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５月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。

　■人口　33‚590人（－38）　■世帯数　11‚366世帯（＋２）　

　※６月中の届け出については15ページをご覧ください。

５月の交通事故件数

　■交通事故　２件（負傷者２人、死者０人）

５月の出動件数　

　■火災出動　４件　■救急出動　７８件　

　■救助出動　２件　■そ　の　他　1８件

６月の納期　※納期限７月２日㈪

　■市県民税　第１期　

今月の表紙

　６月１日、第７回平川市小体連陸上競技大会が

平賀総合運動施設グラウンドで開かれました。市

内小学校５、６年生が元気いっぱいに100ｍ走や

リレー、走り幅跳び、ボール投げなどに挑み、周

りの大声援に応えていました。
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５月２1日　石澤清さん（南田）　　　　　

　　　　　現金５万円（青森県民駅伝平川市実行委員会

　　　　　への活動資金として）　　　　　

寄附を頂きました

２ 南九州市からお茶一年分が贈呈さ

れました

３ 市内の話題

４ 春の褒章・危険業務従事者叙勲

国民健康保険税のお知らせ

５ 受けよう！特定健診・特定保健指導

６ つけましたか？「住宅用火災警報器」

情報公開・個人情報保護制度の開示

状況公表

７ 果樹農家のみなさんへ

８ ふるさと自慢うた自慢

９ 津軽広域連合だより

１０～１５今月のおしらせ
戸籍だより

１６白岩まつり2012

広報ひらかわ４月号の訂正
　次のとおり間違いがありました。訂正しておわび
いたします。

　Ｐ２「今月の表紙」（誤）分裂行進→（正）分列行進

　５月31日、友好親善都市である南九州市の霜出市長

らが市役所を訪れ、特産品である「かごしま知覧茶」

を小中学生に贈りました。

　贈られたお茶は、週１回

設けられる「お茶の日」に

市内の小中学校にて給食の

時間に振る舞われます。

　生徒・児童を代表して小

和森小学校の児童４名が受

け取り、児童委員会委員長

の角田日
ひ よ り

和さん（６年生）が

「みんなでお茶を飲むのが

楽しみです。ありがとうご

ざいました」とお礼を述べ

ました。

市長からお茶を受け取る児童

お茶をいただいた後は、笑顔で記念撮影をしました

南九州市から

お茶一年分が贈呈されました



市内の話題

水稲の育苗督励

　５月15日、本格的な田植え作業を前に水稲育

苗督励が行われました。督励には大川市長のほ

か津軽みらい農協の山口茂雄常務も同行し、滝

本水稲生産組合、町居生産組合、尾崎水稲生産

組合の３カ所を回り、生育状況を視察しました。

　今年は豪雪の影響が心配されましたが、その

後の好天で遅れを回復。日々作業に打ち込む組

合員に対し「順調に生育しているようなので、

良い収穫が迎えられるように頑張ってほしい」

と激励しました。

道の駅に普通充電器設置

農家蔵 ・農家庭園めぐり

　５月26、27日の両日、金屋地区で「農家蔵・

農家庭園めぐり」が行われました。両日とも晴

天に恵まれ、参加者たちは弘前大学と柏木農業

高校の学生による案内で、農家所有の蔵と手入

れが行き届いた庭園を見学しました。当時の面

影が残る景観に魅了され、思い思いに散策を楽

しんでいました。

　また、農家庭園鑑賞茶会や柏農高生による加

工品販売、手づくり６人展などのイベントが催

されました。
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　５月18日、道の駅「いかりがせき」の駐車場

内に電気自動車やプラグインハイブリッド車用

の普通充電器が設置されました。津軽地方の道

の駅に自動車用充電器が設置されるのは初めて

になります。

　初日は市が所有する電気自動車でデモンスト

レーションが行われました。

　道の駅を運営する碇ヶ関開発の石村社長は、

「需要の動向を見ながら、急速充電器の設置も

検討したい」と話していました。
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長年にわたる努力が認められて
　平成２４年「春の褒章」「危険業務従事者叙勲」が発表され、当市から 2人の方

が受章されました。受章の栄誉を受けられた方をご紹介いたします。

春の褒章・危険業務従事者叙勲

　長年郵便集配受託者として、東部地区約160戸へ
毎日郵便を集配し、地域郵便業務に貢献されました。
「仕事が最優先になってしまう中、家族の支えがあっ
てやってこれた。健康に注意しこれからも続けてい
きたい」と話されました。

谷川　金弘さん

郵政事業功労

南田町地区　６０歳

黄綬褒章

　平成24年度の国民健康保険税の税率は昨年度と同率で、算定方法および税率は次のと

おりです。国民健康保険税は納期限内に忘れずに納めましょう。

■国民健康保険税の算定方法

課税の分類 対象

❶医療給付費分
０歳～７４歳の方

❷後期高齢者支援金分

❸介護納付金分 ４０歳～６４歳の方

国民健康保険税＝❶＋❷＋❸

国民健康保険税のお知らせ

■平成24年度の国民健康保険税率

課税の分類 区　分 平成２4 年度

❶医療給付費分

所 得 割 ７．６０％
資 産 割 １８．５０％
均 等 割 ２０，０００円
平 等 割 ２７，８００円
限 度 額 ５１０，０００円

❷後期高齢者
　 支援金分

所 得 割 ２．７５％
資 産 割 ７．００％
均 等 割 ６，６００円
平 等 割 １０，０００円
限 度 額 １４０，０００円

❸介護納付金分

所 得 割 ２．６０％
資 産 割 ５．７０％
均 等 割 ９，０００円
平 等 割 ８，４００円
限 度 額 １２０，０００円

❶医療給付費分

　保険税の総額を次の４つの項目に割り振り、一

世帯ごとの保険税が決まります。

　①所得割：世帯の所得に応じて計算

　②資産割：世帯の資産（固定資産税額）に応じて

　　　　　　計算

　③均等割：世帯の加入者数に応じて計算　

　④平等割：一世帯当たりにいくらと計算

❷後期高齢者支援金分

　後期高齢者医療制度に伴う医療費の一部分を、

７４歳以下の方で支援するものです。医療給付費分

と同じく、所得割、資産割、均等割、平等割の４

つの項目で計算されます。

❸介護納付金分

　国保に加入している４０歳～６４歳以下の方が納め

ます。医療給付費分と同じく、所得割、資産割、

均等割、平等割の４つの項目で計算されます。

問合せ　：　国保年金課　国保係　☎４４‐１１１１（内線１２５１・１２５２・１２５７）

　陸上自衛隊員として、危険性が高い業務に精励し、
陸上自衛隊の発展と充実のために従事されました。
「地道に仕事を全うした結果、受章できてとても嬉し
い。同僚と家族の支えがあってこそ受章できた」と
話されました。

米澤　道俊さん

防衛功労

南田中地区　６１歳

危険業務従事者叙勲
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　市の集団健診では、協会けんぽや

健保連、共済組合などの被扶養者の

方の特定健診も受け付けています。

料金　一部負担あり

申込先

▷青森県総合健診センター　

　　☎017‐741‐2336

▷健康推進課健康管理係

■集団健診　

　各種がん検診と同時に受診できま

す。

料金　　無料（がん検診は有料）

申込先　健康推進課健康管理係

■個別健診

　市内、周辺市町村の実施医療機関

で受診できます。

料金　　無料

申込先　受診を希望する医療機関

　

　特定健診は、生活習慣病のリスク

を高めるメタボリックシンドローム

に着目した健康診査です。糖尿病や

心臓病、脳卒中といった深刻な病気

を防ぐため、市では右下の表の項目

を検査し、メタボリックシンドロー

ムの人やその予備群の人を早期発見

することを目的としています。　

　特定健診の結果は、保健師などが

全ての受診者に説明をします。特に

生活習慣病やメタボリックシンド

ロームのリスクが高い方には、面接

や電話により特定保健指導を行いま

す。

　特定保健指導には、メタボリック

シンドロームを予防するための「動

機づけ支援」、改善するための「積

極的支援」の２種類があります。

　市の特定健診は、国民健康保険加

入者の30歳以上の方を対象としてお

り、集団健診のほか、各医療機関で

行う個別健診で受診できます（30歳

～39歳の方は集団健診のみ）。

　今年度は、全ての特定健診対象者

の方に「特定健康診査受診券（紫の

用紙）」と「集団健診の日程」および

「個別健診実施医療機関一覧」を送付

していますので、ご確認ください。

　なお、受診券が送付された方でも、

すでに集団健診に申込まれた方はあ

らためて申込む必要はありません。

検査項目 調べる内容

身体計測
身長・体重・ＢＭＩ 肥満ややせ過ぎでないかを調べます
腹囲 内臓脂肪の蓄積を調べます

血圧
収縮期血圧

血圧計で血管にかかる圧力を調べます
拡張期血圧

血中脂質

中性脂肪
血液中に含まれる脂質の量から動脈硬化の危険度

などを調べます
ＨＤＬコレステロール

ＬＤＬコレステロール

肝機能
ＡＳＴ（ＧＯＴ）

血液を採取して肝臓の機能を調べますＡＬＴ（ＧＰＴ）
γ‐ＧＴ（γ‐ＧＴＰ）

糖代謝
空腹時血糖

血液を採取して糖尿病の危険度を調べます
ＨｂＡ１ｃ
尿糖 尿を採取して糖尿病の危険度を調べます

腎機能 尿たんぱく 尿を採取して腎臓の機能を調べます

※市では上の基本的な健診項目に、クレアチニン検査、尿酸検査、心電図検査、　
　貧血検査の各検査項目を追加し、より充実した内容で実施しています。

特定健診・特定保健指導
受けよう！

申込み・問合せ　：　健康推進課　健康管理係　☎４４‐１１１１（内線１１４１）

特定健診とは？

特定保健指導とは？

特定健診を受診するには？

特定健診の基本的な健診項目

社会保険の被扶養者の方へ

　市では、糖尿病、脳卒中、心臓病などの生活習慣病の早期発見と改善のため、特定健診と特定保健

指導を実施しています。自分の健康を守るのは自分自身です。「面倒くさい」「必要ない」などと敬遠

せず、年に１回は特定健診を受診しましょう。

特定健診から特定保健指導までの流れ

結果説明会
特定健診
（集団健診）

特定健診
（個別健診）

電話や訪問など

による結果説明

特定保健指導
（動機づけ支援、
積極的支援）

結
果
に
応
じ
て
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つけましたか？「住宅用
火災警報器」

　平成23年６月１日からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました

問合せ　：　平川市消防本部　予防課　☎４４‐３１２２

　住宅用火災警報器を「つけててよかった」という事例は、住宅用火災警報器の普及とともに年々増加

していて、これまでにたくさんの事例が報告されています。そんな中から、いくつかの事例を紹介します。

　あなたは、火災の怖さを真剣に

考えてみたことがありますか…？

火災から大切な家族の命を守るた

め自分自身の命を守るため

地域の安心 ･安全を守るため

「今」できることがあります。

住宅用火災警報器を購入したのに「取付け方法

がわからない」という高齢者の方、平川市消防

本部では、住宅用火災警報器の取付け支援をし

ています。消防本部予防課までご連絡ください。

住宅用火災警報器を
つけましょう

取付けお手伝いします

つけててよかった！！

　

　この制度は、請求に応じて市が保有している情
報を公開するものです。

平成23年度の開示状況
▷開示請求件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４件
　 （うち開示決定したもの・・・・・・・・・・・・・・・４件）
▷開示決定等に対する不服申し立て件数・・・０件

　この制度は、市が保有している個人情報全般に
ついての基本的なルールを定めるとともに、本人
からの請求により自己に関する情報の開示や訂正
などを求めることができるものです。

平成23年度の開示状況
▷開示請求件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０件
　 （うち開示決定したもの・・・・・・・・・・・・・・・０件）
▷訂正及び停止請求件数・・・・・・・・・・・・・・・・・０件
▷開示決定等に対する不服申し立て件数・・・０件
▷苦情申し出件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０件

情報公開・個人情報保護制度の
開示状況公表

情報公開制度

度情報 制個 保人 護

問合せ　：　総務課　行政係　☎４４‐１１１１（内線１３４２）

！

　戸建住宅に住む女性は、１階の台所で揚げ物を調
理した後、ガスコンロの火を消さずにその場を離れ、
２階で出勤の準備をしていました。
　女性の息子は、１階の浴室から出たところ、住宅
用火災警報器の警報音が聞こえたので、台所に行く
とガスコンロから天井まで炎が上がっているのを発
見しました。すぐに初期消火を行ったあと、携帯電
話から119番通報を行いました。

　居住者の女性は、居室内にある仏壇のロウソクに
火を灯したまま、居間で電話していました。この間、
なんらかの理由でロウソクが倒れ出火しました。
　女性が電話していると、住宅用火災警報器の警報
音が聞こえたので、居室にいってみると仏壇の仏具
が燃えているのを発見しました。花瓶の水と、台所
から運んだバケツの水で初期消火を行い、火災が拡
大するのを防ぎました。

＜事例①＞ ＜事例②＞
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内　　容 補助率など

苗木・支柱助成事業

苗　木　作付面積２ａ以上の一団の農
　　　　用地で10本以上

種　類　もも、ぶどう、なし、おうとう

補助率　１/２以内（上限：1,000円/本）

支　柱　上記苗木の植栽に係る「支柱

　　　　購入費」の１/２以内を助成

　　　　（上限：2,119円 / 本）

せん孔細菌病対策防

風網整備事業

せん孔細菌病対策防風網設置整備費

（業者委託）の１/２以内（上限：4,500

円 / ｍ）を助成（要件：10ａ以上）

申込み・問合せ　：　農林課　果樹振興係　☎４４‐１１１１（内線２１７５・２１７６）

平川市特産フルーツ応援事業～りんご以外の特産果樹経営を応援します～

６次産業化を応援します
　農林業生産と加工・販売の一体化や、地域資源を活用した新たな産業の創出および農業の活性化を

図るため、国では６次産業化法認定を行っており、市ではその支援を行っています。

申込み・問合せ　：　農林課　食産業振興係　☎４４‐１１１１（内線２１７７）

果樹農家のみなさんへ

＜６次産業化とは＞

　農林漁業者による１次産業（生産）、２次産業（加工）、

３次産業（流通・販売）の一体化や、生産物、バイオマス、

地域の風景、そこに住む人々の経験・知識などの地域資

源と２次・３次産業を結び付け、地域ビジネスの展開や

新たな産業を創出する取り組みです。

　６次産業化法に基づく「総合化事業計画」（農林業者が

生産、加工、販売を一体的に行う事業活動計画）を作成し、

国の認定を受けると、様々なメリットがあります。

＜６次産業化法認定によるメリット＞

・６次産業化プランナーによるサポート

・農業改良資金（無利子資金）の特例適用、短期運転資金

　の活用

・新商品開発や販路拡大の取り組みに対する 2/3 補助

・農業法人などが経営を複合化・多角化するための施設

　整備に対する 1/2 補助

＜６次産業化法認定を受けるための条件＞

○事業主体

　農林業者（個人・法人）、農林業者で組織する団体（集

対象

　営農集団（３戸以上の農家の組織する団体で、代表者

の定めがあり、組織および運営に関する規約などが定め

られているものに限ります）および認定農業者（認定就農

者を含む）で、販売を目的とした事業を行う者（市税等滞

納者は除きます）。

申込時に必要な書類等

①組織の規約の写し（営農集団の場合）

②農業経営改善計画認定書の写し（認定農業者の場合）

③県就農計画の認定通知書（認定就農者の場合）

④購入予定苗木および支柱、防風網整備費の見積書

申込期限　７月31日㈫

注意事項

　補助金交付決定前に購入・着工したものは対象となり

ません。多数の申込みなどにより予算枠を超えた場合は、

補助率が調整される場合もありますので、あらかじめご

了承ください。

落営農組織など）

○事業内容

⑴新商品の開発・製造・販路開拓

⑵新たな販売方式の導入、販売方式の改善

⑶⑴、⑵を行うために必要な生産方式などの改善

○認定要件

⑴農林業生産物および新商品の売上高が５年間で５％

　以上増加すること

⑵計画期間終了年度において黒字となること

○総合化事業計画期間　５年以内

＜市の支援策＞

○６次産業化推進運転資金借入利子助成補助金

　国が実施する農業経営改善利子助成金等交付事業によ

る短期運転資金の利率 1.5％のうち、1/2 を３年間助成

します。

○６次産業化施設整備事業補助金

　国が実施する６次産業化対策整備事業により交付され

る補助金額の 1/4 相当額を市が補助します。

※内容について、詳しくはお問合せください。
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ＮＨＫラジオ公開番組「ふるさと自慢うた自慢」

～文化センターからのご案内～

　ＮＨＫ青森放送局と平川市が共催で、ラジオ第１放送の人気番組「ふるさと自

慢うた自慢」の公開録音を行います。

　この番組は２部構成で、第１部では男女３人ずつの地元出演者（一般公募は行

いません）による「ふるさと自慢」と「うた自慢」で平川市の魅力をお伝えし、第２

部ではゲスト歌手のステージをたっぷりお楽しみいただけます。

日　　時　　７月 13日㈮

　　　　　　開場 17 時　開演 17時45分　終演 20時15分（予定）

場　　所　　平川市文化センター　文化ホール

石原　詢子

観覧申込方法（入場無料ですが、事前申し込みによる整理券が必要です）

　郵便往復はがき「往信用裏面」に郵便番号・住所・名前・電話番号を、「返信用表面」に郵

便番号・住所・名前を明記してお申し込みください。

　応募多数の場合は、抽選のうえ１枚でお二人様入場できる整理券をお送りいたします。

※ 1 歳以上のお子様から入場整理券が必要です。

※インターネットオークション等での転売を目的としたお申し込みは固くお断りします。

　なお、転売を目的としたお申し込みであると判明した場合には、抽選対象外とさせてい

ただ　きます。

ゲ　ス　ト

司　　会　　今城和久アナウンサー

締　　切　　６月25日㈪　【必着】

※ご応募の際にいただいた個人情報は、ＮＨＫでは抽選結果のご連絡のほか、受信料の

　お願いに使用させていただくことがあります。

あ　て　先　　〒 030‐8633（住所不要）

　　　　　　ＮＨＫ青森放送局「ふるさと自慢うた自慢」係 まで

放送予定　　９月８日 ㈯　「ふるさと自慢うた自慢」

　　　　　　９月29日 ㈯　「ふるさと自慢コンサート」

　　　　　　16時　5分～ 16時55分　＜ラジオ第１・国際放送＞

問合せ：ＮＨＫ青森放送局企画　☎０１７‐７７４‐５１１４（平日１０時～１８時）　http://nhk.jp/aomori
　　　　　　文化センター　　　　　☎４４‐１２２１

湯原　昌幸

　　　　　　【第１部】ふるさと自慢うた自慢／【第２部】ふるさと自慢コンサート
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だより
“津軽”の
話題満載合

津軽
　広域 連

巫女姿のガイドが園内を案内します 温泉街を眼下に見ながら、小高い丘を縫うように遊歩道は続きます

北限に見る蓮の花まつり
平川市

６
月

７
月

８
月

とき イベント名 イベント内容【問合せ先】

１日
～１0月3１日

ひらか和！入浴ラリー
温泉に入浴し、スタンプを集め応募すると、抽選で豪華賞品が当たります

【同実行委員会事務局（柏木温泉内、☎44‐7600）】

１6日
第7回古都ひろさき花火の
集い

悪戸河川敷運動公園を会場に開催！大輪の花火が初夏の弘前を彩ります
【同実行委員会事務局（弘前商工会議所内、☎33‐4111）】

２3・２４日
２0１２カヌースラローム・ワイル
ドウォータージャパンカップ

国内最高峰のカヌー大会。全国各地から集まった選手たちが果敢に激流に挑み、
熱戦を繰り広げます　　　　　　　【同実行委員会事務局（西目屋村役場総務課内、☎85‐2800）】

２４日 第１3回よさこい津軽
今年も土手町通りを会場に開催！参加者・観客が一体となって楽しめる祭りです

【同実行委員会事務局（弘前商工会議所内、☎33‐4111）】

２４日 たけのこマラソン大会
子どもから大人まで誰でも楽しむことのできるマラソン大会。今年からハーフ種目を新設

【同実行委員会（碇ヶ関公民館内、☎46‐2104）】

２４日 押し花教室 古代米、紫稲を利用して額の中に自然を表現しませんか　【田舎館村総合案内所「遊稲の館」（☎58‐4689）】

１日 ふじワングランプリ B-１形式で町店舗・団体が考案したふじさきグルメのNO.１を決定！プレゼントもあり【藤崎町企画財政課（☎75‐3111）】

４～7日 横町夜店まつり（黒石市） 七夕飾りが通りを彩り、露店や各種イベントが盛りだくさん　　　　【横町向上会（☎52‐3060）】

１５日
クラシックカークラブ青
森ミーティングinこみせ

懐かしい旧車が全国から集合。参加車両による市内パレードが行われます
【黒石商店街協同組合（☎53‐6030）】

２２日
ゲールカイトフェスタin西
目屋　白神凧揚げ国際大会

世界遺産白神山地のふもとで海外や国内の凧愛好家を集い、自慢の凧を揚げます
【目屋観光協会（西目屋村役場総務課内、☎85‐2800）】

２８日
～８月５日

北限に見る蓮の花まつり
蓮の花が咲き誇る猿賀公園で、川柳コンテストやまち歩きミニツアーなどの催し物多数

【平川市商工観光課（☎44‐1111）】

２９日 どろリンピック 夏休みの思い出に、親子・友人同士でどろまみれになってたのしみませんか　【田舎館村総合案内所「遊稲の館」（☎58‐4689）】
30日
～８月５日

黒石ねぷたまつり
津軽の夏祭りの先陣を切り、約70台のねぷたが集合。合同運行は7/30と８/２です

【㈳黒石青年会議所（☎52‐3369）】

１～7日 弘前ねぷたまつり 武者絵などを題材とした大小約８0台のねぷたが、市内を勇壮・華麗に練り歩きます　【弘前市観光物産課（☎35‐1128）】

２・3日 平川ねぷたまつり２0１２ 華やかな踊りが加わる「平川ねぷた」。今年も高さ１１㍍の「世界一の扇ねぷた」が出陣【平川市商工会（☎44‐3055）】

４日 第37回田舎館村ねぷた合同運行 各地区の子どもからお年寄りまで参加し、村内のねぷた約１５台が出陣　【田舎館村中央公民館（☎58‐2250）】

８～１0日 ２0１２りんご灯まつり 「ノレサ！ソレサ！」の掛け声で町内を練り歩く『りんご山笠』は９日夕方に運行します！　【板柳町経済課地域振興係（☎73‐2111）】

１２日 栃ノ海杯少年相撲大会 県内外から小・中学生力士が参加して熱戦を繰り広げます　【田舎館村中央公民館（☎58‐2250）】

１４日 ２0１２りんごの里いたやなぎ花火大会 3,000発の花火が夏の夜空を彩ります　　　　　　　　　　　　　　　　　【板柳町商工会（☎73‐3254）】

１５・１6日 黒石よされ流し踊り 両日とも約3,000人の踊り子が流し踊りをします。飛び入り参加もできます　【同実行委員会事務局（☎52‐3488）】

　猿賀神社の鏡ヶ池に咲く蓮の花は、群生地として北

限といわれており、毎年夏の風物詩として親しまれて

います。ちょうど見頃を迎える７月下旬から開催され

るこのまつりでは、ガイドと一緒に盛美園などを歩く

ミニツアーや津軽三味線の生演奏、川柳コンテストな

ど、さまざまなイベントが行われる予定です。まつり

の詳細については、決まり次第ホームページなどでお

知らせします。

　ぜひこの機会に足を運んでいただき、北限に咲く優

雅で可憐な蓮の花を堪能してはいかがでしょうか。

期間　７月28日㈯～８月５日㈰

場所　猿賀公園

問合せ　平川市商工観光課　☎44‐1111

県立自然公園「茶臼山公園」
大鰐町

市町村イベントカレンダー

　近年、つつじの名所として県内外からの観光客を集

める県立自然公園「茶臼山公園」園内には、遊歩道沿い

に自然石に俳句を刻した句碑が設置されており、「俳

句の小径」としても親しまれています。この句碑は、

高浜虚子門下で四天王とうたわれた俳人増田手古奈の

80歳を記念して、大鰐在住の俳句グループが昭和51年

に設置したものです。

　また、園内には75科、300種ほどの植物も生育し、

平成４年には「茶臼山自然植物園」としても開園されま

した。新緑に包まれる「俳句の小径」を散策しながら、

一句詠んでみませんか。

場所　大鰐町大字大鰐字茶臼館

問合せ　大鰐町役場企画観光課　☎48‐2111



■６月27日㈬　健康センター

（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。

申込み・問合せ　健康推進課予防係

●子宮・乳がん検診（集団）追加募

集について

　次の日程で実施する婦人科検診に

ついて、受診者を追加募集します。

乳がん検診

受付時間　

　12時30分～13時30分

　６月27日㈬　健康センター

　60歳未満　12人

子宮・乳がん検診（セット）

受付時間

　６月29日、７月27日

　12時～13時

　８月19日、９月23日

　９時～10時

■６月29日㈮　尾上保健センター

　60歳未満25人　60歳以上３人

■７月27日㈮　健康センター

　60歳未満27人　60歳以上24人

■８月19日㈰　健康センター

　60歳未満29人　60歳以上39人

■９月23日㈰　尾上保健センター

　60歳未満35人　60歳以上43人

※６月28日㈭の乳がん検診および

　７月26日㈭、８月20日㈪の子宮

　がん検診は、申し込み者数が少な

　いため、検診は中止となりました。

　このため、子宮・乳がんのいずれ

　かのみの受診も可能となりました。

申込み・問合せ　健康推進課予防係

●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

■７月17日㈫　新屋町集落会館

受付時間　６時30分～８時

持ち物　健康保険証、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29日㈮受付時間12時～13時

　尾上保健センター

・乳がん検診

●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24日㈰、25日㈪、26日㈫

　　健康センター

■７月２日㈪　鳥海会館（沖舘）

■７月３日㈫　向陽公民館

今月のおしらせ

健康

Information
平川市役所　☎０１７２‐４４‐１１１１（代表）　ホームページ　http://www.city.hirakawa.lg.jp/

１０

●各種検診

広報　ひらかわ　２０１２．６

対　象 助成期間 医療機関と費用

１
期

生後12カ月～
24カ月未満の乳児

生後12カ月
～24カ月未満 健康カレンダーの「予

防接種の個別接種医療
機関一覧」に記載され
ている医療機関で、助
成期間内であれば無料
※医療機関によっては
　予約が必要です。

２
期

平成18年４月２日～
平成19年４月１日生

平成24年４月１日
～平成25年３月31日

３
期

平成11年４月２日～
平成12年４月１日生

４
期

平成６年４月２日～
平成７年４月１日生

※当市に転入してまだ接種していない方は、健康推進課保健係までご連

　絡ください。

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

●予防接種（麻しん風しん）

●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

離乳食教室（要予約）
５～18カ月児のご家族の
方など（試食があります）

7/19 ㈭  9:45～10:00

子育て相談（要予約）妊娠中、子育て中の方など 7/11 ㈬ 10:00～11:00

４カ月児健診 平成24年３月生 7/24 ㈫ 12:20～12:50

１歳児健診 平成23年７月生 7/11 ㈬ 13:00～13:30

１歳６カ月児健診 平成22年12月生 7/25 ㈬ 12:20～12:50

３歳児健診 平成21年１月生 7/13 ㈮ 12:00～12:30

持ち物

▷離乳食教室…母子健康手帳、筆記用具

▷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

●子宮・乳がん検診（集団）
　追加募集



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

　７月４日㈬　健康センター

　７月18日㈬　尾上地域福祉センター

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

内容　

　講演「こころの悩みに気づくため

　に～ゲートキーパーの心得」

申込締切　７月４日㈬

申込み・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　７月19日㈭９時～11時30分

集合場所　健康センター

内容　陶芸教室

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

○相談

●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

※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。

■６月26日㈫、７月10日㈫／10時～

11時30分／尾上地域福祉センター／

尾上在宅介護支援センター（☎57‐

5351）

■６月27日㈬、７月11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）

■６月27日㈬、７月11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）

■６月28日㈭、７月12日㈭／ 14時

～15時30分／緑青園／平賀在宅介護

支援センター（☎44‐6116）

■７月３日㈫、17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）

■７月13日㈮、27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

●精神障害者家族教室

　精神科の疾患で治療中の方の家族

が自由に話し合い、交流を深められ

るよう家族教室を開催します。

日時　７月10日㈫10時～11時30分

場所　碇ヶ関地域福祉センター

内容　作業所見学（大鰐町「工房わ

　　　にっこ」を予定）

対象　精神科の疾患で治療中の方の

　　　家族

問合せ　福祉課高齢障害支援係

●ケアナース育成研修会

　うつの早期発見やうつ予防を目的

として講演会を行います。どなたで

も参加できるのでお気軽に申込み下

さい。

日時　７月11日㈬18時30分～20時

場所　健康センター（会議室）

●デイケアを開催します

１１広報　ひらかわ　２０１２．６

各種相談

●ケアナース育成研修会

項　目 実施日 受付時間 場　所

全血献血 7/17 ㈫

10:00～12:00 青森県立尾上総合高等学校

13:30～14:30 介護老人保健施設のぞみ

15:15～16:00 ㈱アップルランド南田温泉

持ち物　献血カード（献血手帳）、本人確認書類（運転免許証など）

※本人確認書類は、前回までに提示していれば不要です。

問合せ　健康推進課健康管理係

●献血

回　数 月　日 内　容（講義と実技）

１回目 ７月17日㈫
オリエンテーション
自己理解・自己の感性を引き出す

２回目 ７月31日㈫ 対象者理解・価値観の多様性を知る

３回目 ８月28日㈫
聴くスキルを身につける①（講義）　
聴くスキルを身につける②（演習）

４回目 ９月４日㈫ 聴くスキルを身につける③

５回目 ９月18日㈫ 聴くスキルを身につける④

６回目 10月９日㈫ 改めて聴くことの大切さを理解する

～「聞く」から「聴く」へ、心を傾けてみませんか？～

講師　青森大学社会学部社会福祉学科教授　藤林正雄氏

時間　13時30分～15時30分

場所　健康センター（会議室）

その他　興味のある回だけの参加も可能ですが、４講座以上の参加の受

　　　　講者には修了証を差し上げます。

申込締切　７月10日㈫　　　　　　　　　　

申込み・問合せ　健康推進課予防係

●傾聴ボランティア講座　６回シリーズ

●精神障害者家族教室

●こころとからだの相談

●「消費者トラブル」＆「多
　重債務」相談窓口



今月のおしらせ

●身体障害者巡回診査及び更生相談

　身体障害者手帳（肢体不自由の方

のみ）の交付や再認定が必要な方は、

お申し込みのうえご利用ください。

日時　７月12日㈭　

　　　（受付）９時～11時　

　　　（診査）９時30分～12時

場所　健康センター

料金　無料

持ち物　身体障害者手帳・印鑑

申込締切　６月29日㈮

対象　

⑴身体障害者手帳の交付を受けるた

　め診査を必要とする方

⑵市、県障害者相談センターから身

　体障害者手帳の再認定を必要とさ

　れた方

⑶身体障害者手帳の障害程度および

　等級に変化があり、変更を必要と

　する方

⑷補装具の処方を必要とする方

⑸生活・医療・施設入所などの相談

　を希望する方

注意事項

①当日の診査で得られる情報のみで

　は判定が困難な場合、指定医師の

　いる医療機関を利用していただき

　ます。

②脳血管障害（脳卒中など）による障

　害の診査については、発症から３

　カ月以上を経過していること。

③補装具の車椅子、歩行器、歩行補

　助つえは介護保険が優先となりま

　すので、介護保険の要介護認定を

　受けている方は除きます。

④電動車椅子、座位保持装置、骨格

　構造義肢など複雑な処方を要する

　義肢・装具およびオーダーメイド

　またはモジュラー方式による車椅

　子は除きます。

申込み・問合せ　

　福祉課高齢障害支援係

●健康相談日

　市では、毎月２回尾上総合支所で

「健康相談」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　７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　６月20日㈬、７月25日㈬、

　　　　８月29日㈬、９月26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

●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　６月29日㈮ 17時～19時

■休日窓口

日時　６月24日㈰８時30分～17時

問合せ　収納課収納係

○募集

●第20回青森県民駅伝競走大会選

手選考記録会を開催します

　９月２日㈰に開催される「第20

回青森県民駅伝競走大会」の選手選

考記録会を開催します。多数のご参

加をお待ちしております。

日時　６月23日㈯、７月７日㈯

　９時～受付　９時30分～記録会

場所　平賀総合運動施設グラウンド

対象

・市内在住の中学生以上の方

・県内在住の市内中学校出身の方

・市内に勤務している方

距離

▷一般男子・高校生男子　５㌔

▷一般女子・高校生女子・中学生　３㌔

問合せ　ひらかドーム　☎43‐0660

募集

１２ 広報　ひらかわ　２０１２．６

●身体障害者巡回診査およ
　び更生相談

●第20回青森県民駅伝競走　
　大会選考記録会

　県では、国の食育月間である６月と県産食材が豊富に出回る11月を

食育月間として、食育活動の促進を図っています。

　県内の学校給食では、「ふるさと産品給食の日」を実施しています。

これは、県内の農林水産物をたくさん取り入れ、子供たちがふるさと

の食材や料理について知り、食文化を伝えていくことや食への感謝の

心を育むことを目的としています。

　平賀学校給食センターでは、６月６日に「ごはん・牛乳・イカメンチ・

長いもの和え物・ほたて汁」を、尾上学校給食センターでは６月13日

に「米粉バーガー・牛乳・たまごサラダ・根菜スープ・洋ナシのジュ

レ」をメニューにしました。普段の給食でも平川市や青森県の安全・

安心な食べ物をできるだけ使用し、地産地消に取り組んでいます。ご

家庭でもふるさと青森県の食べ物にふれる機会を増やし、食について

話し合う時間を大切にしていきましょう。

　問合せ　平賀学校給食センター・尾上学校給食センター

●食育通信③　～ふるさと産品給食の日～

●休日・夜間納税窓口

●健康相談

●困りごと相談



申込締切　７月16日㈪

申込み・問合せ　

▷平賀図書館　☎44‐7665

▷尾上図書館　☎57‐5980

●第４回平川市民グラウンド・ゴル

　フ大会参加者募集

日時　７月１日㈰

　　　９時集合、９時30分開始

　　　※小雨決行。

場所　中央公園・こども広場

参加料　一人300円

※不参加の場合でも参加料は返還し

　ません。

申込締切　６月23日㈯

申込み・問合せ

　グラウンドゴルフ協会

▷平賀地域（對馬）☎090‐5359‐7356

▷尾上地域（小田桐）☎57‐5212

▷碇ヶ関地域（対馬）☎46‐2037

申込み・問合せ　

　　　　平賀公民館　☎44‐1221

●公民館講座を開催します

　人、地域がきらめく平川市民のた

めに講話を開催します。どうぞご参

加ください。

日時　６月28日㈭ 10時～

場所　碇ヶ関公民館視聴覚室

内容　講話「ともに生きることとは」

講師　弘前学院大学社会福祉学部　

　　　学部長　八戸宏教授

対象　市内在住の方

参加料　無料

申込締切　６月22日㈮

申込み・問合せ

　　碇ヶ関公民館　☎46‐2104

●～県内の文学碑を訪ねる～文学散

歩青森県の参加者を募集します

日時　７月24日㈫８時30分

　　　文化センター前出発

場所　十和田湖周辺

対象　市内在住の方

定員　30人（先着順）

参加料　1,500円（昼食代等込）

●税務職員（高卒程度）募集

対象

①試験年度の４月１日において、高

　等学校または中等教育学校を卒業

　した日から起算して３年を経過し

　ていない者、および試験年度の３

　月までに高等学校または中等教育

　学校を卒業する見込みの者

②人事院が①に掲げる者と同等の資

　格があると認める者

申込方法

　人事院ホームページ（http://www.

jinji-shiken.go.jp/juken.html）

※郵送、持参での申込みも可。

申込期間

　６月26日㈫～７月５日㈭

※郵送・持参の場合、７月２日㈪～

　10日㈫（当日消印有効）。

問合せ

▷人事院東北事務局

　☎022‐221‐2022

▷仙台国税局人事第二課試験研修係

　☎022‐263‐1111

●夏のワクワクおはなし会

日時　７月14日㈯ 14時～15時

場所　生涯学習センター２階和室

内容　絵本の読み聞かせ、紙芝居など

対象　幼児・児童

参加料　無料

申込締切　７月13日㈮

申込み・問合せ

　　尾上図書館　☎57‐5980

●「平成の寺子屋」７月講演

　家族の絆という観点からみた夫婦

別姓の問題と遺言者の真意を尊重で

きるような遺言の方式についてお話

します。

日時　７月27日㈮

　　　13時30分～15時10分

場所　文化センター中研修室

内容　「民法学の立場から福祉を考

　　　える」（夫婦別姓・遺言）

講師　青森大学社会学部社会福祉学科

　　　安藤清美教授

対象　市内在住の方

参加料　無料

申込締切　７月20日㈮

国民年金

保険料の納付に困ったときは・・・

問合せ　国保年金課年金係

１３

●「平成の寺子屋」

広報　ひらかわ　２０１２．６

●夏のワクワクおはなし会

●公民館講座

　平成 24 年度の保険料は 14,980

円です。納付書が届いたけれども

納付が難しいとお困りの方はいま

せんか。

　保険料を未納のまま放っておく

と、老後の年金だけでなく、万一

の時の年金も受けられない場合が

あります。

　どうしても納められないとき

は、免除申請をしましょう。保険

料を免除・減額できることがあり

ます。年金額は、納めている人よ

りは少なくなりますが、年金受給

資格は確保できます。また、免除

を受けた分は、追納制度により後

で納めることができ、年金額を増

やすことができます。

　７月は平成23年度（平成23年７

月～平成24年６月）と平成24年度

（平成24年７月～平成25年６月）

の２年間の免除申請ができますの

で、納めたかどうか、今一度確認

してみましょう。はっきりしない

方、不安な方は年金係へご相談く

ださい。

≪免除申請の４段階≫

・全額免除　　　　　　　　　

・４分の３免除（3,750円納付）

・半額免除（7,490円納付）　

・４分の１免除（11,240円納付）

　申請者、配偶者、世帯主の所得

審査があります。仕事を辞めて離

職票を添付した方の所得は審査の

対象になりませんので、免除がで

きる可能性が高くなります。

　全額免除以外の免除が承認され

た場合は、納付書が送付されます。

納めないと未納扱いになりますの

で気を付けましょう。

●～県内の文学碑を訪ねる～
　文学散歩青森県

●税務職員（高卒程度）

●第４回
　グラウンドゴルフ大会



今月のおしらせ

縦覧場所　

　管財課管財係（本庁舎４階）

※地方自治法施行令第167条の４の

　規定に該当する方や税等の滞納が

　ある方は、入札に参加できません。

申込み・問合せ　管財課管財係

●「地域振興」助成事業

助成金額　必要経費の２分の１以内

　　　　　※上限300万円。

助成対象事業

・独自の技術やアイデアを活かした

　新商品の開発または新サービスを

　提供する事業の拡大

・地域貢献型事業または中心市街地、

　商店街、共同店舗の空き店舗など

　を利用して行う事業

・事業化、企業化、実用化が見込ま

　れる技術開発や研究事業

・地域の農林水産資源などの特性を

　活用した事業

・その他、目的に基づき適当と判断

　した事業

応募資格

⑴振興企業ならびに事業拡大を目指

　し新規事業参入や開発・研究を行

　う県内の個人、ＮＰＯ法人および

　企業など

⑵平成25年４月１日～平成26年３

　月31日までに実施する事業であ

　ること

⑶助成金給付後、事業・研究報告書

　を提出すること

応募期間７月１日㈰～９月30日㈰

申込み・問合せ　

　公益財団法人みちのく・ふるさと

貢献基金事務局　☎017‐774‐1179

●改正育児・介護休業法全面施行

　平成24年７月１日から全ての事

業所で、改正育児・介護休業法が適

用となり、①育児短時間勤務制度、

②育児所定外労働の免除、③介護休

暇を利用することができます。

※ただし、①は制度の規定がないと

　利用できないので、事業主は制度

　を整備する義務があります。

問合せ　青森労働局雇用均等室

　　　　　　　☎017‐734‐4211

●警察官Ａ（大卒）募集

対象　昭和55年４月２日以降に生

　　　まれた方で、大学を卒業また

　　　は卒業見込みの者

申込締切　６月22日㈮

一次試験　７月８日㈰（青森市）

一次試験合格発表　7月13日㈮予定

二次試験　８月中旬（青森市）

最終合格発表　９月上旬

問合せ　黒石警察署総務課

　　　　　　　　　　☎52‐2311

●フラダンス体験教室

日にち　７月14日㈯、21日㈯、28日㈯

　　　　※全３回

時間　19時～20時

場所　平賀体育館２階

受講料　3,000円

募集人数　20人

持ち物　フレアーなどの広がるスカ

　　　　ート

申込み・問合せ

　　　　スポレククラブ協会（高木）

　　　　　　　☎090‐7079‐0944

○おしらせ

●トラックを売却します

　市では、トラックを一般競争入札

により売却します。

売却物件　トラック（４ＷＤ　２ｔ）

車名　三菱

型式　ＫＣ－ＦＧ538Ｂ

走行距離　約84,300㎞

車検有効期限　車検なし

最低売却価格　210,000円（税込）

仕様書縦覧期間　

　６月19日㈫～７月３日㈫

申込期間　６月25日㈪～ 29日㈮

現場説明会　６月27日㈬10時

　　　　　尾上総合支所造林用車庫

入札日　７月４日㈬

１４ 広報　ひらかわ　２０１２．６

おしらせ

●改正育児・介護休業法

　全面施行

●警察官Ａ（大卒）

　市では、パソコンに興味がある方、もう一度基
礎から学びたい方のために、相談・講習会をすべ
て無料で行っております。講習会はお電話でお申
込ください。

講習会日時 内容（定員：各先着8人）

6/27（水） 10:00～12:00 ワード1‐文字の入力、フォント変更、文字の配置など

6/29（金） 13:30～15:30 ワード２‐箇条書き、ページ罫線、文字の囲み線など

7/ 4（水） 13:30～15:30 ワード３‐クリップアート、ワードアート、表の挿入など

7/ 6（金） 18:00～20:00 デジカメ‐デジカメ説明、パソコンへの取り込み方など

7/11（水） 10:00～12:00 エクセル1‐セルの説明、セルの色変更、列幅変更など

7/13（金） 13:30～15:30 エクセル２‐オートフィル、フォント変更、罫線など

7/18（水） 13:30～15:30 エクセル３‐四則計算、簡単な関数、いろいろなオートフィルなど

7/20（金） 18:00～20:00 Windows（ウィンドウズ）入門‐
フォルダ、ファイル管理、

　　　　　　　　　　　　　　　　デスクトップ環境変更

場所　文化センター２階　

申込み・問合せ　ＩＴサポートセンター　☎55‐0341（直通）

　受付８時15分～12時、13時～17時（日・月曜日、祝日は休業）

※７月６日㈮、20日㈮は午後からの開設になります。

●ＩＴサポートセンター　無料相談・講習会

●トラックを売却します

●「地域振興」助成事業

●フラダンス体験教室



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。

松館　　今　井　友　也　雷
ら い き

己くん

柏木町　須　藤　　　誠　慧
けい

くん

新館　　鈴　木　純　一　理
り お

桜ちゃん

町居　　成　田　健　太　遥
は る と

斗くん

館山　　小笠原　　　純　歌
か の ん

音ちゃん

新屋　　太　田　祐　樹　大
ひ ろ と

翔くん

新屋　　玉　熊　陽　一　風
ふ う か

花ちゃん

本町　　藤　田　　　明　羽
わ く

功くん

尾上　　花　田　真　之　早
さ き

月ちゃん

南田中　小　倉　千　弥　大
だ い き

季くん

南田中　小田桐　寛　生　崇
しゅうま

真くん

蒲田　　高　橋　孝　広　舞
まい

ちゃん

猿賀　　若　松　高　城　柚
ゆ ず き

稀くん

猿賀　　比　内　兼　宏　瑠
る あ

亜ちゃん

猿賀　　阿　保　裕　之　恵
え な

絆ちゃん

碇ヶ関　増　子　英　俊　冴
さ く

空くん

　館山　　今　井　　　祥

　黒石市　髙　橋　瑞　穂

　高木　　山　田　　　悟

　黒石市　大　寺　千　鶴

光城　　木　村　淳　哉

弘前市　成　田　晃　子

尾崎　　八木橋　雄　斗

弘前市　工　藤　千　穂

大坊　　下　山　兼　美　78

大坊　　三　浦　ツ　ル　83

大坊　　中　畑　慶　治　83

大坊　　佐々木　キ　ン　80

杉館　　相　馬　サ　ダ　99

杉館　　工　藤　サチエ　71

葛川　　小　林　政　志　65

広船　　小笠原　兼　柾　68

広船　　外　川　てつゑ　66

広船　　工　藤　靖　久　43

広船　　外　川　　　豊　63

町居　　今　井　與　一　79

町居　　大　澤　こ　ど　97

館山　　 　井　カ　シ　78

館山　　今　井　忠　誠　84

苗生松　葛　西　サ　ツ　77

苗生松　小　林　敏　郎　77

苗生松　齋　藤　鐵　雄　82

尾崎　　小山内　セ　ツ　88

岩館　　尾　田　明　子　74

岩館　　齋　藤　　　 　89

原田　　岩　渕　トミヱ　85

原田　　齋　藤　キヌヱ　72

館田　　福　井　ク　ニ　86

館田　　福　井　奈　利　91

小和森　相　馬　昭　彦　68

新館　　山野井　カ　ツ　95

石郷　　田　中　　　實　83

平田森　古　川　俊　雄　84

大光寺　杉　澤　ヒロ子　58

原　　　工　藤　　　猛　77

尾上　　田　 　良　助　91

尾上　　横　島　ク　ニ　95

金屋　　佐　藤　　　優　86

南田中　小田切　盛　親　63

南田中　松　田　勇　子　62

南田中　佐　藤　せ　つ　87

八幡崎　小　林　長　一　83

李平　　佐　藤　武　二　78

高木　　下　山　シ　モ　88

碇ヶ関　柴　田　ゆ　き　81

碇ヶ関　横　山　愛　子　86

古懸　　佐々木　テ　ツ　76

久吉　　明　石　正　一　62

戸 籍

だ よ り

５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。

５月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。

　■人口　　33‚590人　（－38）　■男性　15‚801人　■女性　17‚789人

　■世帯数　11‚366世帯（＋２）　■転入　49人　　　■転出　57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広報　ひらかわ　２０１２．６

広報ひらかわに広告を掲載しませんか？
発行日　毎月１５日、月１１，５００部発行

掲載料　１号（縦４４mm×横　８４mm）  １５，０００円／月
　　　　２号（縦４４mm×横１７９mm）  ３０，０００円／月
　　　　※くわしい内容については、お問い合
　　　　　合わせください。

問合せ　総務課行政係　☎４４－１１１１（内線１３５０）
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白岩まつり
2012

２

３

１

　５月26日と27日の両日、白岩森林公園で「白岩ま

つり2012」が開催されました。両日ともに五月晴れ

に恵まれ、青い空に白い岩肌、赤いツツジにまぶし

い新緑という美しいコントラストが、散策する大勢

の行楽客を魅了しました。

　管理棟前に設置されたまつり特設会場では、花嵐

桜組によるよさこいソーランなどが行われました。

また、まつり二日目には毎年恒例のカラオケ大会が

開催され、盛り上がりました。

１．「ひらかわ案内人」による遊歩道散策で景色を楽

　　しみながら、リフレッシュ。

２．あらや保育園児によるかわいらしい「こども獅

　　子踊り」が披露されました。

３．尾崎獅子踊保存会による「祝舞」が披露され、

　　行楽客の近くまで寄る場面もありました。

４．花嵐桜組と一緒によさこいを踊り、笑顔がはじ

　　ける子どもたち。

４




