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希望の光 夏の夜空に

７月18日、花火を通じて地域へ元気を届ける「希望
の光プロジェクトBY南部町」が行われ、大輪の花が
町内３地区の夏の夜空を彩りました。
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飲食店応援プロジェクト

新型コロナウイルス対策に伴う町独自の支援事業
「南部町飲食店応援プロジェクト」。テイクアウト
や宅配メニューの購入500円ごとにチケットを配布、
枚数に応じて商品と交換することができる事業です。
町内飲食店はテイクアウトメニューがたくさん。
この機会に利用してみてはいかがでしょうか。

00円
カツ丼 5

食事処さくら・一ノ渡仕出し店
☎0179-22-2976

［住所］
南部町大字大向字勘吉57-2
［営業時間］
11時〜21時 ［定休日］
第３日曜日
［予約］
弁当受取り２時間前まで・配達は１日前まで、
カツ丼受取り１時間前まで、折詰配達２日前まで
［メニュー］
弁当500円、弁当（配達）540円、折詰1,080円
［お店より］
お弁当はご要望をお聞きしてお作りできます。
町内配達可能です。お電話でご相談ください。

円

850
焼肉定食

要相談）

弁当（金額

ドライブイン天狗

☎0179-34-2003

［住所］
南部町大字沖田面字久保50
［営業時間］
11時〜21時 ［定休日］
木曜日
［予約］
麺類、丼物、定食は受取り・配達２時間前まで、
弁当２日前まで、オードブル３日前まで
［メニュー］麺類500円から、丼物600円から、定食
700円から、弁当500円から、
オードブル
（金額要相談）
［お店より］テイクアウト弁当は２個から、配達は各
メニュー２個から承ります。町内配達可能です。お
電話でご相談ください。

岩間仕出し店

☎0178-75-0074

［住所］
南部町大字剣吉字荒町42-1
［営業時間］
お問い合わせに応じて対応 ［定休日］
なし
［予約］
受取り３日前まで町内配達可能（家庭用注文は店頭受取り）
［メニュー］
弁当、折詰、オードブル、御膳（金額要相談）
［お店より］
女性ならではの彩り豊かな料理の提供、変わらぬ味をお届
けします。オーダーメイドのお料理もご準備できます。
お電話でご相談ください。

※記載しているメニュー以外にもテイクアウト可能な店もありますので、
ご利用の際は各店にお問い合わせください。

広報なんぶちょう

8 月号

2

町内飲
テイ
南部町

ン 880円

ナポリタ

ザ 980円

チェリウス

カレーピ

☎0178-76-1001

［住所］南部町大字上名久井字大渋民山23-141
（LO：20時）
［営業時間］11時〜15時
（LO：15時）
17時〜20時30分
５日前までに予約
［定休日］
毎月第２水曜日 ［予約］
不要※折詰・オードブルは５日前までに予約
［メニュー］生姜焼定食1,000円、カツカレー900円、
折詰・オードブル3,000円から

込 700円

やまもと屋

☎0179-22-1035

牛もつ煮

［住所］南部町大字大向字泉山道9-31
［営業時間］17時〜22時
［定休日］火曜日
［予約］受取り１時間前まで
［メニュー］牛もつ煮込700円

）200円

（４個入
なり寿司

い

NPO 法人三本の木
おやさいの集会所
☎0178-60-5640

［住所］
南部町大字斗賀字上町焼43-5
［営業時間］
９時〜18時
［定休日］
年末年始（12/29〜1/2）
［予約］
受取り２日前まで
［メニュー］
いなり寿司
（４個入）
200円、
とり炊き込みごはん250円
［お店より］
保存料、着色料不使用の安
全・安心な商品提供を心がけています。
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※この事業はテイクアウトおよび宅配メニューが対象です。 ※金額は税込です。

相田耕作さん（相内）が
旭日単光章 を受章
き ょ く じ つ た ん こ う し ょ う

相田さんは、昭和63年４月に南部町議会議員

に初当選し、以来通算６期、約20年の長きにわ
たり議会活動に尽力してきました。この間、経
済土木常任委員会副委員長および同委員長を務
めたほか、議会議長に就任し、地方自治、地域
産業の振興発展に大きく貢献されました。
相田さんは、
「自分一人の力ではなく、地域

の皆さんからの力添えがあったからこその受章
で、とても感謝しています。地元の伝統芸能の
活動を行っていますが、地域の子どもたちが自
分を慕い、声をかけてくれることが今の生きが
いです。今後も活動を続け、地域に恩返しをし

たい」と話しました。

あたたかい善意に感謝します

学校統廃合説明会を開催します

下記のとおり、町へ寄付をいただきました。そ
れぞれ有効に活用させていただきます。ありがと
うございました。

南部町学校統廃合検討委員会で協議した、町内
の学校の統廃合案を町民の皆さんへお知らせする
説明会を開催します。
下記の日程で行いますので、ご都合の良い会場
へお越しください。

寄付者

寄付品

寄付理由

青銀友の会

図書カード

子どもたちの読書
活動推進のため

三戸仏教慈眼会

現金 50 万円

子育て世代と児童
福祉のため

不織布マスク
新型コロナウイル
第一生命保険（株）
アルコール
ス感染予防のため
青森支社 三戸オフィス
ジェル

現金50万円を寄付していただいた
三戸仏教慈眼会の皆さん

開催日
8 月 11 日（火）
8 月 12 日（水）
8 月 18 日（火）
8 月 19 日（水）

場所
南部公民館
ゆとりあ
剣吉公民館
杉沢研修館

時間 19時～（いずれの開催日も）
※事前の申し込みは不要ですが、新型コロナウイ
ルス感染防止のため、来場者多数の場合は入場
を制限する場合があります。入場制限を行った
際は、８月20日(木)19時より剣吉公民館で追加
の説明会を行います。
※ご来場の際は、マスクの着用をお願いします。
問合せ 教育委員会学務課（南部分庁舎）
☎0179-34-2587

広報なんぶちょう

8 月号

4

N
I
M
O
ZO

ズームインなんぶ

農家の皆さんへ先行支援
南部町農畜産業先行型持続化給付金を支給
町独自の新型コロナウイルス対策として、農畜産業

を営む方々へ先行して支援する給付金の第１回の支給

が７月９日に行われ、役場本庁舎では町内３地区の代
表者３名の方へ給付金が手渡されました。

この事業は、新型コロナウイルスの影響への支援と

農地の持続化を目的に、耕作面積や認定農業者の認定

の有無に応じて最大36万円を支給するもので、町内全

体で1,280件程度、約２億5700万円の支援を行います。
かおる

給付金を受け取った石橋薫さんは「とてもありがた

い。給付金を活用し、秋の収穫へ向けて頑張りたい」

と話しました。

工藤町長から給付金が手渡されました

驚きの最高値を記録
ジュノハート町営市場初競り
青森県独自のサクランボ新品種「ジュノハート」

の初競りが町営市場で行われ、４Ｌ20粒入り1箱に
15万円（１粒7,500円）の最高値が付きました。

初競りには町ジュノハート生産者部会の20人が出

荷し、1箱20粒入りの５Ｌ・３箱と４Ｌ・69箱、１
箱30粒入りの3Ｌ・37箱が市場内の特設コーナーに
並べられました。

まさる

最高値のジュノハートを栽培・出荷した杉澤勝 さ

ん（玉掛）は「驚きの結果。競りを見届けに来たか
いがありました。これからのジュノハート栽培の励

みになるし、町の活性化にも繋がる」と笑顔を見せ、
最高値で競り落とした大新沼畑青果の沼畑昌男代表

は「高値を付けることで、市場の活性化に繋がれば。
これから全国へ売り込んでいきたい」と意気込みを
語りました。

競りは大いに盛り上がり、活発に取引が行われました
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最高値以外の結果
大きさ
取引価格
5L（横径 34mm 以上）
15,000 ～ 25,000 円
4L（同 31mm 以上 34mm 未満） 8,000 ～ 30,000 円
3L（同 28mm 以上 31mm 未満） 7,500 ～ 22,000 円

子どもたちに旬の味覚を
学校給食でジュノハートを提供
７月６日、町内小中学校の給食でジュノハート

が提供され、名久井小学校では工藤町長と６年生
が一緒に給食を食べ、今話題の旬の味覚を味わい
ました。

このジュノハートは、給食用として町が生産者

から買い取ることで必要な量を確保。児童生徒と
教職員合わせて1250人に一人２粒ずつ提供され
ました。

同校６年生の米内悠梧君は「甘くておいしかっ

ジュノハートを手に笑顔を見せる児童たち

た。町長と一緒に食べることができて良い思い出
になった」と話していました。

なべまると一緒に遊んでね
なべまるグッズをこども園へプレゼント
町が制作したなべまるのパペット人形とシール

が町内のこども園４か所へプレゼントされ、各こ
ども園で６月22日に贈呈式が行われました。

このなべまるグッズは、町の若手職員で構成され

る「人口減少対策プロジェクトチーム」が鍋条例の浸

透と郷土愛を深めるために考案・制作したもので、パ

ペット12個と全園児分のシールがそれぞれのこども園
へ配布されました。

え み な

チェリーこども園の米内咲奈ちゃんは「かわいいパ

パペット・シールをもらってみんな笑顔に

ペットで仲良く遊びたい。22日は鍋を食べたい」と笑
顔を見せ、喜んでいました。

どんな生き物がいるのかな？
す い せ い

如来堂川で水棲生物採取
6月19日、名久井小学校の4年生が如来堂川で水棲生

物の採取を行い、地元の川への理解を深めました。

この事業は、B&G海洋センターが町内小学校を対象

に毎年行っている「水に賢い子どもを育む年間型活動

プログラム」の一環で、実際に川に入り、網やバケツ
を使ってヤゴなどの虫や魚などを採取、観察を行いま
した。

りゅうぜん

参加した児童の中村龍 善君は「なかなか捕まえられ

なかったけど、川虫やミミズみたいな虫を捕まえられ
た」と笑顔を見せ、川での授業を楽しんでいました。
川の生き物たちとのふれあいを楽しみました
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議場で町長に質問！
！
福田小学校２年生が職場訪問
７月10日、福田小学校の２年生５人が生活科学

習の一環で役場本庁舎を訪問し、町職員から仕事
内容の説明を受け、庁舎内を見学しました。

本庁舎３階の議場では、議会事務局職員から議
員の職務や本会議の運営などの説明を受けたあと、

町長に対して質問を行いました。

「好きな色は何色ですか？」など、本会議では聞
くことのできない質問に、町長も笑顔で答えました。
（町長の好きな色は、
「青色」です。
）

議場で児童たちが町長へ質問をしました

地域の助けになる活動を
南部町議会議員が美化活動
６月11日、南部町議会議員12人は、ドクター
ヘリの離発着場や、ジャックドまつり開催時に
駐車場として使用している旧福地小学校グラウ

ンドの草刈りと、ふれあい公園のゴミ拾いを行
いました。
小雨が降る中、個人所有の草刈り機械を使い、
膝上まで伸びた雑草を刈りとりました。
夏堀文孝議長は「新型コロナウイルスの影響
によりイベントの中止や町内の消費が落ち込ん
でいる。少しでも町の助けになるよう活動して
議会議員の皆さんが環境美化活動を行いました

いきたい。
」と今後の活動へ意欲を燃やしました。

地域の環境美化を目指して
花壇の植栽・馬淵川の美化活動を実施
（株）夏堀組が、チェリーこども園前の花壇
への花の苗の植え付けと、馬淵川遊水池公園沿
いの除草・清掃作業などのボランティア活動を
行いました。
この活動は地域の環境美化を目的としたもの
で、花壇の植栽活動では、例年、同こども園の
園児や名久井農業高校の生徒と一緒に作業を
していましたが、今年は新型コロナウイルスの
影響により、同社単独での活動となりました。
また、名久井農業高校から購入した花の苗150
本をチェリーこども園に寄贈する形で、今回の
植栽を行いました。
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ボランティア活動を行った夏堀組の皆さん

子育て通信
南 部町子

おいでよ！子育て支援センター

育 て世代包括支 援 セ ン タ ー

ぴよすくのじかん

南部町特定不妊治療費助成事業
町では、不妊治療を受ける夫婦の経済的

負担の軽減を図るため、体外受精および顕
微授精に要する費用の一部を助成します。

助成対象者
（１）青森県特定不妊治療費助成事業による
助成を受け、かつ、青森県以外の地方公共

団体から特定不妊治療費の助成を受けてい
ない方。

（２）夫または妻のいずれか一方、もしくは
両方が、特定不妊治療を終了した日から南
部町に継続して住所を有している方。
助成内容

1回の治療につき、青森県特定不妊治療費
助成事業の対象となる特定不妊治療に要し
た費用のうち、県助成金の交付額を控除し
た額とします。1回の助成額は10万円を限度
とします。

申請の流れ
青森県特定不妊治療費助成金の交付決定
を受けた日の属する月の翌月の初日から30
日以内に、申請書を健康福祉課に提出して
ください。
問合せ 健康福祉課（健康センター）
☎0178-60-7100

乳幼児健康診査、乳幼児健康相談
種別
２歳児歯科健康診査
４歳児健康相談

子育て支援センターは、幼稚園や保育園に通っていない
子どもなら、だれでも参加できますので、お気軽にご利用
ください。

福地こども園

☎0178-51-9756
８月７日

水あそび
誕生日会
金曜日／９時30分～11時
８月28日 リズムあそび
９月４日 運動あそび
つどいのひろば（自由活動）８月12・19・26日
９月２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 ８月17・24・31日
９月７日
月曜日／10時～12時

わくわくひろば（体験活動） ８月21日

なんぶこども園

☎0179-23-0505
８月19日

積木あそび
お誕生会
水曜日／９時～12時
９月２日 お散歩
サークルちびこす（自由活動） ８月11・18・20・25・27日
９月１・３日
火・木曜日／９時～14時

こすもすクラブ（体験活動） ８月26日

チェリーこども園
ぴっぴクラブ ※要予約
木曜日／９時30分～11時

☎0178-51-8585
８月６日 水あそび
８月20日 離乳食・手作りおやつ講座
８月27日 ８月の製作（花火）

認定こども園 あかね幼稚園
ハッピークラス

☎0178-76-1801

８月は休止します

火曜日／10時～11時30分

※新型コロナウイルス感染症の影響により変更となる場合
がありますので、ご利用の際は必ず各施設にお問い合わ
せください。

問合せ 健康福祉課（健康センター）☎0178-60-7100

対象者
H29.12月～ H30. ２月生まれ
H27.12月～ H28. １月生まれ

実施日
８月20日（木）
８月25日（火）

受付時間
12時15分～12時45分
13時00分～13時20分

場所
健康センター

※新型コロナウイルス感染症の影響により、年度当初の予定から変更があります。ご了承ください。

乳幼児予防接種
医療機関名
南部町医療センター
南部病院

実施している予防接種：Ｂ型肝炎・Hib・小児用肺炎球菌・四種混合・BCG・MR・水痘・日本脳炎・
ヒトパピローマウイルス

曜日・受付時間
予約
その他
毎週 月・金曜日 13時～13時20分
全種類
BCGは8月17日㈪、9月14日㈪
毎週 水曜日
13時～13時30分
全種類
BCGは行っていません。
月・火・水・金曜日 9時～11時 15時～17時
全種類
BCGは9月9日㈬
川守田外科胃腸科
木・土曜日
9時～11時
月・火・木・金曜日 9時～11時30分
B型肝炎・
14時～17時30分
かわむら内科クリニック
ヒトパピローマウイルス
水・土曜日
9時～11時30分
月・水・金曜日
9時～12時 15時～17時
B型肝炎・
はらだクリニック
火・木・土曜日
9時～12時
ヒトパピローマウイルス
月・火・水曜日
9時～11時
全種類
スワンクリニック
金曜日
9時～11時 14時～17時
※実施している予防接種のなかで、予約が必要なものを記載しています。それ以外のものは、予約なしで受けられます。
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ひとり親世帯
臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てに対する負担の増加や収入の減少した低所得のひとり親

世帯を支援するため、臨時給付金を支給します。

基本給付（児童扶養手当を受給しているひとり親世帯の方への給付）

対象者
(1) 令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方
(2) 公的年金を受給しており、令和２年６月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
(3) 新型コロナの影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している
方と同じ水準となっている方

申請
給付額
不要
１世帯５万円、
必要
第２子以降１人
必要 につき３万円

追加給付（新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した方への給付）

対象者
申請
給付額
上記基本給付の対象者で (1) または (2) に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症
必要 １世帯５万円
の影響を受けて収入が減少し、家計が急変した方

申請方法

健康福祉課 子育て支援班へ持参により
直接または郵送で申請書を提出

申請期限 令和３年２月 15 日（月）

※詳細は町ホームページをご確認ください。
（http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/）

乳幼児・子ども医療費について
～保険証の記号番号に変更はありませんか？～
８月１日から、国保の保険証の記号番号が
変更となります。

お手持ちの乳幼児・子ども医療費の受給者

証を確認のうえ、変更がある場合は、役場窓

口で手続きをしてください。

また、社保の保険証も同様に、記号番号に

変更がある場合は、速やかに手続きをしてく

ださい。

※受給者証と保険証の記号番号が異なる場合、
現物給付が受けられなくなりますので、注

意してください。

厚生労働省コールセンター

☎ 0120-400-903

健康福祉課（健康センター） ☎ 0178-60-7100

達者de 健康相談

～今よりもっと “達者” になりたい人に～
開催日

８月11日（火）

時

間

13時30分～18時30分

場

所

内

容

９月７日（月）
、28日（月）
（最終受付18時）

健康センター２階

運動指導室

体組成測定（体脂肪・筋肉量）
、血管年齢

測定、骨密度測定、血圧測定、内臓脂肪量

測定（対象年齢20 ～74歳）
、保健師・栄
養士による健康相談

※事前に予約が必要です。

持ち物

※健診結果をお持ちの方は、最近の結果票を

▶印鑑（スタンプ印は不可）

費

▶お子さんの保険証・受給者証
問合せ 健康福祉課（健康センター）
☎0178-60-7100
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持参してください。
用

問合せ

無料

健康福祉課

（健康センター）

☎0178-60-7100

国保からのお知らせ
「国民健康保険被保険者証（保険証）
」
について

町では、国保システムを国の標準システムに

入れ替えのため、８月１日から被保険者記号番号
が変更になりました。

新しい保険証はすでに各世帯へ送付しており
ますが、
まだ届いていない場合は、
健康福祉課（健
康センター）へご連絡ください。

第三者行為による被害の届出について

交通事故などの第三者による行為で病気やケ

ガをし、保険証などを使って治療を受ける場合
は、必ず役場窓口へ「第三者行為による傷病届」
を提出してください。（保険会社による代理届
出も可能です）
届出をすることで保険証を使用でき、自己負

担分（医療費の３割など）以外の医療費は、医
療機関から保険者（町）に直接請求され、保険
者が加害者に代わっていったん立て替えて支払
い、後日、加害者へ請求します。

南国保

５００・・・・

第三者行為とは？
負傷原因が、交通事故（自動車、バイク、

自転車）や、暴力行為などの第三者による
ものです。

※次の場合は保険証を使用できません

▶加害者からすでに治療費を受け取ってい
る場合（示談済みなど）

問合せ

健康福祉課（健康センター）
☎0178-76-3323

▶仕事中の交通事故やケガなどの労災保険
が適用される場合

後期高齢者医療被保険者の皆さまへ
振込口座の変更届出について

高額療養費等の給付申請で届出した振込口座
に変更（解約・金融機関の店舗統廃合等）があっ
たときは、必ず役場窓口へ届出してください。
※届出がないと振り込みができなくなりますの
で、早めの届出をお願いします。

新型コロナウイルスの影響により収入が減少
した場合などの保険料の減免について

新型コロナウイルスの影響により、主たる生
計維持者の収入が減少した場合など、申請によ
り世帯の被保険者の保険料が減免となる場合が
ありますので、税務課までご相談ください。

交通事故などにあったとき

交通事故や暴力等、第三者(自分以外の人)の行
為によって負傷され、保険証を使って治療を受
けたときは、必ず役場窓口へ届出してください。
また、自損事故や、業務中の事故で労災が適
用されない場合も届出が必要です。
詳細は、健康福祉課または青森県後期高齢者
医療広域連合までお問い合わせください。

問合せ

健康福祉課（健康センター）
☎0178-76-3323
税務課（南部分庁舎）
☎0179-34-2586
青森県後期高齢者医療広域連合
☎017-721-3821
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介護保険からのお知らせ
介護保険料を納めないと
どうなるの…？

介護保険は、介護を必要とする高齢者の負担
を、社会全体で支援するための保険制度です。
そして、介護保険料は、介護サービスに必要
な費用をまかなう、とても大切な財源です。
介護保険料を滞納すると、介護サービスが必
要となったときに十分なサービスを受けられな
くなる可能性があります。納め忘れのないよう、
納期限までに納めましょう。

納付が難しい場合は…？
災害などの特別な事情により介護保険料を納
めることが難しくなった場合は、税務課にご相
談ください。

１年間滞納した場合
介護保険のサービスを利用したとき、いった
ん利用料の全額を自己負担し、あとで７割から
９割相当分の払い戻しを受ける「償還払い」に
支払方法が変更になります。

１年６か月間滞納した場合
償還払いになった給付費（介護サービス費用
の７割から９割）の払い戻しの一部または全部
を一時的に差し止めるなどの措置がとられます。
なお、滞納が続く場合は、差し止められた額
から、滞納した保険料が差し引かれる場合があ
ります。

２年以上滞納した場合
本来１割から３割である自己負担割合が、保
問合せ

健康福祉課（健康センター）
☎0178-76-3323
税務課（南部分庁舎）
☎0179-34-2586

険料の未納期間に応じて３割（自己負担がもと
もと３割の方は４割）に引き上げられたり、高
額介護サービス費等の支給が受けられなくなっ
たりします。

通いの場の活動紹介 ～自分の健康は自分で守ろう～
ご近所ふれあいサロン助成事業を利用して活
動している「ふれあいとらどお茶の友の会（虎
渡）
」
「いろはの居ふれあいサロン（沖田面）
」の
２団体が、
「熱中症予防」についての勉強会をそ
れぞれ実施しました。
今回の勉強会では、新型コロナ感染予防対策
のため、㈱バイタルネットの協力のもと、大塚製
薬㈱の講師からインターネットを活用した遠隔
による講話をしていただきました。
内容は「男性と女性、どちらが水分量が多い
のか」
「水分補給には飲料の塩分濃度が大切」
「高
齢者の脱水のサイン」などであり、暑い夏を迎
える前の熱中症予防の講話に、参加者の皆さん
は引き込まれていました。

11
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「ふれあいとらどお茶の友の会」での講話の様子

問合せ

地域包括支援センター（健康センター）
☎0178-76-2555

ごみ減量化とリサイクル率向上にむけてのお願い
～南部町は「あおもりプラごみ０（ゼロ）宣言」に賛同します～

なぜ、プラスチックごみなの？
海のない南部町ですが、環境省の平成 29 年度漂着ごみモニタリング調査の結果、東北北部太平洋側は
レジ袋の分布密度が高いという結果が出ており、このままでは八戸の海がレジ袋で覆われかねません。
このような状況のなか、国では本年７月１日からレジ袋有料化を実施し、マイバックの持参などを通し、
消費者のライフスタイルの変革を促す施策を行っています。
また青森県でも、県内におけるプラスチックごみの削減と、資源循環に向けた一人ひとりの行動をよ
り一層促進するため、「あおもりプラごみ０（ゼロ）宣言」を行っています。

【私たちができる７つの行動】
①外出時にマイバッグを持ち歩く習慣を

②詰め替え用やリサイクル素材のものなど、環境にやさしい商品選び

③賢く使おうマイボトル

④使い捨て製品はできるだけ使わない

⑥ポイ捨ては絶対しない

⑦清掃活動への参加など、みんなで地域をきれいに

町が行うこと
ペットボトルは、分別すれば大切な資源です。
しかし、ごみとして出されると、油で燃やし、
残りかすは最終処分場で処分されることに。こ
れには多大な税金が使われています。
町として、ペットボトルだけではなく、ビン

⑤使用後は正しく分別、リサイクル

町民の皆さんへのお願い
マイバックの持ち歩きはもちろん、ペットボ
トルの分別収集の徹底をお願いします。
そして、南部町の子どもたちに、町の豊かな
自然や優れた景観を受け継ぐために、町民一人
ひとりが「あおもりプラごみ０（ゼロ）宣言」

や缶、紙類等といった資源回収を積極的に推進

のとおり、プラスチックごみの減量に協力をお

し、ごみの減量化とリサイクル率の向上に努め

願いします。

ます。

問合せ

住民生活課（南部分庁舎） ☎ 0179-34-2509

広報なんぶちょう
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～各校の特色ある教育～

南部小学校

校長：山田

昇

児童数：68名

メディアと上手に付き合おう
６月23日、学校保健委員会を行いました。今

年度は「メディアと上手に付き合おう」という
テーマで、自分たちの生活を振り返りました。事

前に取ったアンケートの結果では、平日のメディ
アの使用（テレビ・パソコン・スマホ・タブレッ

ト・携帯型ゲーム機等）は１～２時間ほどですが、
休日は２～３時間、または３時間以上使用する児
童が多いということ、また家で約束を決めても守

時間、休日は１～２時間使う」の２つがルールと

して決まりました。
自分の心をコントロールして約束を守ってい

くことはなかなか難しいと思いますが、チェック
週間を設けたりしながら、健康のために自分たち
で決めたルールを守れるよう、取り組んでいきま
す。

れない児童が多いということがわかりました。
山美養護教諭から、長時間メディアを使用し

たときの心身への影響が科学的に説明された後、
班ごとにこれから守っていきたい南部小学校の
ルールについて話し合いました。
「１週間に何日
かやらない日を決める」
「必ず休憩を入れながら
使う」
「寝る30分前にはやめる」など様々な意見

が出されましたが、話合いの結果、
「メディアは
宿題が終わってから使う」と「平日は30分～１

名川中学校図書室１階
（町民図書室）
町民の皆さまはどなたでもご利用できます

図書室からのお知らせ
休室日 ８月11日
（火）
、17日
（月）
、24日
（月）
、31日
（月）
問合せ ☎0178-76-3121

保健委員がアンケートの結果を発表しました

《おはなし会》

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のた
め、８月のおはなし会はお休みします。

《おすすめセレクション》
きつねの花火

《今月の新刊》
◆糠部三十三札所

滝尻

善英

◆稚児桜

澤田

瞳子

◆じんかん

能楽ものがたり

◆へいわとせんそう

今村

翔吾

たにかわ しゅんたろう

文：那須田 稔

絵：久米 宏一

きつねの花火ってどんな

花火でしょう。ある晩若者
の大切な形見が盗まれて…
ちょっと悲しくて優しくな
れるお話です。

《第12回MOE「絵本屋さん大賞」特別展示》
受賞作品の絵本 35 冊を、下記期日まで特別展示・
貸出中です。ぜひご利用ください。
展示
貸出
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９月 27 日（日）まで
９月 15 日（火）まで
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図書室の蔵書を検索できる図書検索
システムです。ご活用ください。

URL：http://www.libeye.net/nanbu/

中世アイヌ文化の刻印が施さ
れた陶磁器（北海道勝山館跡）

ことが推測さ れ ま す 。
また、アイヌ文化ではガラ
せ ん か
ス玉や銭貨がイヤリングや首
飾りの装飾品として用いられ
ていましたが、聖寿寺館跡か
らも類似のものが見つかって
おり、さらに、勝山館跡と同
様のアイヌ文化の刻印が施さ

製品は北海道の勝山館跡と同
様のものであることから、ア
イヌの人々が道具製作の作業
を聖寿寺館内部で行っていた

れる刻印が施された陶磁器が
出土しています。また、勝山
いおうざんふんぼぐん
館跡に隣接する夷王山墳墓群
か ら は、 多 数 の 和 人 墓 に 交
じってアイヌ墓も発見されて
います。
聖寿寺館跡で出土した骨角

混住しており、勝山館跡（北
海道上ノ国町）からは、アイ
ヌ文化特有の骨角製品やガラ
ス玉とともに、シロシと呼ば

かつやまだてあと

紀にアイヌ文化集団と和人が

16

歴史連載

15

め、動物の骨で様々な道具が
作られました 。
北海道南部 で は 、 ～ 世

歴史発見
「なんぶがく」
聖寿寺館跡に残る
アイヌ文化の痕跡
前回は戦国時代の聖寿寺館
とうりゅう
れんがしぼくじゅん
に逗留していた連歌師卜純を
紹介しましたが、長期滞在し
ていたのは都の文化人だけで
はありませんでした。
聖寿寺館跡からは当時、北
海道から青森県にかけて、狩
猟採集や漁撈・交易活動を生
業としていたアイヌ文化の痕
跡も確認されています。
手がかりとなったのは、聖
寿寺館跡で出土した動物の骨
で製作された珍しい道具でし
た。
その道具はアイヌ文化特有
たんきゅう
こつぞく
の短弓の部品である骨鏃と
な か え
中柄、生活道具の骨針で、鹿
の四肢骨や角で作られていま
した。
この時代の武士や農民は基
本的に動物の骨で狩猟・生活
道具を作ることはありません
でしたが、当時のアイヌ文化
では鉄資源が貴重であったた

れた陶磁器も出土していま
す。おそらく、何らかの役割
を与えられて聖寿寺館に滞
在・ 居 住 し て い た ア イ ヌ の
人々が、南部氏から手渡され
た中国産の陶磁器に、自らの
所有の証として印を刻み付け

くのへまさざね

九戸政実の乱の記述が残る
うじさとき
『 氏 郷 記 』 に は、 九 戸 城 を 包
ろうじょう
囲する軍勢と篭城する九戸軍
双方に毒矢を用いるアイヌの
人々が参加していたことが記
録されています。包囲する豊

聖寿寺館跡の出土遺物から
は都を中心とした和人による
室町・戦国文化と、北のアイ
ヌ文化が入り混じる状況が確
認でき、東北地方の戦国史を
考える上でも重要な証拠と考
えられます。これら中世アイ
ヌ文化に関連する遺物をはじ
めとする聖寿寺館跡の出土品
は、８月３日まで江戸東京博

物館で開催中の『発掘された
日本列島２０２０』で展示さ

史跡対策室

布施和洋

れ、その後、愛知県や大分県
など全国４箇所の博物館を来
年２月まで巡回します。

文責
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臣 軍 の 中 に は、 北 海 道 の
かきざきよしひろ
蠣崎慶広率いる三百名のアイ
ヌの人々が含まれていました
が、対する九戸軍は地元のア

イヌの人々を味方に引き入れ
ていたようです。
時代は少し下りますが、江

なかった」と指摘
しています。

と敵対する新興勢
力であった津軽氏
は南部氏に味方す
る本州アイヌをも
敵に回さざるを得

な い こ と か ら、 弘
前大学教授の関根
達 人 氏 は「 南 部 氏

城館からはアイヌ
文化関連の遺物が
全く確認されてい

戸時代中頃までは青森県内で
たものと考えられます。
も陸奥湾や津軽海峡に面した
このように、聖寿寺館跡で
えぞむら
沿岸部に「犾村」と呼ばれる
は中世アイヌ文化特有の多種
本州アイヌの人々によって営
多様な道具が城館内の広範囲
まれた居住地が絵地図等で確
にわたる複数の倉庫や工房で
認できます。
出土しています。さらに道具
このような出土品や当時の
は完成品だけではなく、製作
記録から、南部氏はアイヌの
途中の未完成品、道具の素材
が 見 つ か っ て い る こ と か ら、 人々を自らの支配体制の中に
ゆるやかに取り込んでいたこ
短期的な滞在の痕跡ではなく
とが推測されます。
聖寿寺館内部でアイヌの人々
一 方、 南 部 氏 と
が長期滞在し、和人と混住し
敵対した津軽氏
ていた可能性が高いと考えら
（大浦氏）関係の
れます。
南部氏は北海道との交易を
仲介するアイヌの人々と良好
な関係を築いていたのかもし
れません。
当時の記録にもアイヌの
人々の存在が記されていま
す。天正 年（１５９１）の
19

其の十五

聖寿寺館跡出土アイヌ文化関連遺物（小川忠博撮影）

えんぶり写真コンテスト作品展を開催中です
バーデハウスふくちにて、令和２年南部地方えん
ぶり写真コンテスト応募作品 47 点の展示を行って
います。色とりどりの作品を是非ご覧ください。
期

限

場

８月 31 日（月）

所

レストランかだぁるへ向かう通路

問合せ 商工観光課（本庁舎）
☎ 0178-84-2119

福地 短 歌 会

裕正

川守田慶三

工藤

傳吉

ご破算で願ひますとは行かなくてこの人生を歩み来にけり

萎えし手に鉛筆持てず歌二首を書き留め貰ひ投稿しをり

坂上

正夫

大久保雪夫

街路樹の根元でもがく土竜の子親を恨むな今世を責めよ

水梨

政志

久々に文房具店訪ぬれば灯りも無くて建屋は静か

友よりの根曲り竹の子えぐみなく初物なれば家族の笑顔

根市

昭子

睦子

玩具持ちにっこり笑ふひこ孫の写メール見つつ会える日待てリ

馬場

操

奥寺

使ひ捨てレジの袋が流されて食ひし魚があはれにも死す

馬場

敬子

変はりゆく舞台のごとく爽やかに大気押しくる午前四時過ぎ

肩ならべ草を引きたる友逝きて遺影を前に想ひは尽きず

馬場

綾子

なん ぶ 短 歌 会

曾孫でき動画に映る成長の早さに暫し目をうばはるる

坂本

幸枝

西向きの山の斜面の山法師木々のみどりに際立つ白さ

藤野

綮

佐々木冴美

一ノ渡

和の柄のマスクを娘は持ち来たりわれより器用と知りてうれしも

一瞬の青き光を打ちつけて闇駆け巡る梅雨の稲妻

静子

八木田順峰

風をうけ青き浴衣はゆらめけり母のにおいのなつかしきかな

中野

敦子

五種類のあぢさゐ庭に咲きだして色褪せながら花どきながし

コロナ恐外出ひかえ久々に列車より見る青空と海

向山

孔子

会

天空のぽろり落としたひとしずくそっと受けとめつゆ草の咲く

工藤

千年

草

青池の水のごとくの湯につかり深浦旅の幸にひたれり

鶴飼

若

寝床まで急ぎ入り来て語りゆく闇青白く翔し稲妻

役立っています！ボートピアなんぶ交付金

草刈機を購入したことにより、町内の環境美化、地域住民の連帯感の醸成、地域
の将来を担う後継者の育成が期待されます。（11区町内会）

8 August
6

THU

7

FRI

8

SAT

9

SUN

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

MON

TUE

WED

多摩川GⅠ
レディースチャンピオン
戸田
一般戦

宮島
一般戦

15

FRI

SAT

SUN

戸田一般戦

大村一般戦

蒲郡男女
W優勝戦

広報なんぶちょう

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

MON

尼崎GⅢ
オールレディース

常滑一般戦
多摩川一般戦

桐生一般 報知新聞社杯
お盆レース
住之江一般戦

8 月号

MON

宮島
一般戦

尼崎一般戦

桐生一般
スカッとさわやか杯
下関GⅢ企業杯

THU

戸田一般戦

丸亀
一般戦

住之江一般戦

大村ヴィーナスシリーズ

蒲郡
一般戦

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

MON

宮島ヴィーナスシリーズ

9 September
1

TUE

桐生一般戦
公営レーシングプレス杯

3

THU

4

FRI

5

SAT

6

SUN

常滑GⅡモーターボート大賞

児島 平和島
一般戦 一般戦

多摩川一般戦

2

WED

福岡GⅢオールレディース
（薄暮）

桐生
一般戦

下関SGボートレースメモリアル
デーレース

住之江GⅠ高松宮
記念特別競走

蒲郡一般戦
ナイターレース

青森県学生寮
入寮生募集

入寮資格
保護者が青森県民で東京都
またはその近郊の大学、専修
学校等に在学、または入学見
込みの男子学生
１

場所 東京都小平市鈴木町一
丁目１０３
部屋・設備 個室（ベッド、机、
エアコン等備付け）
経費 入寮費年額３万円、寮
費月額３万円、食費１食

青森県育英 奨 学 会
（青森県教育 委 員 会 教 職 員
課内）
☎０１７・７３４・９８７９
ホームページ

地域福祉班

詳細はお問い合わせください。

問合せ
健康福祉課

☎０１７８ ･・７１０１

シ ャ ツ を 使 い、

八戸リサイクルプラザ
９月の体験教室
着古した

コ布ぞうり作り教室を開催し

（
https://syougakukai.
）
wixsite.com/aomori-ryo

ます。

「食」の自立支援事業

町では、障害者手帳（身体・
精神・愛護）をお持ちの方で、
心 身 の 疾 病 等 の 理 由 に よ り、
食事の調理及び栄養管理がで

布ぞうりを作る、かんたんエ

対先月比

8,415 人 （±０）

7,472 世帯（＋７）

世帯数

9,269 人 （−８）

男

・２３９６

精神障害者家族会
「語らいの会」

☎０１７８・

八戸リサイクルプラザ

問合せ

日となります。

※９月６日（日）は臨時休館

女

南部町精神障害者家族会

「まべちの会」では精神に障

害 の あ る 方 の 家 族 が 集 ま り、

す。
申し込みは不要ですので、

自由に語らい、交流していま
日（土）定員４名

月 日（土）
時～

時 分

南部老人福祉センター

☎０１７８・

・７１００

健康福祉課
（健康センター）

問合せ

会場

日時

加ください。

興味のある方は、お気軽に参
時

シャツ４

日（日）定員８名

期日・定員
９月
時間

着古した

無料

９時～
きない方に対し、訪問等でバ

参加費

（令和２年７月20日現在）

22

４５０円（平日の夕食のみ

ランスの取れた食事の提供を

持ち物

日（火）

ｃｍ定規
８月

～各開催日の前日

申込み期間

み１個／

枚／裁ちばさみ／洗濯ばさ

行っておりま す 。
（昼・夕食の最 大 ２ 食 ま で ）
▼ご飯とおかず １食 ４２０円

利用者負担

口 17,684 人 （−８）

人
70

30

希望制）、電気料金実費（上・
下水道料金無料）
申込み方法等の詳細はお問い
合 わ せ い た だ く か、 ホ ー ム

南部町の人口と世帯数
11 8

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食 ３２０円

25

行政相談・人権相談
▼おかずのみ

T

27 26

開催案内

60

T

12
30

13

60

ページをご覧ください。
問合せ

期日 ９月５日
（土）
、19日
（土）
10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、当日16時までの電話
予約で、18時まで窓口の時間
を延長できます。業務内容は
休日窓口と同じです。
問合せ 住民生活課
（南部分庁舎）
☎0179-34-2509

９・10月の休日窓口開設日
開催案内

information
ー

新型コロナウイルス感染症
の予防のため、行政相談・人権
相談は、当面の間、休止させて
いただきます。
お知らせ

お知らせ
募集案内

広告
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8 月号

広報なんぶちょう

青い森林業アカデミーの研修生を募集しています
青森県では、林業の担い手を育成するため、県内で林業への就業を希望する方を対象とした研修「青い森
林業アカデミー」を令和 3 年 4 月に開講します。
対象者
募集人員
研修期間
受講料
研修拠点
取得できる資格

県内で林業への就業を希望する 18 歳以上 43 歳以下の方
10 名（高校推薦 7 名、一般 3 名）
令和 3 年４月から１年間
118,800 円／年
県産業技術センター林業研究所内（平内町）
チェーンソー操作や車両計建設機械運転など 計６種類
①植栽や下刈、伐採などを行う民間企業

研修修了後の就業先

②地域の森林を管理する森林組合
安心して研修に専念できるよう、給付金制度があります

給付金制度

詳しくは、
県 HP（http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/agri/academy.html）、または下記までお問い合わせください。
問合せ

公益社団法人あおもり農林業支援センター

青い森林業アカデミー担当

☎ 017-732-5288

☎０１７２・３２・６８０５

車システム工学科、設備シ

八戸工科学院

個人事業税は、
物品販売業、

ステム工学科、制御システ

個人事業税について

請負業、不動産貸付業、医業、

ム工学科

・６８１１

28

お知らせ

機械システム工学科、自動

理容業などの事業を営む個人

☎０１７８・

むつ高等技術専門校

の方に、前年中の所得をもと

に課税される県の税金です。

木造建築科

２年間

・１２３４

訓練期間

高等学校卒業

☎０１７５・

応募資格

（むつ校は中学生以上）

24

８月上旬に送付される納税

月の二期に分けて納め

11

通知書により、原則として８

月と

ていただきます。

今年度の第一期分の納期限

※３月卒業見込みを含む

日（月）

日
（水）

18

31

日（月）です。期

９月

11 28

は、８月

出願期間
～ 月

27

限までに、お近くの金融機関

やコンビニエンスストアなど

認定補聴器技能者がサポートします

11

月 日（金）

８月20日（木）

試験日

三戸町八日町33 0179（23）5433

で納めてください。

認定補聴 器専門店
メガネショップナカムラ

詳細は各校ＨＰに掲載します。

広告

｢聞こえにくさ｣を感じたら､
まずはご相談を！

問合せ

・５１１１

27

三八地域県民局県税部

☎０１７８・

職業能力開発校等令和
３年４月入校生募集

青森高等技術専門校

環境土木工学科、電気工学科

☎０１７・７３８・５７２７

弘前高等技術専門校

自動車システム工学科、建

築システム工学科

募集案内

広告
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8 月号

バーデパークだより
厚生労働大臣認定・健康増進施設

話題沸

騰

応援企画第3弾‼
応援企画第3弾
特製

がんばる丼

パーデパークで芸術を楽しむ
庭田 薫 作品展示会開催‼

[特別メニュー ]

フィレンツェ賞展の入

1日15食限定！

選や個展も開催されてい

がんばる丼

に わ た

る、 南 部 町 在 住 の 庭 田

1,000円（税込）

※画像はイメージです。

★流水プール ９月６日(日)まで営業
★朝風呂営業

６時～８時まで
（受付は７時30分まで）
朝風呂入浴料 330円

かおる

薫 氏の芸術作品を、バー

※8月末までの期間限
定です。

ローストビーフ、ハンバーグ、温泉たまご、お米は
達者米を使用し、トッピングは福地ホワイト六片と青
森県産長芋を添えました。夏でも食欲をそそる特製の
ピリ辛ダレをかけた、
「レストランかだぁる」スペシャ
ルメニューです。ぜひ、ご賞味ください。

★今月の休館日

８月27日（木）

※今月は第４木曜
日が休館です。

☎ 0178︲84︲2850

デパーク館内特設会場に
展示しています。
日常を描いたものから幻想的なアートまで、来館
者を楽しませてくれる多彩な作品をぜひ、バーデ
パークでご覧ください。

新型コロナウイルスへの対応に係る
お客様へのお願い
プールをご利用の際は、下記についてご協力をお願いします。
▶混雑を避けるため、一時的なロッカールーム内の入場制限
▶消毒液による手指の消毒、入館時の検温
※発熱や咳などの症状がある場合は入館をお断りさせていた
だく場合がありますので、ご了承ください。

広報なんぶちょう

8 月号

18

南部町医療センターからの
☎ 0178︲76︲2001
お知らせ
青森労災病院医師の診療日
受付 13時15分まで
※初診者は13時まで
診療 13時～

眼科

８月12日
（水）
、26日（水）
要予約
診療 13時～

泌尿器科

８月11日
（火）
、17日（月）、25日（火）

花火や火遊びによる火災に注意！

品

名

販売数量（㎏） 売上額（千円） キロ単価（円） 前年単価（円）

ジュノハート（サクランボ）

220

2,895

13,137

-

サトウ錦（サクランボ）

16,290

41,873

2,570

1,345

紅秀峰（サクランボ）

4,513

12,926

2,864

1,711

豊後（梅）

589,634

145,183

246

184

八助（アンズ）

193,484

59,928

310

187

19,380

1,563

81

61

キャベツ

12,707

933

73

51

長

56,700

13,797

243

212

5,536

4,955

895

773

大

根

芋

生にんにく

町営市場会計年度任用職員の募集について

町内在住者を対象に、新型コロナウイルスの影響で就

職の内定取り消しを受けた方、または離職した方の就労
支援のため、下記のとおり職員を募集します。

花火を安全に遊ぶポイント
▶周囲に燃えやすいものがなく、広くて安全な
場所を選ぶ。
▶子供だけでなく、大人と一緒に遊ぶ。
▶水バケツを用意し、遊び終わった花火は必ず
水につける。

マッチやライターの保管に気をつけてください
▶子供の手の届かないところに置く。
▶子供に触らせず、火遊びの危険性を教える。
問合せ

町営市場の販売状況（６月16日～７月15日）

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

募集人数

１名

職務内容

出荷整理、運搬、場内整理、荷受業務

応募方法

町営市場ホームページに掲載
（https://www.t

任用期間

採用日～令和３年３月31日

own.aomori-nanbu.lg.jp/sizyo/sizyo01.html）

募集期間

８月３日
（月）
～８月18日
（火）

選考方法
問合せ

など

書類選考後、面接を行います。日時・場所につ
いては後日通知します。

町営市場

☎0179-22-0011

(モノクロ仕様) 規格 45 ㎜×88 ㎜ ２号広告
総務課
（本庁舎） ☎0178-84-2111

八田グループ
㈱報恩互助会

広告

議会だよりは広報なんぶちょう９月号に掲
載します。
下記イベントについては新型コロナウイル
スの感染予防のため、中止となりました。
イベント名
予定していた日程
南部町戦没者追悼式
９月 17 日（木）
敬老会
10 月９日（金）
わらしフェスタ
11 月 1 日（日）

編集後記

7月18日、今年は見れないかと思っていた花
火がサプライズで打ち上げ。ファインダー越し
に眺める「希望の光」に、いつもの夏が戻って
きたと感じました。【み】

19
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8 月号

旧名川分庁舎跡地
お問い合わせは
合わせは
わせは

 


大村 崑さん

広告

気
元
な
の
なんぶっこ
ロ
ゼ
歯
し
む
（７月２日 ３歳児健康診査）

おおむら みい ちゃん
（沖田面）

なかばやし れお くん
（森越）

たかはし ひなた ちゃん
（小泉）

いしばし いちたか くん
（苫米地）

さかもと ゆき ちゃん
（杉沢）

ぬまはた りおん くん
（剣吉）

えさしか みやび ちゃん
（沖田面）

くどう さわ ちゃん
（下名久井）

かばさわ みつき ちゃん
（下名久井）

かわもりた りゅうせい くん
（森越）

ささき むつき くん
（埖渡）

ねっこ しゅり ちゃん
（大向）

名農生の活躍が町を元気に
新型コロナウイルスの影響が広がるなか、令和

るい話題を届けてくれました。

18名でスタート。全国大会への出場を目標に、

日々練習を重ねています。

昨年度の秋に行われた県の新人戦では、男子

団体が23年ぶりに優勝、存在感を示しました。

しかし、コロナ対策のため、昨年度末から公式

大会が開催されず、部活動も休止。苦しい時期

が続いていますが、６月28日、県高校総体の代

替大会である夏季競技大会が行われました。名
農高は女子団体と男女個人に出場し、男子個人
りょう が

で田中伶 岳君（下名久井）が見事優勝しました。
名農生の努力がコロナの逆境に打ち勝ち、町に明

夏季競技大会への出場メンバー︒部長の田中伶
岳君︵ 前列 ㊧︶が︑男子個人で優 勝︒名農生
の活躍により︑
地域に元気を届けてくれました︒

２年度の名久井農業高校アーチェリー部は部員
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