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話 題 い ろ い ろ

　教育委員会主催によるひらがな・かきかた講座が中央公
民館研修室で行われ、小学校1～4年生の児童10人が、講
師を務めた書家の渡邉眞理子さんから、ひらがなの書き方
指導を受けました。この講座で児童が書いたものは、第
28回全国ひらがな・かきかたコンクールに出品されます。

きれいにひらがなを書くコツは

大健闘！町村の部総合第3位

7　
　23

　田澤隆さん（諏訪堂）が、青森県の事業を活用して「い
なかだて田んぼアート黒サイダー」を商品化し、村長に完
成を報告しました。黒米の風味がするこのサイダーは、田
んぼアート商店街（役場駐車場内）と道の駅いなかだてで
販売されています。

　川部松葉会、和泉松葉会会員による環境美化活動が、県
道110号黒石藤崎線沿いの花壇で行われました。参加した
会員約20人は、花壇の配置図を確認しながら、用意したマ
リーゴールドや3色すみれなどの苗約2,000本を植えました。

　第71回市町村対抗青森県民体育大会が西北地域を会場
として行われました。村体育協会加盟の競技団体から13
競技14種目が参加し、ソフトボール女子、ママさんバレー
ボール、ゲートボール、サッカーが優勝のほか上位入賞の
競技も多く、好成績を残しました。

異色のご当地サイダー

具材の調理から食育を学ぶ

花壇整備で地域づくり

7　
　22

7　
　28

　遊稲の館で第8回どろリンピックが行われ、村内外から約
40人が参加しました。水田の中で綱引きやビーチボール取
り競争などが行われ、参加者は泥まみれになりながら7つの
競技を楽しみました。また、この日は共育型地域インターン
シップ in 田舎館の一環で、弘前大学の学生も参加しました。

　食生活改善推進員会主催によるおやこの食育教室が中央
公民館調理室で行われ、小学校の児童と保護者約40人が
参加しました。参加者は会員から食育の効果と調理実習に
ついて説明を受けた後4班に分かれ、野菜や卵を使った冷
やしそうめん、副菜にスープ、デザートを調理しました。

子どもも大人も楽しく泥遊び7
24
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　27

7 
30，31
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夏の夜を照らす多彩なねぷた8　
　４

話 題 い ろ い ろ

　商工会、子ども会育成連絡協議会、中央公民館共催による第41回田
舎館村ねぷた合同運行が行われ、15団体のねぷたが出陣しました。14
団体は、趣向を凝らしたねぷたを引きながら囃子に合わせて力強い掛け
声をあげ、中学校から役場までを練り歩き、畑中保育所のねぷたは役場
付近から参加しました。沿道や役場の表彰会場へ次々とねぷたが姿を現
すたびに、集まった観衆から拍手や歓声が送られました。

村長賞 前田屋敷ねぷた愛好会
議長賞 垂柳ねぷた親和会
商工会長賞 大根子ねぷたの会
教育長賞 堂野前ねぷた会
子ども会育成連絡協
議会長賞 川部ねぷた愛好会

JA津軽みらい賞 畑中部落会
田舎館郵便局長賞 境森ねぷた愛好会
川部和泉郵便局長賞 田舎舘子ども会
田舎館ライオンズク
ラブ会長賞 田舎館保育園

東信田舎館支店長賞 十二川原ねぷた会
㈱ムツミテクニカ賞 大曲部落会
㈱エフエムジャイゴ
ウェーブ賞 高樋ねぷた会

㈱アイナック賞 境松ひまわり子供会
建設協会長賞 豊蒔子供会
審査対象外 畑中保育所
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話 題 い ろ い ろ

集落の毎戸を訪問

　8月1日付で村から委嘱を受け、地域おこし協力隊員として須藤琴恵さんが着任しました。地域おこし協力隊員は今後、
地域づくり団体の支援や特産品開発、村の魅力発信など、地域活性化のための協力活動を行います。地域おこし協力隊員
の活動内容は、青森県田舎館村地域おこし協力隊（Facebookページ）で随時発信していきます。

　むらの魅力再発見事業で村から委託を受けている、群馬
県の公立高崎経済大学学生13人が来村し、2回目の視察を
行いました。学生は前回の来村を経て、村の地域づくり団
体や観光産業に対する提言を作成しており、その内容につ
いて、村と意見交換を行いました。

　前田屋敷集落で権現様が行われました。権現様は、神明
宮の敬神会が前田屋敷ねぷた愛好会の協力を受けて実施。
早朝に神明宮を出発し、各家庭の玄関先や神棚で「払いた
まえ、清めたまえ」とお払いをし、家内安全、悪疫退散を
願いました。

東京都小平市から着任

ツアーでお米の魅力を検証

村の現状を視察

　八反田集落の友舞会館で、小中学校のALT（外国語指導
助手）として着任したトーマス・ジマーマンさんのウェル
カムパーティーが行われました。トーマスさんはアメリ
カ・アラスカ州出身で日本への留学経験もあり、生まれ故
郷の特徴や自己紹介を交えて、日本語で挨拶をしました。

　共育型地域インターンシップ in 田舎館の弘前大学学生
が企画した「田舎館村お米ツアー」の模擬実験が、同大学
学生5人を対象に行われました。ツアーでは田んぼアート
や垂柳遺跡の見学、紫黒米のおはぎ作り体験を行い、観光
客に向けたツアー提案を目指して検証を行いました。

日本語も得意なトーマスさん 8 
６，７

8　
　16

8　
　５

8　
　９

地域
おこし
協力隊

氏　　名：須藤 琴恵
生年月日：昭和59年2月10日
出　　身：平川市
趣　　味：音楽鑑賞、絵画
自己紹介：19歳で上京し、この度Uターンし

てきました。これまで得た知識と
自分なりの発想で、村を一層盛り
上げていけるよう努めます。

プロフィール



もったいない・あおもり
県民運動キャラクター
「エッコー」
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今月の納税相談
と　き ところ

休日納税相談 9月25日（日）
午前9時～午後4時

税務課窓口
夜間納税相談 9月28日（水）

午後5時～午後7時

▽問い合わせ／税務課徴収係（内線123）

今月の納税
　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）

▽問い合わせ／
　固定資産税…税務課固定資産係（内線121）
　国民健康保険税、後期高齢者医療保険料
　　　　　…厚生課国保係（内線151、157）
　介護保険料…厚生課介護保険係（内線156）

天皇皇后両陛下 行幸啓記念パネル展開催
　平成26年9月25日、天皇皇后両陛下が本村においで
になり田んぼアートをご覧になりました。両陛下がご訪
問された際の思い出の写真をパネルにし、展覧会を開催
いたします。皆様の多数のご観覧をお待ちしております。
○と　き／9月26日（月）～10月21日（金）
 午前8時15分～午後5時（土・日・祝日を除く）
○ところ／役場1階エントランスホール
○観覧料／無料

▽問い合わせ／総務課人事係（内線225）

国民健康保険被保険者証の更新について
　現在使用されている国民健康保険被保険者証の有効期
限は、平成28年9月30日までとなっています。
　10月1日からの新しい被保険者証は、9月下旬に加入
されている皆様へ郵送します。

▽問い合わせ／厚生課国保係（内線157）

お問い合わせの際は、各課の内線番号をお伝えください。

役場 ☎58-2111（代表）役場からのお知らせ

ごみの収集について
今月の粗大ごみ収集日
　9月28日（水）
生ごみを減らそう　～3つの「きる」～
　紙ごみや衣類のほかにも、私たちが今日からできるごみ減量の取組として、3つの「きる」があります。
　家庭から出る可燃ごみのおよそ5割が生ごみであり、そのうちおよそ2割がまだ食べられるのに捨ててしまう食品、
いわゆる食品ロスです。少しの心がけで、毎日の食事から出るごみを減らすことができるのです。
○1つ目の「きる」　～食材は使いきる！～
・普段から家族が食べられる適量を知り、買いすぎないようにしましょう。
・買い物前に冷蔵庫の中身など残っているものを確認し、残りそうなものを買うのは控えましょう。
・買い物前に献立を考え、買い物メモを作ってから出かけ、不必要な買い物を控えましょう。
・野菜などの食材を使いきるときは、なるべく食べられる部分を捨ててしまわないようにしましょう。
○2つ目の「きる」　～料理は食べきる！～
・料理が捨てられてしまうことがないよう、家族の予定や人数に合わせて作りすぎないようにしましょう。
・料理が残ってしまったら、少しアレンジを加えて違う料理にするリメイクを考えてみましょう。
・どうしても食べきれない時は、ご近所におすそ分けや、冷蔵、冷凍をするようにしましょう。
○3つ目の「きる」　～生ごみの水気をきる！～
・生ごみの重さのうち約8割は水分となっています。三角コーナーや水切りネットなどを使って、生ごみの水気をきり
ましょう。きちんと水気をきってからごみに出せば、ごみの重量を減らせるだけでなく、生ごみを燃やすエネルギー
も節約することができます。

・野菜くずや果物の皮は、ざるや新聞紙などにのせ風通しのいいところに置いて、乾燥させてからごみに出しましょう。

▽問い合わせ／厚生課環境衛生係（内線153）

第24回稲刈り体験ツアー参加者大募集
○と　き／10月2日（日）
　　　　　午前8時30分　受付開始、中央公民館にて
　　　　　午前9時30分　開会式
○ところ／役場東側水田
○参加料／無料（おにぎり、豚汁付）
○申込締切／9月23日（金）
○定　員／1,300人　　○持ち物／稲刈り鎌、軍手、長靴等
　※人数制限がありますのでお早めにお申し込みください。
　　申込締切前に定員に達した場合、お断りすることもあります。また、当日の人数変更は受け付けません。

▽申し込み・問い合わせ／田舎館村むらおこし推進協議会（事務局　企画観光課商工観光係）☎58－2111（内線242、243）
　　　　　　　　　　　 メールアドレス　muraokoshi@vill.inakadate.lg.jp

I n f o rm a t i o n
お知らせ
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今月のお知らせ

平成28年度臨時福祉給付金、
障害・遺族年金受給者向け給付金のお知らせ

　平成26年4月からの消費税率引き上げによる影響を
緩和するため、所得の少ない方に対し、制度的な対応を
行うまでの暫定的な措置として、臨時福祉給付金を給付
します。また、「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金
引上げの恩恵が及びにくく、所得の少ない障害基礎年
金・遺族基礎年金等受給者の方を支援するため、障害・
遺族年金受給者向け給付金を給付します。
平成28年度臨時福祉給付金
○支給対象者
　平成28年1月1日に田舎館村に住民票のある方で、平
成28年度分の住民税が課税されていない方。ただし、
住民税が課税されている方の扶養親族、生活保護受給者
は対象外となります。
○支給額／対象者1人につき3,000円
障害・遺族年金受給者向け給付金
○支給対象者
　平成28年1月1日に田舎館村に住民票のある方で、上
記「平成28年度臨時福祉給付金」の支給対象者のうち、
平成28年5月分の障害基礎年金・遺族基礎年金等を受
給している方。ただし、先に実施した高齢者向け給付金
（年金生活者等支援臨時福祉給付金）を受給した方は対
象外となります。
○支給額／対象者1人につき30,000円
申請について
　上記2つの給付金の支給対象となる可能性のある方及
び世帯に対して、給付申請書を送付します。両方の支給
対象者に該当する方は2つの給付金を受給できます。
　住民税が課税されている村外在住者の扶養親族等に
なっている方などは、本人が非課税であっても対象外と
なります。申請書が送付された方全員が必ず給付金の対
象になるというわけではありませんのでご注意ください。
○受付期間／9月12日（月）～12月28日（水）
　　　　　　午前8時15分～午後5時（土・日・祝日を除く）
○受付場所／役場厚生課福祉係
　申請書及び同封のお知らせに記載された必要書類とと
もに、期間内に申請してください。なお、両方の給付申
請書が送付された方は、必ず両方の申請書を持参してく
ださい。

▽問い合わせ／厚生課福祉係（内線154、155）

困ったら 一人で悩まず 行政相談
10月17日（月）～23日（日）は「行政相談週間」です
　村民の皆様が毎日の暮らしの中で、役所が行う仕事に
関する苦情や意見、要望などがあった時に、最も身近な
相談相手になるのは行政相談委員です。
　道路・河川、年金、医療保険、老人福祉、登記、労働
基準、雇用保険、自動車検査・登録、窓口サービスな
ど、役所が行う仕事について、苦情や要望があるがどこ
へ話をしたらよいかわからない、制度や仕組みを知りた
い、困りごとがあるがどこに相談してよいかわからない
など、お気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は
厳守します。

▽問い合わせ／住民課住民係（内線164）
　　　　　　　青森行政評価事務所行政相談
　　　　　　　☎017－734－3354

国民年金だより
国民年金保険料の追納制度について
　国民年金保険料の全額または一部免除、障害年金を受
けている期間や生活保護の生活扶助を受けている期間な
ど、本人からの届出により保険料が全額免除される法定
免除、保険料の納付猶予、学生納付特例を受けた期間が
あると、保険料を全額納付したときに比べ、老齢基礎年
金の年金額が少なくなります。そこで、将来受け取る老
齢基礎年金の年金額を増やすために、10年以内であれ
ばこれらの期間の保険料をさかのぼって納めることがで
きます。
○追納に関する注意事項／
・免除等を受けた期間の翌年度から数えて、3年度目以
降に追納する場合は加算額が上乗せされます。
・一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を
納付していない場合は追納できません。
・老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。
・追納は、免除等を受けた期間のうち、原則古い期間の
保険料から納めることになります。
・追納するためには、申し込みが必要です。

▽申し込み・問い合わせ／住民課保育年金係（内線161）
　　　　　　　　　　　 弘前年金事務所　☎27－1339

しっかり積み立て、がっちりサポート
ご存じですか？農業者年金

Q1　農業者年金とは？
　国民年金の上乗せ年金として、農業者だけが加入でき
る年金制度です。①国民年金第1号被保険者で、②年間
60日以上農業に従事する、③60歳未満の方ならどなた
でも加入できます。掛金は月20,000円から67,000円ま
で自由に選択できます。認定農業者で青色申告をしてい
るなどの農業の担い手には政策支援（国庫補助）もあり
ます。
Q2　農業者年金は安心して加入できる制度なの？
　少子高齢化時代に強い積立方式の年金です。現在の農
業者年金制度は、自らが積み立てた保険料とその運用益
により将来受け取る年金額が決まります。加入者や受給
者数に左右されにくい、長期的に安定した制度となって
います。
Q3　農業者年金には税制面でメリットがあるってほんと？
　公的年金ならではの優遇措置。所得税、住民税が節税
に！支払った保険料は全額社会保険料控除の対象になり
ます。また、将来受け取る農業者年金も公的年金等控除
の対象です。

▽問い合わせ／農業委員会（内線131）
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その他お知らせ
平成28年社会生活基本調査にご協力ください

　総務省統計局及び青森県では、10月20日現在で社会
生活基本調査を実施します。この調査は、私たちが1日
のうち、仕事、家事、地域の活動などにどのくらいの時
間を費やしているか、過去1年間の自由時間にどのような
活動を行ったかなどについて調査し、仕事と生活の調和
（ワークライフバランス）の推進、少子高齢化対策などの政
策に必要な基礎資料を得ることを目的として実施します。
　10月上旬から中旬にかけて、調査をお願いする世帯
へ調査員が伺いますので、調査の趣旨をご理解いただ
き、ご協力をお願いいたします。
○ホームページアドレス／
・青森県
　http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kikaku/
tokei/28syakai.html

・総務省統計局
　http://www.stat.go.jp/data/shakai/2016

▽問い合わせ／青森県企画政策部統計分析課
　　　　　　　☎017－734－9169

自衛官募集案内

募集種目 資格 受付期限 試験日

防衛大学校
（一般前期）

高卒（見込
み含）
21歳未満

9月30日
（金）

11月5日（土）・
　　 6日（日）

防衛医科大学
校医学科学生

10月29日（土）・
　　 30日（日）

防衛医科大学
校看護科学生
（自衛官候補
看護学生）

10月15日（土）

　受験資格など詳細については、下記へお問い合わせく
ださい。

▽問い合わせ／自衛隊青森地方協力本部弘前地域事務所
　　　　　　　☎27－3871

村お達者くらぶ開催のお知らせ
　65歳以上の方を対象に、加齢に伴う転倒予防・認知
症予防を目的として、村お達者くらぶを開催します。
○と　き／10月14日（金）　午後1時～午後3時
○ところ／村中央公民館大ホール
○テーマ／全地区合同カローリング
○参加費／無料
○申込締切／10月5日（水）
　無料送迎いたします。希望する方はお申し込みの際に
併せてお知らせください。

▽問い合わせ／村地域包括支援センター　☎58－3704

I n f o rm a t i o n

田舎館村長選挙
　任期満了に伴う田舎館村長選挙が10月30日（日）に執行されます。政治への参加は、まず1票から。貴重な1票を、
皆様そろって投票しましょう。なお、田舎館村長選挙の投票時間は午後７時までとなりますので、お間違いのないよ
うにお願いします。
○投票時間／午前7時～午後7時
○投票所／投票所入場券に記載されている、各地区で指定された投票所
○投票できる方／平成10年10月31日までに生まれた方で、平成28年7月24日以前から田舎館村の住民基本台帳に
登録され、投票日まで引き続き村内に住所がある方

期日前投票・不在者投票について
　投票日に仕事や用事などの予定がある方は、期日前投票ができます。また、青森県が指定している病院、介護施設
等に入院または入所している方、仕事などで村外に滞在している方は不在者投票となりますので、お早めに請求手続
（告示日前可能）をお執りください。
○投票期間／10月26日（水）～10月29日（土）
　　　　　　※告示日の翌日からとなりますので注意してください。
○投票時間／午前8時30分～午後8時
○投票場所／役場1階エントランスホール
投票用紙について
　田舎館村長選挙の投票用紙は、当日投票用は記号式（〇の記号）、期日前・不在者投票用は自書式で、紙色は白色、
黒刷りです。
立候補予定者説明会の開催について
　田舎館村長選挙に立候補を予定している方を対象に、立候補届出に関する説明会を次のとおり開催します。
○と　き／10月3日（月）　午後2時
○ところ／役場3階委員会室

▽問い合わせ／選挙管理委員会（内線162）

告示日 投票日10月25日（火） 10月30日（日）
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弘前･十和田シャトルバス大学生割引、
団体割引が始まります

　りんごのふるさとシャトルバス運営協議会では、大学
生や各種団体の利用者向けに新しく料金割引を開始しま
す。十和田湖の美しい景色を手軽に体感してみません
か。とてもお得な料金設定となっておりますので、皆様
のご利用をお待ちしております。詳しくは津軽なびホー
ムページをご覧ください。
○対象／大学生（短大、院生含む）または1団体10人
以上の利用者

　※大学生は学生証の提示が必要です。
○対象コース／弘前→十和田シャトルバスの往復コース
　※片道利用は対象外となります。
○適用条件／
・割引は8月1日以降の予約分から適用します。
・割引料金のご利用は、利用日の7日前までに予約が必
要です。

○料金／

運行コース 通常 割引後

弘前→十和田湖 5,000円 3,000円

弘前→十和田市現代美術館 6,500円 4,000円

○運行期間／11月30日までの土・日曜日
○ホームページアドレス／
　http://www.tsugarunavi.jp/shuttlebus/index.html

▽予約・問い合わせ／弘南バス（株）観光部　☎38－2255

動物ふれあいフェスティバル2016　
～つなげよう愛護の思い～　開催のお知らせ

　青森県動物愛護センターでは、動物愛護と適正飼養の
普及啓発を目的として動物ふれあいフェスティバルを開
催します。なお、フェスティバルは雨天でも開催します。
○と　き／9月24日（土）、25日（日）　
　　　　　午前10時～午後4時
○ところ／青森県動物愛護センター
○行事内容／動物ふれあい体験、乗馬体験、犬のしつけ
方教室、ワンリンピック、犬猫避難訓練、迷子札用マ
イクロチップの展示･体験、クイズでGO、犬猫から
人にうつる病気、工作コーナー、譲渡犬同窓会、譲渡
猫近況報告写真展、命の花（青森県立三本木農業高
校）、ほか

▽問い合わせ／青森県動物愛護センター
　　　　　　　☎017－726－6100

青森地方法務局からのお知らせ
全国一斉！法務局休日相談所の開設について
　青森地方法務局では、法務局が所掌する登記、人権等
に関する特設の無料相談所を開設します。相談は秘密厳
守、予約優先でお一人につき30分以内としますので、
事前にそれぞれの会場へ電話で予約をお願いします。
○と　き／10月2日（日）　午前10時～午後3時
○ところ／青森地方法務局
　　　　　青森地方法務局弘前支局
　　　　　青森地方法務局八戸支局
○相談内容／土地建物の登記、相続、境界、遺言、近隣
とのトラブル、高齢者や子どものいじめ等
○担当者／法務局職員、公証人、弁護士、司法書士、土
地家屋調査士、人権擁護委員
公証人による遺言についての講演
○とき／10月2日（日）　午前10時～午前10時50分

ところ 講師

青森地方法務局 青森公証人合同役場公証人

青森地方法務局弘前市局 弘前公証人役場公証人

青森地方法務局八戸支局 八戸公証人役場公証人

※講演は予約優先とします。
司法書士による相続登記についての講演
○とき／10月2日（日）　午前11時～午前11時50分

ところ 講師

青森地方法務局
青森県司法書士会所属

司法書士青森地方法務局弘前市局

青森地方法務局八戸支局

※講演は予約優先とします。

▽予約・問い合わせ／
　青森地方法務局　　　　　☎017－776－6231
　青森地方法務局弘前支局　☎26－1150
　青森地方法務局八戸支局　☎0178－24－3351
10月1日から7日までは「公証週間」です
　公証人は、国の一機関として地域住民の生活、財産な
どの権利を守り、公正な立場で、トラブルを未然に防ぐ
ために活躍しています！法律の専門家である公証人が作
成する公正証書は公文書であり、これによって大切な権
利を守り、私的紛争の予防を図っています。
　手数料は法定されており、公証事務に関する相談は無
料です、お気軽にご相談ください。
○公証人の主な業務／
・公正証書で、遺言書や契約書、養育費の給付契約書な
どを作成し、大切な財産や子どもの将来を守ります。
・任意後見契約書を作成し、老後の安心を確保します。
・定款認証で適法な会社を設立します。
○青森県内の公証人役場／

公証人 問い合わせ

青森公証人合同役場 本多 裕一郎 017－776－8273

弘前公証役場 藤部 富美男 34－3084

八戸公証役場 高村 一之 0178－43－1213

今月のお知らせ
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お誕生おめでとうございます

櫻　庭　蒼
あお

　唯
い

 ちゃん
（進・松子）二 津 屋

成　田　悠
ゆう

　士
し

 くん
（東希男・佳奈）和　　泉

ご結婚おめでとうございます

乘　田　康　之 青 森 市
品　川　聖　羅 十二川原
成　田　充　正 川　　部
長　内　千　穂 黒 石 市
櫻　庭　健太郎 弘 前 市
青　出　安　代 高　　田
一　戸　健　佑 川　　部
舘　山　美喜子 弘 前 市
福　井　絢　一 弘 前 市
福　士　真　美 前田屋敷
福　士　　勉 板 柳 町
福　士　亜矢子 川　　部
　北　　大　輔 弘 前 市
工　藤　里　奈 大 根 子
工　藤　慎　也 青 森 市
八木澤　梨　奈 田 舎 舘

おくやみ申し上げます

古　川　せ　い（79歳） 川　　部
工　藤　フサヱ（94歳） 田 舎 舘
稲　葉　昌　子（76歳） 畑　　中
花　田　奈津子（43歳） 前田屋敷
浅　利　一　弘（88歳） 大 根 子
清　藤　榮　子（86歳） 高　　田
小　野　タカヲ（88歳） 垂　　柳

▽問い合わせ／総務課庶務係　☎58－2111（内線222）

☎58-2151防災無線を
聞き逃したら!!

　防災無線で放送された内容を聞き逃した時は、右記の電話番号に
かけると聞くことができます。ぜひご利用ください。

戸 の籍 窓 7月21日～8月20日受付
本村に現住所のある方を掲載しております。 敬称略

・最強の働き方  ムーギー・キム／著　東洋経済新報社
・一流の睡眠  裴英洙／著　ダイヤモンド社
・脳にきく色　身体にきく色 
  入倉隆／著　日本経済新聞出版社
・登山外来へようこそ 大城和恵／著　KADOKAWA
・コンビニ人間 村田沙耶香／著　文藝春秋

・闇に香る嘘 下村敦史／著　講談社
・猿の見る夢 桐野夏生／著　講談社
・鋼のメンタル 百田尚樹／著　新潮社
・ワニのワッフルケーキやさんワニッフル 
 谷口智則／著　アリス館
・つばめこうくう もとやすけいじ／著　佼成出版社

 ほか

新刊図書のご案内図 書 室 だよ り

▽問い合わせ／中央公民館　☎58－2250

社
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人口と世帯

（平成28年 8月末日現在）

男 3,800人 （－5）

女 4,246人 （－5）

計 8,046人（－10）

世帯数 2,713世帯 （－3）

（　）は前月との比較

県内の交通事故概況
（平成28年 8月末日現在）

8　　月
県　内 村　内

件  数 345（2,377） 6（27）

死  者 3 （23） 0 （0）

傷  者 458（2,415） 10（40）
（　）は１月からの累計
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名前：菊地咲
さ ら

空さん
学級：6年 1組
地区： 八反田
一言：「4年生から剣友会スポーツ
少年団に所属し、剣道をしています。
より強い選手になれるよう、中学校
でも練習を頑張ります。」

村の木　サイカチ

村の花　稲の花

真剣な取組に
一喜一憂

今月の
表紙

※広報では、10月生まれのお子さんの写真を募集中です。（9月20日締切）❶氏名（ふりがな）❷生年月日❸住所❹両親の氏名
　❺コメントなどを書いて、企画観光課企画係まで郵送またはご持参ください。写真は後日お返しします。

平成22年9月17日生
父…忠道さん　母…真美さん
「来年はピカピカの1年生☆」

須藤 幸
ゆ ら

良ちゃん

畑　中

平成24年9月19日生
父…和紀さん　母…牧子さん

「すっかり口調も大人びて、毎日マ
マと本気のけんか（笑）それでも素直
で世話好きな優しい女の子です♡」

阿保 柚
ゆ ず き

姫ちゃん

川　部

平成26年9月8日生
父…大和さん　母…由佳さん

「体を動かすことが大好き！最近はかえるのう
たやかたつむりのうたを毎日歌っています。
伸びのび元気でユーモアなゆずでいてね♡」

佐藤 ゆずちゃん

大　袋

Happy Birthday 9月生まれのおともだち

小学生による
　今月の題字

　７月２４日、村民相撲場で第１４回栃ノ海杯少
年相撲大会・第１０回栃ノ海杯中学校相撲大
会が行われ、県内外の小、中学生合わせて約
２００人が参加しました。田舎館相撲クラブは
小、中学校の団体戦、各学年の個人戦にそれ
ぞれ出場。団体戦の入賞は逃したものの、各
学年の個人戦では６人が上位入賞を果たしまし
た。集まった観衆は、少年・少女力士の真剣
な取組に大きな声援を送っていました。

  あとがき
　もし村内で、身長が高くて爽やかな外
国人男性を見かけたら…その方はきっと
8月からALTとして着任したトーマス・ジ
マーマンさんです！週末は村内をよく散策
しているそうです。彼は日本語が得意な
ので、見かけたらぜひ村のことをいろい
ろと教えてあげてくださいね。

坂本光学（株）は光学レンズの加工を主とする企業で、昭和57年
3月に村へ設立され、現在4名の従業員が業務に取り組んでいます。
加工を行うレンズは、固形ガラスから肉厚、外径、形状など用途
に応じて様々な種類の切削が行われ、コーティングを施してカメラ
類や医療機器、天体望遠鏡など多くの製品へ使用されます。業務
は、技能者本人の感覚が製品精度に反映されるほど繊細な作業が多
く忍耐力が求められますが、1ヶ月に約100種類、年間10,000枚
以上の加工をするほか、メーカーの試作も行うなど日々進化するレ
ンズ機器の一端を担って
いる仕事です。

誘致企業だより 坂本光学株式会社


