光寺承陽塔の文化財への

登録に、感慨無量の思いです。

こ の 登 録 を、 町 の 活 性 化 に

つ な げ て い け る よ う、 こ れ か

らもお寺を開放するなど地域

と一体となって様々な取り組

み を し て い く 中 で、 住 職 と し

ての使命を果たしていきたい

と思います。

2
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歴史的魅力高まる南部町

50

じょうようとう

37

の意志を受け継いだ 世楢山
だいてん
大典住職が昭和 年６月に竣
工させました。
建築年数が 年以上という
歴 史 的 価 値 に 加 え、「 造 形 の
規範となっている」という登
録基準に該当していることが
評価され登録に至りました。
法光寺は文化財に登録され

約８ｍ

幅

24

承陽塔の国登録有形文化財登録
28

国登録有形文化財に登録
６月 日、法光寺本堂の背
面に建立されている「承陽塔」
が、国登録有形文化財に正式
に登録されました。
じょうようだいし
承陽塔は、承陽大師（曹洞
どうげんぜん じ
宗の開祖、道元禅師）の遺骨
を奉安するため、歴代の住職

33ｍ

高さ

法光寺 ３９世
楢山武浩 住職

地域に根ざす法光寺の魅力
毎年５月上旬、ソメイヨシ
ノをはじめとした桜が彩る法
光寺境内を主会場に「南部町
春まつり」が開催され、歴史
ある景観と春の華やかな景色
の豪華な競演に、多くの人た
ちでにぎわいます。
法 光 寺 の 楢 山 武 浩 住 職 は、

春まつりで行われた写経体験の様子

35

これまでの春まつりにおいて

「承陽塔」概要

特集
承陽塔＞
＜法光寺

＜聖寿寺館跡からの発掘速報＞

北海道以外では初の出土

アイヌの刻印入り陶磁器
中世アイヌが戦国大名南部氏の居城に居住

１．
「×印」が刻印された陶磁器の出土
６月８日、室町・戦国期の三戸南部氏の居城聖
寿寺館跡から、中世アイヌによるシロシ（＝印）
が刻印された陶磁器が北海道以外で初めて出土し
ました。
シロシが刻印された陶磁器が出土したのは、聖
寿寺館跡の中の当主が居住していたと考えられる
中心区画です。
今回出土したのは15世紀後半から16世紀前葉に
流通していた中国産の染付皿で、刻印は染付皿の
底に5.0センチ×4.3センチの大きさで「×印」を
描くように施されていました。

聖寿寺館跡（南部町）で確認されたアイヌの刻印

２．シロシが当時の歴史を知る手掛かりに
類似のものは、聖寿寺館跡と同時期に北海道南
かきざき
かつやまたてあと
部を支配していた蠣崎氏の居城である勝山館跡（北
海道上ノ国町）からも出土しており、勝山館跡の
わ じん
墓域からはアイヌと和 人（アイヌ以外の日本人）
の墓が隣同士で見つかっていることから、当時、
城館内部で和人とアイヌが混住していたことが指
摘されています。

勝山館跡（北海道上ノ国町）で確認されたアイヌの刻印

３．今回の出土からうかがえること
今回のシロシの発見で、中世南部氏がアイヌと
交流を持ち、アイヌが聖寿寺館内部に居住してい
たことが明らかになりました。
聖寿寺館に居住していたアイヌが南部氏から陶
磁器を貰い、自らの所有の証として刻印したもの
と考えられます。
聖寿寺館跡からは、他にアイヌ文化の特徴的な
骨角製の道具や素材、製作途中のモノが出土。骨
角製品やガラス玉は、複数の倉庫や工房から出土
するなど、城館内の広範囲に分散している傾向に
あります。このため、アイヌ関連遺物は短期的な
滞在の痕跡ではなく聖寿寺館内部で本州アイヌが
居住し、和人と混住していた可能性が高いと考え
られます。
南部氏は北海道との交易を仲介する本州アイヌ
と良好な関係を築いていたと想定されます。
3
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聖寿寺館跡から出土したアイヌの道具

４．今後の歴史研究に向けて
今回のシロシの刻印された陶磁器の出土は、こ
れまで謎に包まれていた本州アイヌ研究にとって
大きな手掛かりとなるもので、戦国大名南部氏の
領国経営やアイヌとの関係を考える上でも大きな
発見となりました。

まちの話題

記録の更新を目指し懸命な泳ぎ
第12回南部町小学校水泳記録会

交流学習で異なる文化を体験

モンゴルからの転校生「ノノ君」と剣吉小児童が交流

８月２日、小学校水泳記録会が名川Ｂ&Ｇ海洋

剣吉小学校（坂本晴美校長）に、６月26日か

センターで行われ、町内の小学５、６年生が日頃

ら７月下旬まで、モンゴルからノントゥアバイア

の練習の成果を発揮しました。

ル（愛称：ノノ）君が交流学習のため訪れました。

工藤町長は、
「このプールで練習し、全国大会
に出場した選手もいます。自己記録の更新を目指
し、皆さんの飛躍を期待します」と激励。
選手たちは、仲間の声援を受けながら、記録の
更新に向け懸命な泳ぎを見せました。大会では

この交流は、ノノ君の母親が旧名川町助役の澤
口五十吉さんと仕事をした縁で実現。
日本語通訳としてノノ君の授業を見守ってきた
母親のアルタン・ギレルさんは、「異なる文化・

16種目の競技が行われ、２つの新記録が生まれ

教育にふれて、息子にとって刺激となる貴重な経

ました。

験になった。学校に感謝したい」と話しました。

力強い泳ぎで競い合う児童たち

大好きな体育の授業で元気に走り回るノノ君㊧

これからもお元気で

地域スポーツの振興に貢献

工藤さつさんに町から敬老祝い金・記念品を贈呈

８月７日、同月５日に100歳を迎えられた工藤
さつさん（下名久井）へ町から敬老祝い金と記念
品が贈られました。
さつさんは、工藤家に嫁いだ後、夫婦で始めた
豆腐屋を50歳まで営みながら、育児や孫の面倒
を見るなど、家族を支えてきました。
お祝いに訪れた工藤町長と握手を交わしたさつ

東北地区スポーツ推進委員功労の伝達

スポーツ推進委員を務める出町幸さん（剣吉）が、
地域スポーツ振興への永年の貢献が認められ、東
北地区スポーツ推進委員協議会より表彰状を伝達
されました。
出町さんは昭和62年に名川町体育指導委員に
就任。バドミントン選手としての経歴を持ち、現

さんは、
「ありがとうございます」と笑顔で応え、

在は、三八地区スポーツ推進委員協議会理事等の

また、周りの人にも気遣いの声をかけるなど、さ

役職に就き、町社会体育事業の企画運営において、

つさんの温かな人柄が感じられました。

積極的に助言を行うなどの活躍をしています。

工藤町長と笑顔で握手する工藤さつさん㊧

受賞の報告に訪れた出町幸さん

９月号 広報なんぶちょう
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TOWN TOPICS
マリンスポーツ体験交流会
岩手県山田町の児童と交流

南部氏の縁による交流
南部町小学生国内交流事業

８月11日、町内の小学校児童10人と岩手県山

７月26日から28日までの３日間、町内の小学５・

田町の小学校児童15人が山田町の大島（オラン

６年生30人が南部氏の縁で結ばれている山梨県

ダ島）で、マリンスポーツ体験交流会を行いまし

南部町を訪問しました。

た。
子どもたちは、カヌーやバナナボート、シュノー
ケリングなどを体験したほか、バーベキューを楽
しむなど、交流の輪を広げました。
なな ほ

松井七穂さん（名久井小４年）は「海がきれい
で、カヌー、海水浴が楽しかった。友達がたくさ

児童たちは、名刺交換やさまざまな体験活動で
交流を深めたほか、南部氏にまつわる歴史につい
ての勉強をするなど、充実した３日間を過ごしま
した。
最終日のフリータイムでは、記念撮影や連絡先

んでき、来年もまた行きたい」と話しました。

を交換し、再会を誓い合いました。

バナナボートを楽しむ子どもたち

仲良く肩を組んで記念の１枚

旬の果物を用いたユニークな大会

日頃の感謝を込めて

達者村桃狩り種飛ばし全国大会

８月20日、
「達者村桃狩り種飛ばし全国大会」が、

福地少年団・福地ＳＴＣによる「ゴミ拾い活動」

８月10日、南部町スポーツ少年団・福地ＳＴ

パノラマ観光果夢園で開催され、今年は、三沢市

Ｃ（川上代表）が、日頃

からの外国人家族が参加するなど、国際色豊かな

動公園テニスコートとその周辺道路の「ゴミ拾い

65人が集まりました。

活動」を行いました。

参加者たちは、桃の種を口に含んでスタート台

利用しているふくち運

この活動は、毎年お盆前に実施し、今年で３回

に上がると、体を大きく反らすなどして勢いよく

目。同団体は、社会活動やスポーツ活動を通して、

種を飛ばし、その飛距離を競いました。

子どもたちの協調性や創造性を育んでいます。

小さな子どもたちの挑戦や好記録の続出に会場
は盛り上がりを見せたほか、桃狩りで、旬の味覚
を堪能する参加者の笑顔であふれていました。

町内の小学生を対象に加入者を募集しています
ので、希望者は下記までお問い合せください。
問合せ

川上代表

☎090-2022-3912

←８m25cmの記録で優
勝を果たした、十和
田市から参加の工藤
大樹さん。
「初めての参加で優
勝 で き て う れ し い。
桃は甘くておしかっ
た」と喜びを話しま
した。

5
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ゴミ拾い活動に参加した福地ＳＴＣの子どもたち

多くの人に知ってもらいたい

玲花さんは「南部町のことを

6
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伝統の祭りに新たな風
南部まつり・なんぶサマーフェスティバル
んぶサマーフェスティバルが
と思い応募しました。たくさ

町会議の誘致に応募した山田

三戸駅周辺で開催され、小雨
んの人が来てくれて夢のよう」

日、南部まつりとな

にも関わらず、１万人以上が

南部町防犯協会

９月は、各地区でまつりが行われます。外出する際は戸締りをしましょう。また、不審者から子どもを守るため、遊

びに行くときは、
「誰と」
「どこで」
「何時まで」などを親子で確認しあいましょう！

８月

集まり、にぎわいました。
と喜びと驚きの気持ちで声を
弾ませました。

祭りの最初を飾ったパレー
ドは、南部小学校児童による
なった花火大会も、天候不安

日に延期と

伝統の諏訪ノ平神楽、綺麗な
を跳ね返すように３５００発

雨天により

笛の音色と力強い太鼓を響か

の花火が力強く大輪の花を咲

「よっちょれ」の元気な踊り、

せる山車、みこしなどが三戸

かせ、夏の夜空を鮮やかに照

出店コーナー
山車の合同運行
山車組 お囃子競演
とまべち町内対抗綱引き大会
大江裕 オンステージ
カラオケ大会
３×３ALL STARS（野外ライブ）

ＮＯモーション

出店コーナー
リバーブ５（エレキサウンドショー）
開会セレモニー
ＮＯモーション（野外ライブ）
ふくち演芸会（各町内会による歌や踊り）

16時～
17時～
17時50分～
18時～
18時50分～

苫米地地区
（お祭り広場：南部町ふれあい公園）
問合せ 商工観光交流課（本庁舎）
☎0178-84-2119

19

駅前通りを練り歩きました。
らしました。

9月16日～17日

９月16日（土）16時～21時

とまべちまつり

場所

また、県南地方の踊り「ナ
ニャドヤラ」の流し踊りがパ
レードに参加したほか、夜に
は 山 車 を 囲 ん で 優 雅 に 舞 い、
しなやかな身振り、手振りが
観客を魅了しました。
駅前ではコスプレをして歌
や踊りを披露する「サブカル
フェスタ」に加え、南部まつ
りの様子をインターネット中
継するなどの企画「ニコニコ
町会議」を開催。ニコニコ動
画の人気出演者が歌や踊りを
披露し、例年以上に多くの若
者が集まりました。メールで

南部小児童による「よっちょれ」

12時～
14時～
16時30分～
17時～
18時～
18時50分～
19時40分～

大江裕

歌や踊りで観客を魅了した「サブカルフェスタ」
優雅に踊る「ナニャドヤラ」

12

９月17日（日）12時～21時

水泳・陸上競技で好成績
全国大会・東北大会に出場
８月２日、水泳競技・陸上競技で、全国大会・
東北大会への出場を果たした名川中、福地中の生
徒が役場を訪れ、大舞台での健闘を誓いました。
自己ベストの更新を目標として語る生徒たちに
対し工藤町長は、「県代表としての誇りを胸に、
悔いのない大会にしてください」と激励しました。
【全国大会出場】
（敬称略）
水泳競技：2017B&G全国ジュニア水泳競技大会
50ｍ自由形30秒63、50ｍ背泳ぎ35秒18
全国大会への出場参加標準記録を突破
あす ま
春日遊馬（名川中1年）
【東北大会出場】
（敬称略）
陸上競技：青森県中学校体育大会夏季大会
よし き
２･ ３年男子1500ｍ 第３位 秋山 好輝（名川中２年）
たく ま
共通男子3000ｍ
第３位 中山 拓真（名川中２年）
低学年男子 ４×100ｍリレー 第３位 福地中学校
こう き
た いち
しょう
えい じ
美曽作昂己、嶋守太一、工藤翔、山田瑛士

全国大会、東北大会での健闘を誓った生徒たち
（後列）左から

（前列）左から

翔

拓真

工藤

中山

孝史

超

講師
（名川中） 小林

工藤
秋山
春日

好輝

君

嶋守

遊馬

君

工藤

祐直

山田

瑛士

嶋守

学

君

太一

美曽作昂己
志賀

清

校長
（名川中）
君
君

町長
君
君

校長
（福地中）
教諭
（福地中）

８月19日、Ｂ&Ｇ全国ジュニア水泳競技大会

(全国大会)に出場した春日遊馬君は、50ｍ背泳

ぎで決勝に進出し、７位入賞を果たしました。

剣道で全国大会に出場
な

な

み

山田那々良さん（向小５年）が、全日本都道府県
対抗少年剣道優勝大会青森県予選会で準優勝、全国
道場少年剣道選手権大会県予選会で最優秀賞の成績
を収め、全国大会への出場を決めました。
７月27日、報告のため役場を訪れた山田さんは「全
国大会で勝つために日々練習しています。大会の雰
囲気にのまれず、自分の剣道をしっかりしたい」と
全国大会に向けて力強く意気込みを語りました。

工藤町長へ報告に訪れた山田那々良さん（中央）

空手道場受講生募集
武部道場南部支部（西村英夫代表）では、空手教
室（フルコンタクト空手）を開催し、受講生を募集
しています。
空手は、体が鍛えられるだけでなく礼儀作法や集
中力、心の強さも磨かれます。
対象

受講料
場所

開催日

小学校１年生以上～一般壮年
月額

3,000円

町民体育館
毎週月曜日、金曜日

申込み・問合せ

7

西村

広報なんぶちょう ９月号

090-7322-4169

現在、小学生５人と一般４人が練習に励んで
います。
見学・体験もできますので、お気軽にお問い
合わせください。

災害時の相互協力体制を確認
名川地区で防災訓練を開催
８月６日、
「南部町防災訓練」が南部町ふるさ
と運動公園周辺で開催され、自主防災会22団体
をはじめ、約500人が訓練に参加しました。

被害状況を報告する自主防災会

訓練は、大規模な地震に伴う土砂災害や建物
火災などの複合災害を想定して実施。地域の被
害状況を収集する「情報収集訓練」や、消防団
による「火災防御訓練」、三戸消防署特別救助隊
と八戸市立八戸市民病院のドクターカーによる「救
助救出訓練」など、19項目の訓練を行い、参加
した自主防災会や関係団体と災害時の動きを確
認しました。

機敏な動きで消火訓練をする消防団

公用車を売却します

消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ）

ランドクルーザー

車名／いすゞ エルフ
初度登録年月／平成２年12月
走行距離／17,401㎞
申込み・問合せ／総務課（本
庁舎）
☎0178-84-2111

車名／トヨタ ランドクルーザー
初度登録年月／平成７年11月
走行距離／不明（メーター交換歴あり）
申込み・問合せ／建設課（南部
分庁舎）
☎0179-34-2518

受付期間 ９月７日（木）～15日（金）
入札日

９月26日（火）、10時から

本庁舎で行います。

売却条件

自動車の左右に印字され

ているネーム消しをお願いします
／自動車取得に係る費用負担や手
続きは、購入者で行ってください。
※入札希望者は、入札参加条件や必
要書類などがありますので事前に
お問い合せください。

消防署からのお知らせ

9月9日は「救急の日」

人が倒れた！その時あなたは、何ができるか考えた事があります
か。けが人や急病人、また、大切な家族を守るために、命のリレー
（救命の連鎖）の正しい方法を学びましょう。
＜救命の連鎖＞

心停止の予防
初期症状に早く

➡ 早期認識と通報 ➡

問合せ
三 戸 消 防 署

☎0179-22-1140

三戸消防署名川分署

☎0178-76-2416

三戸消防署福地分遣所 ☎0178-84-2103

一次救命処置

二次救命処置と
➡ 心拍再開後の集中治療

突然倒れた人や、反応

心肺蘇生法とＡＥＤ

気付くことで、

がない人を見つけたら

の使用によって止ま

救急救命士や医師が、

突然の心停止を

大声で周囲の人に知ら

ってしまった心臓と

薬や器具を使用して

予防できます

せ、１１９番通報とＡ

呼吸の動きを助ける

心臓の動きを取り戻

ＥＤの手配をします

方法です

すことを目指します

お願い

ご案内

近年、救急出動件数が増加しています。救急車の適正利用にご

消防署では心肺蘇生法を学べる普

用できる医療機関や受診手段の情報を提供のため、全国版救急

いつでも受付しています。お気軽

協力ください。総務省消防庁では、住民の緊急度判定支援、利
受診アプリ「Ｑ助」を作成しました。ご活用ください。

通・上級救命講習、救急教室など
にご連絡ください。

９月号 広報なんぶちょう
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さまざまな出来事をお伝えします

描の95

今回は、南部町歴史研究会の立ち上げ当初から南部藩の歴
史研究についてご尽力いただいており、「達者達人」でもある
坂本瑞男さん(正寿寺)をご紹介します。

南部藩の歴史へのかかわり
中学校の社会科の教師とし
て、福地杉沢中学校を最後に
定年退職しました。
もともとは、西洋の歴史に
興味があり、退職後、スペイ
ンやイタリアへ旅行に行きま
ツである正寿寺地区というこ

で、南部藩のルーツに興味

が歴史ある場所ということ

した。生まれが、南部藩のルー
年ほど前に、南部

研究会」の立ち上げに参加し、

たいと思い旧南部町の「郷土

藩の歴史について勉強してみ

係者の方々と一緒に、勉強

ので、これから研究会や関

だに不明なことがあります

をもって調べていくと、未

とから、

現 在 は「 南 部 町 歴 史 研 究 会 」

していきたいと思います。
今は、来年から始まる「史

の副会長として活動していま
す。

聖寿寺館跡ガイド養成講座」

跡ガイド」を目指し「史跡

青森県赤十字奉仕団指導講

に参加して、館跡の発掘の

地域住民としての活動
師、町の民生委員、社会福祉

また、正寿寺地区では毎

成果や遺物について学んで

福寿山三光寺の総代を務める

年、江戸時代から始まった、

インフォメーション

空き家バンク登録物件募集
町では、空き家の有効活
用を通して、南部町と都市
等住民の交流拡大および定
住促進による地域の活性化
を 図 る た め、「 南 部 町 空 き
家バンク設置要綱」を制定
しています。
借りたい人の申し込みは
ありますが、貸したい人が
少ない状態です。
町内にある空き家を「貸
し た い 」「 売 り た い 」 と お
考えの人は商工観光交流課
（☎０１７８‐ ‐２１１９）
へお問い合わせください。
なお、空き家バンクに登
録した物件をリフォームす
る場合は、対象工事費（税
抜き）の ・５パーセント
（上限 万円）が補助とな
ります。詳しくは建設課（☎
０ １ ７ ９ ‐ ‐ ２ ５ １ ８）
へお問い合わせください。

空き家利用希望者

楽しめる農家民泊
町 に は、 毎 年 約 千 人 が、
町外・海外から農家民泊に
訪れています。
農家と宿泊者が一緒に農
作業や食事、宿泊などをす
ることにより、お互いの心
と心が結ばれ、自立心、思
いやりの心、規範意識など
を育み、特に子どもたちに
とっては、力強い成長を支
える活動の一端を担ってい
ます。
また、受け入れた農家の
人たちも一緒に楽しみ成長
できる活動です。普段、出
会うことのない海外の人と
も交流を深め、文化、習慣
や考え方の違いを、お互い
に楽しみながら話し合える
機会でもあります。
言葉はあまり通じなくて
も、心の通う楽しいひとと
きを過ごしています。
問合せ 商工観光交流課（☎
０１７８‐ ‐２１１９）

農家民泊での海外の人との交流

協議会の副会長など地域の活

こととなり、重要文化財南部

秋の実りと五穀豊穣を祈願

南部町

84

います。

利康霊屋の管理委員会の副委

れており、継続して開催で

する「人形まつり」が行わ
また、今年は、達者村のイ

きるよう協力していき、こ

員長をしています。
メ ー ジ 向 上 活 動 を す る た め、

れからも、地域住民、そし
て「達者達人」として、南

「達者達人」として認定され
ました。

申込みの結果連絡

申込みの可否

希望物件申込み
希望者情報等の提供

空き家所有者

広報なんぶちょう ９月号
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部町の発展に多少でも貢献
していきたいと思います。

当事者間で詳細協議・契約

84

34

12

25

物件情報の提供
所有物件の登録

聖寿寺南部利康霊屋が保存されている覆屋

これからの活動について
やはり、生まれ育った地域

空き家バンクイメージ図

40

動に携わっていました。また、

福寿山三光寺の総代を務める坂本瑞男さん

「すこやか南部」通信
継続が

予防につながる

パート 3

今月のテーマ：がん検診

がん検診（（公財）日本対がん協会

2017年度がん征圧スローガン）

９月は「がん征圧月間」です。今回は各がんの代表的な初
期症状について紹介します。ただし、初期の場合は自覚症状
がない場合も多くあるので、定期的にがん検診を受けて早期

健診（検診）の受診者
に、南部町指定ゴミ袋

（５枚）をプレゼント

発見に努めましょう。
以下はあくまでも代表的な初期症状であり、別な病気の場

します。

合もあるので、下記の症状がある場合には早めに医療機関で
受診しましょう。
がんの種類

各がんの代表的な初期症状

肺がん

・乾いた咳が１か月以上続く
・痰とともに血が出る
・肺炎の症状（発熱、咳、痰）

・血の混じった痰がでる
・息切れしやすい

胃がん

・上腹部に痛みや違和感を感じる
・胃の慢性的な痛み
・食べ物が食道の奥の方でつかえる感じがする

・消化不良、胸やけ
・食後に胃のあたりに痛みを感じる

・血が混じった便がでる
・お腹が張っている

・腹痛
・下痢や便秘などの便通異常

・乳房にしこりや異物感を感じる
・乳房にむくみや腫れがある
・脇の下にしこりや異物感を感じる

・乳房にひきつれがある
・乳首から分泌物がある

・生理以外の不正出血がある
・骨盤の痛み

・おりものの量が増えた

大腸がん
乳がん

子宮頸がん

各種検診（健診）の問合せ・申込先

健康福祉課（健康センター）☎0178-60-7100

国保の保険証が10月１日から更新されます

問合せ

新しい保険証は「薄橙色」になります
うすだいだいいろ

健康福祉課（健康センター）
☎0178-76-3323

国民健康保険被保険者証（保険証）は、10月１日から一斉に更新となります。
新しい保険証は、９月30日までに各世帯に郵送します。
（保険税未納による短期被保険者証の交付対象者を除く）
保険証は送り状の台紙に貼りつけてありますので、丁寧に剥がしてお使いください。
10月になっても新しい保険証が届かないときは、健康福祉課（健康センター）へご連絡ください。また、現在
お持ちの保険証は、10月１日以降は使用できませんので、最寄りの庁舎窓口に返還するか、個人情報が読み取ら
れないよう細かく裁断するなどして処分してください。

有効期限について
新しい保険証の有効期限は、平成30年９月30日までです。
ただし、以下の該当者は有効期限が異なります。
●期間内に満75歳になる人
●期間内に満65歳になる退職被保険者本人とその被扶養者
●有効期限を定めて保険証を交付されている人

70～74歳の人が医療を受けるとき
70～74歳の人が医療機関で受診するときは、これまでどおり、保険証と高齢受給者証を一緒に窓口に提出して
ください。
９月号 広報なんぶちょう
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看護補助員、介護福祉士募集（臨時職員）
職種 看護補助員(資格不要)または介護福祉士(資格必要)
採用人数

【青森労災病院医師の診療日】

２名

任用期間

☎0178-76-2001

採用者と調整

勤務場所

国民健康保険南部町医療センター

主な業務内容

９月は一部の診療を休診とさせていただき
ます。ご了承願います。

（入院患者の食事の配膳下膳、食事介助、身体の清拭、
入浴介助、シーツ･オムツ交換等）

勤務時間

整形外科
▶ 休診

先天性股関節脱臼

賃金

▶ 休診

眼科
▶ ９月13日(水)
▶ ９月27日(水)

▶ ９月12日(火)
▶ ９月26日(火)

日勤

８時15分～17時

早番

７時～15時45分

遅番

16時～20時

※休日はシフト制。年次有給休暇は法定どおり。
日勤のみ

日額

7,000円

日勤･早番･遅番

日額

7,400円

介護福祉士

日額

7,800円

※交通費の支給等はありません。

受付14時まで
初診の方は13時まで

加入保険

応募方法

13時30分～
13時30分～

泌尿器科

病棟における看護補助業務

雇用・労災・健康・厚生（社会保険加入）
履歴書、資格免許証（介護福祉士に応募する

場合）を医療センターに持参または郵送してくだ
さい。

選考方法

要予約

応募者と日程調整のうえ、随時面接を実施し

ます。１週間程度で結果をお知らせし、採用者

13時～
13時～

数が定員となり次第、受け付けを終了します。

申込み・問合せ

国民健康保険南部町医療センター
〒039-0502

都合により日時が変更となる場合があ
りますので、ご来院の際はお問い合わせ
ください。

南部町大字下名久井字白山87-1
☎0178-76-2001

厚生労働大臣認定・健康増進施設

バーデパークだより
バーデパーク25周年記念特別講座
スロートレーニング＆スタビライゼーション

トレーニングジムにおいて体幹を意識した運動でシェ
イプアップ、筋力アップを目指します。
日時 ９月13・20・27日（水） 19時～19時30分

レストラン

９月15・22・29日（金） 11時~11時30分

エアロ900体験 水中ウォーキング
持久力アップ、脂肪燃焼を目的の有酸素運動です。
日時 ９月15・22・29日（金） 19時30分~20時
★今月26日はフロの日
通常450円
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➡

特別価格330円

広報なんぶちょう ９月号

おすすめの一品

「なまず天麩羅」 480円（税別）
南部町産なまずを使った数量限定メニュー。
食事のみでも利用できます。

らくらくあしの水中運動体験
日時

☎0178－84－2850

★朝風呂営業

ご宴会の予約承ります
10名様～28名様 2,600円から承ります。
無料送迎バスあり 温泉入浴付き
２時間飲み放題付5,000円プラン
※パーデパークでの法要の会食もご提供しており
ます。

６時～８時まで（受付は７時30分まで）

今月の休館日
９月21日（木）

中学生の約8割が異常判定

おいでよ！子育て支援センター

～若年生活習慣病予防健診～

町では、若い世代の生活習慣病予防に取り組
んでおり、中学１・２年生を対象に血液検査と
血圧測定を実施しています。

子育て支援センターは、幼稚園や保育園に通っていないお子さん
なら、どなたでも参加できます。
子育て相談や園庭の開放、絵本やビデオを貸し出していますので、
お気軽にご利用ください。

福地保育園

☎0178-51-9756
９月14日

今年4月の検査では、総合判定で「異常なし」
と判定されたのは22.0%で、78.0%の生徒が「異
常あり｣ と判定されています。

９月21日

で血圧(30.0%)、糖代謝異常(26.8%)となってい
ます。( １人で複数の異常判定を受けている人
もいるため、合計は100.0%とはなりません)
また、血液検査の項目の中に、ヘモグロビン
A1c(糖尿病に関わりのある数値)がありますが、
全体の26.4%が異常値と判定されており、４人
に１人が、身体に余分な糖を持った状態である
ことが分かりました。
以上のことから、子どものいる家庭はもちろ
ん、町民の皆さんは、高血圧や糖尿病を予防す
るためにも減塩と薄味を心がけるとともに、血
圧や血糖値を下げる働きのある野菜を多く摂取
するようにしましょう。

10月５日

３歳児健康診査
乳児健康相談

10月12日

散歩に出かけよう

つどいのひろば（自由活動） ９月13・20・27日
10月４・11日

子育てサークル にこちゃんクラブ
月曜日／10時～12時

なんぶ保育園

９月11・25日

10月２日
☎0179-23-0505

９月14日

運動あそび

こすもすクラブ（体験活動） ９月21日 お月見会
木曜日／９時～12時
９月28日 お誕生会
10月５日

お外であそぼう

サークルちびこす（自由活動）９月11・13・20・25・27日
月・水曜日／９時～14時
10月２・４日

チェリー保育園

ぴっぴクラブ（体験活動）
木曜日／９時30分～11時

☎0178-51-8585
９月14日

お絵かきしましょう

９月28日

誕生茶話会

９月21日
10月５日

ぬくぬく（自由活動）

実施場所：南部町健康センター

実施日：９月14日（木） 対象H26.1月～ H26.2月生まれ
実施日：９月26日（火） 対象H29.4月～ H29.5月生まれ

乳幼児予防接種

園庭で遊ぼう

水曜日／９時30分～11時

月・水曜日／９時30分～11時

乳幼児健康診査、乳幼児健康相談

運動会ごっこしよう

わくわくひろば（体験活動） ９月28日 お誕生会
木曜日／９時30分～11時
９月30日（土） 運動会〈参加してね！〉

異常のあった生徒を検査項目別にみると、血
液一般(多血・貧血)が44.5%と一番高く、次い

保育園のお友たちと遊ぼう

絵本・読み聞かせ

十六夜・お月見クッキング

９月11・13・20・25・27日
10月２・４日

問合せ：健康福祉課（健康センター）☎ 0178-60-7100

受付12時～12時15分
受付13時～13時30分

実施している予防接種：Ｂ型肝炎・ヒブ・小児用肺炎球菌・四種混合・ＢＣＧ・ＭＲ混合・水痘・日本脳炎・ポリオ

医療機関名

曜日・受付時間

予約が必要なもの（※）

その他

南部町医療センター

毎週

月・金曜日

13時～13時20分

B型肝炎・ポリオ・MR混合・水痘

BCGは９月11日、10月16日

南部病院

毎週

水曜日

13時～13時30分

全種類

BCGは行っていません。

川守田外科胃腸科

月・火・水・金曜日
木・土曜日

９時～11時
９時～11時

全種類

BCGは９月13日、10月11日

かわむら内科クリニック

月・火・木・金曜日
水・土曜日

９時～11時30分
９時～11時30分

はらだクリニック

月・火・水・金曜日
木・土曜日

９時～12時
９時～12時

15時～17時
14時～17時30分

15時～18時

ポリオ
B型肝炎・ポリオ

※実施している予防接種の中で、予約が必要なものを記載しています。それ以外のものは、予約なしで受けらます。

９月号 広報なんぶちょう
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向小学校
校長：芦名

均

児童数：101名

強い心で自分を高める子を目指して
～地域の伝統を受け継ぐ「ナニャドヤラ」～

本校では、
「ナニャドヤラ」の継承に力を入れています。

７月初旬に行われるナニャドヤラコンクールへ向けて、愛
好会の方から踊りや太鼓、歌を教わり、グランプリ目指し
て全員が真剣に練習に取り組みます。コンクールは、来賓
や老人ホーム、保育園、保護者等200名余りの方をお招き
し盛大に行われます。南部まつりでは、ナニャドヤラの流
ナニャドヤラコンクールで踊る６年生

し踊りに子どもたちも大勢参加しています。

～たくましい体づくり～

本校では、毎朝150ｍのコースを約５分間走ります。カー

ドのマスが全部埋まったら、校長先生からシールをもらう
など、競い励まし合いながら体を鍛えています。また、体
育の授業でも毎時間体づくり運動を行い、体力を高めてい
ます。さらに、４年生以上は陸上にも力を入れています。
自己ベストを目指して練習に励み、町陸上記録会では４種
目で新記録を出しました。

陸上記録会での健闘

町立児童館
平成30年度
入園児募集

児童館って、こんなところ
児童館は“健全な遊びを与える” “指導する” “健康を増進する” “情操を豊かにする”
ことを目的に児童の保育を行う場所です。南部町民で３歳児以上の就学前児童が
利用できます。皆さんで利用してみませんか？
問合せ

健康福祉課（健康センター） ☎0178-60-7100

○どんな施設？
開館時間
休 館 日
入館対象
定
員
利用料等

平 日
午前８時15分～午後４時
土曜日
午前８時15分～午前11時30分
※延長保育はありません
日曜祝日、年末年始
平成24年４月２日～平成27年４月１日までに生まれた子
（父母の就労等が入館要件ではありません。また、施設の所在地区以外にお住まいの人も入館可
能です。）
各40名（申込者数が10名未満の場合、平成30年度から休館となります。）
児童館利用料 月額10,500円
保険料 年額350円
※父母の会会費等別途（各園にご確認ください）

○施設名・所在地等
南部町立ゆとりあ児童館（定員40名）
福田字舘先25-1
☎0178-84-2121（ゆとりあ内）
○利用申込は？

提出書類

児童館利用申請書
※各庁舎、施設、町ホームページから
入手可
13

広報なんぶちょう ９月号

南部町立鳥舌内児童館（定員40名）※現在休館中
鳥舌内字七ツ役12-1
申込期間

利用申込先

９月11日（月）から
10月31日（火）まで

健康福祉課（健康センター）
福地サービス班（本庁舎）
住民生活課（南部分庁舎）

スポーツの秋

読書の秋
≪今月のおすすめ本≫

図書室からのお知らせ
≪今月の新刊≫
◆黒革の手帖 上・下

松本

清張

著

◆猫は、うれしかったことしか 石黒由紀子

著

覚えていない
◆月の満ち欠け

佐藤

正午

著

◆アキラとあきら

池井戸

潤

著

◆美しい星

三島由紀夫

著

◆「凜とした魅力」がすべてを変える ｼﾞｪﾆﾌｧｰ・L・ｽｺｯﾄ 著
◆影裏（えいり）

沼田

◆せつない動物図鑑

ﾌﾞﾙｯｸ･ﾊﾟｰｶｰ 著

◆かいけつゾロリのかいてい

原

真佑

雑誌のバックナンバーを差し上げます
町民図書室で貸し出している雑誌のバックナンバー
を差し上げます。
※町民図書室で発行する利用カードが必要です。
期

間

問合せ

著

ﾏｰｶｽ･ﾌｨｽﾀｰ

著

詳しくはお問い合わせください
名川中学校図書室１階（町民図書室）
☎0178-76-3121

著

ゆたか

９月24日（日）～10月8日（日）

たんけん
◆まけるのもだいじだよ
にじいろのさかな
◆メアリと魔女の花

ﾒｱﾘｰ・ｽﾁｭｱｰﾄ 原作

（角川アニメ絵本）

南部町民運動会
期日

10月１日開催

場所

10月１日（日）

日程

南部中学校グラウンド
８時50分～
９時30分～

入場行進
競技開始

15時～
（予定）閉会式

※中止の場合は町民運動会当日、防災行政無線でお
知らせします。

問合せ

町民体育館

☎0179-34-2761

おはなし会
福地おはなしの会の皆さんによる読み聞かせです。
事前申し込みは必要ありませんが、未就学のお子
さんは保護者同伴でお越しください。
期日
時間

９月24日（日）

場所

10時30分～11時

問合せ

名川中学校図書室１階

町民図書室

中央公民館
☎0178-76-2323

勝負を決する白熱のリレー競争

おはなし会の様子

９月号 広報なんぶちょう
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総合優勝制「ペタンク大会」
７月９日、総合優勝制「ペタンク大会」が、すぱー

く名川で開催され、参加した15チームの選手たちが、
練習で磨いた技術を競い合いました。

川守田慶三

福地短歌会
両の手を横一杯に広げ取る吾の一尋の五尺に足らず

大久保雪夫
睦子
裕正
傅吉

ひと鳴りの風鈴の音が誘ふ味冷えたビールに枝豆・スイカ

父の歳はるかに超えて長生きの母へ近づき細ぼそ生きる

馬場

馬場

操

敬子

昭子

大羽澤榮子

政志

青空を仰ぐがごとくひまはりが大きく育つ夏の真盛り

馬場

綾子

根市

坂上

工藤

奥寺

三度目にやうやくビワの発芽有り二度目の花芽結実いのる
七夕の夜も豪雨に見舞はれてどしゃぶりの雨暮らしを流す
迷ひ来し窓のガラスの紋白蝶外の面の花に行けず暮れたり
まどろみの眼に目蓋がとろり下り幼児は母の鼓動に溶けゆく
勤めより帰りし孫の声弾むけふは良きこと何かあるらし

汗ぬぐふ真夏日つづく大暑の日農休となる朝からの雨

坂本

きらきらし紋白蝶の飛ぶも見ゆ友と蘭茶を楽しむ窓辺に

会議熱く終えて冷や酒待つ家にいか刺に向き筋省りみる

好物のピーチゼリーに笑顔する言葉無くした母を見舞う日

ふる里の山桃熟れて二つ三つ摘みし野花と墓に供える

向山

鶴飼

幸枝

千年

木村ひな子

奥

敦子

安ケ平千代

山下

静子

デーレース

丸亀GⅢ
マスターリーグ
ナイターレース

若松一般戦

下関GⅠ周年記念

住之江一般戦

下関一般戦

なんぶ短歌会

菜園の西瓜をお盆に供へむと畝間に五つ丸み競はす

佐々木冴美

うぶすな

八木田順峰

村びとの集ひて草とる産土へうぐひすの声さやかにひびく
水蜜桃ふたつを載せて描かむとす白磁の皿の薄紅の影

黒き湖映る諏訪湖や七色に光る灯続き空の星へと

中野

会

この暑さおせんべだってシャリシャリと戦中派われ選り好みせず

一ノ渡

草

暑くなり喉越し良きソーメンを毎日でもと食細くなり

綾子

若

突然の暑き日差しで夏となるあわてて走るこうせん買いに

川村

青山

あさ子

夏の朝畑にはこぶ足元ふうり見上げびっくり大きな夕顔

小林

綮
昼食は大好物のバナナだけこれで健康保持できうるや

広報なんぶちょう ９月号
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蒲郡GⅠヤングダービー

桐生一般戦
若松一般戦 下関
桐生一般戦
おーいお茶伊藤園カップ
GⅠ周年 ドラ・ショップ開設4周年記念

若松GⅢオールレディース

丸亀
一般戦

住之江GⅠ高松宮記念

住之江一般戦

桐生一般戦
東京スポーツ杯

若松一般戦

戸田ヴィーナスシリーズ

平和島一般戦

津ＧⅢオールレディース

平和島 宮島一般戦
一般戦

尼崎GⅢマスターリーグ

児島ヴィーナスシリーズ

大村ＧⅠ海の王者決定戦

多摩川
GⅢ女子

多摩川ＧⅢオールレディース

2

SAT

FRI

THU

WED

TUE

MON

SUN

SAT

FRI

THU

WED

TUE

SUN MON

SAT

FRI

THU

WED

TUE

SUN MON

9

戸田一般戦

7

6

5

3

SUN MON

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

SAT

8

多摩川一般戦

平和島一般戦（薄暮） 常滑ＧⅠトコタンキング決定戦

SAT

FRI

THU

WED

TUE

4

10 October

9 September

7

FRI

THU

優勝した剣吉森越チーム

剣吉森越 チーム
下名久井 チーム
沖
通 チーム
優 勝
準優勝
第三位

ゴミステーションの新設により、周辺住民のゴミ出しの利便性の向上が
図られたほか、地域の環境美化に役立ちました。
（玉掛町内会）

役立っています！ボートピアなんぶ交付金

達者ｄe健康相談
健康センターでは、毎月定期的

に健康相談を開催しています。ご
自分の血管年齢や骨密度などを確
認してみませんか？

エアロバイクやルームランナー

など、体験利用と使用方法の説明

を行っています。運動を始めるきっ

かけづくりにぜひご活用ください。
開催日

９月11日
（月）、25日
（月）

時間

13時30分～17時、

会場

南部町健康センター２階

17時30分～18時30分
運動指導室

内容

体組成計での体脂肪・筋肉

量測定、血管年齢測定、骨密度
測定、血圧測定、保健師・栄養
士による健康相談、運動器具体
験

※運動器具体験は要予約制。受付

は18時まで、一人1回30分間まで。

※健診結果をお持ちの方は、最近
の結果票をご持参ください。

※原則、予約は不要ですが、予約
していただければ優先します。

費用

無料

問合せ

健康福祉課（健康センター）
☎0178-60-7100

くらしやお金に関する相談会
消費者信用生活協同組合では、

くらしやお金に関する無料相談会
を行います。
日時

場所

9月16日(土）10時～16時

消費者信用生活協同組合・

八戸事務所(八戸市八日町36第
一ビルディング4階)

相談内容

借金返済、相続、離婚、

DV、 介 護 問 題、 ひ き こ も り、
依存症等

問合せ・申込先

消費者信用生活協同組合
☎0120-102-084

※相談希望者は事前に、電話にて
お申し込みください。

９月の体験教室
八戸リサイクルプラザでは、同
場所において９月の体験教室を開
催します。申込み期限は、開催日
前日までです。
▷エコ布ぞうり作り教室
着古したＴシャツを使い、布ぞ
うりを作ります。
期日 ９月23日（土）
時間 ９時～12時
定員 ５人
持ち物・着古したＴシャツ４枚
・裁ちばさみ
・洗濯ばさみ２個
・30ｃｍ定規
問合せ 八戸リサイクルプラザ
☎0178-70-2396

国民年金相談窓口を開設
「国民年金なんでも相談窓口」
を開設します。
相談窓口を開設して、年金受給
や納付に関することなどについて、
日本年金機構の担当者が対応しま
すので、お気軽にご相談ください。
期日 ９月26日（火）
時間 ９時～16時
※受給者の相談は、午前中までと
なります。（要予約）
場所 南部分庁舎１階 相談室
問合せ 住民生活課（南部分庁舎）
☎0179-34-2111

法人手続きの届け出はお忘れなく
次の場合には県税部に届出書の
提出が必要になります。
１．法人を設立したとき
２．法人を解散したとき
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
届出書の用紙は、県税部に備え
てつけているほか、県庁ホームペー
ジからご利用できます
問合せ
三八地域県民局県税部
課税第一課
☎0178-27-5111 内線210

お知らせ
information

行政相談・人権相談

期日 10月５日（木）
時間 13時～15時
場所 福地公民館、剣吉公民館、
南部公民館
問合せ
▷行政相談は総務課（本庁舎）
☎0178-84-2111
▷人権相談は住民生活課（南部
分庁舎）☎0179-34-2509

10･11月の休日窓口開設日

期日 10月７日（土）
、21日（土）
11月４日（土）
、18日（土）
時間 ８時15分～12時
場所 住民生活課（南部分庁舎）
業務内容 住民票・印鑑証明書
の交付、印鑑登録
※ 平 日 は、 予 約 制 で18時 ま で
窓口を開設しています。
問合せ 住民生活課（南部分庁
舎）☎0179-34-2509

今月の納期

固定資産税（３期）
国民健康保険税（３期）
後期高齢者医療保険料（３期）
介護保険料（３期）
納期限・口座振替日
10月２日（月）
問合せ 税務課（南部分庁舎）
☎0179-34-2586

南部町の人口と世帯数

（平成29年８月20日現在）

人

口

男
女

世帯数

対先月比

18,711人 （－18）
8,906人 （－11）
9,805人 （－７）
7,497世帯（＋６）

９月号 広報なんぶちょう
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南部町統合庁舎建設に
地域材利用を要望

７月14日、三八地区林業・木材
産業振興協議会（桑原一夫会長）
、
青森県木材利用推進協議会（駒井修
一会長）
、青森県木材協同組合（齋
藤渉理事長）の３団体が町長を訪ね、
現在計画中の南部町統合庁舎建設に
際し、地域材を積極的に利用してい
ただきたい旨の要望書を手渡しまし
た。

町営住宅の入居者を募集します
入居資格

現地説明会

同居または同居しようとする親

（現地集合・解散）

族がある／入居者と同居者の合

訪れる身近な公共建築物であること
から、地元の「木材」を使うことに
より、町民の皆さんに愛着のある、
新たな町のシンボルとして次の世代

９月14日（木）

計所得が月額158,000円以下／

▷日程

住宅に困窮していることが明ら

佐野平団地：115号

か／税金を滞納していない／入
居者全員が暴力団員でない

９時～９時15分
牧野平団地：731号

申込み

９時20分～９時35分

町営住宅入居申込書に必要事項

相内団地：619号

を記入のうえ、必要書類を添え

９時40分～９時55分

て９月15日（金）12時までに

ひろば台団地：Ｂ11号

建設課（南部分庁舎）または各
住民生活課サービス班に、本人

３団体は、役場庁舎が町民の方が

▷期日

か同居者が提出してください。
入居希望が複数あったときは、
書類選考および抽選（９月22

10時05分～10時20分
向山団地：48号
10時30分～10時45分
苫米地駅前団地：13号
11時00分～11時15分

日（金）10時：南部分庁舎3階
会議室予定）になります。
団地名

募集
戸数

佐 野 平 団 地

1戸

3,500～5,200円

牧 野 平 団 地

1戸

16,100～24,100円

相

地

１戸

3,700～5,600円

ひろば台団地

１戸

17,400～25,700円

１ＬＤＫ

苫米地駅前団地

１戸

18,700～27,900円

２ＤＫ

に誇れる建物にできるのではないか
と、要望の理由を説明。
それに対し町長は、
「木材は温も
りと落ち着いた印象を与えるもので
あり、コスト面に配慮し、一部分に
でも木材を使用することを前向きに
考えたい」との意向を示しました。

内

団

特定公共賃貸住宅

向山団地

１戸募集

月額家賃

家賃38,100円～50,400円

間取り
３Ｋ
３ＤＫ
２Ｋ

３ＤＫ

所得制限により申し込みできない人のための住宅です。入居申込者
および同居者の合計所得が月額158,000円以上487,000円以下
要望書を手渡す桑原会長㊧

詳細については建設課までお問い合わせください
問合せ

建設課（南部分庁舎）☎0179-34-2518

平成29年４月より

地域密着型定期巡回随時対応型訪問介護看護
「ケアコール 福の里」 を開設致しました。

〇定期巡回サービス…訪問介護員が定期的に利用者の居宅を巡回して日常生活のお世話を行います。
〇随時対応サービス…オペレーターが通報を受け利用者の状況に応じてサービスを行います。
〇随時訪問サービス…オペレーターからの要請を受け随時、居宅を訪問し日常生活の世話を行います。
〇訪問看護サービス…看護師等が利用者の居宅を訪問して療養上の世話を行います。

24時間365日

地域の方へサービスの提供を行います。訪問看護も24時間対応体制を取っております。
在宅療養生活へのご相談も受け付けます。ご気軽に下記へお問合せ下さい。
南部町大字苫米地字白山堂11-2 TEL 0178-38-1040
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広告

平成29年就業構造基本調査にご協力をお願いします。
日本の就業状況の実態を明らかにすることを目

調査結果は、雇用政策、経済政策などの企画・

的とした就業構造基本調査を10月１日現在で実

立案のための基礎資料として活用されます。

うち、統計法により特に重要なものとされる「基

いますので、調査の趣旨をご理解いただき、ご協

調査対象は、無作為に選ばれた全国の52万世

詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

施します。この調査は、国が実施する統計調査の

９月から、調査員が調査をお願いする世帯に伺

幹統計調査」です。

力をお願いいたします。

帯で、南部町では、
『平、鳥谷、森越、玉掛、小向、
麦沢、杉沢、福田』の地域が調査対象となってい
ます。
（調査対象地域の一部の世帯が対象となり

ホームページアドレス：http://www.stat.go.jp
問合せ

企画財政課（本庁舎）

ます。
）

☎0178-84-2112

平成30年度むつ小川原地域・産業振興プロジェクト
支援助成事業の募集
（公財）むつ小川原地域・産業振興財団では、

市町村や地域団体等が実施する地域の活性化や産
業の育成・振興のためのプロジェクト活動、調査

●助成対象団体
・市町村

・地域団体（地域づくり、文化活動等に取り組ん

研究活動等の事業に対して、必要な資金の助成を

でいる組織、グループ）

行っています。

・産業団体（農業協同組合、漁業協同組合、商工

●助成対象事業

会議所、その他産業関係グループ）

・地域活性化に貢献できる人材の育成・確保

●応募の手続

・産業振興に必要な技術の開発や改良

平成30年度むつ小川原地域・産業振興プロジェ

・地域資源の発掘と商品開発、企業化

クト支援事業実施要望書の様式に沿って記入し、

・地域特産物の販路拡大やＰＲ活動

申し込んでください。要望書の様式は財団のホー

・観光資源の発掘や広域ルートの整備等の観光開

ムページからダウンロードするほか、企画財政

発

課でも配布しています。なお、詳細は財団事務

・地域活性化につながる国内外のスポーツ文化交

局に直接お問い合わせください。

流

●応募先・問合せ先

・その他、上記以外で地域の活性化および産業の

〒030-0861

育成・近代化

青森市長島二丁目10番4号

●助成金額

ヤマウビル7F

（公財）むつ小川原地域・産業振興財団

助成対象経費の4/5以内

TEL：017-773-6222

●応募期間

FAX：017-773-6245

ホームページアドレス

平成29年９月１日から平成29年10月31日まで

http://www.jomon.ne.jp/~mozaidan/

※期限は厳守してください。

広告

広告

｢聞こえにくさ｣を感じたら､まずはご相談を！

認定補聴器専門店

メガネショップナカムラ
三戸町八日町33 TEL0179（23）5433
認定補聴器技能者がサポートいたします
南部町健康センター 9:00〜12:00 偶数月 第３木曜日
南部町中央公民館 13:30〜16:30 奇数月 第３木曜日

９月号 広報なんぶちょう
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一人で悩みを抱えていませんか？生活困窮者自立相談支援事業
出張相談

三戸地域自立相談窓口では、青森県から委託を

受け、経済的な不安を抱えている人や就労による

町内において、毎月第２水曜日に出張相談を開

生活の立て直しをお考えの人などの課題を整理し、

催しています。
日程

課題解決に向けて相談員が一緒に解決プランを考
え、生活の安定に向けた支援を行っています。

個人情報が、関係者以外に漏れることはありま

時間

せんので、安心してご利用ください。
対象

場所

経済的な問題、家族の問題、健康の問題などの

場所

平日

（運営：特定非営利法人ワーカーズコープ）

八戸市一番町一丁目２－２８

☎0178-51-8755

黒澤ビル２階 （JR八戸駅東口）

語らいの会

おわびと訂正

８月号11ページ「むし歯ゼロの元気な な
んぶっ子」の児童の氏名に誤りがありました。
訂正してお詫び申し上げます。

誤 くどう あかり
（大向）

ちゃん

正 わかもと ゆきの
（鳥谷）

ちゃん

編集後記
「多くの人に町を知ってもらいたい」との願いを込
めた１通の応募希望から開催にまで実現し、多くの
若者でにぎわった「ニコニコ町会議」
。思いを発信す
る力の大きさ、可能性を強く感じました。
（Ｋ）
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南部町健康センター

三戸地域自立相談窓口

９時～17時

南部町精神障害者家族会「まべちの会」では、
精神に障がいのある人の家族が集まり、自由に
語らい交流しています。申し込みは不要です。
興味のある人はお気軽にご参加ください。
期日 9月16日（土）
時間 11時～13時30分
会場 南部老人福祉センター
問合せ
健康福祉課（健康センター）☎ 0178-60-7101

13時～16時

問合せ

引きこもり、障がいの疑いがある人など

開設時間

３月14日

法律の専門家に相談できます。

例）失業した人、多重債務を抱えた人、ニート、
無料

12月13日、１月10日、２月14日、

※ ９ 月、11月、 １ 月、 ３ 月 の 出 張 相 談 で は、

さまざまな問題を抱えている人が対象です。

利用料金

９月13日、10月11日、11月 ８日、

町営市場の販売状況（平成29年7月16日~平成29年8月15日）
品名

販売数量
（kg） 売上額
（千円） キロ単価
（円） 前年単価（円）

しおりの詩（りんご）

1,068

233

218

189

大

8,050

467

58

57

短根人参

6,178

322

52

148

ゴボウ

4,208

953

226

228

29,180

6,581

226

334

ジャガ芋

2,215

155

70

94

にんにく

40,026

70,908

1,772

1,330

キャベツ

11,090

494

45

39

5,124

1,257

245

278

きゅうり

29,143

2,617

90

98

かぼちゃ

28,499

3,525

124

120

ス

6,929

848

122

112

トマト

15,782

2,068

131

140

ピーマン

1,767

284

161

113

ナンバン

360

135

375

272

ミニトマト

984

376

382

459

99

79

798

さやいんげん

1,138

314

276

213

さやえんどう

36

26

722

1,177

長

ね

ナ

根

芋

ぎ

シイタケ

●今月の休場日
９月３日（日）、10日（日）、13日（水）、17日（日）、18日（月）、
　　　　　　23日（土）、24日（日）、27日（水）
　　10月１日（日）、４日（水）、８日（日）、９日（月）、15日（日）、
　　　　　　18日（水）、22日（日）、25日（水）、29日（日）

広報なんぶちょう 発行・編集／南部町役場 総務課 平成29年9月7日発行 No.141

〠039－0892

青森県三戸郡南部町大字苫米地字下宿23－1

http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp

TEL 0178－84－2111

FAX 0178－84－4404

