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大集会室・催し物

16日（土）
9：00〜  開会式　オープニング　認定こども園  はやせ「器楽演奏」

テーマ採用者：吉
よしかわ

川美
み う

有さん（鶴田小６年）の表彰 ほか

13：00〜  一戸平二芸能発表会　必見！人形芝居「日本ーの男良し」

17日（日）
9：00〜  活動報告会

各地区の子どもたちの活動が発表されます。
鶴田町学校・家庭・
地域連携総合推進協議会　

13：00〜  文化協会芸能発表会　新作発表がいっぱい！！！ 鶴田町文化協会　

玄関前・ロビー　
★リンゴ即売会	 ＊16日（土）のみ開催〜15：00まで
鶴田町産のりんご即売会です。

ＪＡつがるにしきた
鶴翔統括支店　

★から芋ごはん試食会（米消費拡大事業）	
11月16日（土）11：30 〜　鹿児島県の郷土料理、「から芋ごはん」を試食してみませんか？

産業課

★お米とリンゴの料理実演	 ＊16日（土）は17：00まで
グループ自慢のカレー 200円。コーヒーは自由に飲めます。　

鶴田町生活改善グルー
プ連絡協議会　

「ランプシェード」その他作品展
農業女性いきいき講座に参加された方々による作品展です。

「ランプシェード」は、極細の毛糸または麻ひもで作られた色鮮やかな作品です。　

鶴田町農家女性
いきいき講座　

研 修 室　
津軽塗展示即売	 ＊16日（土）は17：00まで みちのくクラフト　

岩木川環境展
「我の学校は川　生き物たちは先生」美しい岩木川にしよう！

青森河川国道事務所
五所川原出張所河川モニター

町民教養講座		陶芸作品の展示
みんなで楽しく作った陶芸作品を展示します。ぜひ見に来てください。

町民教養講座
陶芸教室　

花だんコンクール写真展示
花だんコンクール写真を展示しました。　　

鶴田町教育委員会　

サンシャインスクール作品展
サンシャインスクール体験学習の楽しい作品がいっぱいです。　　

放課後子どもプラン
運営委員会　

視聴覚室　
ワールド・イン・つるた	 ＊16日（土）は17：00まで
マックスとエミリーとジャクリンが外国の文化を紹介します。
クラフトづくりも楽しめますので、お気軽にお立ち寄りください。　

企画観光課　

講 義 室　
川柳色紙短冊展　暮らしの中にユーモアを　 川柳鶴田吟社　

会員・たらの芽文芸クラブの作品展	 ＊16日（土）は16：00まで
１日の感動を短歌に詠んで、楽しい思い出に—。 ＊17日（日）は15：30まで

鶴田短歌会　

刺しゅう作品展示	 ＊16日（土）は16：00まで 刺しゅうサークル　

町民文化祭：公民館

イベント会場＆日程
イベント・展示物の内容＆ひとくちコマーシャル
16日土	9：00〜18：00・17日日 9：00〜16：00

※出展、催事が１日のみの場合や時間が異なる場合は枠内に記載しています。

★印は食べ物関係の催事です。
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町民文化祭：体育センター
体育室・催し物
17日（日） 11：00〜  学生部書道パフォーマンス　 鶴田書道会　

体 育 室
昭和の写真展　なつかしき鶴田町 やぎはし写真館　

写真の展示　「出会い・感動・夢発信」の世界をご高覧ください。 鶴田写真クラブ　

体育協会写真展示
今年の県民体育大会やスポーツフェスティバルの写真を展示　

鶴田町体育協会　

書道作品展示
墨の香に癒されてみませんか。

鶴田書道会
瑞珠書道会　

世界平和ポスター展示　鶴田小学校６年生の力作をご覧ください。 鶴田ライオンズクラブ　

梅田の手作り
今年も頑張ります。新作手芸小物を展示しますので、よろしく！

梅田　ひさゑ　

古布を使った手づくり小物と販売	 ＊16日（土）は17：00まで 
古布を再利用して作った小物たちです。	 ＊17日（土）は15：00まで

笹森　恵子　

児童生徒創作展　管内児童生徒の創作作品の数々です。 鶴田町教育委員会　

「湖水荘」作品展
「湖水荘」通所、入所者様と協力した作品です。
来年開催される東京オリンピックへ向けての大作が目玉です。

介護老人保健施設
「湖水荘」　

作品の展示子どもたちと職員の共同作品を展示します。　
児童養護施設

「幸樹園」　

★リンゴ加工品販売	 ＊16日（土）のみ開催  9：00〜 
６年生が心を込めて育てたリンゴで作った加工品です。買ってね。

菖蒲川小学校

鶴凧の展示	
鶴が大空に羽ばたく感動を一緒に味わいませんか。

鶴凧の会

★フードコーナー
ケーキ・パンの販売   ＊16日（土）は16：00まで

お菓子工房たつや

そば・おでん・焼そば ＊16日（土）は16：00まで ㈲竹鼻製麺所

フランク他販売 ＊16日（土）は16：00まで　＊17日（日）は15：00まで 成田精肉店

ラーメン・焼餃子の販売、生麺の販売 ＊16日（土）は16：00まで　＊17日（日）は15：00まで 社会福祉法人  共生会

菓子販売 金山菓子舗

スープ、キンパ、ホットティー ＊16日（土）・17日（日）は10：00〜15：00まで Pinguo（ピングオ）

玄関ロビー・２Ｆギャラリー
納税作品の展示
納税作品（作文・ポスター・習字）の優秀作品を展示します。

鶴田町納税貯蓄組合
連合会

安全安心コーナー	 ＊16日（土）は16：00まで　＊17日（日）は15：00まで
安全安心街づくり。感覚テストで交通安全。

鶴田町駐在所連絡協議
会レディース部　

人権擁護啓発活動	 ＊17日（日）のみ開催  10：00〜15：00
毎月10日は人権相談日。お気軽にお越しください。

鶴田町人権擁護委員会　

防火・防災標語展
町内の小学校高学年を対象とした「日常の防火対策の呼びかけ」や「いざという時に備えての防災」
等に関する標語の入賞作品です。　全国統一標語『ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心』

五所川原地区消防事務
組合　鶴田消防署

自衛官募集展	 ＊17日（日）のみ開催
自衛隊を紹介するコーナーです。ぜひお立ち寄りください。

自衛隊
青森地方協力本部

★印は食べ物関係の催事です。
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町民文化祭：体育センター

町民文化祭：生きがいセンター

町民文化祭：国際交流会館

駐 車 場
新車・中古車の展示・販売	
人気の新車、中古車を展示しております。ぜひご来場ください。

㈲鶴田自動車整備工場　

武 徳 館
フリーマーケット	 ＊16日（土）は16：00まで　＊17日（日）は15：00まで		
安いよ〜 来てけれ、まってます〜 子供服も有ります。

三　　婆　

長靴・サンダルの販売  ＊16日（土）は16：30まで　＊17日（日）は15：00まで ゴトウ靴店　

フリーマーケット	 	＊16日（土）は14：00まで　＊17日（日）は14：00まで 
まってるはんでー

Ｐクラブ　

フリーマーケット	  ＊16日（土）は16：00まで　＊17日（日）は14：00まで 
何があるか、さがしに来てね。

おらだちの会

フリーマーケット	  ＊17日（日）のみ開催  15：00まで 
安いものいっぱいあるはんでみんなで買いに来てけへの〜。

更生保護女性会

衣類販売	 	＊16日（土）は16：00まで
今年もよろしく！

もったいないばあさん　

豪華景品をゲットしよう！
「つるりんを探せスタンプラリー」抽選会

会場内のどこかにあるつるりんスタンプを集めていざ抽選会へ！
今年も、各出店団体から提供の「お楽しみ賞」が盛りだくさんです。
※抽選時間　16日（土） 12：30 〜 15：00 　17日（日） 10：00 〜 14：00

鶴田町教育委員会

遊びの体験コーナー	 ＊17日（日）のみ開催
クラフトづくり・ゲームで楽しもう。☆元気なちびっ子集まれ！！

ジュニアリーダーズ
クラブ「HIZURU」

催 し 物
作品の展示即売	 	＊16日（土）は16：30まで　＊17日（日）は15：00まで
個性的な作品がたくさんそろっています。ぜひご覧ください。

生きがいセンター
陶芸部会　

催 し 物

16日（土） 9：00〜  町内の園児によるおゆうぎ会
次世代を担う子ども達の多様なパフォーマンスをじっくりご覧ください。

鶴田町保育連絡協議会

いのちのまつりいのちのまつり
～早寝・早起き・朝ごはん～

保　健

福　祉
医　療 プレゼントプレゼント

14：00からフラワーポットを
玄関前で17日は、日

「つるりん鍋」「つるりん鍋」 日　時：11月16日（土）11：30～
場　所：鶴遊館　車庫
野菜たっぷり！減塩！鶴田産米粉を
使用したすいとん風の千人鍋です。
皆さん誘い合ってお集まりください。先着順でなくなりしだい終了先着順でなくなりしだい終了

先着順でなくなり次第終了します。

4



いのちのまつり：鶴遊館
ふれあい広場ステージ催し物

16日（土）

10：30 ～		講話「実は気になる　ちょこっともれ」 訪問看護ステーション
連絡協議会　西北五支部

11：30 ～		手話コーラス 手話サークル
でんでん虫

13：30 ～		ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の正しい使用方法と
　　　　	火災報知器のお話 鶴田町赤十字奉仕団

14：00 ～		つるりん体操「つるりんと一緒に体操」 健康保険課

17日（日）

10：00 ～		サークルスマイルズによる楽器演奏
（曲名：パプリカ	他）

サークルスマイルズ

11：00 ～		つるりん体操「つるりんと一緒に体操」 健康保険課

ふれあい広場
がん予防啓発展示コーナー
がん検診パネル展示、各種がん検診パンフレット配布
乳がん自己触診モデルによる触診体験、大腸がんクイズラリー（お土産あるよ‼）

（公財）青森県総合健診
センター　

健康お薬相談会
［※16日㈯ 13：30〜16：00　※17日㈰ 9：30〜15：00］
今岡泰郎先生の健康なんでも相談（17日のみ）、 
薬剤師によるお薬なんでも相談、
薬剤師体験コーナー、アルコールパッチテスト、 
喫煙度チェック、パネル展示、 
パンフレット配布（COPD、禁煙治療等）、
ＯＣＴ、サポーター等の販売 

つるた調剤薬局

歯の健康診断室　
［※17日㈰のみ開催　9：30〜15：00］ 
歯科健診、ブラッシング指導、歯科パネル展示、虫歯予防ポスター展示（町内
小学校入選作品）、成人歯周病健診（ペリオスクリーン、歯援プログラム） 

北五歯科医師会

骨強度測定会
骨強度測定・お試し品配布

森永ストア

お楽しみ抽選会　～空くじなし～
特定健診・各種がん検診・健康づくり講演会等でお配りした抽選券をお持ちください。
空くじなしで健康グッズ等の景品が盛りだくさん！ 

鶴田町
保健協力員協議会

赤十字活動の紹介
パネル展示、赤十字奉仕団活動紹介、救護物資の展示、献血推進

鶴田町赤十字奉仕団

健康相談コーナー
健診結果説明会（予約者優先。今年の特定健診やがん検診の結果通知書を持参された方には 内容
を詳しく説明します。）
メディカルアナライザー（血管年齢測定）による判定と相談、血圧測定、フードモデル・ポスタ
ー展示など

健康保険課

「ジェネリック」、
「重複服薬」、
「多剤投与」って言葉
聞くけど、この機会に
聞いてみよう！

16日土	9：30〜16：00・17日日 9：30〜15：00
※出展、催事が１日のみの場合や時間が異なる場合は枠内に記載しています。
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玄関・ホール
★朝ごはん運動　～地産地消であと一皿の野菜と減塩で健康に～
活動紹介（朝ごはん運動・健診時朝食提供　他）、地元食材を使った健康食試食コーナー、
だしってどんな味？味を見てみよう！

鶴田町食生活改善推進
協議会　みつば会

家族会コーナー
活動紹介、フリーマーケット（手作り小物・雑貨など）、「家族の悩みをお聞きします」コーナー 　

精神障害者家族会
飛
ひ

鶴
づる

会
かい

　

手話は言語です！ みんなで使おう！
年間行事写真・指文字板展示、サークル参加行事紹介、会員作品（ビーズ）等販売、
手話ゲーム

手話サークル
でんでん虫

川柳色紙短冊展
色紙 10点、短冊 20点の展示

川柳鶴田吟社

訪問看護ってなんだろう？
訪問看護ＰＲ活動、ブース内スタンプラリー、ティッシュ配り

訪問看護ステーション
連絡協議会西北五支部

児童図書コーナー
「みんなで創る　四季行事作品展」

四季折々の作品・写真展示
鶴遊館デイサービス

「利用者作品展示」 
秋の果物等（折紙で作成した作品を展示）

デイサービスセンター
鶴東館

「笑って　楽しく　介護予防」 
認知症相談、脳楽寺子屋（脳の健康教室）体験コーナー、パソコンゲームを使った認知症予防体験

鶴田町
地域包括支援センター

栄養相談室
親子であそぼう・読み聞かせコーナー
絵本の読み聞かせ・あそびコーナー、子育て支援センターの活動内容の展示、
リフレッシュタイム・出張保育（乳幼児健診）、育児講座・誕生証書交付式

鶴田町子育て支援センター
（つるた乳幼児園内）

親子で楽しむハンドメイドコーナー
ハンドメイド体験、つるた街プロジェクト活動報告、ハンドメイド作品　展示・販売

つるた街プロジェクト
＆昭和花の乙女組

娯楽室前ホール
★喫茶つるりん
おしゃべり喫茶コーナー「コーヒーやお茶を飲みながら、ゆったり一休みしませんか？」

鶴田町傾聴ボランティア
つるりんの会

娯 楽 室
17日（日） 10：30～11：00  むし歯ゼロ表彰式　 健康保険課

介護実習ハウス
「笑って　楽しく　介護予防」

ココリラ体操、ヨーガ、笑いヨガ、フラダンス（開催風景写真展示）、
カラオケクラブ　１曲無料体験、ノルディック・ウォーク体験会（16日のみ）
脳楽寺子屋（脳の健康教室）体験コーナー、スマイルハウス手芸展示・販売

鶴田町
地域包括支援センター

車庫・駐車場
★「つるりん鍋」無料試食会（先着順でなくなり次第終了します。） 
11月16日（土）11：30 〜　野菜たっぷり！減塩！鶴田産米粉を使用したすいとん風の
　　　　　　　　　　　　　　　千人鍋です。皆さん誘い合ってお集まりください。

健康保険課

★鶴のように羽ばたく鶴花塾
花苗、花鉢販売、焼きいも販売、正月用ミニマスコット飾り販売

就労継続支援事業所
鶴花塾

★贈答用りんご、農産物即売会
今年も絶品の贈答りんごと農産物をそろえてお待ちしております。

鶴田町みどりの会

いのちのまつり：鶴遊館 ★印は食べ物関係の催事です。
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第38回町民文化祭巡回ワゴン車運行時刻表
11月16日㈯午後・17日㈰午前と午後

◎山　　道（８：30）➡ 松　　倉（８：35）➡ 横　　萢（８：40）➡ 瀬 良 沢（８：45）➡

　　 沖 　（８：50）➡ 中　　野（８：55）➡ 胡 桃 舘（９：00）➡ 　 境 　（９：05）➡

　公 民 館（９：15）

神社前

佐々木幸雄様宅前

公民館前

文化センター前

相川つよ様宅前

新岡組前

原商店前

釜萢静子様宅前

成田商店前

◎野　　木（10：50）➡ 前 中 野（10：55）➡ 間　　山（11：00）➡ 廻　　堰（11：05）➡

　妙 堂 崎（11：10）➡ 田 の 尻（11：15）➡ 尾　　原（11：20）➡ 後 中 野（11：25）➡

　木　　筒（11：30）➡ 公 民 館（11：35）

元農協支店前

妙堂崎ストア前

元農協支店前

長内久義様宅前

元分校前

公民館前

瀬戸商店前

瓜田商店前

文化センター前

文化センター前

◎強　　巻（10：05）➡ 大　　巻（10：10）➡ 新 田 子（10：15）➡ 亀　　田（10：20）➡

　公 民 館（10：25）
奥瀬多衛様宅前

公民館前

旧神商店前 ふれあいセンター前 旧斉藤商店前

◎大　　性（９：30）➡ 菖 蒲 川（９：35）➡ 鶴　　泊（９：40）➡ 公 民 館（９：45）
消防屯所前 元農協支店前 消防屯所前 公民館前

午　前

◎公 民 館（13：00）➡ 山　　道（13：10）➡ 松　　倉（13：15）➡ 横　　萢（13：20）➡

　瀬 良 沢（13：25）➡ 　 沖 　（13：30）➡ 中　　野（13：35）➡ 胡 桃 舘（13：40）➡

　　 境 　（13：45）➡ 公 民 館（13：55）

公民館前

釜萢静子様宅前

成田商店前

神社前

佐々木幸雄様宅前

公民館前

文化センター前

相川つよ様宅前

新岡組前

原商店前

◎公 民 館（15：45）➡ 野　　木（15：55）➡ 前 中 野（16：00）➡ 間　　山（16：05）➡

　廻　　堰（16：10）➡ 妙 堂 崎（16：15）➡ 田 の 尻（16：20）➡ 尾　　原（16：25）➡

　後 中 野（16：30）➡ 木　　筒（16：35）➡ 公 民 館（16：40）

公民館前

文化センター前

文化センター前

元農協支店前

妙堂崎ストア前

元農協支店前

長内久義様宅前

元分校前

公民館前

瀬戸商店前

瓜田商店前

◎公 民 館（15：00）➡ 強　　巻（15：05）➡ 大　　巻（15：10）➡ 新 田 子（15：15）➡

　亀　　田（15：20）➡ 公 民 館（15：30）
奥瀬多衛様宅前

公民館前

旧神商店前 ふれあいセンター前公民館前

旧斉藤商店前

◎公 民 館（14：15）➡ 鶴　　泊（14：20）➡ 菖 蒲 川（14：25）➡ 大　　性（14：30）➡

　公 民 館（14：40）
消防屯所前 元農協支店前 消防屯所前公民館前

公民館前

午　後

17日から

16日と17日

●公 民 館　　電話 ２２-２８１８
（町民文化祭開催中 問い合せ先）

●鶴 遊 館　　電話 ２２-３３９４

●生きがいセンター　電話 22-5416
●国 際 交 流 会 館　電話 22-2111
●事務局　教育委員会　電話 22-2111

（内線211、212）
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