
　３つの習慣
　❶  寝たばこは絶対やめる
　❷ ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する
　❸ 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
　❶ 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する
　❷ 寝具や衣類、カーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する
　❸ 火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する
　❹ お年寄りや身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

× ×
ｚｚｚ

秋の火災予防運動
平成 30年度統一標語

『忘れてない？サイフに
スマホに火の確認』

　10月15日(月)から21日(日)までの１週
間、県下一斉に「秋の火災予防運動」が実
施されます。この季節は日増しに寒くな
り、火を取り扱う機会が多くなります。暖
房器具の点検はお済みですか？ちょっとし
た油断や火の取り扱いの不注意が火災の原
因になることがあります。
　住宅用火災警報器はもう取り付けました
か？尊い命や貴重な財産を失うことのない
よう、もしもの時に備え、まだ取り付けて
いない人は早めの設置をお願いします。ま
た、家族みんなで避難方法や消火器の位置
などをもう一度確認し、次の「住宅防火　
いのちを守る　７つのポイント」を実行
し、自分の家は自分で守るよう心掛けてく
ださい。

消防署NEWS.Fire
station
news

高速道路で二輪車の死傷事故多発！！
　東北管内の高速道路において、二輪車の死傷事故が多発しています。
　県内においても８月18日11時頃、大型バイクが中央分離帯に衝突して１人の
方が亡くなりました。
　ライダーの皆さまは、プロテクターなどを着用し、安全速度を守って楽しい
ツーリングにしましょう！

check! 　頭部への損傷が多いことからヘルメットをかぶるのはもちろんで
すが、胸部や腹部の損傷が多いことも二輪車事故の特徴です。
　プロテクターを着用していれば、命が助かった可能性もありま
す。自分の身を守るため、プロテクターやエアバックジャケットを
着用しましょう！ [問合せ]東日本高速道路㈱青森管理事務所

　　　　 ☎017-782-1431

二輪車死者の負傷主部位
(平成29年中)

頭部
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平川市消防団が青森県消防操法大会に出場しました
　第30回青森県消防操法大会が８月25日
に青森県消防学校で行われ、平川市消防
団からは尾上地域東地区を管轄する第４
方面隊（第11分団、第13分団、第16分団）
の選抜隊が出場しました。
　本大会では、県内８地区からそれぞれ
の代表消防団が出場して練習の成果を披
露し、平川市消防団は８消防団のうち、
第４位となりました。

[問合せ]　総務課　消防防災係　
　　　　　 ☎44- 1111 （内線1352・1354）

長期間にわたる練習から、当日の大会まで、おつかれさまでした！

[問合せ]　弘前消防本部予防課　☎32-5104
　　　　   または、最寄りの消防署、分署へ

ガスコンロの
消し忘れ！×

寝たばこ

紙類

衣類

＼シルバー人材センター新入会員大募集／

　シルバー人材センターは、地域の日常生活に密着した就
業機会を提供することにより、高齢者の「居場所」と「出番」
をつくり、「生涯現役社会」を実現するため、その受け皿
としての役割を担っており、高齢者の生きがいの充実や社
会参加の促進、地域社会の活性化に寄与することを目的と
して活動しています。
　平川市シルバー人材センターでは、市内に在住の健康で
働く意欲と能力のある60歳以上の方を対象に会員を随時

募集しております。毎月説明会を開催しておりますので、
興味のある方はぜひセンターを訪ねてください。

○日時　毎月第３水曜日10時から　
○場所　平賀農村環境改善センター
○入会に必要なもの
　ゆうちょ銀行口座、認印、
　年会費（3,000円）、
　互助会費（500円）

[問合せ]　公益社団法人　平川市シルバー人材センター　☎44-7318

平成30年度 

防災気象講演会を開催します

9月から開始！ 

保育料算定に係る寡婦(夫)控除の
みなし適用について

地域の健康づくり活動を
支援します

　市では、それぞれの特性を生かした健康づくり活動を行う
町会と市内事業所に補助金を助成しています。

[申込み・問合せ]　子育て健康課　健康推進係
　　　　　　　　    ☎44-1111（内線1146）
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　未婚のひとり親で下記要件を満たして
いる場合は、保育料の算定で地方税法上
の寡婦（夫）控除がみなし適用され、保
育料が軽減される場合があります。
　この適用を受けるには、申請が必要と
なりますので、まずは担当課へご連絡く
ださい。

①申請書
②申請者・子の戸籍全部事項証明書（原本）
※必要に応じて、その他の書類（各種証明、申立書など）の提出
を求めることがあります。

●寡婦（夫）控除のみなし適用を受けても、市町村民税の税額は
　変更ありません。また、保育料が変わらない場合があります。
●次の場合は対象外です。
・子が市町村民税の賦課期日が属する年の前年の12月31日以後 
　に生まれた場合
・税法上の寡婦（夫）控除を受けている場合
・生活保護受給者、非課税の方

[問合せ]　子育て健康課　子ども支援係
　　　　  ☎44-1111（内線1151・1152）

　保育所などを利用し、市町村民税の賦課期日が属する年の前
年の12月31日現在と申請日現在において、次の⑴～⑶のいず
れかに該当する方

⑴婚姻によらないで母となり、現在婚姻（事実婚を含む）をし
　ていない方のうち、扶養親族または生計を一にする子を有す
　る方【寡婦控除】
⑵上記①に該当し、合計所得金額が500万円以下である方【特
　別寡婦控除】
⑶婚姻によらないで父となり、現在婚姻（事実婚を含む）をし
　ていない方のうち、生計を一にする子がおり、合計所得金額
　が500万円以下である方【寡夫控除】
　※子とは、総所得金額などが38万円以下であり、他の人の控
　除対象配偶者や扶養親族となっていない方です。

申請に必要な書類

注意事項

要　　件

補助対象　各町会と市内の事業所が行う健康づくりに関する次
の活動で、参加人数10人以上のもの。
　▷健康診断などの受診率の向上を目的とする活動
　▷食生活に関する意識の向上を目的とする活動
　▷運動習慣の定着を目的とする活動
補助金額
　対象経費の支出合計額（１団体につき上限10万円）
募集期間　10月31日(水)
※新規・継続を問わず先着順となります。

　防災知識の普及と、気象台が発表する防災気象情報への理
解・活用を進めていただくことを目的として、市民の皆さま
と防災関係者を対象に、防災気象講演会を開催します。
　近年、豪雨や台風、地震、火山噴火などの自然災害が多発
しています。災害から命と地域を守るために、防災気象情報
をもっと活用するにはどうしたらよいか。地震や火山噴火の
リスクに対して、どのように備えたらよいのか。本講演会で
は、自然災害による被害の防止・軽減を図れるよう解説しま
す。お気軽にお越しください。

[問合せ]　総務課　消防防災係　☎44-1111（内線1354）、
　　　　   青森地方気象台　☎017-741-7413
　　　　   気象台URL https://www.jma-net.go.jp/aomori/

日時　11月2日(金)　13時30分～ 16時（開場13時～）
　　　※入場無料、予約不要
場所　生涯学習センター（尾上総合支所） ２階・多目的ホール
演題・講師
　「今年の気象災害から学ぶ最新の気象情報活用について」
　　青森県気象予報士会　副会長　藤田淳氏
　「津軽における地震・火山災害と防災」
　　弘前大学大学院　理工学研究所　教授　小菅正裕氏
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平成30年度

全国学力・学習
状況調査の結果

　今年度も、本市全13校において、小学校６
年生と中学校３年生を対象に、調査が行われ
ましたので、結果をお知らせします。

　県の全国順位は、国語Ａが４位、算数Ａが10
位、国語Ｂが９位、算数Ｂが８位、理科が８位と、
前回より低迷しました。

　県の全国順位は、国語Ａが６位、算数Ａが13
位、国語Ｂが16位、数学Ｂが23位、理科が９位と、
前回より低迷しました。

＜実施日＞ 
平成30年４月17日(火)
＜実施学年・人数＞
小学校６年生　市内９校　267人
中学校３年生　市内４校　256人

＜調査の内容＞
Ⅰ. 教科に関する調査
　 ❶国語Ａ、算数・数学Ａ （主として「知識」に関する問題）
　 ❷国語Ｂ、算数・数学Ｂ （主として「活用」に関する問題）
　 ❸理科
Ⅱ.生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査

質問紙による結果を、前回掲載した平成29年の傾向【( )で示しています】と比較しながら見ていきます。

[問合せ]　教育委員会　指導課　☎44-1111（内線2292・2293）

調査結果Ⅰ

調査結果Ⅱ

＼DATE！／

　算数Ｂ以外は全国平均を上回る結果
となりました。算数Ａは全国平均より
１ポイント以上良く、基礎的な学力の
定着が見られましたが、活用する力を
つける必要があります。

　国語Ａと数学Ａが県と同等か上回る
正答率となり、全国平均も上回りまし
た。基礎的な学力の定着が見られまし
たが、小学校同様に活用する力をつけ
る必要があります。

■夢を持っているとする小学生は81％（91％）
と、全国の85％より低く、中学生は77％（76％）
と全国の72％より高い値になりました。

■30分以上読書していると回答した小学生は
39％（38％）で全国平均の41％よりも低くなっ
ています。また、中学生は36％（36％）で、
全国平均31％よりも高くなっています。

■家庭学習が２時間未満とする小学生
は84％（84％）と全国平均71％と比べ、
学習時間は少ない傾向になっていま
す。また、中学生は88％（85％）で、
全国平均64％と比べ、学習時間はかな
り少なく、家庭学習の充実が急務です。

青森県の状況
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▶教科に関する調査結果

▶「生活習慣」や「学習環境」に関する質問紙調査結果
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尾上図書館
休館日の
おしらせ

尾上図書館では「特別蔵書点検」を行うため、次の期間は休館となります。
市民の皆さまにはご不便をおかけしますがご理解とご協力をおねがいします。
　▶期間　11月13日(火)～ 11月18日(日)
　※「特別蔵書点検」とは、不明資料の確認、配架位置の是正、破損資料の摘出・修繕などを行うものです。
　
[問合せ]　尾上図書館　☎57-5980
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津軽
広域

大鰐温泉もやしフェスタ

　江戸時代から約400年の歴史ある幻の伝承野菜「大鰐温泉も
やし」。その希少価値の高い“もやし”にスポットをあてた「大

鰐温泉もやしフェスタ」を今年も開催いたします。

　イベント期間中は「大鰐温泉もやし」を先着200名様への限
定販売をするほか、みそ味の「もやし汁」と塩味の「もやしスー

プ」の販売。町内各所に用意されたクイズに挑戦する「まち歩

きクイズラリー」、正解すると先着100名様に町内の食堂で使
える「大鰐温泉もやしラーメン無料券」をプレゼント！「ワニ

ジンを作ってみよう！」（ワニのかぶりもの作り）など盛りだ

くさん！ご家族みんなで大鰐町を楽しみましょう！！

■日時／ 11月24日(土)、25日(日)　10時～ 16時（予定）
■場所／鰐come中庭（主会場）ほか
[問合せ]大鰐温泉もやし増産推進委員会事務局　☎88-6690

大鰐町 第６回ふじさき秋まつり

　藤崎町の二大特産品である「りんご」と「米」の収穫感謝祭、
「ふじさき秋まつり」を開催します！
　りんご「ふじ」発祥の地である藤崎町産の「ふじ」を使っ
た直径２ｍの「ジャンボアップルパイ」と、青森県初の特Ａ
米「青天の霹靂」を使った高さ２ｍの「ジャンボおにぎり」
を無料で振る舞います。特産のりんごとにんにくのＰＲや販
売をはじめ、地元農産物の直売や軽食などのお店も多数出店。
文化芸能発表のほか、特別ゲストを迎えて「健康づくりフォー
ラム」も開催します。
　楽しいイベントが満載ですので、ご家族そろってのご来場
をお待ちしています！

■日時／11月17日(土)、18日(日)　９時30分～15 時（予定）
■場所／スポーツプラザ藤崎ほか

[問合せ]ふじさき秋まつり実行委員会事務局
　　　　（藤崎町企画財政課）　☎88-8258

藤崎町

市町村イベントカレンダー 　＼いろんなイベントに出掛けよう！／

町民力
の結集！

11月中旬まで

10/13 ～ 11/４

10/13 ～ 11/４

10/19 ～ 11/４

10/19 ～ 11/11

10/20 ～ 10/21

10/20 ～ 10/21

10/26 ～ 10/28

11/17 ～ 11/18

11/17 ～ 11/18

11/18

11/23

11/23

11月下旬～2月上旬

12/１～ 12/２

12/１～ 1/６

大鰐観光りんご園

中野もみじ山（紅葉）

中野もみじ山（ライトアップ）

金平成園一般公開

弘前城菊と紅葉まつり

全国伝統こけし工人フェスティバル

白神山地ビジターセンターふれあいデー

津軽の食と産業まつり（弘前市）

黒石りんごまつり

収穫感謝祭&シクラメン市

第48回西目屋村村民文化祭

食＆農フェスタ2018

アップルフェアin鰐come

平川市イルミネーションプロムナード

第45回町民祭

りんごの里イルミネーション2018

※津軽広域連合は、弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・板柳町・大鰐町・田舎館村・

西目屋村の８市町村により、要介護認定審査・障害支援区分判定審査の他、各種

ソフト事業などのさまざまな事務事業を共同で実施する特別地方公共団体です。

10
月

11
月
〜

とき イベント名 内容　／　問合せ

＼“津軽”の話題満載！／

各りんご園に直接お問合
せください。

大鰐町内のりんご園で、「もぎたてのりんご」にかぶりついてみませんか？
●山田薫園　080-5572-8244　●山田梅雄園090-2028-5947
●原子一行園090-8922-6203　●山田敏彦園090-2026-0666
東北の小嵐山と称される中野もみじ山。桟敷席にて弁当（有料、事前予約）も楽しめます。
９：00～16:00　臨時観光案内所開設　●黒石市観光課　☎52-2111（内線647）
期間中は灯ろう等でのライトアップや11月3日にはキャンドルナイトも開催。　
●黒石市観光課　☎52-2111（内線647）
別名「澤成園」で知られる金平成園は、平成18年1月26日史跡名勝天然記念物に指定され
ました。　●黒石市文化スポーツ課　☎52-2111（内線622）
期間中紅葉の特別ライトアップを行うほか、今年は「卍の総領主信建」をテーマに「ねぷた
絵と菊人形」のコラボを実施します。　●弘前市立観光館　☎37-5501
全国の伝統こけし工人が一堂に集結。特徴ある全国各地のこけしの展示即売会を行います。 
●津軽こけし館（黒石市）　☎54-8181
大型映像で見る特別映像上映や体験コーナー、グルメなど様々な催しが行われます。　
●白神山地ビジターセンター　☎85-2810
津軽の「食」と「産業」をテーマに地元生産品などを紹介。野外テント村や催しも多数。
●同運営協議会事務局　☎33-4111
りんごの即売会やふるさと物産展のほか、田中けいと歌謡ショーなど多数のイベントが開催
されます。　●同実行委員会事務局（黒石市観光課）　☎52-2111（内線647）
シクラメンなど約5,000鉢の花々を展示販売！その他たくさんのイベントが目白押しです。
●田舎館村企画観光課　☎58-2111
村民による芸能発表や作品展、各種体験コーナーも開催されます。　
●西目屋村教育委員会　☎85-2858
板柳町産のりんごやお米など、良質な農産物を堪能できる催しが盛りだくさん！　
●板柳町産業振興課　☎73-2111
大鰐農家による農産物の販売、その他アトラクションを用意してお待ちしております。　
●同実行委員会事務局(ＪＡつがる弘前大鰐購買センター)　☎48-3164
平賀駅前をイルミネーションでライトアップ。駅前広場には台湾の提灯も設置します。　
●平川市商工観光課　☎44-1111
町民の活動や成果を披露。農産物などの即売会や各種体験コーナーもあります。
●板柳町総務課　☎73-2111
巨大イルミネーションアーチやモニュメントが夜空を照らし幻想的な世界を演出します。
●板柳町企画財政課　☎73-2111

連合だより
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平成30年度

全国学力・学習
状況調査の結果

　今年度も、本市全13校において、小学校６
年生と中学校３年生を対象に、調査が行われ
ましたので、結果をお知らせします。

　県の全国順位は、国語Ａが４位、算数Ａが10
位、国語Ｂが９位、算数Ｂが８位、理科が８位と、
前回より低迷しました。

　県の全国順位は、国語Ａが６位、算数Ａが13
位、国語Ｂが16位、数学Ｂが23位、理科が９位と、
前回より低迷しました。

＜実施日＞ 
平成30年４月17日(火)
＜実施学年・人数＞
小学校６年生　市内９校　267人
中学校３年生　市内４校　256人

＜調査の内容＞
Ⅰ. 教科に関する調査
　 ❶国語Ａ、算数・数学Ａ （主として「知識」に関する問題）
　 ❷国語Ｂ、算数・数学Ｂ （主として「活用」に関する問題）
　 ❸理科
Ⅱ.生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査

質問紙による結果を、前回掲載した平成29年の傾向【( )で示しています】と比較しながら見ていきます。

[問合せ]　教育委員会　指導課　☎44-1111（内線2292・2293）

調査結果Ⅰ

調査結果Ⅱ

＼DATE！／

　算数Ｂ以外は全国平均を上回る結果
となりました。算数Ａは全国平均より
１ポイント以上良く、基礎的な学力の
定着が見られましたが、活用する力を
つける必要があります。

　国語Ａと数学Ａが県と同等か上回る
正答率となり、全国平均も上回りまし
た。基礎的な学力の定着が見られまし
たが、小学校同様に活用する力をつけ
る必要があります。

■夢を持っているとする小学生は81％（91％）
と、全国の85％より低く、中学生は77％（76％）
と全国の72％より高い値になりました。

■30分以上読書していると回答した小学生は
39％（38％）で全国平均の41％よりも低くなっ
ています。また、中学生は36％（36％）で、
全国平均31％よりも高くなっています。

■家庭学習が２時間未満とする小学生
は84％（84％）と全国平均71％と比べ、
学習時間は少ない傾向になっていま
す。また、中学生は88％（85％）で、
全国平均64％と比べ、学習時間はかな
り少なく、家庭学習の充実が急務です。

青森県の状況
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▶教科に関する調査結果

▶「生活習慣」や「学習環境」に関する質問紙調査結果
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尾上図書館
休館日の
おしらせ

尾上図書館では「特別蔵書点検」を行うため、次の期間は休館となります。
市民の皆さまにはご不便をおかけしますがご理解とご協力をおねがいします。
　▶期間　11月13日(火)～ 11月18日(日)
　※「特別蔵書点検」とは、不明資料の確認、配架位置の是正、破損資料の摘出・修繕などを行うものです。
　
[問合せ]　尾上図書館　☎57-5980

平
均
正
答
率

平
均
正
答
率

３０
minutes

ーＩＶＥＮＴ　ＣＡＬＥＮＤＡＲー

津軽
広域

大鰐温泉もやしフェスタ

　江戸時代から約400年の歴史ある幻の伝承野菜「大鰐温泉も
やし」。その希少価値の高い“もやし”にスポットをあてた「大

鰐温泉もやしフェスタ」を今年も開催いたします。

　イベント期間中は「大鰐温泉もやし」を先着200名様への限
定販売をするほか、みそ味の「もやし汁」と塩味の「もやしスー

プ」の販売。町内各所に用意されたクイズに挑戦する「まち歩

きクイズラリー」、正解すると先着100名様に町内の食堂で使
える「大鰐温泉もやしラーメン無料券」をプレゼント！「ワニ

ジンを作ってみよう！」（ワニのかぶりもの作り）など盛りだ

くさん！ご家族みんなで大鰐町を楽しみましょう！！

■日時／ 11月24日(土)、25日(日)　10時～ 16時（予定）
■場所／鰐come中庭（主会場）ほか
[問合せ]大鰐温泉もやし増産推進委員会事務局　☎88-6690

大鰐町 第６回ふじさき秋まつり

　藤崎町の二大特産品である「りんご」と「米」の収穫感謝祭、
「ふじさき秋まつり」を開催します！
　りんご「ふじ」発祥の地である藤崎町産の「ふじ」を使っ
た直径２ｍの「ジャンボアップルパイ」と、青森県初の特Ａ
米「青天の霹靂」を使った高さ２ｍの「ジャンボおにぎり」
を無料で振る舞います。特産のりんごとにんにくのＰＲや販
売をはじめ、地元農産物の直売や軽食などのお店も多数出店。
文化芸能発表のほか、特別ゲストを迎えて「健康づくりフォー
ラム」も開催します。
　楽しいイベントが満載ですので、ご家族そろってのご来場
をお待ちしています！

■日時／11月17日(土)、18日(日)　９時30分～15 時（予定）
■場所／スポーツプラザ藤崎ほか

[問合せ]ふじさき秋まつり実行委員会事務局
　　　　（藤崎町企画財政課）　☎88-8258

藤崎町

市町村イベントカレンダー 　＼いろんなイベントに出掛けよう！／

町民力
の結集！

11月中旬まで
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12/１～ 1/６

大鰐観光りんご園

中野もみじ山（紅葉）

中野もみじ山（ライトアップ）

金平成園一般公開

弘前城菊と紅葉まつり

全国伝統こけし工人フェスティバル

白神山地ビジターセンターふれあいデー

津軽の食と産業まつり（弘前市）

黒石りんごまつり

収穫感謝祭&シクラメン市

第48回西目屋村村民文化祭

食＆農フェスタ2018

アップルフェアin鰐come

平川市イルミネーションプロムナード

第45回町民祭

りんごの里イルミネーション2018

※津軽広域連合は、弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・板柳町・大鰐町・田舎館村・

西目屋村の８市町村により、要介護認定審査・障害支援区分判定審査の他、各種

ソフト事業などのさまざまな事務事業を共同で実施する特別地方公共団体です。

10
月

11
月
〜

とき イベント名 内容　／　問合せ

＼“津軽”の話題満載！／

各りんご園に直接お問合
せください。

大鰐町内のりんご園で、「もぎたてのりんご」にかぶりついてみませんか？
●山田薫園　080-5572-8244　●山田梅雄園090-2028-5947
●原子一行園090-8922-6203　●山田敏彦園090-2026-0666
東北の小嵐山と称される中野もみじ山。桟敷席にて弁当（有料、事前予約）も楽しめます。
９：00～16:00　臨時観光案内所開設　●黒石市観光課　☎52-2111（内線647）
期間中は灯ろう等でのライトアップや11月3日にはキャンドルナイトも開催。　
●黒石市観光課　☎52-2111（内線647）
別名「澤成園」で知られる金平成園は、平成18年1月26日史跡名勝天然記念物に指定され
ました。　●黒石市文化スポーツ課　☎52-2111（内線622）
期間中紅葉の特別ライトアップを行うほか、今年は「卍の総領主信建」をテーマに「ねぷた
絵と菊人形」のコラボを実施します。　●弘前市立観光館　☎37-5501
全国の伝統こけし工人が一堂に集結。特徴ある全国各地のこけしの展示即売会を行います。 
●津軽こけし館（黒石市）　☎54-8181
大型映像で見る特別映像上映や体験コーナー、グルメなど様々な催しが行われます。　
●白神山地ビジターセンター　☎85-2810
津軽の「食」と「産業」をテーマに地元生産品などを紹介。野外テント村や催しも多数。
●同運営協議会事務局　☎33-4111
りんごの即売会やふるさと物産展のほか、田中けいと歌謡ショーなど多数のイベントが開催
されます。　●同実行委員会事務局（黒石市観光課）　☎52-2111（内線647）
シクラメンなど約5,000鉢の花々を展示販売！その他たくさんのイベントが目白押しです。
●田舎館村企画観光課　☎58-2111
村民による芸能発表や作品展、各種体験コーナーも開催されます。　
●西目屋村教育委員会　☎85-2858
板柳町産のりんごやお米など、良質な農産物を堪能できる催しが盛りだくさん！　
●板柳町産業振興課　☎73-2111
大鰐農家による農産物の販売、その他アトラクションを用意してお待ちしております。　
●同実行委員会事務局(ＪＡつがる弘前大鰐購買センター)　☎48-3164
平賀駅前をイルミネーションでライトアップ。駅前広場には台湾の提灯も設置します。　
●平川市商工観光課　☎44-1111
町民の活動や成果を披露。農産物などの即売会や各種体験コーナーもあります。
●板柳町総務課　☎73-2111
巨大イルミネーションアーチやモニュメントが夜空を照らし幻想的な世界を演出します。
●板柳町企画財政課　☎73-2111

連合だより
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