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・平成23年度市政懇談会

・まちづくり支援事業の募集

・介護保険のおしらせ

今月号の主な内容

・おのえ花
さくら

と植木まつり

・里山に観る志賀坊山野草まつり



　平賀地区農村青少年クラブ連絡協議会（平賀４Ｈクラブ）は市

内の農業後継者や農業に興味のある若い人材で構成され、様々

な活動を通して農作物の生産から販売までの工程を学んでいま

す。

　農業を営んでいる、または農業に興味のある方（自薦・他薦

を問いません）は、お気軽にご連絡ください。

目次

４月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。

　■人口　33‚628人（－80）　■世帯数　11‚364世帯（＋７）　

　※5月中の届け出については15ページをご覧ください。

４月の交通事故件数

　■交通事故　3件（負傷者6人、死者０人）

４月の出動件数　

　■火災出動　5件　■救急出動　59件　

　■救助出動　0件　■そ　の　他　13件

５月の納期　※納期限５月31日㈭

　■軽自動車税　全期　■固定資産税　第１期

今月の表紙

　５月７日、平川市国民健康保険碇ヶ関診療所の

開所式が行われました。開所式では大川市長らが

祝辞を述べたあと、テープカットが行われ、診療

所の開所を祝いました。

　８時30分から診療が始まり、新たな地域医療の

第一歩が踏み出されました。
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問合せ　：　農林課　農業振興係　☎４４‐１１１１（内線２１７４）
　　　　　　中南地域県民局　農業普及振興室　☎３３‐２９０３

２ 農業の仲間や知識を広げてみま

せんか？

３ 市内の話題

４～６ 平成23年度市政懇談会

７ 平成2４年度平川市まちづくり支

援事業の募集

８・９ 介護保険のおしらせ

あなたの年金　簡単に確認でき

ます

１０～１５今月のおしらせ
戸籍だより

１６おのえ花
さくら

と植木まつり

里山に見る志賀坊山野草まつり

活動例

「ひらかわフェスタ」に参加

　会員が生産・加工したミッ
クスジュースやチョコバナ
ナなどを出品し、子どもた
ちや異業種の方々との交流
に大きな刺激を受けました。

緑青園での奉仕活動

　昭和58年から、花壇プラ
ンタづくりなどを通じて交
流を図っています。長年の
活動が評価され、３月に「小
さな親切」実行章を受章し
ました。

農業の仲間や知識を
　　　広げてみませんか？



市内の話題

自主防災組織育成助成事業

　このたび、新山町会防災部が、自主防災組織

育成助成事業を活用し、地震や火災などの災害

時に活用する防災資機材を整備しました。

　この助成事業は㈶自治総合センターが行って

いるもので、一定地域の住民が当該地域を災害

から守るために自主的に結成した組織（自主防

災組織）や婦人防火クラブ、その連合体などが

行う災害の被害防止活動および軽減活動に直接

資するもの（防災資機材など）を対象に、宝くじ

の助成金で整備を行っています。

100歳おめでとうございます

国際交流事業（ホームステイ）

　４月14日、白戸あねさん（山の上、写真左）

がめでたく100歳の誕生日を迎えられ、顕彰状

と記念品が贈呈されました。白戸さんは大鰐町

出身で、林業に携わる夫を支えながら、畑仕事

や花づくりを楽しんでいました。

　また、４月28日には、明石さくらさん（久吉、

写真右）が100歳の誕生日を迎えられ、顕彰状

と記念品が贈呈されました。明石さんも大鰐町

出身で、長年農業に従事し、数年前までは山菜

採りを楽しみにしていました。

　４月15日から21日にかけて、アメリカ合衆国

メーン州カムデン・ロックポート中学校の生徒

たち12人が当市にホームステイしました。

　一行は市内の小中学生と交流をしたり、市内

外の観光地を訪れたほか、蓮乗院での座禅体験

や、一服庵での茶道体験などを通して日本文化

に親しみました。

　７日間という短い期間でしたが、一行は受け

入れ家庭や地域の人々との交流を深めるととも

に、強い絆を育んでいました。
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　市では、市民の皆さんからの意見・提言などを市政に反映させるため、平成23年11月か

ら平成24年３月まで、市内20カ所の集会施設などで市政懇談会を開催しました。

　ここでは、平成24年１月から３月まで開催された市政懇談会での、市政に対する要望や

意見、質問などの一部を要約してご紹介します。

市政懇談会
平成23年度

していただきたい。

（回答）

　自主防災組織は全国的に８～９割

も組織化が進んでいますが、県内で

はあまり組織化が進んでいません。

市でも20数％しか組織されていませ

んので、東日本大震災を契機に組織

化を進めていくという目標を掲げて

います。自主防災組織を結成して、

自家発電機など必要な防災資機材を

整備する場合などには補助金などの

予算措置を講じる予定ですので、ご

協力をお願いします。

■先日の新聞記事で、平川市は転出

よりも転入が多いと報じられてい

た。保育料を安くするなど、若い夫

婦が転入しやすくすれば、市を活性

化できるのではないか。

から西中学校方面など、通学路から

優先的に設置しています。意見をふ

まえ、計画的に整備していきます。

■町会に有線放送があるが、施設が

古く、配線も切れたりしてスピー

カーが鳴らない時がある。市の防災

事業として町会業務と一体化して設

置できないものか。台風などの際に

市の広報車が巡回しているが、市役

所１カ所で放送すれば巡回しなくて

もいいのではないか。

（回答）

　市全域において一斉放送できるよ

うに、平成24年度に実施設計を行い、

平成25年度に整備する予定です。

■昨年自主防災組織を組織したが、

避難場所に発電機ぐらいは最低限必

要ではないか。町会単独では整備す

ることが難しいので、最低限の防災

機器・器具の整備について市に補助

■体育施設が指定管理者制度になっ

たが、文化施設についても今後指定

管理の予定はあるのか。

（回答）

　体育協会が法人化されて体育施設

を指定管理にしていますが、文化施

設についても検討しています。指定

管理者制度に移行して民間のノウハ

ウを活かし、より一層の効率化を図

り、職員を40～50人削減していく計

画です。

■通学路などで暗い場所が多いの

で、安全に通学できるように街灯を

設置してほしい。不審者が出やすい

場所は限定されるので、そういった

場所の街灯を特に改善してほしい。

（回答）

　街灯については、計画的に改善を

行っています。例えば昨年度は、東

中学校からひらかドーム方面、館田

総務部関連

企画財政部関連
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の補強には多額の経費を要するた

め、介護関連の施設にすることは難

しいと考えています。

■公民館活動について、公的公民館、

自治公民館とあり、合併前の平賀町

時代にはそれぞれで連携が取れてい

たが、最近は連携が取れていない。

自治公民館発展のため、市の指導、

お力添えをいただきたい。

（回答）

　公民館については旧三町村で考え

方が異なっていました。今回の意見

をふまえ、公民館活動の進め方につ

いて検討していきます。なお、自治

公民館、集会施設を含めた地域のコ

ミュニティづくり推進のため、コ

ミュニティ補助金を出しています。

を重ねていきます。

■医師不足解消のため、医学部に進

むための学費を市がバックアップ

し、医師を目指す人を応援する市独

自の奨学金制度を作ってはどうか。

（回答）

　県が自治医科大に推薦し、学費を

県が負担するかわり、７年間は地域

医療に勤め、医師を育てていくとい

う制度があります。医師になりたい

という学生を市が援助する方法がな

いか、検討します。

■平川診療所を移転した場合、跡地

はどうなるのか。介護関連の施設に

することはできないのか。

（回答）

　建物は耐震性に問題があり、建物

（回答）

　現在、人口は約33,800人で、昨年

の10月から横ばいです。市役所周辺

や弘前に近い場所については転入が

増えています。宅地化をさらに進め

たいが、国や県の制度が関わるので

なかなか進めることができません。

市長の残りの任期２年間で、人口増

加につながる施策を集中的に展開で

きるよう努めます。

■碇ヶ関地域に働ける環境をもっと

つくってほしい。

（回答）

　働く場所がないと人口も減少して

しまいます。碇ヶ関地域にどのよう

な企業を誘致し、いかに住みやすい

地域にしていくか考え、市全体を発

展させることが市長としての私の使

命です。林業をいかして、クリーン

エネルギーの発電所などを造りたい

と考えていますが、市役所内で検討

教育委員会関連

市民生活部関連



広報　ひらかわ　２０１２．５６

うになるのか、良い点、悪い点につ

いて教えて欲しい。また、合併した

際、消防本部はどこに置かれるのか。

（回答）

　県の消防広域化推進計画に基づい

て弘前、黒石、平川、板柳の４消防

本部を統合し、新たな弘前地区消防

事務組合を平成25年１月１日に発足

させるため協議を進めています。広

域合併することにより東部地区、日

沼地区へは直近の消防署からの出動

となり、現在よりも素早い対応がで

きるようになります。合併して悪く

なる点はないと考えています。

　新しい消防本部については、現在

の弘前消防本部のある場所を予定し

ています。平川消防署、碇ヶ関分署

は現状のまま残ることになります。

　キャッチフレーズについては検討

委員会を作り決定しました。市民歌

と平川音頭については、今のところ

はそれぞれにある尾上音頭などを使

用し、合併10年後にもう一度検討す

る予定です。

　マスコットキャラクターについて

は、碇ヶ関地域のたけっこくんとい

うキャラクターがイベントで活躍し

ています。ねぷたや食育のイベント

などで活躍できるキャラクターを新

たに作成する予定です。

■来年から消防本部が広域合併する

と聞いている。合併した場合どのよ

■平川ねぷたまつり“冬の陣”につい

て、観光客を集めるために１日限定

で開催するなど、開催方法を工夫し

たらどうか。

（回答）

　平川ねぷたまつり“冬の陣”の開催

方法については検討を加え、今後も

平川市をアピールするため最低でも

５年間は続けていきます。

■市のキャッチフレーズが作られた

が、市のマスコットキャラクターも

作ればいいのではないか。市のイベ

ントなどに活用すれば子どもたちも

喜ぶのではないか。

（回答）

■1月・２月・３月の市政懇談会の開催日、開催場所、参加人数

開催日 開催場所（対象地区） 参加人数

１月10日㈫ 東公民館（金屋、南田中、李平） 15人

１月1６日㈪ 沖館地区産地機能増進人材養成施設【鳥海会館】（沖館、新館、向野、向陽） 2６人

１月2３日㈪ 平賀地区農村交流活性化施設【飛鳥会館】（平田森・町居） ８人

１月３0日㈪ 新屋多目的集会施設（新屋） 24人

２月６日㈪ 猿賀公民館（猿賀、中佐渡、長田、みなみの） 10人

２月1３日㈪ 唐竹多目的集会所（唐竹） 12人

２月20日㈪ 尾崎多目的研修集会施設（尾崎） 19人

２月2７日㈪ 碇ヶ関公民館（駅前、下町、仲町、おかりや、上一、上二、高田、山の上、三笠、川向、いざよい） 5３人

３月５日㈪ 広船地区構造改善センター（広船） 22人

３月12日㈪ 久吉地区公民館（久吉、湯ノ沢） 50人

３月21日㈬ 古懸地区公民館（古懸） 15人

３月2６日㈪ 克雪管理センター（小国、切明、葛川、平六、温川、井戸沢、大木平、一本木） 1７人

平成２3年度市政懇談会全２0回の合計参加人数　414人

消防本部関連

経済部関連



３. 助成内容

　補助率は補助対象経費の５分の４以内、補助限度額

は10万円以下で予算の範囲内とします。

※申請金額からの減額や条件をつけて交付決定を行う

　場合などがあります。

４. 提出書類

　次の書類を企画財政課へ提出してください。申請団

体には、申請時に事業の説明を行なっていただきます。

①事業企画書　②年間活動計画書　③予算書

④会員名簿　⑤同意書　⑥規約、会則

⑦その他事業に応じて必要な書類

※申請書類は企画財政課企画調整係で配布しています。

　また、市ホームページからもダウンロードできます。

５. 申請締切　９月28日㈮まで

６. 審査方法

　審査委員会による書類審査を行い、結果を通知しま

す。

１. 対象事業

・保健、医療または福祉の推進

・地域の伝統、文化、郷土芸能またはスポーツの振興

・安全・安心な地域づくりを推進

・地域の生活環境の改善、景観づくり、自然環境保全

・子どもの健全育成

・地域の特性を生かした産業振興

・地域づくりに有効な助言や提案を受けるための事業

・その他地域の活性化に資するもの、もしくは公益性

　の高いものと市長が認める事業

※ただし、市の他の助成制度に基づき補助を受けている

　もの、補助金の交付決定前に着手した事業、市長が適

　当でないと認めたものは助成対象になりません。

２. 応募資格・要件

　次の要件を全て満たす団体であること。

⑴原則として５人以上で組織された団体で、その事務

　所が市内にあること

⑵主に市内を活動拠点としていること

⑶組織の運営に関する規則（規約、会則等）を有してい

　ること

⑷政治活動、宗教活動および営利活動を目的としてい

　ないこと

⑸団体の構成員に市税の滞納がないこと

平川市まちづくり支援事業の募集
　地域の活性化に向けて、地域住民が「自ら考え、自ら実践する」まちづくり活動を支援します。

提出先・問合せ　：　企画財政課　企画調整係

☎４４‐１１１１（内線１４３４）

広報有料広告 ※広告の掲載については、総務課行政係までお問い合わせください。
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５．介護保険料

　⇒表１参照

　市の平成24年度から平成26年度ま

での介護保険料基準額は月額5，920円

で、これまでと比較して960円増加

することとなります。

　介護保険料は家族の課税状況や本

人の所得状況などによって、これま

でと同様に６つの段階を設定してい

ます。

　また、保険料の上昇を抑えるため

に、青森県から市に対して約1800万

円が交付され、これによって１人あ

たり１カ月約57円の保険料が軽減さ

れています。

６．保険料の納め方

●年金からの天引きで納める方

　見直し後の介護保険料の年金から

の天引きは８月から始まりますが、

年金天引き額の急激な増減を防ぎ天

引き額ができるだけ一定になるよう

に、６月に受け取る年金からの天引

き額を調整しますので、ご注意くだ

さい。

●納付書で納付する方

　７月上旬に見直し後の保険料の納

付書を送付しますので、金融機関の

窓口で納期内に納付するようお願い

します。また、口座振替による納付

もできますので、金融機関でお申し

込みください。

●年の途中で65歳になられる方

　年の途中で65歳になられた方の保

険料は、年金天引きの準備ができる

までの数カ月間は納付書で納付する

ことになります。納め忘れのないよ

うにお願いします。

１．介護保険事業計画を策定

　見直しの年度にあたり、市では、

第５期平川市介護保険事業計画を策

定しました。計画では、平成24年度

から平成26年度までの間に必要な介

護サービスの量を見込み、介護保険

料をサービス量に見合った額に変更

しました。

２．費用の負担割合

　⇒グラフ１参照

　介護保険制度では、介護保険にか

かる費用の50％を介護保険料で負担

し、残りの50％を国、県、市が税金

で負担することになっています。

　介護保険料で負担する50％のうち

65歳以上の方が負担する介護保険料

は、これまでの20％から全国一律に

21％となりました。

３．被保険者数（加入者数）の見込み

　⇒グラフ２参照

　介護保険制度は40歳以上の方が加

入しています。加入者の中でも65歳

以上の加入者（第１号被保険者）は増

加傾向にあり、40歳から64歳までの

加入者（第２号被保険者）は減少傾向

にあります。

４．費用の見込み

　⇒グラフ３参照

　介護サービスに係る費用も年々増

加傾向にあり、平成23年度までは毎

年１億円以上のペースで増え続けて

きました。これは、高齢者人口の増

加に加え、要介護度が上がることで、

１人あたりの介護サービスの利用が

増えていることなども要因であると

考えられます。

　平成12年度から介護保険制度が始まり、12年が経過しました。

　介護保険制度は、介護が必要な方やその家族が抱える介護の負担や不安を、社会全体で支える制

度として定着しています。この制度は、３年ごとに見直しが行われることとなっており、平成24

年度は見直しの年度にあたります。そこで、今回の見直しの概要についてお知らせします。

グラフ１　費用の負担割合

グラフ２　被保険者数の見込み

グラフ３　費用の見込み

65歳以上の
方の保険料

40～64歳の
方の保険料

市

県

国

21.0％

29.0％
12.5％

12.5％

25.0％

問合せ　：　福祉課　介護保険係　☎４４‐１１１１（内線１１５５・１１５６）

3,336

21 22 23 24 25 26（年度）

2,000

1,000

3,000

（百万円）

3,279

3,224

2,990

2,836

2,690

5,000

10,000
9,244

9,228

9,297
9,531

9,722
10,024

11,984

11,996

11,883

11,649

11,465

11,147

（人）

40歳～64歳

65歳以上

21 22 23 24 25 26

（年度）

介　護保険のおしらせ



広報　ひらかわ　２０１２．５ ９

ねんきんネットを利用するには

受付時間　月曜日～金曜日　９時～16時45分

※祝日、12月29日～１月３日を除きます。

申込書類　

・ねんきんネット申込書

・委任状（代理の方のみ）

持ち物

・運転免許証やパスポートなどの顔写真が付いた本人

　確認書類

※写真が付いていない場合は、２種類以上の証明書（保

　険証と年金手帳など）が必要です。

・基礎年金番号がわかるもの（年金手帳など）

・認め印

ねんきんネットのメリット

○最新の年金記録を確認できる

　ねんきん定期便よりも新しい年金記録を確認できま

す。

○記録の「漏れ」や「誤り」を見つけやすい

　年金に加入していない期間や標準報酬額の大きな変

動などを確認できます。また、記録がわかりやすく表

示されています。

ねんきんネットで確認できる年金記録

・公的年金制度（国民年金、厚生年金保険、船員保険）

　の加入履歴（加入していた制度、加入した年月日、資

　格を喪失した年月日、加入していた期間の月数など）

・国民年金保険料の納付状況

・厚生年金保険に加入していたときの会社名、標準報

　酬月額、標準賞与額

・船員保険に加入していたときの船舶所有者名、標準

　報酬月額、標準賞与額

・年金見込額

　４月から本庁舎国保年金課年金係の窓口で「ねんきんネット」サービスを利用できる
ようになりました。ねんきんネットとは、ご自身の年金加入記録
（共済年金を除く）をいつでもインターネットで確認できる
サービスで、確認した年金記録は印刷してお渡しします。

あなたの年金　簡単に確認できます

問合せ　：　国保年金課　年金係　☎４４‐１１１１（内線１２５５・１２５６）

所得段階 対象となる方 割合
見直し後の
年額保険料
（月額保険料）

見直し前の
年額保険料
（月額保険料）

第１段階 生活保護受給者などで、世帯全員が住民税非課税の方 基準額×0.5
35,520円
（2,960円）

29,760円
（2,480円）

第 2段階
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額が80万
円以下の方

基準額×0.5
35,520円
（2,960円）

29,760円
（2,480円）

第３段階 世帯全員が住民税非課税で、第２段階に該当しない方 基準額×0.75
53,280円
（4,440円）

44,640円
（3,720円）

第４段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税
非課税の方

基準額
(5,920円）

71,040円
（5,920円）

59,520円
（4,960円）

※軽減対象者（前年の合計所得金額と課税年金収入
　　　　　　　額の合計が80万円以下の方）

基準額×0.95
67,488円
（5,624円）

56,520円
（4,710円）

第５段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が190万円（見
直し前は 200万円）未満の方

基準額×1.25
88,800円
（7,400円）

74,400円
（6,200円）

第６段階
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が190万円（見
直し前は200万円）以上の方

基準額×1.5
106,560円
（8,880円）

89,280円
（7,440円）

表１　平成24年度～平成26年度までの第 1号被保険者の介護保険料



尾上在宅介護支援センター（☎57‐

5351）

■５月23日㈬、６月13日㈬／10時15

分～11時45分／館田地域農業推進拠

点施設／三笠在宅介護支援センター

（☎44‐8877）

■５月23日㈬、６月13日㈬／ 13時

30分～15時／さわやか園／在宅介

護支援センターさわやか園（☎43‐

5432）

■５月24日㈭、６月14日㈭／ 14時

～15時30分／緑青園／平賀在宅介護

支援センター（☎44‐6116）

■６月５日㈫、19日㈫／ 13時15分

～15時15分／碇ヶ関地域福祉セン

ター／碇ヶ関在宅介護支援センター

（☎45‐2182）

■６月８日㈮、22日㈮／13時～15時

／健康センター／福祉課地域包括支

援係（☎44‐1111）

問合せ　福祉課地域包括支援係

●予防接種（ポリオ）

対象　

　生後３カ月～90カ月未満の乳幼児

日時　６月７日㈭、21日㈭

　　　12時～12時40分

※診察は12時30分から開始。

場所　健康センター

※詳しくは、健康カレンダーまたは

　市ホームページをご覧ください。

接種費用　無料

持ち物　

　母子健康手帳、予防接種予診票

問合せ　健康推進課保健係

●健康カレンダーの内容の変更

　３月中にお配りした『平成24年

度平川市健康カレンダー』のうち、

「予防接種の個別接種指定医療機関

一覧」に変更があります。

　畑山医院（６ページに記載）でＢＣ

Ｇ、日本脳炎予防接種が接種可能に

なりました。

問合せ　健康推進課保健係

■６月10日㈰９時～10時

　　健康センター

・乳がん検診

■６月11日㈪　尾上保健センター

（60歳以上の方）10時30分～11時30分

（60歳未満の方）12時30分～13時30分

※婦人科検診は指定の医療機関でも

　受診できます。

問合せ　健康推進課予防係

●デイケアを開催します

　回復途中にある方の社会復帰など

を支援するデイケアを開催します。

日時　６月14日㈭９時～11時30分

場所　健康センター

内容　畑作り

対象　統合失調症で治療中の方など

問合せ　福祉課高齢障害支援係

●介護予防教室

（てんとうむし体操）

　転倒予防を目的とした、足腰の筋

力アップのための体操教室に参加し

てみませんか。

対象　65歳以上の方

日にち／時間／場所／申込先

※会場などが変更になる場合在宅介

　護支援センターから連絡します。

■５月22日㈫、６月12日㈫／10時～

11時30分／尾上地域福祉センター／

●各種健診

複合検診

項目　特定健診、健康診査、各種が

　　　ん検診、肝炎ウイルス検査

対象　健診の内容により異なります。

　　　詳しくはお問合せください。

日にち・場所

■６月３日㈰、４日㈪

　　尾上保健センター

■６月13日㈬　金屋町会センター

■６月14日㈭　

　　尾崎多目的研修集会施設

■６月15日㈮　唐竹多目的集会所

■６月18日㈪

　　広船地区構造改善センター

受付時間　６時30分～８時

持ち物　健康保険証、受診票、特定

　健診受診券（特定健診の方のみ）

婦人科検診

対象　

▷子宮がん…20歳以上の方

▷乳がん……30歳以上の方

持ち物　健康保険証、受診票

日時・場所

・子宮・乳がん検診（セット）

■６月６日㈬12時30分～13時30分

　　碇ヶ関地域福祉センター

今月のおしらせ

健康

●デイケア

●予防接種（ポリオ）
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●各種検診

広報　ひらかわ　２０１２．５

●介護予防教室
　（てんとうむし体操）

項　目 対　象 実施日 受付時間

子育て相談（要予約）妊娠中、子育て中の方など 6/13 ㈬ 10:00～11:00

４カ月児健診 平成24年２月生 6/26 ㈫ 12:20～12:50

１歳児健診 平成23年６月生 6/13 ㈬ 13:00～13:30

１歳６カ月児健診 平成22年11月生 6/ 6 ㈬ 12:20～12:50

３歳児健診 平成20年12月生 6/15 ㈮ 12:00～12:30

持ち物

▷子育て相談…母子健康手帳、バスタオル

▷乳幼児健診…母子健康手帳、バスタオル、健康診査問診票、尿（３歳児のみ）

場所　健康センター　　　問合せ　健康推進課保健係

●乳幼児健康診査・子育て広場

●健康カレンダー内容変更



※祝日、年末年始は除きます。

場所　尾上総合支所３階第２応接室

内容　学校生活で困っていること、

子育てで困っていること、万引きや

喫煙、飲酒などの不良行為、子ども

会などの地域活動

相談員

・成田義榮（教育相談員）

・岩渕理（主任指導主事）

・工藤圭子（指導主事）

・荒田孝将（指導主事）

問合せ　平川市教育委員会指導課

●こころとからだの相談

　精神疾患（統合失調症やうつ病な

ど）で治療中の方や、心や身体に障

がいのある方の生活上の困りごとや

福祉サービスの利用などについて、

精神保健福祉士（ケースワーカー）が

相談に応じます。

日にち・場所

６月６日㈬　健康センター

６月20日㈬　碇ヶ関地域福祉センター

時間　13時30分～15時30分

※当日の相談でもかまいませんが、

　事前に申し込まれた方が優先とな

　ります。

問合せ　福祉課高齢障害支援係

●『消費者トラブル』＆『多重債務』

相談窓口

　尾上総合支所商工観光課にて随時

相談に応じています。弁護士・司法

書士への相談も受け付けます。

※申し込みは不要です。

問合せ　商工観光課商工係

●健康相談日

　市では、毎月２回尾上総合支所で

「健康相談日」を開催しています。母

子、妊婦、成人の各種相談に健康推

進課の保健師が応じますので、お気

軽にご相談ください。

日時　６月５日㈫、20日㈬

　　　９時～13時

場所　尾上総合支所市民生活課

問合せ　健康推進課保健係

●困りごと相談

　食欲がなく夜眠れない方、消費者

金融からの借金にお悩みの方、親子

関係でお悩みの方、振り込め詐欺や

架空請求の被害でお困りの方など、

あらゆる相談に応じます。

対象　市内にお住まいの方

日にち　５月23日㈬、６月20日㈬、

　　　　７月25日㈬、８月29日㈬

　　　　※１週間前までに要予約。

時間　18時～20時

場所　健康センター

予約・問合せ　健康推進課予防係

●教育相談・適応指導教室

　市教育委員会では、小・中学生の

いる保護者の方を対象にした「教育

相談」と、何らかの理由で学校に登

校できないお子さんを対象にした

「適応指導教室」を実施しています。

　秘密は厳守しますので、相談を希

望される方は事前に電話などでご連

絡ください。

日時　毎週火～木曜日９時～15時

○相談

●休日・夜間納税窓口

　毎週月曜日から金曜日（祝日、年

末年始を除く）の８時30分から17時

まで市税の納税相談を行っているほ

か、毎月夜間及び休日における窓口

を開設し、市税の納付及び納税相談

を受け付けておりますのでご利用く

ださい。来庁する際は、納税通知書

および印鑑をご持参ください。なお、

納税通知書がなくても再発行、納付

ができます。

場所　収納課（本庁舎２階）

■夜間窓口

日時　５月28日㈪、29日㈫、30日㈬、

　　　31日㈭17時～19時

■休日窓口

日時　５月27日㈰８時30分～17時

問合せ　収納課収納係

●行政・人権相談所

　「人権擁護委員の日」の６月１日に

あわせて、相談所を開設します。

　行政に関する苦情や意見がある

方、日常生活の中で困っていること

や人権擁護に関することでお悩みの

方は、この機会をご利用ください。

日時　６月１日㈮10時～15時

場所

▷平賀地域　　健康センター相談室

▷尾上地域　　尾上総合支所会議室

▷碇ヶ関地域　碇ヶ関公民館談話室

問合せ　市民課市民係

●法務局何でも相談所

　法務局職員、人権擁護委員、公証

人、司法書士、土地家屋調査士が無

料で相談に応じます。秘密は厳守し

ますのでお気軽にお越しください。

日時　６月２日㈯10時～16時

場所　青森地方法務局弘前支局

問合せ　青森地方法務局弘前支局

☎26‐1150

　平川市には多数の農産物直売所があり、地産地消のマーケットとし

て、人気のスポットです。

　農産物直売所は、生産者の所得向上、地域雇用の増加、農産加工

による付加価値の向上などの効果を生み出しています。消費者にとっ

ては、新鮮で安全・安心な農産物や、産地ならではの加工品を安く手

に入れられます。また、おいしい野菜の選び方や調理方法を消費者へ

伝え、消費者が望む農産物や加工品を生産者に提案するなど、生産者

と消費者の交流の場にもなっています。

　地域のアンテナショップと言える農産物直売所の場所は市ホーム

ページで紹介しています。ぜひ足を運んでみてください。

問合せ　農林課食産業振興係

●食育通信②　～農産物直売所について～

１１広報　ひらかわ　２０１２．５

●教育相談・適応指導教室

●こころとからだの相談

●休日・夜間納税窓口

●健康相談日

各種相談

●行政・人権合同相談所

●法務局なんでも相談所

●困りごと相談

●消費者トラブル、
　多重債務相談窓口



今月のおしらせ

○募集

●わがまちＣＭ大賞

　青森朝日放送の「ふるさと自慢わ

がまちＣＭ大賞」に応募し、平川

市の魅力を発信する30秒のコマー

シャル作品の制作者を募集します。

　応募にあたっては、申込書にある

絵コンテ（構想案）を作成し、持参ま

たは郵送してください。応募者から

１者を選考し、申込内容に沿った映

像の制作を委託します（委託料15万

円）。応募者の中から抽選で10名様

に図書カード（1,000円分）をプレゼ

ントします。

　詳しくは、市ホームページか募集

チラシ（申込書）をご覧ください。

申込締切　６月１日（金）

問合せ　企画財政課企画調整係

●「ひらかわ100選」モニターツアー

　市と市観光協会では、「ひらかわ

100選」に選ばれた景観・名勝地な

どを巡り、地域の文化を楽しむモニ

ターツアーを実施します。

対象　18歳以上の方

※市内外を問いません。

定員　①10人、②～④20人

※定員を超えた場合、初参加の方を

　優先します。

送迎　碇ヶ関、平賀、尾上各地域か

　ら送迎バスが出ます（①を除く）。

ガイド　各コースとも市観光協会の

　「ひらかわ案内人」がガイドします。

申込締切　

　①５月25日㈮、②６月４日㈪、

　③６月11日㈪、④７月２日㈪

①商家と津軽グルメコース

～いろんなお菓子を楽しみながら、

尾上の街並みを歩きましょ～

日時　５月30日㈬ 13時～16時

集合場所　津軽尾上駅

主なコース　市内菓子店、七柱神社、

　　　　　　ギャラリーなど

参加費　1,300円（お菓子３点付き）

②碇ヶ関歴史旧跡めぐりとたけのこ

料理体験コース

～旬のたけのこを美味しくいただい

て、碇ヶ関の歴史を再確認～

日時　６月14日㈭10時～15時

集合場所　道の駅いかりがせき

主なコース　関所跡、三笠山公園、

　国上寺、たけのこ料理体験

参加費　2,000円（昼食付き）

③美肌ランチと歴史の道矢立峠散策

コース

～歴史の道のロマンに触れ、美肌

トークとランチを楽しみます～

日時　６月22日㈮10時～15時20分

集合場所　道の駅いかりがせき

主なコース　歴史の道矢立峠、羽州

　路の宿あいのり（昼食・美肌トー

　ク・入浴）

参加費　2,500円

　　　　（昼食・入浴・ケーキ付き）

④平川ねぷたと初夏の白岩トレッキ

ング＋さくらんぼ園コース

～世界一の扇ねぷた「新作」と自然の

神秘「白岩遊歩道」。旬のさくらんぼ

狩りも～

日時　７月11日㈬９時30分～15時

集合場所　平川市役所

主なコース　白岩森林公園遊歩道、兼

　春観光さくらんぼ園、ねぷた展示館

参加費　2,000円

　　　　（昼食、さくらんぼ付き）

※各コースの詳細についてはホーム

　ページをご覧いただくか、お問合

　せください。

申込み・問合せ　商工観光課観光係

●知覧ねぷた祭

　世界一の扇ねぷた運行実行委員会

では、鹿児島県南九州市で開催され

る「知覧ねぷた祭」の参加者を募集し

ます。

参加期間　７月20日㈮～22日㈰

参加費　１人42,000円前後

募集人数　10人程度

応募条件

・平川市民であること

・20歳以上の健康な方

・ねぷた囃子を演奏できる方（未経験

　者には囃子練習会で指導します。）

申込締切　５月31日㈭

注意事項

・参加経験のない方を優先とします

　が、定員を超えた場合は抽選とし

　ます。

・参加者決定後の交代はできません

　のでご了承ください。

申込み・問合せ

　世界一の扇ねぷた運行実行委員会

事務局（市商工観光課内）

囃子練習会

　世界一の扇ねぷた運行実行委員会

では、ねぷた囃子練習会を次とおり

開催いたしますので、初めての方で

もお気軽にご参加ください。

日時　

　６月～７月の毎週金曜日19時～

※７月20日は除きます。

場所　６月　文化センター　

　　　７月　ねぷた展示館前

問合せ

　世界一の扇ねぷた運行実行委員会

事務局（市商工観光課内）

●日本女性会議２０１２仙台

　「日本女性会議」は、男女共同参画

社会の実現をめざし、著名人によ

る記念講演や「子育て」「女性の自立」

「女性の健康」など様々なテーマに

沿った分科会が開催されます。

　市では、平川市民を対象に「日本

女性会議」への参加者を募集し、旅

費などの参加費用の半額を助成しま

す。参加を希望される方は電話にて

お申込みください。

開催日　10月26日㈮～28日㈰

場所　国際センター（宮城県仙台市）

募集人員　４人

※書類審査などの選考を行います。

申込締切　６月20日㈬

申込み・問合せ　総務課行政改革係

●青少年国内派遣

　市では、鹿児島県南九州市でホー

ムステイを体験したい中・高校生を

募集します。

派遣期間　７月21日㈯～24日㈫

※３泊４日のうちホームステイは２

　泊です。

対象　市内在住の中学生・高校生

内容　ホームステイ、特攻平和会館

　見学、お茶手もみ体験、マリンス

　ポーツなど

募集
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●青少年国内派遣

●「ひらかわ100選」
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●囃子練習会



受験料は本人負担）

○訪問介護員養成研修２級課程講習会

期間　８月～９月平日の日中

　　　（全23回程度）

定員　15人

○パソコン講習会

内容　表計算処理技能検定３級取得

　対応（試験含む）、ワードによるビ

　ジネス文書作成技能習得（打ち込

　み練習）

期間　７月～10月の夜間（全36回）

定員　15人

○調理師試験準備講習会

内容　調理師試験の受験対策

期間　７月中旬の日中

定員　４人（今年度の調理師試験を

　　　受験する方）

※講習会の期間は変更になる場合が

　あります。

※定員を上回る申し込みがあった場

　合、抽選や書類選考などで受講者

　を決定します。

申込み・問合せ

▷福祉課こども家庭係

▷財団法人青森県母子寡婦福祉連合

　会　☎017‐735‐4152

ぜひ申し込みください。

講師　山崎之也氏、齋藤千恵子氏

対象　小学校５年生～一般

※性別や年齢は問いません。

募集人員　20人程度

会場　文化センター

期間　６月～平成25年３月

※月に１、２回程度開催。

時間　19時～21時

参加料　1,000円（月額）

申込締切　５月31日㈭

特典　８月の舞台公演に出演でき、

　今後自主公演に参加できます。

申込み・問合せ

　平川市演劇集団夢ぶたい事務局

（あらや保育園内）齋藤　☎44‐3170

●母子家庭等就業支援講習会

　母子家庭などの就業を支援するた

め、次のとおり講習会を開催します。

対象

　母子家庭の母および寡婦（概ね60

歳程度まで、全日程参加できる方）

開催地　弘前市

募集期間　６月１日㈮～14日㈭

受講料　無料（教材の一部、教本代、

募集人員　８人

参加費用　50,000円

申込締切　６月６日㈬

※必要書類は平賀公民館にあります。

申込み・問合せ

　平賀公民館　☎44‐1221

●花壇コンクール

対象

　地域（町会、自治公民館、婦人

会、老人クラブ、子ども会など）、

市内小・中学校

審査時期　８月上旬予定

申込方法　平賀公民館備え付けの申

　込用紙に必要事項を記入の上、６月

　16日㈯までにお申し込みください。

申込み・問合せ

　平賀公民館　☎44‐1221

●農作業従事者

　津軽みらい農協・つがる弘前農協

では、組合員の高齢化や後継者の農

業者離れなどにより、管内の農業経

営を進める上で農作業従事者が不足

しています。そこで無料職業紹介所

を開設し、春期の農業に従事できる

人材を募集します。詳しくは各農協

にお問い合わせください。

問合せ

▷津軽みらい農協農作業職業無料紹

　介所　☎52‐5262

▷つがる弘前農協農作業従事者無料

　職業紹介所　☎82‐1053

●平川市演劇集団「夢ぶたい」ワー

クショップ

　演劇を通した文化芸術による地域

おこし、こころ豊かな人づくりを目

的に平川市演劇集団「夢ぶたい」が立

ち上げられました。活動の２本柱

は、舞台公演「津軽藩　北辺の武

士」、語りと芝居の講習会「演劇ワー

クショップ」です。興味のある方は

○退職（失業）した時は？

　厚生年金や共済年金に加入していた方が20歳以上60歳未満で退職（失

業）すると、国民年金の第一号被保険者となるための手続きを行い、月

額１万4,980円の保険料を納めることになります（厚生年金等に加入し

ている方の扶養になっている配偶者も退職（失業）と同時に第一号被保険

者になりますので、保険料を納めることになります）。

　一方、保険料を納めることが経済的に困難な方には、申請によって保

険料の納付を免除される制度があります。

○特例免除申請とは？

　免除申請する年度またはその前年度に退職（失業）した方は、特例免除

制度を利用できます。通常は審査の対象となるご本人の所得を除外して

審査が行われます。ただし、配偶者、世帯主に一定以上の所得があると

きは免除が認められないことがあります。

≪届け先≫　本庁舎国保年金課年金係、

　　　　　　尾上・碇ヶ関総合支所市民生活課国保年金係

≪手続きに必要なもの≫

・年金手帳または納付書など基礎年金番号がわかるもの

・認印（本人の場合は不要）

・失業していることを確認できる公的機関の証明の写し

　（雇用保険受給者資格証、離職票など）

※詳しくはお問い合わせください。

国民年金

退職（失業）による特例免除申請のお知らせ

問合せ　国保年金課年金係
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●市民登山

日時　７月１日㈰

　　　５時　市役所本庁舎出発

コース　八幡平大深湿原～松川温泉

対象　市内在住の方

参加料　4,000円

※バス代、傷害保険料含む

定員　30人（先着）

持ち物　昼食、雨具、手袋など

申込締切　６月15日㈮

申込み・問合せ

▷山岳会事務局（小野）

　☎090‐2362‐9346

▷平賀総合運動施設体育館

　☎44‐5010

●ピアノリレーコンサート

　文化センター所有のスタインウェ

イピアノを弾いてみませんか？ス

テージで世界最高峰のピアノを弾く

絶好の機会です。参加を希望される

方は電話にてお申し込みください。

日時　６月23日 ㈯９時～20時

場所　文化センター文化ホール

対象　平川市民（20組、１組30分）

参加費　500円（当日持参）

申込締切　５月31日㈭

※応募者多数の場合は抽選。

問合せ　文化センター　☎44‐1221

○催し

●「柏農市」

開催日　６月13日㈬、７月10日㈫、

　　　　８月21日㈫、９月12日㈬、

　　　　10月９日㈫

販売時間　10時30分～12時30分

場所　商工会隣（旧第二体育館跡地）

販売農産物　季節の野菜、草花、鶏

　卵、加工品（かしわ味噌、すっぽ

　ん味噌、リンゴジュースなど）

問合せ　柏木農業高等学校

　☎44‐3015

●第17 回平川市たけのこマラソン

日にち　６月24日㈰※雨天決行

受付　８時～

開会式　９時10分～

会場　碇ヶ関中学校グランド

今月のおしらせ

問合せ　農業委員会事務局

●水洗便所改造資金貸付制度

　平成23年度の下水道などへの水

洗化（接続）率は76％で、目標の90％

に達していません。

　市では、水洗化率向上のために、

平成22～24年度に限り水洗便所改

造資金貸付申請を受理されたものを

無利息にする制度を実施しています

（利息は市が負担します）。まだ下水

道に接続していない方は、ぜひご活

用ください。

貸付額　60万円未満

返済期間　60カ月以内

貸付条件　市税などを完納している

　こと、連帯保証人がいることなど

※制度の詳細についてはお問い合わ

　せください。

問合せ　上下水道課下水道係

●汚泥発酵肥料の販売

　本庁舎１階の上下水道課では、

碇ヶ関浄化センターから排出される

汚泥を有効活用した、汚泥発酵肥料

を販売しております。ぜひ家庭菜園

などにご利用ください。

単価　157円（１袋、３㌔）

問合せ　上下水道課下水道係

●口座振替納税をご利用ください

　固定資産税、市県民税（普通徴収）、

軽自動車税、国民健康保険税は、預

金口座から自動的に振り替えて納め

ることができます。一度手続きをす

ると翌年度以降も継続されます。

取扱金融機関

　市内に本店・支店がある銀行、信

用金庫、農協および郵便局

申込方法

　納期月の前月まで、預金（貯金）通

帳・通帳届出印・納税通知書を持参の

上、市内の取り扱い金融機関および郵

便局の窓口でお申し込みください。

口座振替の解約・変更など

　口座振替の取り消しや振替口座を

変更される時は、納期月の前月まで

に、取り扱い金融機関および郵便局

で手続きをしてください。

種目　1.5㌔、仮装・ファミリー、

　　　2.5㌔、3.5㌔、５㌔、10㌔、

　　　ハーフ

参加料　幼児～中学生1,200円

　　　　高校生・一般2,500円

申込締切　５月21日㈪

問合せ　平川市たけのこマラソン大

　　　　会実行委員会　☎46‐2104

●青森県民スポレク祭

　県民の皆さんがスポーツ・レクリ

エーション活動を通して、健康で活

力ある生活を送れるように「第５回

青森県民スポーツ・レクリエーショ

ン祭」が次のとおり開催されます。

開催日　７月７日㈯・８日㈰

実施種目（全34種目）

　サッカー、ソフトバレーボール、

ドッジボール、ゲートボールなど

※種目ごとに会場や開始時間などが

　異なります。また、当日参加可能

　な種目も多数あります。詳しくは

　お問い合わせください。

申込方法

　ひらかドーム、平賀体育館に用意

している参加申込書に必要事項を記

入の上、各種団体へ直接お申し込み

ください。

申込締切　６月13日㈬（マスターズ

　スイミングは６月８日㈮）

問合せ　ひらかドーム　☎43‐0660

○おしらせ

●現況届（農業者年金）

　現況届は、現在農業者年金を受給

している方へ５月末日までに送付さ

れます。必要事項を記入の上、忘れ

ずに提出してください。期限内に提

出されない場合は、年金が差し止め

られますのでご注意ください。

※平成23年７月１日以降の裁定者お

　よび支給停止解除者の方は、提出

　は不要です。

提出締切　６月29日㈮

提出場所　本庁舎２階案内窓口、尾

　上総合支所１階農業委員会事務局、

　碇ヶ関総合支所１階経済建設課、

　葛川支所

受付時間　平日８時15分～17時
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石郷　　對　馬　憂　騎　柚
ゆ ず き

希ちゃん

新屋　　齋　藤　　　衛　暖
はる

ちゃん

小和森　對　馬　優　花　瑠
る き と

稀人くん

柏木町　阿　部　祐記男　結
ゆ う ま

真くん

大光寺　工　藤　裕　美　薫
かおる

ちゃん

柏木町　杉　田　広　志　陽
は る ま

真くん

広船　　小笠原　　　健　茉
ま こ

子ちゃん

尾崎　　小笠原　貴　康　心
こ は る

春ちゃん

館田　　三　浦　俊　明　愛
あ い る

碧瑠ちゃん

唐竹　　野　里　和　久　龍
りゅうせい

聖くん

石郷　　三　浦　　　智　凛
りん

ちゃん

広船　　工　藤　智　広　結
ゆ い ら

蘭ちゃん

南田中　小田切　啓　逸　理
り お

桜ちゃん

唐竹　　八木橋　裕　仁　莉
り お

桜ちゃん

小国　　比　内　順　二　蒼
あ お と

斗くん

広船　　北　山　達　也　遥
は る と

斗くん

李平　　田　辺　聖　也　栞
か ん な

奈ちゃん

尾上　　山　田　　　昇　結
ゆい

ちゃん

猿賀　　山　内　祐　介　優
ゆ ね

音ちゃん

南田中　村　上　良　太　舞
ま お

桜ちゃん

碇ヶ関　白　戸　　　諭　唯
ゆい

ちゃん

　広船　　　　工　藤　丈　明

　愛知県碧南市　岡　本　典　子

　碇ヶ関　　　小　竹　優　也

　碇ヶ関　　　岩　崎　　　愛

　新屋　　　　葛　西　亨　太

　新屋町　　　山　口　智　子

　碇ヶ関　　　山　内　　　輝

　南田中　　　天　内　志　保

　長田　　　　小田桐　　　順

　黒石市　　　木　立　千　秋

高畑　　赤　平　サ　ダ　92

岩館　　齋　藤　正　夫　83

柏木町　須　藤　勝　巳　88

尾崎　　八木橋　ミ　ヱ　84

広船　　長　尾　俊　彦　65

館田　　平　川　義　丸　88

本町　　佐々木　正　典　63

小和森　佐々木　孝　行　75

本町　　工　藤　セ　ツ　90

沖館　　吹　田　ギン子　93

本町　　對　馬　富　夫　79

広船　　外　川　セ　ツ　78

柏木町　後　藤　裕　子　51

小国　　齋　藤　達　雄　60

町居　　白　戸　や　ゑ　86

平田森　古　川　忠　司　83

苗生松　對　馬　健　一　79

尾崎　　長　内　茂　夫　83

新屋　　佐　藤　兼　藏　85

高畑　　赤　平　セ　ツ　92

八幡崎　白　戸　小三郎　72

金屋　　工　藤　キ　ミ　81

八幡崎　白　戸　ク　ニ　88

日沼　　西　谷　セ　ツ　90

南田中　佐　野　義　孝　82

日沼　　須　藤　ミ　ヤ　97

南田中　葛　西　チ　ヱ　82

中佐渡　小田桐　チ　ヱ　98

中佐渡　小田桐　ミ　ヨ　83

八幡崎　建　山　哲　雄　71

新山　　須　郷　敏　光　53

碇ヶ関　相　馬　　　巧　77

戸 籍

だ よ り

４月中届出分　
※順不同、敬称略。平川市に届け出し、希望者のみ掲載しています。

４月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。

　■人口　　33‚628人　（－80）　■男性　15‚815人　■女性　17‚813人

　■世帯数　11‚364世帯（＋７）　■転入　66人 ■転出　129人　　

●こんにちは赤ちゃん ●結婚おめでとう

●お悔やみ申し上げます

１５

パソコン講習会日程（定員：先着８人）

■パソコン入門１

　５月24日㈭10時～12時、

　６月１日㈮13時30分～15時30分

■パソコン入門２

　５月30日㈬10時～12時、

　６月６日㈬13時30分～15時30分、

　６月15日㈮18時～20時

■ Windows（ウインドウズ）入門

　６月20日㈬13時30分～15時30分

場所　文化センター２階

開設日　毎週火曜日～土曜日

※日曜日、月曜日、祝日は休業。

開設時間　８時15分～12時、13時～17時

※６月15日㈮は午後からの開設に

　なります。

問合せ　ＩＴサポートセンター

　☎55‐0341

込みください（先着順）。

利用可能人数　一日４人まで

申込み・問合せ

　企画財政課企画調整係

●ＩＴサポートセンター

　市では、ＩＴサポートセンターを

開設します。「パソコンに興味があ

るけど、どう使うの？」「もう一度

基礎から学びたいけど、一人じゃ不

安」「パソコンについて質問がある

けれど、どこに聞けばいいの？」な

どの質問や相談に、講師が親切丁寧

に分かりやすく説明します。どんな

相談でもお受けします。講習会も定

期的に開催しますので、電話でお申

込みください。相談・講習会はすべ

て無料です。

振替ができなかった場合

　振替が行えるのは納期限の日の一

度だけです。残高不足などで振替が

できなかった場合には、後日納付書

をお送りしますので、金融機関等の

窓口で納付してください。

※納付が遅れると督促手数料や延滞

　金がかかる場合があります。

※領収書は発行されませんので、振

　替状況については通帳への記帳に

　よりご確認ください。

問合せ　収納課管理係

●ゴルフで健康づくり

　市では、㈱びわの平ゴルフ倶楽部

（小国地区）の利用券を配布していま

す。通常よりも安く利用できますの

で、ご希望の方は、お早めにお申し

広報　ひらかわ　２０１２．５

●ゴルフで健康づくり

●ＩＴサポートセンター
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里山に観る

ガイドと一緒に遊歩道を散策

躍動感ある獅子踊りが披露されました山野草の展示即売が行われました

 志賀坊山野草まつり
　４月28日～５月６日、志賀坊森林公園で

里山に観る山野草まつりが開催されました。

期間中カタクリなどの山野草が見ごろを迎

え、観光客はガイドと山野草散策をして楽

しみました。開会式では広船獅子踊保存会

による獅子踊りが披露され、青空の下勇壮

な踊りで会場を盛り上げました。

植木市では色とりどりな草花を販売

　
　４月28日～５月６日、猿賀公園を会場に、おのえ花と

植木まつりが開催されました。

　28日の開会式ではテープカットが行われ華やかに開幕

しました。まつり期間中には桜が満開を迎え、お花見中

国茶会やガイドと行く猿賀まち歩きツアー、フリーマー

ケット、謎解き宝探しゲームなど様々なイベントが行わ

れ、多くの観光客で賑わいました。

花
さ く ら

と植木まつりおのえ

尾上職人組合による包丁とぎチャリティ


