ハイライト

「商工会長賞」 仲町山車組

「観光協会長賞」 桜本町山車組

「精魂賞」 桜町若者連中

「精魂賞」 上町山車組

2
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名川秋まつり

９月８日から 日までの３日間、

が生み出す夢舞台に、訪れた人は

照らされ一段と輝いた祭り人たち

秋晴れが続いた３日間、陽光に

盛大な拍手が贈られました。

元気あふれる踊りに、沿道からは

さんさ太鼓連」が登場し、笑顔と

参加となった「ミスさんさ踊り＆

大学による盛岡さんさ踊りや、初

され観客を魅了。中日には、盛岡

車を舞台にした南部手踊りも披露

ました。祭りの特色でもある、山

に続き、山車５台の運行が行われ

伝統の神楽、虎舞などの神社行列

生徒による名川音頭流し踊りや、

ドで幕を開け、名久井農業高校の

祭りは名川中学校のブラスバン

れました。

名川秋まつりが剣吉地区で開催さ

10

心躍る時間を過ごしました。

幼年消防クラブによる梯子のり披露

ライトアップされた山車の上での優雅な舞

「町長賞」 荒町町内会山車組

優美なさんさ踊りを披露

秋祭りフォト

カラオケ大会優勝
長倉亮介さん（苫米地）
ふくち演芸会の最初を飾った子どもたちの可愛らしいダンス

福地音頭の流し踊り

地域の誇りを胸に白熱の町内対抗綱引き大会

美しい音色を奏でるお囃子

とまべちまつり

９月 日、 日の２日間、秋の

17

日の前夜祭は、ライトアップ

されました。

ふれあい公園と苫米地地区で開催

豊年まつり「とまべちまつり」が

16

日の本祭では、神楽、稚児行列、

祭りムードは高まりました。

歌や踊りの披露に、参加者たちの

ライブやふくち演芸会が開催され、

された４台の山車を前に、お笑い

16

流し踊りなどに続く４台の勇壮な

山車運行に、苫米地町内が沸き立っ

たほか、ステージでは、大江裕さ

んの歌謡ショーに、ハイレベルな

カラオケ大会などが観客を楽しま

せ、会場は笑顔と歓声があふれま

した。

９月 日、福地小学校（油布一

之校長）が全校児童で苫米地町内

の清掃活動を行い、美しい町への

思いと、地元の祭りへの感謝の思

いを込めて活動に汗を流しました。

広報なんぶちょう 10月号
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題目「南部地方えんぶり」
題目「豊穣の神

19

下町内会山車組
中町内会山車組

17

福地小学校児童による
苫米地町内清掃活動

題目「天之岩屋戸」
題目「忠臣蔵」

邪鬼を払う」

後町内会山車組
上町内会山車組

まちの話題

日本赤十字特別表彰を受賞
南部町赤十字奉仕団

民生委員児童委員委嘱状の伝達
市澤春男さんが新たに就任

日本赤十字社の創立140周年を記念した特別表

８月21日、市澤春男さん（下名久井）が民生

彰の伝達式が８月30日に青森市内で行われ、南

委員児童委員に新たに就任し、委嘱状が伝達され

部町赤十字奉仕団（新井山美智子委員長）に対し、

ました。

表彰状が伝達されました。

工藤町長は、「支援を求めている人が増えてい

今回の受賞は、同奉仕団による長年のボランティ

る状況の中、民生委員の役割は地域から非常に期

ア活動が、赤十字活動の推進に尽力した功績とし

待されています。町民の相談役として実情の把握

て認められたもので、新井山委員長は、「団員

に努め、活躍を期待します」と話しました。

486名の日頃の活動が評価されたもの。これから

市澤さんの任期は平成29年７月５日から平成

も盛んな活動で地域に貢献していきたいです」と

31年11月30日まで。担当地区は助川・横沢地区

喜びの笑顔で抱負を語っていました。

になります。

意気込みを新たにする新井山委員長

委嘱状の伝達を受ける市澤委員

学生たちが農家の生活を体験

平和への思いを胸に

農業体験修学旅行生が続々訪れ

南部町戦没者追悼式

達者村ホームスティ連絡協議会では、９月に首

９月14日、南部町戦没者追悼式がゆとりあで

都圏の高等学校２校、県内中学校１校、国外から

行われ、69人の参列者が南部町出身の戦没者を

２団体を受け入れ約300人が農家民泊・農業体験

追悼するとともに、平和を願う気持ちを新たにし

を行いました。

ました。

生徒は、１軒に４～５人で宿泊し、収穫期を迎

式典で、工藤町長は「今日の私たちが享受して

えた果樹の作業をはじめ、採れたての野菜を調理

いる平和は、かけがえのない戦没者の命の上にあ

するなど、家族団らんの時間を楽しみました。

ることを忘れることはありません。心豊かに暮ら

受け入れ農家は、南部町で暮らした経験が、将

せる社会を続けていくため全力を尽くします」と

来人生の糧になるようにと、農作業を通じた一人

誓うとともに、722柱の御霊のご冥福をお祈りし

ひとりとの出会いを大切にしていました。

ました。

みんなで工夫しながら行う洋梨の選果

平和への思いを新たに、献花する参列者たち

10月号 広報なんぶちょう
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TOWN TOPICS

名久井農業高校

観光甲子園で日本一に

２年ぶり２度目の最高賞を受賞

大相撲人気と本県伝統の相撲文化に注目 「青森相撲王国探訪記」を提案
名久井農業高校（西館実校長）環境システム科

地元高校相撲部の朝稽古への参加や県産食材を使っ

2年生のグループが、地域の魅力をアピールする

たちゃんこ鍋の調理、地域で催される赤ちゃんの

体験型観光プログラムを競う「全国高校観光選手

泣き相撲大会の見学などを盛り込みました。

権」で、本県の相撲文化を生かした体験ツアー「青

９月13日、役場本庁舎を訪れ受賞を報告した

森相撲王国探訪記」を提案し、最高賞のグランプ

５人は「取材で感じた相撲の迫力や緊張感を言葉

リを受賞しました。

で表現するのに苦労したが、今回の結果で苦労が

大会には全国から42校の応募があり、書類審
査を通過した上位８校が神戸市で開催された決勝

報われた」「緊張したが大きな声で発表できた」
など受賞までのエピソードや喜びを話しました。

大会での発表に臨みました。
グランプリの観光庁長官賞に輝いたのは、岡堀
ゆ

き

まど か

たつよし

有希さん、佐々木円花さん、大平竜福さん、加藤
ひろ き

なる み

大樹さん、坂本鳴海さんの５人のグループです。
最近の大相撲人気と、青森県で伝統的に相撲の
盛んなことに注目し、本場所での取り組みとは異
なる相撲文化の魅力を体感できるツアーを考案し
ました。
２泊３日で十和田市や青森市を巡るツアーで、

Ｊアラートを使用した
緊急地震速報の配信訓練
Ｊアラート(全国瞬時警報システム)を使用した緊
急地震速報の配信訓練を行います。
訓練当日は、防災行政無線から実際に試験放送
が流れますので、ご理解とご協力をお願いします。
日時 11月１日（水） 10時ごろ
※気象状況などにより訓練を中止する場合があり
ます。
Ｊアラートとは
震度５以上の緊急地震速報や武力攻撃
などの情報を、国が人工衛星を通じて、
防災行政無線で皆さんにお伝えするシス
テムです。
問合せ

総務課（本庁舎）☎0178-84-2111

防災行政無線を通話料無料で聴き直せます
通話料無料
問合せ

5

☎0800-800-2622

総務課（本庁舎）☎0178-84-2111
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工藤町長に受賞の報告に訪れた生徒たち

秋の火災予防運動

10/16～22

火の用心

習慣に

ことばを形に

火災の多くはちょっとした不注意から発生してい
ます。町から住宅火災による死者をなくすため、次
のことに注意しましょう。

住宅防火

いのちを守る７つのポイント

★３つの習慣

・寝たばこは、絶対やめる。
・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で
使用。
・ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火
を消す。

★４つの対策

・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設
置する。
・寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐた
めに、防炎品を使用する。
・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器
等を設置する。
・お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近
所の協力体制をつくる。
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

食用菊「阿房宮」の主産地
元住民の方々が協力者となっ

作業には園芸に精通した地

な指導を受けながら熱心に取

である南部町、菊を区の花と
り〟をもとに、栄区では今年
り組むことで、植物の生育や

てくださり、児童たちは丁寧

度から南部町との新たな交流
地域とのつながりを学ぶきっ

東牧人さんのご協力のもと提

を迎えます。自ら丹念に育て

阿房宮はいよいよ収穫の時期

り、最初の観察記録をつけた

れた苗を１人１本ずつ受け取

児童たちはポットに分けら

進め、その様子を南部町の皆

係が深まるような取り組みを

すます両都市間の友好交流関

の交流を契機に、これからま

～
ご利用方法・ご利用の流れ

している栄区。この〝菊繋が

の取り組みとして「菊を通じ

夏休みの期間は児童たちが

かけにもなりました。

その一つとして、７月から

各々の鉢をご家庭に持ち帰り、

た交流」を実施しています。
栄区内の横浜市立本郷台小学

育てました。夏休み明けになっ

自分の菊は自分で面倒を見て

町の食用菊を栽培しています。

て 再 び 学 校 に 持 っ て く る と、

人が南部

実 施 が 決 ま っ た 段 階 か ら、

いずれの菊も元気に育ってい

校３年２組の児童

児童たちは事前に南部町や食

る様子を学校の先生方も見る
ことができたようです。

用菊について自主的に調べて
学習し、その知識や理解、ま

供いただいた阿房宮の苗およ
栄区の小学校まで無事に届き

後、それぞれの鉢へ植え替え

様に紹介してまいります。

ん楽しみにしています。今回

作業を行いました。

ました。

ることを、児童たちはたいへ

た南部町の菊を収穫して食べ

これから 月、 月になり、

9月現在の菊の様子

１ご利用申し込み

配達スタッフが電話申し込みをした人のご自宅

へ訪問し、名前や住所などを登録します。登録完

了後にカタログをお渡ししますので、注文時にご

活用ください。

２ご注文

欲しい食材などをカタログから選び、配達スタッ

フにお伝えください。

３配達

各地区、配達スケジュールに従い、商品をご自

宅へお届けします。商品代金は現金で配達員にお

支払いください。

買い物が不便な地域に住む人を支援するため、
注文を受けた食材などを専用車でご自宅までお届
けするサービスです。
剣吉地区のコミュニティ施設「まちの駅おらん
ど館」を拠点に、注文を受けた配達スタッフが達
者村宅配サービス事業加盟店から商品を受け取り、
週１～２回のスケジュールでお届けします。
食料品の配達のほか、散髪・網戸の張替え・葬
儀品・医薬品なども承ります。
利用料金 会員 年会費1,000円
非会員 利用負担金（１回ごと）300円
※平成29年４月１日以降に運転免許証を自主返
納した65歳以上で、運転経歴証明書の交付を
受けた人は申請により年会費が全額助成されま
す。

た栄区と南部町の交流に対す
る関心を深めるとともに、食
用菊が届くことを心待ちにす
るようになりました。
そして７月中旬、東農園の

11

～

28

そ 本がはるばる南部町から

ひがしまきと

10

まちの駅おらんど館
申込み・問合せ

☎0178-51-5141

会員募集中！
達者村宅配サービス

～
達者村宅配サービスとは
～

30

このコーナーでは、南部町と友好交流協定を結んでいる「横浜市栄区」
のさまざまな情報を掲載いたします。
今回は、南部町と横浜市立本郷台小学校との「菊を通じた交流」につ
いて、友好交流の担当をしている栄区地域振興課の小方さんに寄稿いた
だきました。

南部町から届いた苗の鉢植え作業を行う児童たち

vol 2

横浜市栄区
友好 交流通信

6
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南部小学校
校長：道端

仁

児童数：75名

「向小学校との合同学習」
本校では、数年前から３～６年生が向小学校

と合同で社会科見学を行っています。３年生は、
上北農産加工と十和田湖民俗資料館。４年生は、

八戸消防署・八戸警察署等。５年生は、デーリー
東北と八戸第３魚市場。６年生は、聖寿寺館跡
発掘体験と奥州街道ウォークというようにさま
ざまな場所に出かけ、一緒に学習する機会を設
けています。また、昨年度と今年度、向小学校

合同修学旅行でカヌーを楽しむ児童たち

して、演劇鑑賞会を行いました。

会を設けることにより、普段と違う友達との交流を

合同修学旅行です。今回が１回目ということで、

の成長につながるものと期待しています。これから

を会場に、北海道から劇団「風の子」をお呼び

同じ南部中学校区である２校が、共に学習する機

今年度から始まった新しい試みは、６年生の

通して、新しい見方や考え方が培われ、子どもたち

多少の不安もありましたが、仲良く協力して、

もそれぞれの良さを生かし、合同で学ぶ機会を大切

楽しい３日間の思い出を作ることができました。

にしていきたいと思います。

図書室からのお知らせ
≪新刊コーナー≫
◆ボブという名のストリート・キャット ジェームズ・ボーエン 著

◆とるとだす

畠中

◆肺炎がいやなら、のどを鍛えなさい 西山

耕一郎

著

◆馬場のぼる ねこと漫画と故郷と 馬場

のぼる

著

◆そらの100かいだてのいえ

いわいとしお 著

◆ハロウィーンのひみつ

はやしちかげ 著

◆あるかしら書店

ヨシタケ シンスケ 著

◆ＡＸ

伊坂

幸太郎

著

◆じごくゆきっ

桜庭

一樹

著

◆かがみの孤城

辻村

深月

著

≪特集コーナー≫
今月は、
『芥川賞・直木賞』受賞作品や『秋の夜長にお
すすめ』本などをご用意しています。ぜひ、お気軽にお
越しください。みなさまのご利用、お待ちしています！
※特集内容は予告なく変更となる場合があります。予めご
了承ください。

7
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恵

著

◆おばけのアッチ
ドララちゃんとドララちゃん 角野
◆ばけバケツ

軽部

栄子

著

武宏

著

≪インフォメーション≫
開館時間
平日（火～金）10時～19時
土・日曜日

９時～17時（24時間対応の

返却ＢＯＸあり）

新連載

たと考えられます。

行が奥州に入部したという記録

しかし、鎌倉時代の資料で光

るのは間違いありません。では、

生してから８００年経過してい

ただし、南部氏が甲斐国で誕
今年の発掘成果を説明します

跡の今年度の発掘調査成果を現地で解説します。

の墓石（盛岡藩初代藩主）と県重宝南部利直霊屋

（盛岡藩二代藩主）、家臣の墓所を特別に公開しま

す。年に一日だけの特別公開をお見逃しなく。

日時

日時

10月28日（土）

☎0179-23-4711

リーはいつ頃考えられたのでしょ

は、太平洋を船で八戸まで北上

時代になってからで、この光行

開発されていませんでした。

リーです。

り家臣 名と共に船に乗って、

あいないたて

は皆無で、考古学的にも光行が

南部氏はいつ誰が最初に南部町

8
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うか。当時の記録に残る光行は
源頼朝に従軍したり、都に上洛
したりと鎌倉や京都など中央の

編さんされた『根元記』や近代
するルートは

第一線で活躍していました。実

戦国時代、東北地方でも有数
に入ってから編さんされた『南

歴史発見
「なんぶがく」
の戦国大名として成長していた
部史要』には光行の入部伝承が

この太平洋ルートが使われ始

こんげん き

三 戸 南 部 氏 の 本 拠 地 が、 当 時
綴られています。光行の入部伝

めるのは北前船が登場する江戸

世紀に至るまで

』と呼ばれた
『三戸御館（屋形）
承はおおよそ次のようなストー

さんのへおやかた

聖寿寺館（正寿寺地区）でした。
聖寿寺館跡では近年、中心区

の奥州入部伝説も江戸時代の盛

最新の発掘成果や研究成果を紹

太平洋を北上、八戸浦に上陸

ただ、あまりにもこのストー

江戸幕府に対し奥州統治の歴史

らかとなっています。盛岡藩が

岡藩による創作だったことが明

①源頼朝より奥州合戦の戦功に
よ り 糠 部 五 郡（ 青 森 県 東 部、

画の発掘調査が行われ、新事実
が次々と明らかとなりつつあり
岩手県北部）を拝領

ぬか のぶ ご ぐん

ます。

月下旬、鎌倉よ

介していき、南部町に残された

③馬淵川を遡り、相内観音堂に

リーが美しく、良くできていた

②１１９１年

南部氏の痕跡と、戦国大名とし

宿泊。相内館を築城し、翌年

ため、この土地で長く語り継が

へらがさきじょう

奥州に来ていたことを示す証拠

にやって来たのか。次回で解説

れてきたのです。

は 一 つ も 見 つ か っ て い ま せ ん。

します。
布施和洋

社会教育課史跡対策室

さらに、海のない山梨県（甲斐



文責

る。

を古く見せようとしたものであっ

ての南部氏の実態に迫っていき

平良ヶ崎城に移り奥州を治め

南部町に来ていたのか。

初代南部三郎光行は

南部 氏 入 部 の 真 実

紹介します。

部氏の奥州入部時期についてご

第一回目は最も誤解の多い南

たいと思います。

本 シ リ ー ズ で は、 年 に 数 回、

17

国）出身で馬の生産を得意とす
る南部氏が、なぜか冬の

南部の歴史は８００年といわ
れていますが、初代南部三郎光

荒れた太平洋を、小型の船で八

月の

行は実際に南部町に来ていたの

史跡聖寿寺館跡案内所

問合せ

史跡聖寿寺館跡案内所

問合せ

☎0179-23-4711

不要（どなたでも参加できます。）

申込み

不要（どなたでも参加できます。）

申込み

300円

拝観料

無料

参加費

史跡聖寿寺館跡案内所

場所

史跡聖寿寺館跡

場所

（南部町大字小向字正寿寺81- ２）

（南部町大字小向字舘４-２）

９時～16時30分

13時30分～14時30分（雨天決行）

「初代南部三郎光行」

戸を目指し北上する。このストー

過去24年間の調査ではじめて城館の入口や通路

が見つかり、新たに大型の建物も確認されました。

11月18日（土）

12

でしょうか。江戸時代の後期に

12

通常は非公開となっている県重宝南部信直夫妻

北東北最大の戦国大名南部氏の居城、聖寿寺館

73

南部家墓所特別公開
発掘調査現地説明会

其の壱

厚生労働大臣認定・健康増進施設

バーデパークだより
10月22日（日）～25日（水）は鍋の期間
寒い季節に鮭のうま味がスープにしみこ
んだ、体の芯から温まる鍋をどうぞ

石狩鍋定食

※ご予約の場合、上記期間の限りではあ
りません。

2,600円から承ります。

無料送迎バスあり

温泉入浴付き

※法要の会食も提供しています。

★朝風呂営業

10月10日～3月13日
の火曜日 全18回

10月10日～3月13日
の火曜日 全18回

10月11日～3月14日
の水曜日 全18回

10月11日～3月14日
の水曜日 全18回

時

アクアビクス無料体験
水中運動無料体験

10時20分～11時

13時15分～13時55分

ウォータースライダー無料開放

10時～15時

10時55分～

14時30分～15時30分
19時～20時30分
11時～12時
19時～20時
13時15分～14時15分
14時30分～15時30分
19時～20時
11時10分～12時
14時～15時15分

11時～15時、17時～20時

屋外企画
●テントコーナーにて物品販売
（玄関前）10時～15時
・おやき・りんごドーナツ等の販売

前川原チカ子歌謡ショー

・新鮮野菜安売り

エルビス・トキ歌謡ショー（ものまね） 等

・せんべい汁200円販売

広報なんぶちょう 10月号

間

10時40分～12時

25周年特別メニュー なまず丼他

●プール（全館入館料のみ）

9

10月16日～3月19日
の月曜日 全18回

●レストラン

屋内企画

●２Ｆ大広間

10月16日～3月19日
の月曜日 全18回

10月13日～3月16日
の金曜日 全18回

貯金教室

各種催し

10月16日～3月19日
の月曜日 全18回

10月13日～3月16日
の金曜日 全18回

太極拳教室

６時～８時まで（受付は７時30分まで）

間

10月11日～3月14日
の水曜日 全18回

初心者水泳教室

➡ 特別価格330円

25周年感謝祭

スマートライフ・
フィットネス

はじめてのクロール教室

10月19日（木）

★今月26日はフロの日
通常420円

女性水泳教室

流水運動と水中ウォーキ
ング教室

2時間飲み放題付5,000円プラン

今月の休館日

水中ウォーキングと水慣
れ教室
夜の健康づくり教室

宴会予約承ります
10名様～28名様

期

バーデ健康づくり教室

1,100円（税込）

各教室の受講料10,200円、定員10人。
詳しくはお問い合せください。

各教室受講生募集
教室名

☎0178－84－2850

100円コーナー

おいでよ！子育て支援センター

八戸市保健所不妊専門相談センター

不妊専門相談のご案内

不妊専門相談では、不妊や不育症に悩む夫婦

等に対し、不妊・不育に関する医学的・専門的
な相談や心の悩み等について専門医が相談に応
じ、治療に関する情報提供等を行います。
対象
日時

八戸圏域連携中枢都市(南部町含む)内在

住で不妊や不育症で悩む夫婦等の人
毎月１回指定日

平成29年11月15日(水)

16時～17時

平成30年１月17日(水)

16時～17時

３月10日(土)

13時～14時

12月９日(土)
２月21日(水)

相談方法
費用

面接相談(要予約)

13時～14時

月曜日／10時～12時

16時～17時

なんぶ保育園

0178-43-2298

平日９時～16時)

新聞紙で遊ぼう

11月６日

ペットボトルで遊ぼう！

ホールであそぼう

サークルちびこす（自由活動）10月11・16・18・23・25・30日
月・水曜日／９時～14時
11月１・６・８日

チェリー保育園

ぬくぬく（自由活動）

☎0178-43-9271

月・水曜日／９時30分～11時

実施場所：南部町健康センター

☎0178-51-8585
10月12日

砂場あそび

10月19日

手話で歌おう

10月26日

ハロウィン誕生茶和会

11月２日

小麦粉粘土で遊ぼう

10月11・16・18・23・25・30日
11月１・６・８日

問合せ：健康福祉課（健康センター）☎ 0178-60-7100

実施日：10月12日（木） 対象H28. ２月～ H28.3月生まれ
実施日：10月17日（火） 対象H25. ２月～ H25.3月生まれ
実施日：10月26日（木） 対象H28. 12月～ H29.2月生まれ

乳幼児予防接種

10月12日

木曜日／９時30分～11時

不妊専門相談担当

１歳６か月児健康診査
４歳児健康相談
乳児健康診査

ハロウィーンを楽しもう

☎0179-23-0505

ぴっぴクラブ（体験活動）

健康づくり推進課

乳幼児健康診査、乳幼児健康相談

お誕生会

10月16・23・30日

11月２日

ださい

八戸市保健所

お散歩に行こう

こすもすクラブ（体験活動） 10月19日 お誕生会
木曜日／９時～12時
10月26日 ハロウィンパーティー

※相談者に関する秘密は堅く守られます。
問合せ

わくわくひろば（体験活動） 10月19日
木曜日／９時30分～11時
10月26日

子育てサークル にこちゃんクラブ

相談日の１週間前までお申し込みく

(予約受付時間

10月12日

つどいのひろば（自由活動） 10月11・18・25日
11月１・８日

八戸市保健所(八戸市庁別館１階)

予約専門電話

☎0178-51-9756

水曜日／９時30分～11時

１組30分の相談となります。

申込方法

福地保育園

11月２日

無料

場所

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。

受付12時15分～12時45分
受付13時～13時30分
受付12時15分～12時45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10月16日、11月13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10月11日、11月８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。

10月号 広報なんぶちょう
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むし歯ゼロの
元気な
なんぶっ子

たかもり あおと くん
（下名久井）

やぎさわ あんじゅ ちゃん
（杉沢）

おきた かんな ちゃん
（沖田面）

しもむら かなと くん
（玉掛）

かばき れい くん
（上名久井）

ばば すぐる くん
（福田）

なつさか ゆうた くん
（福田）

ほりあい ゆうか ちゃん
（森越）

ほりあい あやか ちゃん
（森越）

なかやま ひめか ちゃん
（平）

ささき とうい くん
（福田）

わたなべ てっぺい くん
（杉沢）

せら えいた くん
（福田）

やまか しょうま くん
（上名久井）

かわもりた めい ちゃん
（森越）

なつぼり こうたろう くん
（小泉）

わかもと ゆうしん くん
（鳥谷）

まつもと のどか ちゃん
（鳥舌内）

ひらの みう ちゃん
（森越）

11
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高齢者インフルエンザ予防接種の助成が10月20日から始まります！
昨年度までは11月の１か月間でしたが、今年度から２か月間に期間を延長しました。
内容をお確かめのうえ、希望者は接種してください。

対象者

10月31日現在

入所・入院により指定医療機関で接種できな
い場合
入所・入院している場合、その施設や病院で
も受けることができます。
接種料金を全額支払った後で、町へ申請書を
提出することにより、費用の一部をお返しし
ます。
申請期限：平成30年１月31日

▶65歳以上の人
▶心臓や腎臓、呼吸器に身体障害者手帳１級の
障害がある60歳以上の人
※対象者には、10月中旬頃に予診票を発送します。
助成期間
接種料

10月20日～12月20日
1,000円（生活保護受給者は無料）

問合せ

※下記の指定医療機関以外で接種する場合は、
全額自己負担となります。
指定医療機関
南部町医療センター

実施日・受付時間
▶月～金曜日

▶土曜日

ナンブクリニック
川守田外科胃腸科
かわむら内科クリニック
はらだクリニック

９時～11時

▶月・火・金曜日
▶水・土曜日

電話番号

９時～11時

▶月・火・水・金曜日

南部病院

健康福祉課（健康センター）
☎0178-60-7100

0178-76-2001

９時～11時、14時～17時

８時30分～11時、14時～17時
９時～11時、15時～17時

▶月・火・木・金曜日

９時～11時30分、14時～17時30分

▶月・火・水・金曜日

９時～12時、15時～18時

▶水・土曜日
▶木・土曜日

0179-20-6161

８時30分～11時

▶月・火・水・金曜日
▶木・土曜日

0179-34-3131

0178-75-0898

９時～11時

0178-84-3111

９時～11時30分

0178-60-1661

９時～12時

献血にご協力を

自死遺族のつどい

病気やけがなどで輸血を必要としている人の命を救

青森県立精神保健福祉センターでは、自死でご家族

うため、17歳から65歳の健康な人に400mlの献血を

やご友人、恋人など大切な人を亡くされた人を対象に

お願いしています。

「つどい」を開催しています。

献血にご協力いただいた人には血液検査の結果が送

「つどい」は大切な人を亡くし、同じ思いを抱えて

付され、健康管理に役立てる事ができますので初めて

いる人が集まり、自分の体験や思いを心おきなく話せ

の人もぜひご協力ください。

る場です。その場で聴くだけでもかまいませんので、

期日

参加してみませんか。

時間

10月18日（水）

場所

９時30分～11時30分
南部分庁舎

その他

安全で責任のある献血をお願いするため、運

転免許証など本人確認ができるものを持参してくだ

時間
場所

11月12日（日）
13時30分～15時30分
ユートリー４階

申込み・問合せ
青森県立精神保健福祉センター

さい。
問合せ

期日

健康福祉課（健康センター）

こころの電話

☎0178-60-7101

☎017-787-3957・☎017-787-3958
10月号 広報なんぶちょう
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気軽におしゃべり、気分もスッキリ！

いこいカフェ開催

【青森労災病院医師の診療日】
☎0178-76-2001

のります。

受付11時30分まで
8時30分～

先天性股関節脱臼

10月14日（土）、28日（土）
11月11日（土）、25日（土）

場所

福田温泉館内

対象
要予約
受付10時30分～50分

▶ 10月28日(土)

もの忘れがあり不安な人
悩み相談希望の人
人に合える機会が欲しい人

時間・内容

等

10時～13時（自由時間）

眼科
▶ 10月11日(水)
▶ 10月25日(水)

を開催します。専門職員が、皆さんの普段の悩み相談に
期日

整形外科
▶ 10月28日(土)

福田温泉では、認知症支援事業として、
「いこいカフェ」

お悩み相談・入浴・昼食等

受付14時まで
初診の人は13時まで

13時～14時
ミニ健康講座・レクリエーション

13時30分～
13時30分～

参加費

200円

（入浴・昼食代金は別途）

泌尿器科
▶
▶
▶
▶

10月10日(火)
10月16日(月)
10月24日(火)
10月30日(月)

※来店困難（車イス・車が無い等）な人はご相談くだ

要予約
13時～
13時～
13時～
13時～

さい。
介護保険サービス（デイサービス）ではありません。

問合せ

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。

おはなし会

いこいカフェ（福田温泉館内）
南部町大字福田字赤坂脇10－72
☎0178-84-3881

ファミリーサポートセンター

ハートフルライブラリーの皆さんによる読み聞かせ

ファミリーサポートセンターは、子育ての援助を受

です。
事前申込みは必要ありませんが、未就学のお子さん

けたい人（依頼会員）と行いたい人（提供会員）のネッ

は保護者同伴でお越しください。
期日 10月22日（日）
時間 10時30分～11時
場所 名川中学校図書室１階 町民図書室

合う事業です。

問合せ

中央公民館
☎0178-76-2323

トワークを作り、地域の皆さんで子育てについて支え
下記の日程で提供会員養成講習会（全４回）を行い
ます。
期日

11月８日(水)、14日(火)、17日(金)、20日(月)

時間

10時～

場所 八戸市総合福祉会館（はちふくプラザねじょう）
内容

八戸市根城８丁目8-155
保育施設の送迎、自宅での子どもの預かり

等

※講習会の詳しい日程、内容は下記までお問い合わせ
ください。

問合せ

八戸市ファミリーサポートセンター
（八戸市社会福祉協議会）
☎0178-71-2750

13

広報なんぶちょう 10月号

「すこやか南部」通信

パート 4

今月のテーマ：健康づくりの日

「１０月２２日」 は 「健康づくりの日」 です！
自分や家族の健康について考え、 心とからだの健康づく
りについて、 できることから始めましょう
※町民一人ひとりが健康に関心を持ち、進んで健康づくりに取り組むと
ともに、地域が一丸となって、健康なまちづくりを進めていくために、
平成27年10月22日に、「笑顔あふれる健康のまち

南部町」を

青森県健やか力向上推進
キャラクター「マモルさん」

宣言しました。

「始めよう！続けよう！健康活動」
宣言１

健康に関心を持ち、自分に合った健康づくりを進めましょう。

宣言２

おいしく、楽しく、バランスのよい食生活を送りましょう。

宣言３

運動に親しみ、楽しみながら健康で丈夫な体をつくりましょう。

宣言４

健診を受け、生活習慣改善や健康管理に努めましょう。

宣言５

家族や地域の人々とのふれあいを大切にし、心の健康づくりを進めましょう。

問合せ

健康福祉課（健康センター） 0178-60-7100

南部町国民健康保険にご加入の
30歳～74歳の皆様へ

自分の健康状態が気になったらまず相談！

受けましたか？今年度の特定健診
メタボリックシンドロームに代表される生活習
慣病は、自覚症状がないまま進行します。
町では、30歳から74歳までの南部町国民健康
保険に加入している人を対象に、特定健診・特定
保健指導を実施しています。
健診を受けることは、生活習慣病の発症リスク
やご自身の健康状態を知るチャンスです。ぜひ、
１年に１回、健診を受けましょう。
健診のお申し込み等は、随時、健康福祉課で受
け付けしていますので、お電話ください。
国保以外の人（社保等）の特定健診につきまし

達者de健康相談
南部町健康センターでは、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
時間

10月10日（火）、23日（月）
13時30分～17時

会場

17時30分～18時30分

内容

南部町健康センター２階

運動指導室

体組成計での体脂肪・筋肉量測定、血管年

ては、事業主または医療保険者へお問い合わせく

齢測定、骨密度測定、血圧測定、保健師・栄養

ださい。

士による健康相談、運動器具体験

問合せ

費用
健康福祉課（健康センター）
☎0178-60-7100

問合せ

無料
健康福祉課（健康センター）
☎0178-60-7100
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第4回南部町駅伝競走大会出場チーム募集
タイムを気にしないで地域や仲間とチームを組
んで気軽に出場してみませんか！走るあなたが主
役です。
期日 11月５日（日）
日程 開会式：８時30分 閉会式：正午
場所 すぱーく名川
募集部門 町内クラブ・地域対抗の部
１区間約2.2kmの周回コースで５区間です。
なお、第２区は女子（中学生以上）の指定区間
となっています。

※小中学校の部門は各学校を通じて募集していま
す。

参加料

１チーム

申込み

1,000円

名川Ｂ＆Ｇ海洋センター、福地体育セン

ター、町民体育館に備え付けの申込書へ必要事項
を記入のうえ申し込みください。
申込期限
問合せ

10月19日（木）
名川Ｂ＆Ｇ海洋センター
☎0178-76-3310

裕正

福地短歌会

工藤

傅吉

川守田慶三

制服をきりりと決めて看護師ら輝きて吾が前を行き交ふ 

坂上

政志

よき言葉一つ拾ひて新聞の手のひらほどのコラム切り抜く 

手で捕れば臭ひを放つカメムシを蠅叩きにて外に掃き出す 

根市

昭子

大久保雪夫

盂蘭盆に孫ら集ひて話す声弾む会話を和みつつ聞く 

馬場

操

花火の音消えて聞こゆる太鼓の音祭りばやしに秋は深まる 

雨止むも積雲厚き天仰ぐぎらつく盛夏の日を想ひつつ 

馬場

敬子

睦子

産土に太鼓ひびけばこの年も稔り念じて踊るナニャドヤラ 

馬場

奥寺

初乗りの観光船に八戸港めぐりて船頭さんと握手す 

佐々木冴美

老猫の浅き眠りとまどろめる吾を同じと娘は笑ふ 

長雨にブドウの収穫ゼロの過去彷彿とさせ雨降りつづく 

坂本

なんぶ短歌会

長雨に遅れて植ゑし大根の新芽さやかなみどり列なす 

大羽澤榮子

千年

綾子

馬で来て牛にて帰るを念じつつきゅうりとなすに足つけ供ふ 

会

八木田順峰

草

鶴飼

あさ子

幸枝

綮

木村ひな子

奥

山下

一ノ渡

天を指す性持つままになほ太る父遺したる杉山の木々 

若

石鹸の己を削り泡と消ゆ肌うるおしつ我が身清むる 
ロマン抱き北の大地を踏みしめて泡立つビール一気飲み干す 

山里の岩清水湧く田の溝に決蟹生まれてあぶくを出せり 

そは虫ぞひそと節まに白き泡潜む卵の命育くむ 
若くして逝きし君のためシャボン玉飛ばす心を推し量るべし 

ラジオから高校野球流れきてコーヒーの泡に青空うつる
向山 敦子

シャボン玉空に光るや夕まぐれ驟雨おそいて子等騒ぎ立つ 
安ケ平千代
泡ださずビールをつげば美味しいとテレビ見て知り心がけつぐ
中野 静子

小林 青山

人生は出逢ひと別れこれをしも「運命」なりと人言ふらむか 

役立っています！ボートピアなんぶ交付金
10 October
7

SAT

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
TUE

WED

THU

FRI

津ＧⅠつつじ賞王座決定戦
多摩川一般戦

SUN

MON

平和島一般戦

戸田ＧⅢDMM．
cｏｍ杯

住之江一般戦

丸亀ＧⅢマスターズリーグ

SAT

若松
ﾙｰｷｰｼﾘｰｽﾞ

TUE

WED

THU

FRI

SAT

徳山ＧⅡモーターボート大賞

MON

TUE

WED

FRI

SAT

SUN

三国一般戦男女W優勝戦

若松一般戦
蒲郡一般戦

THU

戸田 平和島SGボートレースダービー
一般戦

常滑ＧⅢオールレディース

桐生ＧⅠ赤城雷神杯
下関一般戦

SUN

蒲郡一般戦
桐生

ルーキーシリーズ

デーレース
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MON

TUE

館 日

戸田ヴィーナス
シリーズ
桐生一般戦
ドラ・ショップ
開設4周年記念

9

MON

11 November

休

大村ＧⅠ海の
王者決定戦

8

SUN

キャスター付きの会議用テーブルを整備したことにより、準備および後
片付けの負担軽減が図られ、高齢者でも利用しやすくなりました。（小波田
農業研修センター管理運営委員会）
1

WED

2

THU

3

FRI

4

SAT

鳴門一般戦
男女Ｗ優勝戦
児島ＧⅠ
キングカップ
住之江一般戦
若松
一般戦

蒲郡ＧⅠ
ダイヤモンド
カップ

ナイターレース

山野草写真展
名久井岳の山野草写真展を開催

します。

春から秋までの美しい草花の写

真をご覧ください。
展示期間

10月10日（火）～31日（火）
10時～20時まで

展示場所 農林漁業体験実習館チェ
リウス館内

１階

問合せ

農林漁業体験実習館チェリウス
☎0178-76-1001

南部町バドミントン大会
期日

12月10日（日）

場所

町民体育館

時間

９時～（試合開始）

参加資格

南部町在住者または南

部町に勤務地のある人

参加料

１チーム2,000円

申込み

町民体育館に備え付けの

申込書へ必要事項を記入のうえ
申込みください。

申込期限

12月１日（金）

申込・問合せ
▷町民体育館

☎0179-34-2761

▷町バトミントン協会事務局・
角濱

☎090-7528-6902

南部町グラウンド・ゴルフ交流大会
期日

10月26日（木）

大会日程
場所

受付

開会式

８時30分

８時50分

ふるさと運動公園

参加料
申込み

１人500円（当日徴収）

ます。

電話による申込みになり

申込期限

10月20日（金）

申込・問合せ

町グラウンド・ゴルフ協会
金澤☎0178-75-0244

10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10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。また、用意する
材料がありますので、電話でご確
認ください。
（参加料いずれも無料）
▷エコ布ぞうり作り教室
期日 10月15日（日）
時間 ９時～12時
定員 ５人
▷エコ素材で小さな壁飾り作り教室
期日 10月22日（日）
時間 10時～12時
定員 ５人
問合せ 八戸リサイクルプラザ
☎0178-70-2396

地域おこし協力隊員募集
地域おこし協力隊とは、人口減
少や高齢化等が著しい過疎地域に
おいて、都市部（地域外）の人材
を積極的に受け入れ地域協力活動
を行ってもらいその定住・定着を
図る制度です。
今回南部町では、１名の地域お
こし協力隊員の募集をします。興
味のある人、意欲のある人の応募
をお待ちしています。
詳しい内容・応募方法等につい
ては町ホームページをご覧くださ
い。
問合せ 企画財政課（本庁舎）
☎0178-84-2112

清慈会まつり
（福）清慈会では日頃の感謝の
思い込めて「清慈会まつり」を開
催します。
期日 11月19日（日）
時間 10時～14時
場所 すぱーく名川
内容 りんご・野菜激安販売、ス
テージアトラクション、バ
ザー、豪華景品抽選会、協
賛福祉施設の出店
問合せ 清慈会 森の菜園
☎0178-60-5533

お知らせ
information

行政相談・人権相談

期日 11月２日（木）
時間 13時～15時
場所 福地公民館、中央公民館、
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

11･12月の休日窓口開設日

期日 11月４日（土）
、18日（土）
12月２日（土）
、16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

町・県民税（３期）
国民健康保険税（４期）
後期高齢者医療保険料（４期）
介護保険料（４期）
納期限・口座振替日
10月31日（火）
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９月20日現在）

人

口

男
女

世帯数

対先月比

18,684人 （－27）
8,893人 （－13）
9,791人 （－14）
7,494世帯（－３）
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「防災フェスタ２０１７」
八戸地域の幼年および女性消防ク

ラブが体育館に集い、アトラクショ
ンなどを披露演出します。たくさん
10月11日（水）

場所

八戸市体育館

時間

内容

建設課(南部分庁舎) ☎0179-34-2518

ひろば台団地 １戸募集 26,800円～40,000円 ２ＬＤＫ（身障者向）
特定公共賃貸住宅
向山団地 １戸募集 家賃38,100円～50,400円 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158,000円以上487,000円以下

のご来場をお待ちしております。
期日

問合せ

町営住宅募集

申込み
町営住宅入居申込書に必要事項を記入の
うえ、必要書類を添えて10月16日(月)12

10時～12時

（売市輿遊下）

幼年消防クラブ員による遊戯・和

太鼓・はしご乗りなどの「アトラク

現地説明会
現地説明会
▷期日 10月13日（金）
▷日程
ひろば台団地：Ｃ-3号
10時00分～10時15分
向山団地：48号
10時30分～10時45分

時までに建設課（南部分庁舎）または各
住民生活課サービス班に提出してくださ
い。入居希望が複数のときは、抽選（10
月23日（月）10時）になります。

ション」
、女性消防クラブ員による「家
庭あんしん音頭」
、
「防災戦士ダッシュ
119」の登場。

※入居資格等の詳細については建設課までお問い合わせください
油流出事故に注意！ 問合せ 建設課(南部分庁舎) ☎0179-34-2518
例年冬期になると、ホームタンクのバルブや配管の劣化、除雪
時のホームタンクや配管の破損、ホームタンクからの小分け時の
不注意等により、家庭や事務所から油流出事故が多発します。
油流出事故が発生すると、側溝や水路を通じ河川に流れ出るこ
ともあります。河川は水道水などに利用されていますので、下流
域全体に影響を及ぼし、川の生き物に悪影響を与えます。また事

問合せ

八戸地域広域市町村圏事務組合
消防本部予防課

故の処理費用は、原因者の負担となります。
各家庭や事業所では「油類を取り扱う責任者」である意識を持ち、
タンクの劣化状況の点検や補修を行い、除雪作業等の破損事故に

☎0178-44-2133

も注意しましょう。

精神障害者家族会「まべちの会」問合せ
語らいの会

公開講座

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。
興味のある人はぜひお気軽にご参加ください。
期日
時間
会場

健康福祉課（健康センター）☎0178-60-7101

10月21日（土）

期日
会場

11月11日（土） 時間

10時～12時

南部町健康センター２階集団指導室

演題 「精神障害に向き合う家族 ―私たちの場合―」
講師

対象

ささクリニック

笹

博

院長

精神障害者を抱える家族のほか、精神保健福祉
に興味のある人ならどなたでも

11時～13時30分

※午後に行われる参加者交流会へ参加希望の人はご連

南部老人福祉センター

絡ください。
広告

「聞こえにくさ」を感じたら、まずはご相談下さい。あなたも耳からアンチエイジングをしませんか！

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

○営業時間 平日9:00～19:00
○定 休 日

17

TEL 0179（23）5433
第２・４日曜

10:00～18:00

第１・３・５の土曜日、日曜と祝日（御電話で対応可）
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脳で聞く為の補聴器を
認定補聴器技能者がサポートいたします
南部町中央公民館

１F

13:00～16:30
南部町健康センター
9:00～12:00

奇数月

第３木曜日

１F会議室
偶数月

第３木曜日

求人情報

老健なんぶ

職種

介護福祉士、介護員

日給

介護福祉士

時給

パート介護員

募集人数

介護福祉士・介護員

それぞれ若干名

介護員

7,600円
7,200円
929円

※夜勤できる人には賃金加算、夜間介護手当
等あり

勤務期間

採用日～６カ月以内

（希望により更新有）

親会社「多摩川精機株式会社」の東北地区
の生産拠点として、アルミ鋳造・機械加工・
板金加工・焼付塗装・サーボモータ／センサ
組立まで一貫して生産対応できる総合的な企
業です。この度、組立作業のパート従業員の
募集をいたしますので、興味のある人はぜひ
ご応募ください。

職種 精密機器組立作業
採用人数 15人
（初心者でも指導いたしますので安心です。）
時給 800円
就業場所 多摩川ハイテック株式会社
福地第二工場（福地工業団地内）

㈲百目木工業

誘致企業

行う従業員を募集します。
製缶工、溶接工 （初心者大歓迎）

月給

２人

140,000円～198,000円（通勤手当有）

就業場所

南部町大字法師岡字大平１-６

就業時間

８時～17時

休日

日・祝・年末年始・お盆

就業時間 10時～14時50分 休憩50分
（８時30分～17時30分の内４～５時間程度可。
相談に応じます。）
休日 土・日・祝日他 夏季・年末年始休暇
申込み・問合せ
履歴書（写真貼付）・職務経歴書・ハロー
ワークの紹介状を下記までご送付ください。
〒039-0811
南部町大字法師岡字仁右エ門山３-23
多摩川ハイテック株式会社 管理部 総務課
☎0178-60-1140

従業員募集

工場での製造作業や現場での修理作業等を

採用人数

勤務時間
日勤 ８時15分～17時
準夜 15時15分～24時
深夜 23時30分～８時15分
受付時間 ８時30分～17時（土日祝日除く）
申込み・問合せ
履歴書のほか資格書（写）を添付して提出
してください。（郵送可）
面接日時は後日連絡します。
〒039-0105 南 部 町 大 字 沖 田 面 字 千 刈
32-1 老健なんぶ ☎0179-34-3260

多摩川ハイテック㈱ パート従業員募集

誘致企業

職種

臨時職員募集

必要な資格
普通自動車運転免許（ＡＴ限定不可）
詳しくは、ハローワークの求人票をご覧くだ
さい。
申込み・問合せ
履歴書（写真貼付）・職務経歴書・ハロー
ワークの紹介状を下記までご送付ください。
〒039-0811 南部町大字法師岡字大平１-６
有限会社 百目木工業 ☎0178-84-4881
広告
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公共職業訓練「住宅建築施工科」
９月期受講生募集および訓練見学説明会参加者募集
申込み

青森県職業能力開発促進センター八戸実習所で
は、離職者の早期再就職を図ることを目的とした

10月６日（金）～11月10日（金）
ハローワークへ

問合せ 青森職業能力開発促進センター八戸実習所

公共職業訓練「住宅建築施工科」の受講生を募集
します。

TEL 0178-73-5535

応募資格 ハローワークに求職の申し込みをしている人

FAX 0178-73-5536

訓練内容

訓練見学説明会

木造住宅の施工方法に関する技能・知
識の習得（建築CAD、構造材施工、内

訓練内容をより理解していただくため、次のと

外装施工、測量技術など）

おり、訓練見学説明会を開催し参加者を募集しま

平成29年12月６日（水）～

す。

平成30年６月 ６日（水）

日時

訓練期間
訓練場所

青森職業能力開発促進センター八戸実

（ご都合よい日どちらかをお選びください）
場所

習所（八戸市類家）
定員

15人

受講料

無料（テキスト代等別途）

青森職業能力開発促進センター八戸実習所

参加料

無料

申込先

上記、問合せ先に同じ

青森県の最低賃金が改正されます

町営市場の販売状況（平成29年8月16日~平成29年9月15日）

青森県内で働く全ての労働者と、労働者を一

品

人でも使用している使用者に適用される、青森
県の最低賃金が改正されます。
時給額

７３８円

(10月６日から)

※製造業と小売業の一部には、特定（産業別）
最低賃金が定められています。

詳しくは青森県労働局ホームページをご覧く
ださい。

問合せ

青森労働局労働基準部賃金室
☎017-734-4114

編集後記
実りの秋を迎え、梨やりんご、ぶどうなどの
果物狩り、農業体験をする人たちでにぎわいを
見せる観光農園から、りんごの丸かじりに挑戦
する子どもたちの素敵な表情をお届けします。
（Ｋ）

男気あふれる丸かじり
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10月17日（火）・10月31日（火）

広報なんぶちょう 10月号

女の子も果敢に「がぶりっ」

名

販売数量（kg）売上額（千円） キロ単価（円） 前年単価（円）

サンつがる（りんご） 208,017

34,149

164

159

14,902

2,341

157

120

プレコース（梨） 66,393

8,388

126

81

バートレット（梨） 141,938

15,498

109

117

黄王（りんご）

八雲（梨）

39,898

4,585

115

93

幸水（梨）

25,523

2,984

117

133

キャンベル（ﾌﾞﾄﾞｳ）

93,836

17,448

186

168

川中島（桃）

72,800

13,668

188

239

まどか（桃）

22,180

3,829

173

209

あかつき（桃）

22,927

3,299

144

157

秋姫（ﾌﾟﾗﾑ）

10,732

1,645

153

166

タイヨウ（ﾌﾟﾗﾑ） 26,631

7,748

291

300

大

根

15,910

1,448

91

111

ゴボウ

15,431

3,285

213

228

長

91,290

21,217

232

340

にんにく

42,519

74,034

1,741

1,500

ね

22,242

5,692

256

248

きゅうり

29,701

5,231

176

92

かぼちゃ

25,302

2,238

88

98

芋
ぎ

●今月の休場日
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）
11月３日（金）、５日（日）、８日（水）、12日（日）、15日（水）、
19日（日）、23日（木）、26日（日）

第 回青森県民駅伝競走大会

総合３位

町の部王座奪還
総合優勝をめぐるデッドヒートに
来年へさらなる期待膨らむ

特別な思いを胸に
南部町選手団一致団結

９月３日に開催された青森

県 民 駅 伝 競 走 大 会、 南 部 町 選

手団は特別な思いを胸に抱き、

喪章をつけて大会に臨みました。

今 年 １ 月、 こ れ ま で 陸 上 競

技 に 尽 力 し、 県 民 駅 伝 大 会 に

強い情熱を注いでいた山田義

雄 前 教 育 長 が 亡 く な り、 そ の

思いを胸に南部町選手団は一

致 団 結 し、 総 合 優 勝 を 目 標 に

掲げ大会に挑みました。

１ 区、 市 澤 長 太 選 手 が 総 合

３ 位 の 好 位 置 に つ け る と、 そ

青森県三戸郡南部町大字苫米地字下宿23－1

の後は総合１位をめぐりライ

バル市町村とデッドヒートを

繰 り 広 げ、 ２ 区・ ４ 区・ ６ 区

では総合１位に躍り出ました。

最後はあと一歩総合優勝には

届 き ま せ ん で し た が、 堂 々 の

２年ぶり５度目の町の部優勝

を 果 た し、 総 合 ３ 位 の 成 績 を

収めました。

嶋 守 学 監 督 は「 チ ー ム 一 丸

となる特別なレースになった。

山田義雄前教育長も喜んでい

ると思う」と大会を振り返り

ました。

FAX 0178－84－4404

TEL 0178－84－2111

http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp
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〠039－0892

8区（3.8㎞） 秋山好輝 12分24秒

八戸准看護学院１年

福地中スクールサポーター

杉沢中養護助教諭

名川中２年

ちょうた

4区（6.1㎞） 柿本昇忠 17分44秒

川村 美学 選手

５区

田中 槇一 選手

６区

澤向 美沙希 選手

７区

好輝 選手

秋山

８区

市澤 長太 選手
たく ま

み さと

しんいち

き

さ

み

よし き

４
３

町の部順位

準優勝 東北町 1時間50分08秒
優

勝 南部町 1時間47分21秒

３

位 おいらせ町 1時間53分23秒
駒澤大学１年
名川中２年
名川中講師
自衛隊体育学校

第１区、総合3位につける快走
レース後半戦へ（5区から6区へのたすき渡し）

1区
中山 拓真 選手
超 選手
しょうあつ

名川秋まつりでの優勝パレード
優勝へ向け走り出すアンカー

２区
たける

工藤
３区
柿本 昇忠 選手
４区

25

１
２

町の部区間賞を獲得した南部町の選手

2区（3.8㎞） 中山拓真 11分36秒

