待 望のデビュー

地域に育まれ、地域に愛され、地域が誇るブランド米へ

南部達者米
デビューまでのあゆみ

２０１１年

町のブランド米の商標に

「南部達者米」を登録

南部達者米ブランド化推

農薬、化学肥料の使用を従来

品 種 は「 つ が る ロ マ ン 」。

安心で安全な米を消費者に届

健 康 や 自 然 環 境 の 保 護 な ど、

ます。それでも、食べる人の

少なくなるという特徴があり

た米生産に決定。

県の特別栽培認証を受け

→「安心安全」をかかげ、

け、協議、準備

域ブランド米の生産に向

進委員会を立ち上げ、地

の半分以下にし、県から特別

けようという思いで、生産農

南部達者米の紹介

栽培認証を受けた３農家（南

試験栽培

家が手間ひまをかけて栽培し

２０１６年

部達者米生産者部会の久保利

本格栽培

収穫

日から販売開始

試食販売

月３日よこま

ちストア一番町店、

地店、

月

日ユニバース福

有限会社山金で店舗販売

月

月下旬

２０１７年

樹さん、西村忠志さん、有限

今年の出来は

㌃の

ています。
会社山金）が生産しました。
減農薬や減化学肥料による

今年は３農家で合計

大幅な収量の減が不安視され

ましたが、９月の天候の回復

29

月 日、東京駅構内、

イベント販売

売。

戸ニュータウン店で販

月５日、ユニバース八

11

により、生育が持ち直し、当

初の見込みより少ないものの、

約１，１００㌔を収穫するこ
とができました。

生産者が食味にこだわって

29

11

日、 横 浜 市 の 栄

区民まつりで販売。

月

11 10

きたと話すとおり、適度な粘

りと甘みがあり、胸を張って

消費者のみなさんへお届けで

きる品質に仕上がりました。

10

10

栽培は、通常の栽培より除草

農薬

10

11 11

50

南部達者米を作付けしました。

使用50％以下

や害虫駆除などの管理に時間

化学
肥料

８月の日照不足や低温により、

使用50％以下

や労力がかかるほか、収量が

ᠾᕤƱ
҄ܖᏄ૰Ǜ
ɲ૾Ъถ
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販売状況

栄区の区民まつりでも販売を
行い、いずれも好評のうちに

校 の 給 食 に「 南 部 達 者 米 」

を提供し、子どもたちに味

売となっています。

区の有限会社山金のみでの販

ベントでの販売と、苫米地地

収量が少ないこともあり、イ

らは「もちもちとしてほのか

南部達者米を試食した人か

残りわずかとなっています。

て売れ行きは盛況で、在庫も

限会社山金でも、予約を含め

町内唯一の販売店である有

達者米のおいしさを味わって

また、より多くの人に南部

んでいきます。

理による品質の向上に取り組

ほ場の選定や徹底した栽培管

家や作付面積を増やしながら、

の農家もあり、徐々に生産農

来年から新たに加わる予定

路の拡大が課題になります。

者米」は今後、生産数量と販

産まれたばかりの「南部達

ランド米を生産し、自分た

地と差別化を図った地域ブ

食味にこだわり、ほかの産

るのがお米です。安心安全、

多くの農家が生産してい

した。

が必要であると考えていま

所得向上に向けた取り組み

体の底上げを図り、農家の

が農業の町としては農業全

とが多いですが、基幹産業

な町として注目を集めるこ

南部町は果樹栽培が盛ん

試食いただいた消費者の声

限 定 販 売 と し て い ま す が、

今年は生産数量が少なく、

います。

がっていければうれしく思

けになり、地産地消にも繋

誇りや思いを深めるきっか

うことによって、地域への

に、学校給食で食べてもら

町の将来を担う子どもたち

と は 生 産 者 の 喜 び で す が、

をおいしく食べてもらうこ

思いを込めて育てたもの

生産者の思い

南部達者米をできるだけ多
に甘い」
「冷めてもおいしい」

いただくことによってファン

ちの手でお米の価値を高め

を聞き、本格的な販売に向

今後の課題と目標

くの人に味わってもらいたい

を増やし、スーパーなどへ販

ていきたいと思っています。

けた期待を感じています。

わってもらう予定になって

という生産者部会員の思いか
など、食味についての評価も

路を開拓しながらブランド力

今回、生産を始めた南部

これから地域ブランド米

完売となりました。

ら、お手軽な１袋１㌔サイズ
高く、町の特産品としての今

の強化を目指していきます。

達者米は、消費者の皆さん

本 格 栽 培 １ 年 目 の 今 年 は、

とし、特別価格の４３２円（税
後の販売に向けて期待が膨ら

町民の皆さんとともに「南

に、安全で安心な品質のよ

として成長していけるよう、

日には、当町と友好

月 日には東京駅構内で、

した３００袋は完売。

トア一番町店前で、試食販売

11

交流協定を結んでいる横浜市

翌日の

11 10

東京駅構内でのイベント販売

19

販売店舗情報
有限会社山金
苫米地字明土２番地
営業時間 ７時～ 時
― ００５
☎０１７８ ― ２
84

栄区民まつりでの販売の様子

わい喜んでいただきたいと

います。

込）で販売しています。
んでいます。

部達者米」を南部町が誇る地

い米を提供できるよう、思

生産者部会の仲間を増やし、

月上旬にかけ

て、ユニバース福地店・八戸

域ブランド米に育てていきた

いを込めて生産してきまし

南部達者米を多くの人に味

月末から

ニュータウン店、よこまちス

いと思います。

た。

これから、南部達者米の

思います。

南部達者米生産者部会
久保 利樹 会長

販売を通じ、多くの人に南

部町を知ってもらい、また、

おいしさを感じてもらうこ

とで、町のＰＲと産地とし

てのブランド力を高め、農

業振興の旗振り役を担って

広報なんぶちょう 12月号
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いきたいと考えています。

月には、町内の小中学
12

10

11

まちの話題

地域の安全に貢献

中野浩さんが地域安全功労賞を受賞

地域の宝をみんなで守る
法光寺地区で防火訓練を実施

10月18日、高齢者交流サークル「玉掛ほのぼ

10月15日、法光寺の承陽塔が今年６月に国の

の会」事務局長の中野浩さんが「ＪＰ生きがい振

登録有形文化財に登録されたことを受け、町消防

興財団」の地域安全功労賞を受賞しました。

団（板垣雅英団長）ら約100人が、法光寺地区で

中野さんは、地元の駐在所と協力し、地域安全
教室を開催。会員に事故の被害者にならないため

初めての防火訓練を行いました。
訓練は、同寺本堂の裏山で林野火災が発生した

の心得を伝え、会員とともに交通安全街頭活動、

との想定で実施。消防団員は、近隣にある防火水

地域防犯活動を行ってきました。

槽から寺までの約1.2ｋｍをホースで中継し、送

中野さんは「今回の受賞を励みに、これからも
日々の活動の積み重ねを大切にして、地域の力に

水しました。
また、承陽塔に収められた文化財の運び出しも

なりたいです」と話しました。

行い、有事の際の連携を確認しました。

受賞の報告に役場を訪れた中野浩さん㊧

大規模な中継送水の指揮を執る消防団本部員

交通事故と詐欺被害にご注意を

りんご生産者の思いを胸に

高齢者交通安全教室

りんご盗難パトロール出動式

三戸地区交通安全協会福地支部（八木田憲司支

10月27日、町防犯協会（竹内司会長）と三戸

部長）は、10月24日と27日の２日間、ゆとりあ

地区防犯指導隊南部支隊（工藤岩三支隊長）、三

で交通安全教室を開催し、参加した高齢者約85

戸警察署（杉山肇署長）が、リンゴの盗難防止を

人に、交通事故防止の注意点を呼び掛けました。

目的にパトロールを開始しました。

教室では、夜間の歩行時の注意点が挙げられ、

中央公民館で行われた出動式では、工藤支隊長

夜間はドライバー目線から歩行者が見えにくいこ

が「私たち防犯ボランティアは生産者が精魂込め

とや、服装による見え方の違いなどから反射材着

て作った安心で、安全なりんごを盗難から守り、

用の重要性が説明されたほか、特殊詐欺被害防止

消費者に届けるため、盗難防止パトロールに出動

の対策として、実例を交えて注意点が説明され、

します」と力強く宣言。出動式後には、町内の農

参加者は真剣に話を聴いていました。

園を巡回しながら看板を設置しました。

反射材着用の重要性の説明を受ける参加者

盗難防止の看板を設置する隊員たち

12月号 広報なんぶちょう
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TOWN TOPICS
仮装やランタン作りを楽しみ交流
達者村パンプキンパーティー

過去最多の43チームが出場
第４回南部町駅伝競走大会

10月29日、達者村楽農クラブ（石橋和夫会長）

11月５日、第４回南部町駅伝競走大会が開催

は、ゆとりあでパンプキンパーティーを開催し、

され、過去最多出場となる43チームが、すぱー

あかね幼稚園の園児や三沢エリアから招待された

く名川を発着にした周回コースを３部門に分かれ

家族連れなど約100人が参加しました。

てたすきをつなぎ、健脚を競い合いました。

子どもたちは仮装をして、踊りやジャンケンゲー
ムを楽しんだほか、かぼちゃを使ったランタン作
りで交流を深めました。
さまざまな表情を見せるランタンが見守る中、

今大会は、各区間で例年以上に好記録が続出し、
中学校の部、地域対抗の部では大会記録が更新さ
れるなど、選手たちは力走しました。

れ、会場には参加者の笑顔があふれました。

▶優勝チーム：【中学校の部】名川中Ａチーム、
【小学校の部】名久井小学校Ａチーム【町内ク
ラブ・地域対抗の部】三ケ岳スポーツクラブ

参加家族同士の交流が深まった、楽しい会食の様子

号砲とともに勢いよくスタートする中学生選手

同クラブで生産した食材を使った料理がふるまわ

「とまる・まつ・みる」

25周年を迎えた演奏会

福地保育園の園児が交通ルールを勉強

なんぶブラスフェスタ

11月７日、福地保育園（小川陽子園長）は、
だいまる と

く たけ

11月３日、なんぶブラスフェスタが楽楽ホー

八戸地区交通安全指導隊員の大丸特久剛さんを講

ルで開催され、町内の小中学校の金管部、吹奏楽

師に招き、交通安全教室を開催しました。

部および一般の７団体が演奏を披露しました。

園児は、信号機の青・黄・赤の色ごとの表示の

合同演奏の「宝島」では、子どもたちが奏でる

意味や道路を安全に横断するための「とまる・ま

元気でリズミカルな音色に自然と手拍子が沸き起

つ・みる」の３つのポイントなどを学びました。

こり、息のあった迫力ある演奏に会場が魅了され

最後に、交通安全グッズの反射材バンドが配付
され、講師からの「今日学んだことを守れますか」

ました。
子どもたちの演奏会として、今年で節目の25

との呼びかけに、園児は元気に「はいっ」と返事

周年。地域に根差した音楽文化が花開くように演

をし、交通安全を誓いました。

奏を楽しむ笑顔が会場いっぱいに広がりました。

信号標識に興味津々、真剣に説明を聞く園児たち

振り付けを交えてのパフォーマンスを披露

5
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平成29年

秋の叙勲

11月３日付けで発表された平成29年の秋の叙勲で当
町からは、佐々木元作さんが受章しました。

旭日双光章（地方自治功労）
きょく じつ

そう

こう しょう

もとさく

佐々木 元作さん（虎渡）

佐々木さんは、昭和59年4月に名川町議会議員に
初当選し、以来27年の長きにわたり議会活動に専念
してきました。この間、副議長を務めたほか、教育
民生常任委員会委員長、議会運営委員会委員長、総
務常任委員会副委員長などを歴任し、地方自治、教
育環境の整備に尽力されました。
佐々木さんは、「75年の人生でこんなに嬉しいこ
とはありません。これもひとえに支えてくれた皆さ
んのおかげです。これからも前を向いて、町のため
に頑張っていきたいです」と話しました。

夏堀組がピッチングマシンを寄贈

支えあう地域づくりのために

11月15日、
（株）夏堀組（夏堀大司代表取締役）
が福地中学校にピッチングマシンを寄贈しました。
今回の寄贈は、今年の三戸郡中学校体育大会秋
季大会野球競技において同校が優勝したことがきっ
かけで、夏堀代表は「子どもたちの活躍が地域の
元気につながる。頑張りを後押しし、地域を盛り
上げたい」と寄贈した思いを話しました。
野球部キャプテンの夏坂桃季さんは「打撃力向
上に役立てたいです。大切に使わせていただきま
す」と感謝の気持ちを込めてあいさつしました。

11月17日、町民および社会福祉関係者が一同
に会し、ゆとりあで南部町社会福祉大会が開催さ
れ、社会福祉の発展に寄与された方の表彰をはじ
めとした式典や「南部のくらしに寄り添う食生活」
をテーマにしたシンポジウムが行われました。
シンポジウムでは、食と農と福祉の各分野での
取り組みや連携についてパネリストから紹介され、
参加者は支えあいによる地域づくりや、地域福祉
のあるべき姿について考え、より一層の社会福祉
の充実に決意を新たにしました。

福地中学校野球部の活躍を後押し

ピッチングマシンを寄贈する夏堀代表取締役

ちゃん

ぬまはた しょうま
（相内）

シンポジウムの様子

くん

くどう なごみ
（森越）

ちゃん

でまち まきひろ
（斗賀）

くん

むし歯ゼロの
元気な
なんぶっ子

ふくやま ことは
（斗賀）

第12回南部町社会福祉大会
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さまざまな出来事をお伝えします

描の97

今回は、南部町のグリーン・ツーリズムを支える「農家民泊」
の受入団体、「達者村ホームスティ連絡協議会」の会員農家さ
んの体験談などをご紹介します。

農家民泊・農業体験の受け入れ

達者村ホームスティ連絡協
年以上にわ

議 会（ 田 中 久 子 会 長 ） で は、
平成５年度から
たり農家民泊・農業体験に訪

年度からは、首都圏

れる中高生を受け入れてきま
した。
平成
の大規模校を受け入れるため、
三八管内のホームステイ受け
入れ農家と連携して、町内外、
そして、
国外から、年間千人も
のお客様を受け入れています。

感謝の気持ちに感動
受け入れ最終日には、
「ま

受 け 入 れ し て い る と き は、

るよ」と子どもたちが応え、

の言葉をかけると「また来

た遊びに来てね」と見送り

一緒に家庭料理を作って食べ

互いに涙を浮かべての別れ
後日、感謝の手紙や手作

ますが、その中でも「せんべ
子どもたちは、「おいしい」

りのプレゼントを送ってく

になります。

と言っておかわりをしながら、

もらっただけで嬉しい手

子どもたちも「とうさん」
「か

族が増えたような気分となり、

として食卓を囲み、楽しい家

いつの間にか、家族の一員

ど も た ち が、「 た だ い ま 」

いつか、大人になった子

しさを思い出し感動します。

んでいると、そのときの楽

の気持ちを書いた手紙を読

紙ですが、来たときの感謝

あさん」と呼んだりして、楽

気がします。

と言って帰ってくるような

話で盛りあがります。

や農家の暮らしについての会

る子どもたちもいます。

い汁」は特に人気です。

受け入れの楽しみと喜び

子どもたちからの手紙やプレゼント

しく笑いの絶えないひととき
を過ごします。

広報なんぶちょう 12月号
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20

ちゃん

しまもり みこと
（苫米地）

ちゃん

くりやま さあや
（剣吉）

きむら のぞみ ちゃん
（苫米地）

ちゃん

かみやま みこ
（平）

18

受入農家の家族と、学校生活

海外から農家民泊に来た皆さんとの団らん

チェリウスは、おかげさまで満22年を迎えました

感謝の気持ちを込めて平成29年12月1日から22日間、
宿泊料を22％割引中です。
【問合せ】0178-76-1001

おいでよ！子育て支援センター

インフルエンザを予防しよう！
インフルエンザの感染力は非常に強く、日本
では毎年約1,000万人、約10人に1人が感染して
います。
○風邪とインフルエンザの違いは？
風邪：鼻水やのどの痛みなどの局所症状。
インフルエンザ：38℃以上の発熱やせき、
のどの痛み、全身の倦怠感や関節の痛みなど
の全身症状
○インフルエンザがうつらないようにするには
どうすればいいの？
・人が多く集まる場所から帰って
きた時には手洗いをしましょう。
・栄養と睡眠を十分とり、抵抗力
を高めましょう
・予防接種を受けましょう。予防接種は発症
する可能性を減らし、もし発症し
ても重症化を防ぎます。なお、ワ
クチンの効果が持続する期間は、
一般的には５ヶ月程度です。
○インフルエンザではどんな症状が出たら医療
機関へ行けばいいの？
目安として、比較的急速に38℃以上の発
熱があり、せきやのどの痛み、全身の倦怠感
を伴う場合はインフルエンザに感染している
可能性があります。こういった症状がある場
合は早めに医療機関を受診しましょう。なお、
受診する際は、周りの人にうつさないよう、
マスクをして行きましょう。

乳幼児健康診査、乳幼児健康相談
４歳児健康相談
３歳児健康診査

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

わくわくひろば（体験活動）
木曜日／９時30分～11時

12月14日

クリスマス製作

12月21日

クリスマス・お誕生会

１月11日

正月遊び

つどいのひろば（自由活動） 12月13・20・27日
１月10日

水曜日／９時30分～11時

子育てサークル にこちゃんクラブ 12月11・18・25日
月曜日／10時～12時
１月15日

なんぶ保育園

☎0179-23-0505
12月９日（土）おゆうぎ会見学

こすもすクラブ（体験活動） 12月14日
木曜日／９時～12時
12月21日
１月11日

クリスマス製作
クリスマス誕生会
お正月あそび

サークルちびこす（自由活動）12月11・13・18・20日
月・水曜日／９時～14時
１月10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
12月14日

防災グッズを作って
みよう

12月21日

誕生茶話会

12月22日（金）園のクリスマス会
に参加しよう(要予約)
１月11日

12月11・13・18・20日
１月10日

ぬくぬく（自由活動）

月・水曜日／９時30分～11時

実施場所：南部町健康センター

小正月遊び（お餅つき･
まゆ玉飾りづくり）

問合せ：健康福祉課（健康センター）☎ 0178-60-7100

実施日：12月12日（火） 対象H25. ４月～ H25. ５月生まれ 受付13時～13時30分
実施日：１月11日（木） 対象H26. ５月～ H26. ６月生まれ 受付12時～12時15分

乳幼児予防接種

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

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12日11日、１月15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12月13日、１月10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。

12月号 広報なんぶちょう
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名久井小学校
校長：池田

真理子

児童数：151名

３年ぶりに体育館での学習発表会！
10月７日（土）
、３年ぶりに本校体育館で学習発

表会が行われました。体育館と校舎の改修工事の影
響で、２年間、楽楽ホールで行われたため、１～３
年生児童と半数の教員にとっては初めての体育館で
の実施となりました。

当日は、たくさんの保護者や地域のみなさん、来

賓の方々の温かい拍手の中で、劇や合唱・合奏、踊
りなどを一生懸命発表しました。習い始めたばかり

息をそろえ迫力のダンスを披露した３年生

の鍵盤ハーモニカで音がそろうように集中して演奏
した１年生、流行も取り入れながら個性的な役を演
じきった２年生、懐かしいロックの曲に合わせて迫
力のダンスを披露した３年生、鮮やかな衣装の鬼と
人間の優しさの対比が印象的だった４年生、心を合
わせてさまざまな曲を表現豊かに合奏・合唱した５
年生、表には見えなくても心の奥に隠れている人間
の本当の優しさについて考えさせられた６年生、金
管バンド部、手踊りのクラブの発表、３年ぶりの全
校合唱など、それぞれの個性が生かされた内容の濃
い学習発表会となりました。

３年ぶりに全校合唱が復活！

≪おすすめセレクション≫

図書室からのお知らせ

【NHKドラマ原作】

主婦から２代目社長
へ。ジリ貧会社を再
生した、勇気と知恵
と笑顔の物語。

≪今月の新刊≫
◆生きていくあなたへ
◆家族の教科書
◆ホワイトラビット
◆黄金の石橋
◆戦の国
◆みさと町立図書館分館
◆Ｒ帝国
◆一〇五歳、死ねないのも
困るのよ
◆ざんねんないきもの事典
◆ファーブル先生の
昆虫教室 １・２巻

9
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続

日野原重行
熊野 英一
伊坂幸太郎
内田 康夫
冲方
丁
高森美由紀
中村 文則

著
著
著
著
著
著
著

篠田
今泉

桃紅
忠明

著
著

奥本大三郎

著

お待たせしました！
いま大人気の『おし
り た ん て い 』 絵 本。
ついに全6巻そろいま
した！
ファン必見！
宮部みゆきデビュー

30周年記念特別作品。
21世紀最強のサイコ
＆ミステリー！

「すこやか南部」通信

パート 6

問合せ

健康福祉課（健康センター）☎ 0178-60-7100

今月のテーマ：健康意識調査（運動・心の健康）
町では、平成29年度に策定する「第３次南部町健康増進計画」に役立てるため、平成28年11月に、健康意
識調査を実施しました。2,000人に調査票を配布し、960人の回答がありました。
◆調査結果 ※ライフステージ 青壮年期：24歳～44歳、中年期：45歳～64歳、高齢期：65歳以上
※端数処理の関係上、図のパーセンテージの合計が100％にならない場合があります。

１．運動

⑴運動に対する意識（図１）
運動に対する意識として、回答者全体の73.0％は「運動不足だと思う」と回答しています。
ライフステージ別にみると「運動不足だと思う」と回答した割合は、青壮年期では82.5％、中年期76.9％、
高齢期64.9％となっており、年齢が高くなるにつれて低くなっています。
⑵毎日の歩行時間（図２）
回答者全体の31.1％は「90分以上」歩行していると回答しました。一方で「30分以上60分未満」と「30分
未満」と回答した人を合わせた割合は47.4％を占めています。

図１

運動不足への意識

■運動不足だと思う

図２

■運動不足だと思わない

■90分以上

■無回答

■60分以上90分未満

■30分以上60分未満

全体

73.0%

青壮年期

3.6%

23.3%

82.5%

全体

76.9%

20.0%
6.1%

高齢期

64.9%

31.1%

青壮年期

17.5%
3.1%

中年期

29.0%

30.3%

高齢期

28.7%

18.1%

28.9%

18.8%

■無回答
18.5%
21.1%
19.2%
16.5%

12月号 広報なんぶちょう

3.3%
0.6%
2.5%
5.8%

転倒寝たきり予防教室

参加者募集

簡単で楽しい運動を実践し、足腰を

日まで

鍛えて寝たきりの原因となりやすい転

分

27

30.1%

倒による骨折を予防する教室です。

30

実施期間

時

30

26.9%

19.2%

年１月９日～３月

名川Ｂ＆Ｇ海洋センター

時～

11

28.9%

15.2%

平成

会場

午前
10

（毎週火曜日）

時間

対象

歳以上の人（全地区対象）

60

■30分未満

36.3%

中年期

介 護 保 険 サ ー ビ ス を 受 け て い な い、

おおむね

※医師から運動制限を受けている場合や、

要介護認定を受けた人は参加できま

せん。

参加者の運動レベルに応じた運動指導、

内容

血圧・体重・体脂肪・体組成・骨密度

測定、体のバランスや足腰を鍛えるた

めの運動、脚力測定、レクリエーション、

１人

健康についての講話など

参加料

随時受付

８００円（保険料等）

申込み

問合せ

３
― ３１０

Ｂ ＆ Ｇ 海 洋 セ ン タ ー（ 久 保、 大 島 ）

―

へご連絡ください

☎０１７８
76

毎日の歩行時間（ライフステージ別）

10

２．休養・心の健康

（１）睡眠時間
平均睡眠時間をみると、青壮年期・中年期は「6～7時間位」、高齢期では「7～8時間位」が多くなっていま
す。
（
「6～7時間位」：青壮年期66.6%、中年期62.8%、「7～8時間位」：高齢期62.3%）
（２）睡眠の充足度（図３）
睡眠に対する充足度は、回答者全体で「十分だと思
う」
「ほぼ十分だと思う」と回答した人の割合が
67.9%を占めました。一方、
「多少不足気味だと思う」
「不
足している」を合わせた30.1％の人は、睡眠につい
て“不足である”と感じている結果となりました。ライ
フステージ別の傾向では、“十分である”と感じる割合
が高いのは高齢期（76.8％）
、“不足である”と感じて
いる割合が高いのは青壮年期（40.3％）となってい
ます。

図３

睡眠の充足度

■十分だと思う
■ほぼ十分だと思う
■多少不足気味だと思う
■不足している
■無回答
全体

38.1%

青壮年期

30.4%

中年期

ことがあったかどうかをみると、回答者全体では54.2％

高く、72.5％を占めています。

29.6%

■いいえ

ストレスの解消法としては、
「家族や友人に話を聞いて

中年期

他に、「眠る」「のんびりする時間をとる」が高くなって

高齢期

います。

ワンポイントアドバイス

8.3%

15.9%

■無回答

54.2%

青壮年期

もらう」が、全ライフステージで最上位に挙げられており、

1.4%

26.1%

ストレスを感じることの有無

全体

にみると、特に青壮年期に「あった」と回答する割合が

10.5%

3.8% 3.5%

■はい

の人が「あった」と回答しています。ライフステージ別

7.1% 2%

29.8%

28.9%

47.2%

図４

こころの健康として最近1か月以内にストレスを感じる

23.0%

29.2%

35.3%

高齢期

（３）こころの健康（ストレス）

29.8%

4.2%

41.7%

72.5%

26.9%

0.6%
3.3%

59.4%

37.2%
6.7%

38.6%

54.8%

ワンポイントアドバイス

よく眠るためには

心が疲れてしまったら

①毎日、同じ時刻に起きる

悩みやストレスを一人で抱え込まないために
①助けを求める・相談する

②朝日を浴びる

②逃げ道を知る・教えてもらう

③規則正しい食事と運動をする

③しっかり睡眠をとる

～次回のテーマは、健康意識調査「飲酒・喫煙・歯の健康」です～

全日本スキー連盟公認指導員

日（日）

21

による初心者スキー教室

30

年１月

田子町２２９スキー場

平成

場所

スキーの着脱・操作・滑走・

○期日

内容

年２月４日（日）

30

簡単なターン

平成

奥中山高原スキー場

○期日

場所

リ フ ト の 乗 り 降 り・ 傾 斜 面 の

日（日）

18

内容

年２月

30

連続ターン

平成

安比高原スキー場

○期日

場所

８時

頂上から確実にゆっくり滑走

町民体育館前

分

内容

日

集合時間・場所

▽１月

（現地９時合流可）

18

日

７時
30

▽２月４日・２月

町民体育館前

（現地集合不可）

参加料

５００円／回

１，０００円／回

広報なんぶちょう 12月号

小中学生

大人

境久孝

参加希望日の３日前まで

会長

３
― ５１４

（リフト代・昼食代は実費）

申込み期限

問合せ・申込み

―

11

町スキー協会

☎０１７９
23

21

町からのお知らせ

南部病院

不足中の為、電話で確認をお願いします

0179－34－3131
ナンブクリニック

不足中の為、電話で確認をお願いします

0179－20－6161
川守田外科胃腸科

通常

0178－75－0898
かわむら内科クリニック

通常

0178－84－3111

はらだクリニック

不足中の為、電話で確認をお願いします

0178－60－1661

日

商工観光交流課（本庁舎）

※日給職員で、送迎バスの運転ができる人（中型以上運転免許証習得者）は、プラス500円となります。

※平日、土日祝祭日等の勤務および1日の勤務時間は施設の利用状況により不規則となります。
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12月号 広報なんぶちょう

南部町農林漁業体験実習館チェリウス

臨時職員を募集します

町では、チェリウスで勤務

するスタッフ（臨時職員）を

次のとおり募集します。

職種・人数・賃金等

年３月

下記の表をご覧願います。
雇用期間

採用時～平成

随時受付します。

（期間延長可）
受付期間
申込み

履歴書を商工観光交流課ま

で提出してください。

※詳細については商工観光交

流課までお問い合わせくだ
さい。

なし

☎０１７８ - ２
- １１９

問合せ

あり

インフルエンザ予防接種ワクチンが不足のため

0178－76－2001

助成期間を延長します

不足中の為、電話で確認をお願いします

今年度のインフルエンザ
予防接種のワクチンが全国
電話番号

南部町長選挙 日 程
時～

ない場合があります。
町では、今回の不足の状
況に対応するため、今年度
に限り助成期間を延長しま
す。ワクチンの入荷状況は
医療機関により異なるため、
あらかじめ指定医療機関に
ご確認ください。受付時間

南部町医療センター

立候補予定者説明会
日（水）
的に不足しているため、指

月

本庁舎 ３階 中会議室
日（金）

定医療機関によってはイン

年１月

時

日（火）

時

時

フルエンザ予防接種ができ

立候補届出書類事前審査
平成
９時～
本庁舎 ３階 中会議室

分～

年１月

立候補届出（辞退）書類受付
平成
８時

分～

日（水）～

本庁舎 ３階 中会議室
年１月

期日前投票
平成
日（土）８時

等の詳細は送付しているお
日現在

知らせをご覧ください。
月

774円 ５～８時間程度

各種手
当有り

時間給

対象者

なし

１名

▽ 歳以上の人
▽心臓・腎臓・呼吸器に身
体障害者手帳１級の障害
歳以上の人
１，０００円

あり

給

福地地区の人は役場本庁舎

日（日）

がある
接種料金

6,000円 ８時間/日 程度

日

名川地区の人は中央公民館

年１月

時
日（日）

日まで
)

その他

若干名

南部地区の人は南部分庁舎
投票日
平成
７時～
年１月

年１月

（ 生活保護受給者は無料）
助成期間
平成
問合せ
健康福祉課（健康センター

交通費

調理・接客補助

開票
平成
時～

ゆとりあ
問合せ
- ２
- １１１

選挙管理委員会（本庁舎）
☎０１７８

☎０１７８ - ７
- １００

社会
保険

調理・接客・事務

20

勤務時間

額

容

金

内

31

31
60

与

人数

10
60

30

給

採用職種

65

30

31

14

12
23

17
24
28
28

84

30

84

20
30
17

30 30
30
30
20

30

接種状況
（現在の状況と異なる場合があります）
指定医療機関名

12
27
21

しっかり積み立て、安心で豊かな老後のために

農業者年金に加入しません か
農業者年金制度は、農業者

制度内容
年 金 は 生 涯 支 給 さ れ ま す。
仮に 歳前に亡くなられた
場合でも 歳までの分は遺
族に支給されます

担い手となる場合、国から
月額最高１万円の保険料補
助があります。

認定農業者などで、青色申
告をしているなど、農業の

支払った保険料の全額が社
会保険料控除の対象となり、
節税に繋がります。受け取
る年金も控除対象です。

保険料の額は自分で決める
こ と が で き、 い つ で も 見
直 せ ま す。 月( 額 ２ 万 円 ～
６万７千円 )

80

の老後生活の安定および福祉
の向上を図るとともに、農業
の担い手を確保することを目
的とした年金制度です。安心
した将来の生活を送るために
も、農業者年金に加入しませ
んか。

３つの要件を満 た せ ば 、
どなたでも加入 で き ま す

80

おおむね

ｃｍの積雪で除雪作業を行います

玄関先や車庫の前に寄せ

にご協力を

１各家庭の出入り口の除雪

意事項

ので、車の運転は間隔を

横ぶれなどを起こします

こ と も あ り ま す。 ま た、

バックや、右側通行する

作業中の除雪車は、急な

ださい

ます。凍結防止剤を散布

防止剤散布を実施いたし

び交差点等を重点に凍結

う配箇所や急カーブおよ

して、散布車により急こ

や交通渋滞の防止対策と

路面凍結による交通事故

７ 道路路面凍結防止について

られた雪まで取り除くの

十分とって最徐行し、歩

し路面の滑りを防いでお

４除雪車に近寄らないでく

は困難です。各家庭での

行者は絶対に除雪車に近

のための８つのお願い、注

除雪をお願いします。

りますが、路面は凍って

いる状態の場合もありま

おかけしますがご協力を

場合には、大変ご迷惑を

る場合があります。この

を得ず除雪の雪捨てをす

除雪作業で、空地にやむ

をお願いします。また、道

る 場 合には早目に枝 払い

に枝 な ど が張り 出してい

害となります。もし、道路

などは、除雪作業時の障

道路に張り出している枝

にご協力ください

深夜、早朝の作業となり

の通勤、通学のため主に

除雪は、快適で安全な朝

ご理解を

心がけてください。

の注意を払い安全運転に

の走行においては、細心

すので、凍結状態の道路

お願いいたします。

路 ぎわの障害物等は支障

ます。除雪車のエンジン

５道路沿いの障害物の除去

３路上駐車はやめましょう

さるようお願いいたします。

のないところに寄せてくだ

路上駐車された場所は除

交通事故の原因になるの

ださい

☎０１７９ - ２
- ５１８

建設課（南部分庁舎）

問合せ

をお願いいたします。

お掛けしますが、ご理解

音や振動などでご迷惑を

８深夜・早朝の除雪作業に

降雪中の作業のため、視
ので、路上駐車は絶対に

雪できませんので交通障

しないでください。また、

【問合せ】

さい。

を道路に捨てないでくだ

で、敷地内の雪や屋根雪

６道路に雪を出さないでく

界が悪く非常に危険です

ご協力ください

２空き地、農地等の利用に

寄らないでください。

スムーズで安全な除雪作業

スムーズな除雪作業のためにご協力お願いします

10

害のもとになります。
76

23
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13

２
76

農業委員会事務局（中央公民館）☎０１７８ - ２
- ３１２
ＪＡ八戸（福地支店☎０１７８ - ２
- ２２２・名川支店
- ２
- ２１１・南部支店☎０１７９ - ３
- ２６７ )
84

国民年金
第１号被保険者

年間60日以上
農業に従事

３
60歳未満

☎０１７８

34

１

歴史発見

政治の実権をめぐる霜月騒動

八 代 執 権 時 宗 が 亡 く な る と、

北 朝 時 代 ま で 途 絶 え ま す が、

期日

☎0179-23-4711

ていたことが伺われます。こ

条氏が直轄地を統治するため

より つな

では、南部氏は鎌倉時代に

鎌倉時代を通じて南部氏の東

北 朝 時 代 の 幕 開 け と と も に、

実に来たと言える人物は、南
頼朝亡き後、二代南部実光

南朝の後醍醐天皇の先兵とし

14

12月号 広報なんぶちょう

の 段 階 で 南 部 氏 と 北 条 時 頼、
法光寺がにわかに繋がりをみ
せます。
さらに、その後の弘安八年

に当時幕府が帰依していた禅

が勃発します。この時の争い

（１２８５）、モンゴル帝国元

前回は初代南部光行が南部
宗寺院を建立し、政治的にも

で、四代南部政光が安達泰盛

廻国秘話はあくまでも伝説と

町に来ていなかったことを解
宗教的にも支配しようとした

とともに、同じ北条氏の有力

の２度にわたる襲来を防いだ

説しました。
痕跡で、北条氏が法光寺の建

家 臣 で あ っ た 平 頼 綱 と 戦 い、

して捉えられていますが、北

「なんぶがく」
南部氏の入部の謎

南部氏の研究は古文書の精
立を直接指示した可能性は高

南部政光は負けて自害してし

いつ、誰が南部町に来たのか

読や発掘調査など、日々着々
いのではないかと考えられま

部氏の何代目の当主が、いつ

何をしていたかというと、文

まいます。その後の記録は南

やすもり

と進められていますが、実は
す。

まさみつ

今現在に至っても、最初に南
やって来たのか解明されてい

北地方での痕跡は、文献史的
確認されていないのが現状で

にも考古学的にも、確実には

では、誰がこの地方を支配

藤原氏の征討軍に参加し、翌

す。

治５年（１１８９）に初代南

していたのかというと、現時

年の建久元年（１１９０）に

部光行が源頼朝軍として奥州

点で明らかなのは、鎌倉時代

は頼朝に従って都に上洛して

ません。

に南部町を含めた北東北の大

います。

現時点で最初に北東北へ確

部分が鎌倉幕府の事実上の最
高権力者であった執権北条氏

は 執 権 北 条 氏 の 家 臣 に な り、

て北東北に入部した南部師行

社会教育課史跡対策室
布施和洋

史跡聖寿寺館跡案内所

問合せ

☎0179-23-4711

さねみつ

の直轄地（得宗領）であった

暦仁元年（１２３８）には鎌

で す。 南 部 師 行 の 人 物 像 や、
その実光は五代執権北条時

文責


もろゆき

ということです。

南部町との関係について、次

には五代執権北条時頼が訪れ

頼の臨終の場に付き添う７人

よりつね

倉幕府四代将軍源頼経に従っ

一夜の宿をとったという有名

の 家 臣 の 中 の 一 人 に 選 ば れ、

回で解説します。

て、都に上洛しています。

南部町に残る北条氏の痕跡
が白華山法光寺です。法光寺

な 伝 説 が 伝 え ら れ て い ま す。

北条氏の中心的な家臣となっ

ときより

歴史学者の間では北条時頼の

分からは南部七唄七踊りの披露があります。

史跡聖寿寺館跡案内所

12月17日（日）９時45分～16時30分

平成30年２月24日(土) 13時30分～15時

「九戸一族の興亡」

限定200食のせんべい汁の無料提供、12時50

会場

無料（申込み不要）

問合せ

昼食時間（12時10分～13時10分）には

楽楽ホール

参加料

無料（申込み不要）

その他

楽楽ホール

参加料

「南部重信とその子供たち」

研究成果を南部学研究会でお伝えします。

歴史や文化、伝統を研究する学問です。最新の

今後の開催日程

会場

平成30年３月17日(土) 13時30分～15時30分

「南部学」とは、南部氏と南部地方に関わる

平成30年１月27日(土) 13時30分～15時

「平良ケ崎城跡から聖寿寺館、そして新三戸城へ」

『戦国大名南部氏と北奥の守護所･戦国城下町』

『三戸南部氏と南部一族の興亡』

第４回南部学研究会
南部ふるさと塾シリーズ

其の弐

南部藩歴史探求のご案内

第１回南部町子ども会

ビーチバレーボール大会

チーム

小屋を建て大鍋で煮るおでんには松茸ご飯家族の笑顔

若

チーム
チーム

優勝した名川南チーム

福地短歌会





色まして照れる紅葉をいろ付かぬ楓見惚るる十和田湖の松 





台風二十一号北の海へぬけたころ南の海に二十二号誕生

皓々と秋の夜長を照らしつつ何見通すや十五夜の月

電動の車椅子駆る日々にして時に病ひを歌に嘆けり



乳飲み子の硬く握りし手の平に一世の夢が犇めきてゐむ

入院の長びく孫に友もでき語りて過ごせ秋深むなか

なんぶ短歌会





川守田慶三

睦子

裕正

傅吉

大久保雪夫

奥寺

工藤

坂上

昭子

政志

馬場

敬子

根市

 馬場

操

綾子

馬場

 佐々木冴美

坂本

綮

八木田順峰

一ノ渡

静子

安ケ平千代

中野

千年

あさ子

鶴飼

青山

奥

小林

展示会の案内受くるも手も足も出ぬ値段にてそそくさと発つ  大羽澤榮子

津軽路の広き田圃のをちこちに落穂ついばむ白鳥の群れ





紅葉の盛りを車窓に追ひかけて奥入瀬をゆく十和田湖めぐる

来年も良き実りをと念じつつ葡萄の収穫終へる晴の日



道すがらポンポンダリヤが垣に咲く来年花のリストに加へむ

会

長きこと腱鞘炎にさいなまれやきもきするも手首直らず

菜だけは時給自足にせむとしし畑が草の無惨をさらす

草







すみわたる空にくっきり赤き菊我をはげまし凛と咲くかな 

しずふるや雨の一筋街路灯もやにけむりて秋の夜ふける



日が差して花かと思い良く見れば一葉黄いろに染まり輝く

名川南
斗 賀
上中町

料理せぬ娘が作りたるクッキーは満面の笑顔上々のできなり  木村ひな子
ななかまどあれが初めに秋連れてくるんだよねと手かざして見る 向山 敦子
山下 幸枝

一日は何も無くとも記すかな万葉へつづく短歌の一首を

優 勝
準優勝
第三位
朽木踏み車道に沿いて唐突に羚羊の来る夕霧の中 
心より心に届くメッセージ古稀にもメールの喜び満ちる

10月29日（日）町民体育館で「第１回南部町子
ども会 ビーチバレーボール大会」が開催され、町
内子ども会から参加した10チームが熱戦を繰り広
げました。参加した子どもたちからは「とても楽し
かった。来年も参加したい」
「練習をして１勝したい」
などの声が聞かれました。

役立っています！ボートピアなんぶ交付金

ゴミステーションを整備したことで、野犬やカラス等によるゴミの散乱
を防ぐことができ、生活環境の美化に大きな役割を果たしています。
（下斗賀町内会）

12 December

9

SAT

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

MON

TUE

WED

FRI

SAT

SUN

MON

TUE

大村ＧⅢ企業杯

WED

児島ＧⅢオールレディース

戸田一般戦

桐生ＧⅢオールレディース
群馬テレビ杯

若松一般戦 男女Ｗ優勝戦

丸亀一般戦

15

丸亀
一般戦

蒲郡一般戦

広報なんぶちょう 12月号

FRI

SAT

SUN

住之江SGグランプリ

芦屋ＧⅠ全日本王座
決定戦

蒲郡
一般戦

THU

多摩川一般戦
若松一般戦

桐生一般戦 寿司の美喜仁杯

MON

浜名湖
一般戦

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

1

MON

2

TUE

常滑一般戦 多摩川
一般戦

戸田一般戦

丸亀
桐生一般戦
一般戦 ボートピアなんぶ杯
蒲郡一般戦

若松一般戦

3

WED

大村ＧⅠクイーンズクライマックス

4

THU

5

FRI

6

SAT

7

SUN

住之江一般戦

休 館 日

鳴門ＧⅠ大渦大賞

THU

1 January

児島
一般戦

戸田一般戦

デーレース

蒲郡一般戦

9

TUE

宮島
男女Ｗ
優勝戦

桐生一般戦 群馬ダービー
若松
一般戦

8

MON

大村男女
Ｗ優勝戦
（薄暮）

若松 下関
一般戦 一般戦

丸亀一般戦

ナイターレース

≪ご協力をお願いします≫

◆消防水利（消火栓、防火水槽等）
の近くに雪を捨てないでくださ
い。

◆消防水利の近くに駐車しないで
ください。

◆消防車や救急車が緊急走行して
いる場合は、一旦停車して道を
譲ってください。

≪ご注意ください≫

◆除雪作業中の転倒事故や機械事

協力

協力

冬期間の迅速な消防活動
のために

三戸地区衛生センターから
お願い(南部・名川地区対象)

三戸地区衛生センター（し尿処

理施設）では、例年12月初旬か
ら中旬にかけてし尿、浄化槽汚泥
今年も施設の処理能力を上回る搬
入量が予想されることから、施設
の安定した処理を維持するため処
理能力の範囲内での受け入れとし
ますので、この期間内に汲み取り
を予定している人は、お早めに汲
み取り業者にご相談ください。

問合せ 三戸地区環境整備事務組合

作業は大変ですのでご配慮をお

☎0178-75-1449

◆冬期間はストーブなどを使用す
る機会が増えます。火気の取扱
いには十分注意しましょう。

問合せ

▷三戸消防署

☎0179-22-1140

三戸地区衛生センター

教室

願いします。

八戸リサイクルプラザ
12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12月の体験教室を

▷三戸消防署名川分署

開催します。申込み期限は、開催

▷三戸消防署福地分遣所

▷新聞紙で正月飾り作り教室

☎0178-76-2416
☎0178-84-2103

協力

「北朝鮮人権侵害問題啓発
週間」12月10日～16日

北朝鮮による日本人拉致容疑事

案 は、 こ れ ま で13件（ 拉 致 さ れ

青森県でも、拉致の疑いがある

として告発状を受理した事案があ
り捜査を推進しています。

また、青森県警察本部のホーム

日の前日までです。
期日

12月16日(土)、17日(日)

定員

５人

時間

９時～12時

持ち物
問合せ

新聞紙（カラーページ
を１枚）

八戸リサイクルプラザ
☎0178-70-2396

交流

た被害者は19人）発生しています。

南部町精神障害者家族会
「語らいの会」

南部町精神障害者家族会「まべ

ページに「拉致の可能性を排除で

ちの会」では、精神に障がいのあ

人を掲載しています。解決のため

い交流しています。申し込みは不

きない事案に係る人々」として５
に、皆さんからの幅広い情報提供
をお願いします。

青森県警察本部ホームページ
https://www.police.pref.

aomori.jp/keibibu.gaigi.ratiyougi.
html

問合せ

三戸警察署

☎0179-22-1135

information

の搬入量が非常に多くなります。

故に注意しましょう。また、一
人暮らしや、高齢者世帯の除雪

お知らせ

る人の家族が集まり、自由に語ら
要です。興味のある人はお気軽に
ご参加ください。
期日

12月16日（土）

会場

南部老人福祉センター

時間
問合せ

11時～13時30分
健康福祉課

（健康センター）

行政相談・人権相談

期日 １月４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

1･2月の休日窓口開設日

期日 １月６日（土）
、20日（土）
２月３日（土）
、17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（４期）
国民健康保険税（６期）
後期高齢者医療保険料（６期）
介護保険料（６期）
納期限・口座振替日
12月28日（木）
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11月20日現在）

人

口

男
女

世帯数

対先月比

18,636人 （－14）
8,875人 （－６）
9,761人 （－８）
7,491世帯（－１）

☎0178-60-7101

12月号 広報なんぶちょう
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②福祉関係資格取得相談

放送大学では、平成30年度第

③福祉なんでも相談

12月14日(木)

南部町社会福祉協議会

案内

☎0178-43-0141

１戸募集

町民図書室

問合せ

中央公民館

☎0178-76-2323

陸上自衛隊高等工科学校
入校募集

＊放送大学ホームページでも受け
付けています。

福祉の仕事１日相談会

受験資格

中学校卒業（見込含）

募集人数

約260名

17歳未満の男子

修業年数

３年

募集締切 平成30年１月９日（火）

福祉関係への就職を希望する人、

福祉に興味がある人、福祉の資格

一次試験 平成30年１月20日（土）

しください。ご来場をお待ちして

八戸地域事務所

問合せ

を取得したい人は、お気軽にお越
おります。

26,800円～40,000円

入居資格
同居または同居しようとする親族がある／
入居者と同居者の合計所得が月額158,000円
以下／住宅に困窮していることが明らか／税

自衛隊青森地方協力本部
☎0178-45-1920

問合せ

町営住宅・特定公共賃貸住宅の入居者の募集
町営住宅
ひろば台団地

10時～10時35分

募集

八戸税務署

名川中学校図書室１階

☎0178-70-1663

※駐車場はありませんので、公共
問合せ

場所

八戸サテライトスペース

※八戸税務署内には申告書作成会

交通機関をご利用ください。

さまざまな目的で幅広い世代、職

☎0172-38-0500

八戸商工会館３階ホール

場を設けていません。

12月10日（日）

放送大学青森学習センター

～３月15日（木）※土日除く

会場

時間

期日

相談

９時15分～16時

したい」
「学びを楽しみたい」など、

「働きながら学んで大学を卒業

問合せ・ご請求

平成29年分所得税などの
確定申告書作成会場開設

時間

お越しください。

出願期限 平成30年３月20日（火）

☎0178-47-2940

平成30年２月16日（金）

う通信制の大学です。

業の人が学んでいます。

八戸市社会福祉協議会

期日

未就学のお子さんは保護者同伴で

ンターネットを利用して事業を行

15時～19時まで

（八戸福祉人材バンク）

問合せ

事前申込みは必要ありませんが、

放送大学はテレビ等の放送やイ

八戸市社会福祉協議会

共催

る読み聞かせです。

しています。

中央公民館

主催

福地おはなしの会の皆さんによ

１学期（４月入学）の学生を募集

④学生のための相談

会場

読書のすすめ
「おはなし会」

放送大学４月入学生募集

①求職登録個別相談

開催日時

案内

募集

内容

建設課（南部分庁舎）
☎0179-34-2518

２ＬＤＫ
募集住宅

外装

金を滞納していない／入居者が暴力団員でな
い
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12月15日（金）12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
の場合、抽選（12月20日（水）10時）になり
ます。
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募集住宅

現地説明会
▷日時 12月14日(木)
▷集合場所

内装

10時～10時15分

ひろば台団地：Ｃ- ３号

ため、あおもり出会いサポートセ
ンターを設置しています。

会員には、協賛団体が企画・実

施する婚活イベントなどの情報を
メールマガジンで配信します。ま
ずは、出会いの機会をキャッチす
ることからはじめてみませんか。
会員数

約1,720人

会員条件

出会いを希望する20

歳以上で県内在住の独身者

登録料

無料

※本事業を応援する企業団体等、
婚活イベントを実施する協賛団

健康増進に活用ください
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。
開催日 12月11日（月）
時間 13時30分～17時、
17時30分～18時30分
会場 南部町健康センター２階
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
費用 無料
問合せ 健康福祉課（健康セン
ター）☎0178-60-7100

体も募集しています。

問合せ

案内

県では、少子化の流れを変える

相談

募集

あおもり出会いサポート
センター会員募集

あおもり出会いサポート

センター（運営団体：NPOプラッ
トフォームあおもり）

事業主は給与支払報告書
を提出願います

所得税の源泉徴収義務がある事

業主は、個人住民税（町民税と県
民税をあわせた地方税のこと）に
ついても事業主が毎月支払う給与
から税額を天引きして納めていた
だく「特別徴収」が義務づけられ
ています。

対象は、前年中に給与の支払い

を受け、かつ当年の４月１日にお
いて給与の支払いを受けている従
業員です。

事業主は、対象となる従業員の

分についての「給与支払報告書」
を１月末までに提出してくださる
ようお願いします。
問合せ

▷三八地域県民局県税部

理課 ☎0178-27-5111（内線256）

▷税務課（南部分庁舎）
☎0179-34-2586

☎017-721-1250

厚生労働大臣認定・健康増進施設

バーデパークだより
25周年記念

特別企画

期間限定【12月22日
（金）
～25日
（月）
】

クリスマスメニュー

納税管

1,980円（税込）

☎0178－84－2850

12月22日(金) ～25日(月)はバーデ鍋期間
豆乳鍋定食

1,100円（税込）

豆乳のまろやかな味わいをいかしながら、あさっ

親しい仲間や家族と過ごひとときにおすすめです。

りとしていてコクがある鍋をどうぞ。

※レストラン営業時間

※ご予約の場合、先期間の限りではありません。

11時～15時、17時～20時

忘新年会・歓送迎会の予約承ります

10名様～28名様 2,600円（料理）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
※法要の会食も提供しています。

★今月26日はフロの日
通常450円

➡ 特別価格330円

★朝風呂営業 ６時～８時まで
（受付は７時30分まで）

今月の休館日
12月21日（木）
広告

12月号 広報なんぶちょう
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南部町医療センター
からのお知らせ
【青森労災病院医師の診療日】
☎0178-76-2001

整形外科

▶ 12月16日(土)

受付11時30分まで
8時30分～

先天性股関節脱臼

要予約
受付10時30分～50分

休館のお知らせ

無料で確認できます

ゆとりあ児童館・鳥舌内児
童館の利用募集をしたところ、
申し込みが少なかったため４
月から休館します。（鳥舌内
児童館は継続休館）
問合せ 健康福祉課（健康セ
ンター）☎0178-60-7100

防災行政無線を直近
５件まで無料で聞き
なおせます。

▶ 12月16日(土)

眼科

町営市場の販売状況（平成29年10月16日~平成29年11月15日）

受付14時まで
初診の人は13時まで

▶ 12月13日(水)
▶ 12月27日(水)

13時30分～
13時30分～

品

名

販売数量（kg）売上額（千円） キロ単価（円） 前年単価（円）

弘前ふじ（りんご） 73,218

泌尿器科

要予約

▶ 12月11日(月) 13時～
▶ 12月19日(火) 13時～
▶ 12月25日(月) 13時～

10,936

149

209

35,536

6,345

179

226

紅玉（りんご） 328,980

38,388

117

111

70,643

8,265

117

116

サンふじ（りんご） 115,272

19,852

172

212

33,893

5,502

162

204

サンジョナゴールド（りんご） 156,052

23,427

150

201

23,700

1,690

71

131

9,437

815

86

149

ゴボウ

55,156

8,318

151

277

赤かぶ

116,810

7,944

68

135

78,695

14,858

189

336

ジョナゴールド（りんご）
王林（りんご）

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。

あたたかい善意に感謝
八戸法人会三戸支部が
町へ消毒液を寄贈

八戸法人会三戸支部（松尾彰平支部長）が、

町内全学校の各学級合わせて77本の、手指

☎0800-800
-2622

シナノスウィート（りんご）
大

根

短根人参

長

芋

消毒液を寄贈してくださいました。

にんにく

33,402

47,888

1,434

1,748

れた中村正寿副支部長は、「児童、生徒の風

白

22,980

750

33

109

キャベツ

18,050

757

42

163

ね

ぎ

56,499

13,189

233

237

ほうれん草

1,453

693

477

562

食用菊

1,450

1,163

802

914

238

2,854

11,992

6,257

11月６日に教育長室へ消毒液の寄贈に訪

邪予防のために、有効活用してもらい、子ど

もたちの健康管理に役立てていただきたい」
と話しました。

干
高橋教育長に
消毒液を手渡す
中村副支部長

編集後記
今月の表紙、杉沢中学校校庭の桜のイルミネー
ションの飾り付けは、2001年から続く毎年恒例
の地域のイベントです。ライトアップされたイ
ルミネーションは、自然と見入ってしまうほど
の美しさがありますが、くれぐれも運転中のわ
き見にはご注意ください。【K】
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菜

菊

●今月の休場日
12月３日（日）、６日（水）、10日（日）、17日（日）、23日（土）、
24日（日）、30日（土）、31日（日）
１月１日（月）～５日（金）、７日（日）、８日（月）、14日（日）、
　　　　17日（水）、21日（日）、24日（水）、28日（日）、31日（水）

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 TE L0179（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

発掘成果１

発掘成果２

昨年度確認された東北最大

新たな大型建物の発見

昨年度の段階で確認された

規 模 の 建 物 跡 の 北 側 か ら は、

東北最大規模の建物が拡大

㍍

別 の 大 型 建 物 跡（ 図： 建 物

㍍×約

（ 図： 建 物 Ｂ ） と 想 定 さ れ て

Ｆ・建物Ｇ）が２棟発見され、

大型建物は約

いましたが、新たに東に約８

その内、建物Ｆは基礎に根石

だったと考えられます。

㍍拡大（図：拡大部分）する
㍍の面積８５６㎡

〈考察〉

聖寿寺館の陶磁器量の増加傾

８０年以降に飛躍的に伸びる

もので、建物の大型化は１４

臣団の大型化を具体的に示す

を囲むように規則的に置かれ

むのを防ぐ根石が中心の部屋

れた中で最大であり、柱が沈

はこれまで、史跡内で確認さ

考えられます。建物Ｆの柱穴

用されていた可能性もあると

建物Ｂと、建物Ｆの存在し

向と合致します。当時、津軽

ていることから、山形大学の

この東北最大規模の建物跡

や盛岡周辺にまで勢力範囲を

た時期は近いと推測され、併

押し広げていた南部氏の勢力

建築史学の専門家は、上屋が

先などを祀った宗教的施設か

の大きさを示す重要な発見で

２階建て建物の可能性がある

大きい建物であったと予想し、
南部安信の代を中心に使われ、

と、推論しました。

す。この大型建物跡は聖寿寺

二十四代南部晴政の代に焼失

持仏堂として三戸南部氏の祖

した建物である可能性が高い

館最終段階にあたる二十三代

は南部氏の勢力の大きさや家

〈考察〉

になりました。

㍍×約

を多用した特殊な構造の建物

34

ことを確認し、全体規模は約

36

来年度調査に向けて

大型建物跡の東には

側溝を伴う通路跡も初

めて見つかり、建物へ

と至る導入路も明らか

となりつつあります。

新たに発見された特

殊な建物跡や通路跡は

さらに伸びていくと考

えられ、城館全体の機

能解明に向け、来年度

も調査を継続していき

ます。

FAX 0178－84－4404

青森県三戸郡南部町大字苫米地字下宿23－1

42

TEL 0178－84－2111

http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp
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と考えられます。

11月18日、発掘調査現地説明会を開催し、町内外
から約50人の参加者が集まりました。

聖寿寺館跡 発掘調査成果発表
室町から戦国時代にかけて三戸南部氏が居城をおい
た 聖 寿 寺 館 跡 に つ い て、 ５ 月 か ら 月 末 ま で 発 掘 調 査
を実施しました。
今 年 度 の 調 査 に よ っ て、 昨 年 度 確 認 さ れ て い た 東 北
最大規模の大型建物跡の範囲がさらに拡大することが
明らかとなりました。
ま た、 新 た な に 大 型 建 物 ２ 棟 が 発 見 さ れ、 南 部 氏 の
歴 史 を 解 明 し て い く う え で、 ま た 一 歩 大 き な 手 掛 か り
となることが期待されます。
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