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時と水ゆったり流れる

平川市
時と水ゆったり流れる

平川市

・未来のために…地域の財産「中山間地域」を守ろう

・平川市職員を募集します

・北限に観る蓮の花まつり

今月号の主な内容



目次

６月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。

　■人口　33‚600人（＋10）　■世帯数　11‚387世帯（＋21）　

　※７月中の届け出については15ページをご覧ください。

６月の交通事故件数

　■交通事故　４件（負傷者４人、死者０人）

６月の出動件数　

　■火災出動　４件　■救急出動　66件　

　■救助出動　６件　■そ　の　他　17件

７月の納期　※納期限７月31日㈫

　■固定資産税　第２期　■国民健康保険税　第１期　

　■介護保険料　第１期　■後期高齢者医療保険料　第１期　

今月の表紙

　６月26日、金屋地区で尾上保育園の園児24人と
はすね保育園の園児23人がさくらんぼ狩りを体験

しました。

　園児たちは思い思いに真っ赤に実ったさくらん

ぼに手を伸ばし、「あまーい」と言って美味しそ

うに食べていました。
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№79　2012.7

２ 平川市職員を募集します

３ 市内の話題

４・５ 未来のために…地域の財産「中

山間地域」を守ろう

６ 農地を転用する場合には許可が

必要です

倍賞千恵子コンサートⅢ

７ 外国人住民の方の行政サービス

手続きが簡素化されます

８ 国民健康保険・後期高齢者医療

制度のおしらせ

９ 住み良いまちにするために

１０～１５今月のおしらせ
戸籍だより

１６北限に観る蓮の花まつり 問合せ　：　総務課　人事係　☎４４‐１１１１（内線１３５５・１３５６）

募集職種 応募資格（日本国籍を有すること） 募集人員

上級一般行政職
　大学卒業以上（来春卒業見込み含
む）の学歴を有する方で、昭和58年
４月２日以降に生まれた方

若干名

上級一般行政職
（社会人枠）

　昭和53年４月２日から昭和58年４
月１日までに生まれた方

初級一般行政職
　高校卒業以上（来春卒業見込み含
む）の学歴を有する方で、平成２年
４月２日以降に生まれた方

一般行政職
（身体障害者）

　高校卒業以上（来春卒業見込含む）
の学歴を有する身体障害者手帳をお
持ちの方で、昭和58年４月２日以降
に生まれた方
※自力で通勤ができ、介護者なしで
　業務ができる方に限ります。

■試験日・会場

　第１次試験　９月16日㈰　生涯学習センター（尾上総合支所）

　第２次試験　10月28日㈰　平川市役所本庁舎

■申込方法

　市役所本庁舎、尾上・碇ヶ関総合支所に備え付けの受験申込

用紙に必要事項を記入の上、８月17日㈮までに総務課人事係（本

庁舎３階）へ提出してください。

※郵送の場合、締切日までに到着したものを受け付けます。

※詳しい試験案内については、市ホームページ（http://www.
　city.hirakawa.lg.jp/）からもご覧いただけます。

平川市職員を
　　　募集します



市内の話題

全国大会出場おめでとう

岩手県山田町と災害時の協定締結

たけのこマラソン大会

　６月21日、岩手県山田町と「災害時における

相互応援に関する協定」を締結しました。

　山田町からは沼崎町長らが訪れ、協定書に調

印し、握手を交わしました。両首長は今まで築

いてきた固い絆を確認し、今後起こりうる災害

に備えて、相互の応援体制を強化していくこと

を約束しました。

　協定により、災害発生時には食料品や飲料水

などの生活必需品の提供、被災者の一時受け入

れ、職員派遣などが行われます。　

　６月24日、第17回たけのこマラソン大会が

碇ヶ関中学校グラウンドを主会場に開催され、

県内外から幅広い年代の約900人が参加し、自

慢の健脚を競いました。

　今年からハーフコースが新設され、参加者た

ちはゴールを目指し起伏に富んだコースを疾

走。沿道には多くの住民が詰めかけ、力走する

ランナーに声援を送りました。

　走り終えたランナーは名物のたけのこ汁を堪

能し、温泉に入浴して疲れた身体を癒しました。
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　５月26日、27日、６月２日に行われた第26回

全日本小学生ソフトボール大会県予選会で、平

賀東ソフトボールクラブが優勝しました。

　６月８日、同クラブの選手らが市役所を訪れ、

大川市長らに優勝を報告。今井沙
さ え

映主将ら一人

ひとりが「１つでも多く勝ち進めるように頑張

ります」と全国大会への意気込みを力強く述べ

ました。

　全日本小学生ソフトボール大会は、８月３日

から宮崎県宮崎市で行われます。
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問合せ  ：  農林課  果樹振興係

～平成23年度中山間地域等直接支払制度取組状況報告～

中山間地域等直接支払制度とは

交付金の仕組みと使い道

平成23年度取組状況

　山地の多い我が国では、「中山間」と呼ばれる地域が、

国土の69％を占めています。この地域の農地が有する

多面的機能（洪水や土壌の浸食・保健休養機能・自然

生態系の保全）により、下流域の住民の財産と豊かな

暮らしが守られています。

　しかし、こうした地域は、平地に比べて生産条件が

不利な地域が多く、過疎化や高齢化が進む中、耕作放

棄地の増加や農地の荒廃などが懸念されています。

　そこで設けられたのが「中山間地域等直接支払制度」

です。特定農山村法、山村振興法などで指定された「中

山間」地域に対し直接交付金を支払うことで、農業生

産活動を継続的に支援し、地域活性化や多面的機能の

増進を図ることを目的としています。

　当市では、平成22年度より新たに第３期対策（５年間）

がスタートし、現在20集落が本制度に取り組んでいます。

　この制度では、集落協定を締結し、５年間以上継続

して農業生産活動などを行う農業者を対象に、農地の

斜度に応じて協定集落に交付金が交付されます。基本

活動（農業生産活動の条件整備等や多面的機能の増進）

に加え、地域課題に対応した独自の前向きな取組みが

可能とされており、これらを合わせて共同取組活動と

いいます。

　この交付金は、およそ半分以上を共同取組活動に活

用することとなっており、残りについては集落での合

意で、参加者の農業生産活動等に充てる個人配分も可

能となっています。

　平成23年度の取組状況は、協定集落数が20集落、参

加農業者は1,685人、交付金額は139,616千円でした（５

ページ右上の表参照）。共同取組活動として、水路や農

道の管理、周辺林地の草刈り、景観作物の作付、共同

利用機械・施設の整備などが行われました。また、集

落独自の取組として次のような事業が行われました。

・町居、新館→体験学習（米）　・切明→山菜加工・販売

・相沢→河川敷の雑木伐採   　・古懸→堆肥製造

・新屋→体験学習（さつまいも）

・大木平→体験学習（緑肥、じゃがいも）　

・唐竹、沖館、新館→りんご苗木配布

・金屋→体験農園（さくらんぼ）

・小国→農産物加工・販売（直売所）　　など

未来のために
地域の財産「中山間地域」を守ろう

農業生産条件が不利な状況に加え、高齢化が進
み、農地の荒廃が懸念されています。

〈平成23年度の交付金の配分〉

〈共同取組活動例〉

交付金により、農業生産の維持を図りなが

ら、地域活性化や多面的機能を確保し、私

たちの財産や暮らしを守っていきましょう。

・生態系の保全
・地下水かん養
・河川流域の安全

・景観の保全
・保健休養の場の提供

個人配分 共同取組活動
（基本活動と独自の取組活動）

周辺林地の草刈り

53.6％46.4％

中山間地域を守ることで、
私たちの暮らしは豊かに !!

しかし

〈中山間地域の役割〉
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協定締結

集　　落

協定参加
農業者数
（人）

交付金額（千円） 交付対象農用地面積（㎡）

内訳 内訳
集落共同
取組活動
充当額　

農業者へ
の個人配
分額　　

田 畑

急傾斜地 緩傾斜地 急傾斜地 緩傾斜地

新　　屋 171 7,898 3,950 3,948 775,363 2,465 297,639 475,259 0
井 戸 沢 31 2,961 1,490 1,471 270,119 61,573 208,546 0 0
大 木 平 17 1,228 809 419 350,861 0 0 0 350,861
沖　　館 152 13,151 6,580 6,571 1,163,227 3,497 74,158 1,085,572 0
小　　国 46 9,180 4,590 4,590 449,978 434,558 0 0 15,420
尾　　崎 237 17,844 8,930 8,914 1,853,309 0 775,680 983,398 94,231
唐　　竹 179 29,033 14,520 14,513 2,416,829 132,438 0 2,282,054 2,337
切　　明 19 2,778 1,390 1,388 132,270 132,270 0 0 0
高　　畑 15 419 210 209 52,417 0 52,417 0 0
新　　館 84 4,573 2,290 2,283 408,626 0 36,137 372,489 0
広　　船 161 25,544 12,780 12,764 2,255,500 0 112,658 2,142,842 0
平　　六 11 539 270 269 101,116 0 41,200 0 59,916
町　　居 169 8,579 4,290 4,289 799,010 0 174,026 624,984 0
金　　屋 185 7,548 4,328 3,220 741,627 0 0 618,996 122,631
相　　沢 29 1,281 1,281 0 161,801 0 80,672 43,924 37,205
古　　懸 85 3,551 3,551 0 565,223 14,564 228,233 36,351 286,075
四 戸 橋 11 310 310 0 38,743 0 38,743 0 0
四戸橋第二 15 672 672 0 91,559 0 0 43,948 47,611
久　　吉 59 2,290 2,290 0 286,226 0 286,226 0 0
阿　　原 9 237 237 0 37,092 0 37,092 0 0
合　　計 1,685 139,616 74,768 64,848 12,950,896 781,365 2,443,427 8,709,817 1,016,287

　中山間地域等直接支払制度を利用して、協定締結集落と地元小学校が連携し、児童た

ちの農業体験学習が行われています。５月２８日、町居集落と平賀東小学校、新館集落と竹

館小学校でそれぞれ田植え体験が行われました。

農　　業

体験学習

葛葉 駿介さん
 くずば　しゅんすけ

　田植えは初めての経験でした。泥がねちょね
ちょして楽しかったです。腰が痛くなったけ
ど、うまく植えることができました。自分で
田植えをしてみて、これからはお米を大切に
食べようと思いました。お米ができたら、梅
干と一緒に食べたいです。

　かさい　ひめか

プロフィール：平賀東小
５年。バレエをやっていま
す。

　田植えは初めてでした。やってみて楽しかっ
たけど、土の感触が変な感じで、足がはまっ
てなかなか抜けなかったです。型があったの
で、まっすぐ植えることができました。ぜひ
またやってみたいです。お米ができたら、白
飯だけで味わって食べたいです。

体験学習参加者にインタビュー！

☎４４‐１１１１（内線２１７５・２１７６）

平成２３年度の交付金額および面積

プロフィール：竹館小５年。

陸上をやっています。

傾斜配分 田の急傾斜（1/20以上） 田の緩傾斜（1/100以上） 畑の急傾斜（15度以上） 畑の緩傾斜（８度以上）

単価 通常 21,000 ８割 16,800 通常 8,000 ８割 6,400 通常 11,500 ８割 9,200 通常 3,500 ８割 2,800

交付金の単価（円）：10ａあたり

※阿原地区のみ８割単価

葛西 姫佳さん



問合せ　：　文化センター　☎４４‐１２２１

入場券
前売所

♪と　き♪
月 日９ ２１ 開演 １８：３０

開場 １８：００
（金）

文化センター  文化ホール
全
席
指
定

２，０００円（当日２，５００円）
・宝くじの助成による特別料金です。

・前売券完売の場合は当日券の発売はございません。

・未就学のお子様の同伴・入場はご遠慮ください。

■文化センター　　　　　　☎４４－１２２１
■田本商店　　　　　　　　☎４４－２１３６
■カサイ食品センター　　　☎４４－２６６６
■道の駅いかりがせき　　　☎４９－５０２０
■日弘楽器　　　　　　　　☎３４－４８２１
■ＢｏｏｋＳｈｏpかえで　　　☎８８－６６０８

宝くじ文化公演

前売り開始日：７月28日㈯

倍賞千恵子コンサートⅢ

農地を転用する場合には許可が必要です

■農地転用許可制度の目的

■農地転用とは

■無断転用した場合の罰則

■農地に盛土をする場合の届出

問合せ　：　農業委員会　農地係　☎４４‐１１１１（内線２１５２）

※農地転用許可制度について、詳しくは農業委員会（尾
　上総合支所内）へお問い合わせください。

■農地の無断転用の例

♪ところ♪

♪入場料♪

▲小
こ ろ く れ い じ ろ う

六禮次郎

♪ ♪

広報　ひらかわ　２０１２．７６

　農地を転用する場合には農地法の許可が必要です。しかし、許可を受けないで行う、いわゆる「無断

転用」が後を絶ちません。農業者をはじめ、開発に携わる人も農地転用許可制度を理解し、法令遵守に

努めましょう。

　食糧の安定供給の基盤である優良農地の確保と農業

以外の土地利用との調整を図り、農地転用を農業上の

利用に支障が少ない農地に誘導することを目的として

います。

　農地を住宅などの建物敷地、資材置場、駐車場、山

林など、農地以外の用地に転換することです。なお、

一時的に資材置場などに利用する場合も転用になりま

す。

　許可なく転用した場合は、工事の中止や原状回復な

どの命令がされるほか、場合によっては、３年以下の

懲役または300万円以下の罰金（法人は１億円以下の罰

金）が課せられることもあります。

・資材置場にした　　　　・青空駐車場にした

・農業用施設を建てた　　・建設残土の捨て場にした

・産業廃棄物の捨て場にした

※自己所有農地に２ａ未満の農業用施設を建てる場合

　は許可を要しないこととなっていますが、まずは農

　業委員会事務局にご相談ください。

▲倍
ばいしょう

賞千
ち え こ

恵子

　無断転用を防止する目的から、畑などを造成するた

めに農地に盛土をする場合であっても、農業委員会へ

届け出をしていただくことになりました。届出書の様

式は、市のホームページにも掲載しています。
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届け出・申請が必要なとき 手続き場所

　　　　　・新しく住所を定めたときや住所を変更したとき 市区町村

　　　　　・氏名、国籍・地域などを変更したとき
　　　　　・在留カードなどの有効期限が満了するとき　など

地方入国管理局

♣住民基本台帳カード ( 住基カード）が使いやすくなりました

　平成24年７月９日から外国人住民の方も住民基本台帳制度の適用対象になり、複数国籍世帯（日本人と

外国人で構成する一世帯）について、世帯全員が記載された住民票の写しなどの発行ができるようになり

ました。転入届などとの連携により、各種行政サービスの手続きが簡素化されます。外国人登録制度は廃

止され、新しい在留管理制度の導入により「在留カード」が交付されます。

　なお、現在お持ちの「外国人登録証」は、一定期間「在留カード等」とみなされますので、すぐに切り替え

る必要はありません。詳しくは、26言語で紹介している法務省入国管理局ホームページ「日本に在留する

外国人の皆さんへ」（http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html）をご覧ください。

※在留資格や在留期間の変更について、市役所への届け出は必要なくなりました。

※※ご注意ください！！※※

　外国人の方も、他の市区町村へ住所を変更するとき「転出届」をし「転出証明書」を取得して、引っ越し先

の市区町村で「転入届」を行います。住所変更の際は、在留カードなどをお持ちください。住居地の届出が

適切に行われないと、刑事罰の対象となるほか、在留資格の取り消し（中長期在留者のみ）になることもあ

るのでご注意ください。

　また、国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入要件も変わります。今まで１年以上滞在すると認めら

れた外国人住民のみ対象でしたが、３カ月を超えて滞在すると認められた方は、国民健康保険などに加入

することになります。ただし、職場の健康保険に加入している方などは除きます。詳しくは、担当までお

問い合わせください。

　今まで転出すると住基カードは失

効し、返納していましたが、転出先

でも使えるようになります。住所変

更（転入・転出・転居）の際は、住基

カードをお持ちください。

　市民課では、毎週月曜日（祝日・年末年始を除く）17時～ 18時まで、本庁舎で窓口業務の一部（証明書発行など）

を延長していますので、ご利用ください。

申込み・問合せ　：　市民課　市民係　☎４４‐１１１１（内線１２２２・１２２３）

住民基本台帳カードとは

　平川市で交付するセキュリティに優れたＩＣカードです。顔写真つ

きと顔写真のないタイプの２種類があり、顔写真つきのタイプは、免

許証をお持ちでない方の公的な身分証明書として利用できます。

　また、「公的個人認証の電子証明書」を受けると電子証明書による本

人確認を必要とする行政手続きをインターネットで申請することが可

能になります。詳しくは市民課までお問い合わせください。

外国人住民の方の
行政サービス手続きが簡素化されます

♣窓口業務延長のお知らせ
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所得区分
（世帯単位）

外来、入院の医療費自己負担限度額（月額）

１食当たりの食事代
７０歳未満の国保の方

後期高齢者医療および
７０歳以上の国保の方
外来 入院

一般
８０，１００円＋（総医療費－
２６７，０００円）×１％※１

１２，０００円 ４４，４００円

２６０円上位所得者
１５０，０００円＋（総医療費－
５００，０００円）×１％※１

現役並み所得者 ４４，４００円
８０，１００円＋（総医
療費－２６７，０００円）
×１％　※１

住民税
非課税

低所得Ⅱ ３５，４００円※１ ８，０００円 ２４，６００円
２１０円（長期入院
の場合は１６０円）※２

低所得Ⅰ ８，０００円 １５，０００円 １００円

（所得による認定証の適用区分）

　民健康保険・　期高齢者医療制度

　国民健康保険に加入している70歳以上の方には、誕

生日の翌月（１日が誕生日の方はその月）から「高齢受

給者証」が交付されます。平成23年中の所得状況に基

づき、７月中に新しい高齢受給者証が郵送されますの

で、記載内容をご確認のうえ、８月１日から使用して

ください。

のおしらせ

●国民健康保険高齢受給者証が交付されます ●後期高齢者医療被保険者証が変更され
　る場合があります

●限度額適用・標準負担額減額認定証について

　入院・外来の際、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関に提示することで、窓口で支払う医療費が自己

負担限度額までに抑えられ、非課税世帯の場合は、食事代も減額されます。申請した月以降の入院・外来が減額対

象となりますので、必要な方は８月１日以降に交付申請してください。

　なお、後期高齢者医療および70歳以上の国民健康保険に加入されている方の認定証の交付対象は、住民税非課税

世帯の方となります。ただし、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を滞納している方には交付されません。

■申請に必要なもの…被保険者証、印鑑

■受付窓口…本庁舎国保年金課国保係、尾上・碇ヶ関総合支所市民生活課国保年金係

①上位所得者

　基礎控除後の総所得金額が、国保被保険者全員の合計

で600万円を超える場合など

②現役並み所得者

　世帯内に70歳以上で課税所得が145万円以上の方がいる

場合

③低所得者Ⅱ

　世帯主および被保険者全員（後期高齢の場合は世帯全

員）が住民税非課税の場合

④低所得者Ⅰ

　低所得者Ⅱの要件に該当し、各所得額が全て０円 （公的

年金の場合は収入額80万円以下）の場合

（所得区分の該当要件）

問合せ　：　国保年金課　国保係　☎４４‐１１１１（内線１２５１・１２５２）
　　　　　　青森県後期高齢者医療広域連合　☎０１７‐７２１‐３８２１

　平成23年中の所得状況により、８月１日からの医療

機関等窓口での自己負担割合が変更となる方に、７月

中に被保険者証が郵送されますので、記載内容をご確

認のうえ、８月１日から使用してください。

　今までお使いの被保険者証は使用できなくなります

ので、お手数をお掛けいたしますが、返還していただ

きます。

※１…過去１年間で自己負担限度額の適用が４回以上あった場合は、４回目から限度額が下がります。

※２…過去１年間で入院日数が90日を超えた場合。申請が必要ですので、日数が確認できる領収書などを国保
　　　担当窓口にご持参ください。

国 後
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木造住宅の耐震診断希望者を募集します

既存住宅のリフォーム助成希望者を募集します

　市では、災害に強いまちづくりを推進することを目的とし、「平川市木造住宅耐震診断支援事業」を実施し

ます。この事業は、市内にある木造住宅の所有者が、その住宅の耐震診断を希望する場合、市が耐震診断員

を派遣し耐震診断を行うというものです。耐震診断を希望する方は、対象住宅であるかを確認のうえお申し

込みください。

　市では、安全で安心な住宅リフォームの促進を図ることを目的とし、「平川市安全安心住宅リフォーム促

進支援事業」を実施します。助成を希望する方は、要件などを確認のうえお申し込みください。

申込み・問合せ　：　都市計画課　建築係　☎４４‐１１１１（内線２２３４・２２３５）

対象住宅

　耐震診断を受けられる住宅は、平川市内に存し、次

に掲げる要件のいずれにも該当するものです。

⑴昭和56年５月31日以前に建築（着工）された住宅であ

　ること。

⑵現に所有者が居住している一戸建て専用住宅または

　併用住宅（延べ面積の１/ ２以上を住宅の用に供し、

　かつ、その他の用途に供する部分の延べ面積が50㎡

　以下であるものに限る）であって、地上階数が２以

　下のものであること。

⑶在来軸組構法または伝統的構法によって建築された

　木造住宅であること。

⑷原則として、延べ面積が200㎡以下であること。

※200㎡を超えた場合は自己負担の増額あり。

⑸この事業に基づく耐震診断を受けていない住宅であ

　ること。

⑹建築基準法に違反していないこと。

診断費用　自己負担額8,000円

※診断費総額138,000円のうち負担額130,000円は市が

　負担します。

※建物の延べ面積が200㎡を超える場合は自己負担額

　が割増しになります。

募集件数

　５件（先着順で受付しますが、予算を超えた時点で

終了します）

申込締切　９月28日㈮まで

必要書類

①申込書（尾上総合支所都市計画課で配布するほか、

　ホームページからも入手いただけます）

②案内図

③建築時および延べ面積が確認できるもの（建築確認

　通知書、登記事項証明書など）を添付してください。

④外観写真２面以上

⑤概略平面図（建築確認申請書があればその写し）

対象者　市内に住宅を所有等し、その住宅に居住して

　　　　いる方で、市税を滞納していない方。

対象住宅

　賃貸住宅を除く次のいずれかの持ち家住宅。

・一戸建ての住宅　

・マンションなどの共同住宅（人の住居の用に供する

　専有部分）

対象工事

①耐震性能の向上　　　　　　②防災性能の向上

③バリアフリー性能の向上　　④克雪性能の向上

⑤省エネルギー性能の向上

工事の要件

⑴改修工事の総額が50万円以上で、そのうち対象工事

　の①～⑤までの性能向上に係る改修工事費が25万円

　以上であること。

⑵平川市内にある施工業者が施工すること。

補助対象額

　総工事費の1/10に相当する額または20万円のいずれ

か低い額。

募集件数

　おおむね９件（先着順で受付しますが、予算を超え

た時点で終了します）

申込締切　９月28日㈮まで

必要書類

①申込書（尾上総合支所都市計画課で配布するほか、

　ホームページからも入手いただけます）

②工事概要がわかる図（案内図、配置図、平面図など）

③本人確認ができる書類（運転免許証、パスポートな

　ど）

④市税の納税証明書

⑤その他市長が必要と認める書類

住み良いまちにするために



　　　　木田久美先生

時間　13時30分～15時

場所　健康センター

持ち物　タオル、筆記用具

※当日は動きやすい服装でおいでく

　ださい。

定員　30人（先着順）

申込締切　７月23日㈪

申込み・問合せ　健康推進課予防係

●こころの健診

　市ではこころの健康づくり（うつ

病予防）を行います。料金は無料で、

健診方法は自宅でこころの健康度自

己評価票を書いていもらいます。対

象宅への用紙の配布と回収は、保健

協力員が行いますので、対象地区の

方のご協力をお願いします。

対象　原田、向陽、三町会、上猿賀

　　　西猿賀、中佐渡、長田地区の

　　　30歳～74歳の方

※平成25年３月31日現在の年齢。

期間　７月下旬～８月下旬

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

※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。

■７月24日㈫、８月７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）

■７月25日㈬、８月８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）

■７月25日㈬、８月８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）

受付時間　６時30分～８時

持ち物　健康保険証、特定または後期

　　　　高齢者健診受診券、受診票

婦人科検診

対象　

▷子宮頸がん…20歳以上の方

▷乳がん………30歳以上の方

持ち物　受診票

日時　７月27日㈮12時～13時

　　　８月19日㈰９時～10時

場所　健康センター

申込み・問合せ　健康推進課予防係

●栄養講座「体のさびをとり、生活

　習慣病予防！」

日にち　１回目　７月30日㈪

　内容　健康のお話と軽運動

　講師　市の保健師

日にち　２回目　８月６日㈪

　内容　栄養のお話と軽運動

　講師　健康運動指導士・管理栄養士

●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

■７月23日㈪　館田地域農業推進拠

　　　　　　　点施設

■７月30日㈪　中佐渡集落会館	

■７月31日㈫　八幡崎農業研修セン

　　　　　　　ター

■８月８日㈬　大坊コミュニティセ

　　　　　　　ンター

■８月９日㈭　大光寺コミュニティ

　　　　　　　センター

■８月10日㈮　新屋多目的集会所

■８月17日㈮　飛鳥会館（町居）

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/
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●各種検診
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●介護予防教室
　（てんとうむし体操）

●こころの健診

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 8/ 8 ㈬ 10:00～11:00

４カ月児健診 平成24年４月生 8/28 ㈫ 12:20～12:50

１歳児健診 平成23年８月生 8/ 8 ㈬ 13:00～13:30

１歳６カ月児健診 平成23年１月生 8/29 ㈬ 12:20～12:50

３歳児健診 平成21年２月生 8/10 ㈮ 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

項　目 実施日 受付時間 場　所

全血献血 8/9 ㈭

10:00～11:30 介護老人保健施設三笠ケアセンター

13:00～14:30 ㈱アピール

15:30～16:30 健康センター

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

●栄養講座「体のさびをとっ
　て、生活習慣病予防！」



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

８月８日㈬　健康センター

８月１5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

●青少年問題の相談所

　７月は「社会を明るくする運動」強

調月間です。62回目を迎えるこの運

動はすべての国民が力を合わせて犯

罪や非行のない明るい社会を築こう

とするものです。地域の保護司会で

は、青少年に関するいろいろな相談

や、シンナーなどの薬物乱用防止に

ついて、相談所を開設します。お気

軽においでください。相談は無料で、

秘密は厳守します。

日時　７月１9日㈭９時～１2時

場所　生涯学習センター２階キルト

　　　室

申込み・問合せ

　河南地区保護司会尾上支部（黒滝）

☎5７‐20１0

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　７月25日㈬、８月29日㈬、

　　　　９月26日㈬、１0月24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

申込み・問合せ　健康推進課予防係

●『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

　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　８月７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

●こころとからだの相談

　精神疾患（統合失調症やうつ病な

■７月26日㈭、８月９日㈭／１4時～

１5時30分／緑青園／平賀在宅介護支

援センター（☎44‐6１１6）

■８月７日㈫、2１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）

■８月１0日㈮、24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

●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　８月23日㈭９時～１１時30分

内容　学習会

対象　統合失調症で治療中の方など

集合場所　健康センター

問合せ　福祉課高齢障害支援係

○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　７月2７日㈮ １７時～１9時

■休日窓口

日時　７月29日㈰８時30分～１７時

問合せ　収納課収納係

●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

１１広報　ひらかわ　２０１２．７

●健康相談

各種相談

●デイケアを開催します

●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

●困りごと相談

●休日・夜間納税窓口

　食中毒が多く発生する季節です。食中毒予防の３原則と手洗いの習

慣で食中毒を予防しましょう。

１．細菌をつけない！

　調理中は食品同士の接触を避けるなど、食品の取り扱いに気を付け

ましょう。細菌を寄せ付けないように手洗いを徹底し、調理のたびに

調理器具を小まめに洗う習慣を付けましょう。

２．細菌を増やさない！

　食中毒菌の増殖を抑えるためにも、購入後の食品はそのまま放置せ

ずに冷蔵庫や冷凍庫などに入れ、低温で管理してできるだけ早く食べ

ましょう。

３．細菌をやっつける！

　ほとんどの食中毒菌は、十分な加熱で死滅します。また調理器具

やふきんなどは洗浄後に熱湯をかけるなど、常に衛生を心がけましょ

う。

●食育通信④　～食中毒にご注意！～

問合せ　健康推進課予防係

●青少年問題の相談所



今月のおしらせ

●創業・起業支援個別相談会

　公益財団法人21あおもり産業総

合支援センターでは、青森県内で起

業に関心がある方や起業を志す方、

新たに事業を始められる方、事業を

開始して間もない方を対象に、起業

支援専門家（インキュベーション・

マネジャー）による個別相談会を開

催します。

日時・場所

■７月26日㈭、８月23日㈭

　13時～16時

　尾上総合支所１階会議室

■８月９日㈭、９月６日㈭

　13時～16時

　平川市商工会館

■８月16日㈭、30日㈭

　13時～16時

　黒石商工会議所

料金　無料

時間　一人あたり１時間程度

申込締切　各会場相談日の３日前まで

※申込者多数の場合は調整あり。

申込み・問合せ

　（公財）21あおもり産業総合支援

　センター総合支援室

☎01７‐７７７‐４066

●青森県若者サポートステーション

　出張相談実施

　就職に関する不安や悩みなどを相

談してみませんか。

日にち

　７月26日、８月９日、23日、30日

時間　13時～16時

対象　就業していない若年者（おお

　　　むね４0歳未満）

場所　まちなか情報センター

申込み・問合せ

　青森県若者サポートステーション

☎01７‐７35‐1323

○募集

●成人式の実行　委員を募集します

　市では、平成25年１月に開催の成

人式の企画・運営などに携わってい

ただく実行委員を募集します。

　新成人となられる皆さんの手で、

自分たちの成人式を演出してみませ

んか。実行委員会は10月から計３回

程度、平日の19時頃から開催する予

定です。思い出に残る成人式にする

ため、奮ってご参加ください。

対象　平成４年４月２日～平成５年

　　　４月１日生まれの方

※原則として、市内の中学校を卒業ま

　たは市内在住の新成人で、実行委員

　会議に参加できる方に限ります。

内容　式典の協力、アトラクション

　　　の企画・運営など

申込締切　８月31日㈮

申込み・問合せ

　生涯学習課社会教育係

☎４４‐1221

●自衛官を募集します

自衛官候補生

資格　18歳以上2７歳未満の方（男女）

受付期間　８月１日㈬～９月７日㈮

試験日▷男子９月2４日㈪・25日㈫

　　　▷女子９月26日㈬

試験場所（予定）

▷男子　陸上自衛隊弘前駐屯地

▷女子　陸上自衛隊青森駐屯地

一般曹候補生

資格　18歳以上2７歳未満の方（男女）

受付期間　８月１日㈬～９月７日㈮

試験日　１次試験　９月1７日㈪

試験場所（予定）

　千年交流センター（弘前市）

航空学生

資格　高卒（見込み含）で18歳以上21

　　　歳未満の方（男女）

受付期間　８月１日㈬～９月７日㈮

試験日　１次試験　９月22日㈯

試験場所（予定）

　千年交流センター（弘前市）

問合せ　自衛隊弘前地域事務所

☎2７‐38７1

○催し

●平川市長寿福祉大会の開催と

　金婚該当者の申込みについて

　平川市長寿福祉大会を次のとおり

開催します。当日、長寿者（90歳）お

よび金婚夫婦の方々をお祝いします。

日時　９月1７日㈪13時～

場所　文化センター

　金婚夫婦に該当される方は、お申

し込みください。

※該当されると思われる方への個別

　通知は行っていませんのでご注意

　ください。

金婚夫婦対象者

　次のいずれかに該当する夫婦で、

現在もご健在な方

①昭和3７年４月１日～昭和38年３

　月31日までの間に婚姻届を提出

　した方

②昭和3７年３月31日以前に婚姻届を

　提出した方で、市区町村の金婚の

　顕彰を受けていない方

申込締切　８月10日㈮

申込み・問合せ

▷福祉課高齢障害支援係

▷尾上・碇ヶ関総合支所市民生活課

　福祉係

●「夏の夜のこわ～いおはなし会」

　を開催します

日時　８月９日㈭19時～20時

場所　平賀図書館

対象　幼児～小学生

内容　こわ～いおはなし、きもだめし

※夜間に行いますので、保護者同伴

　または送迎をお願いします。

参加費　無料

※事前申し込みが必要です。

申込締切　８月８日㈬

申込み・問合せ

　　平賀図書館　☎４４‐７665

●「子ども図書館員」を募集します

　平賀・尾上図書館では、子どもた

ちに図書館をもっと知ってもらうた

め、「子ども図書館員」を募集します。

日時　８月４日㈯

　　　９時30分～12時30分

場所　平賀図書館・尾上図書館

対象　市内小学校４・５・６年生

内容　カウンター業務など (本の貸

　　　し出し・返却・検索)

持ち物　図書館カード（持っている

　　　　人）、筆記用具

募集人数　両図書館合わせて20人

　　　　　※先着順。

申込締切　７月31日㈫

●子ども図書館員

催し
募集
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●自衛官を募集します

●成人式実行委員
●平川市長寿福祉大会の開催と

　金婚該当者の申込みについて

●夏の夜の

　こわ～いおはなし会

●青森県若者サポート
　ステーション出張相談

●創業・起業支援個別相談会



取り組んでいます。市民や事業所の

みなさんも夏に向け、節電・省エネ

にご協力をお願いします。

問合せ　総務課

●水道メーター交換のお知らせ

　水道メーターは、計量法により８

年に１回交換することとなっており

ます。７月～９月までに委託業者が

敷地内に入り交換作業を行います。

　交換対象となる家庭には、事前に

チラシを配布しますので、よろしく

お願いします。

　また、メーターボックスの上には、

物を置かないようにお願いします。

※平賀・尾上地区の水道メーター交

　換のお知らせです。

※碇ヶ関地区は、対象外となります。

問合せ　上下水道課上水道係

平賀体育館にＦＡＸ （44‐5010）ま

たは持参してください。

代表者会議

　８月４日㈯平賀体育館２階会議室

で18時から詳細説明、抽選会を行い

ますので、各チーム必ず１名参加し

てください。

申込み・問合せ

平賀体育館　☎44‐5010

○おしらせ

●節電にご協力を

　市では今年の夏も節電・省エネに

申込み・問合せ

▷平賀図書館　☎44‐7665

▷尾上図書館　☎57‐5980

●「平成の寺子屋」８月講演

日時　８月23日㈭

　　　13時30分～15時10分

場所　文化センター中研修室

対象　市内在住の方

内容　「青森県産食品が健康に及ぼす

　　　好影響」（消化吸収機能について）

講師　土谷庸准教授（東北女子大学

　　　家政学部家政学科）

参加料　無料

申込締切　８月16日㈭

申込み・問合せ　

　　　　平賀公民館　☎44‐1221

●夏休みHIPHOP子ども教室

①夏休みキッズＨＩＰＨＯＰ教室

②夏休みジュニアＨＩＰＨＯＰ教室

日にち　８月９日㈭、10日㈮、11日㈯

時間　①10時～10時50分

　　　②11時～12時

場所　平賀体育館２階会議室

参加料　1,000円（３回）

募集人数　①園児20人

　　　　　②小学生15人

申込み・問合せ

　スポレクダンスクラブ平川（岩渕）

☎090‐7062‐1107

●バスケットボール大会

　バスケットボール協会では、第５

回平川市バスケットボール大会を開

催します。お気軽にご参加ください。

日時　８月11日㈯ 12時～ 21時

　　　８月12日㈰９時～15時

会場　平賀体育館

参加資格

　市内在住の中学生以上の方および

市内に勤務している方（１チーム４

人以上）

参加料金（１チーム）　5,000円

※保険代を含みます。

申込締切　７月29日㈰

申込方法

　用紙（平賀体育館受付に準備）に

チーム名・選手名・監督名を記入し、

国民年金

後納制度（保険料の納期限の延長）が始まります

１３

おしらせ

広報　ひらかわ　２０１２．７

●「平成の寺子屋」

　国民年金制度は、20歳～ 60歳

に到達するまでの40年の間に国民

年金保険料を納めていただくこと

で満額の老齢基礎年金を受給する

ことができます。

　しかし、保険料を納められな

かった期間がある場合や資格取得

などの届け出忘れにより国民年金

の資格期間がない場合には、将来

の年金受給額が少なくなったり、

年金そのものが受給できなくなっ

てしまうこと（保険料納付や免除

などの合計が25年〈300月〉未満の

場合）があります。

　このような事態を避けるため、

平成24年10月１日から、国民年金

保険料の納めることができる期間

が過去２年から10年に延長となり

ます。具体的には、平成14 年10

月分以降の納められなかった保険

料を納めることができるようにな

ります。

　後納保険料を納付できる期間

は、平成24年10月１日～平成27

年９月30日までの３年間です。

※申出日の属する年度から起算し

　て３年度を超す期間の保険料を

　納付する際は、保険料額に加算

　金がかかります。

　後納保険料を納付するために

は、事前にお申し込みいただき審

査をいたします。審査の結果、後

納制度による納付が利用できない

場合があります。

　８月から後納保険料を納付でき

る方を対象に、日本年金機構から

順次「後納制度（国民年金保険料の

納期限の延長）」のお知らせが届く

予定です。なお、既に老齢基礎年

金の受給権をお持ちの方は納める

ことはできません。後納保険料の

納付を希望する方は、下記の窓口

へおいでください。その際、「後納

制度（国民年金保険料の納期限の延

長）」のお知らせもお持ちください。

申込み・問合せ

・弘前年金事務所　☎27‐1337

・本庁舎国保年金課年金係　

　☎44‐1111（内線 1255・1256）

・尾上総合支所市民生活課国保年

　金係　☎57‐3111（内線 2134）

・碇ヶ関総合支所市民生活課国保

　年金係　☎45‐2011（内線3131）

●夏休みＨＩＰＨＯＰ
　子ども教室（初心者対象）

●バスケットボール大会

●今年の夏も節電・省エネ

●水道メーターを交換します



今月のおしらせ

　（リード）の点検・調整などに注意

　する。

④飼い犬が逃げ出した場合は、速や 

　かに動物愛護センターおよび最寄

　りの警察署に通報する。

問合せ　市民課環境衛生係

●ねぷた有料観覧席

　市観光協会では、８月２・３日の

「平川ねぷたまつり」会場に有料観覧

席を設置します。

予約受付　７月1７日㈫～

席数　140席

　　　※先着順、座席指定不可。

料金　１席500円（当日払い）

※当日は19時までに来場ください。

　また雨天順延の場合は、４日に振

　替になります。

申込み・問合せ　商工観光課観光係

●正しく使って楽しい花火

　花火は夏の風物詩です。家の庭な

どで、子どもたちが花火をしている

姿を見かけるようになります。気軽

に楽しめる花火でも、正しく取り扱

わないと火災になったり、やけどを

負うなどの事故になることがありま

すので、必ず次のことに注意し、楽

しく遊びましょう。

花火をするときの注意点

・風の強い乾燥した日は花火をしない。

・花火をほぐしたり、束ねて点火した

　りしない。

・燃えやすいものがない安全な場所を

　選ぶ。

・子どもだけで花火をさせない。

・水の入ったバケツなどを用意する。

問合せ　

▷平賀・尾上地域

　市消防本部予防課　☎44‐3122

▷碇ヶ関地域

弘前消防本部予防課☎32‐5104

●合併浄化槽を設置する個人住宅の

　補助金制度について

　生活排水による河川などの水質汚

濁を防止するとともに、水洗トイレ

による衛生的で快適な生活環境づく

りを進めるため、下水道処理区域外

で、「浄化槽（合併浄化槽）」を設置す

る方を対象とした補助金制度があり

ます。設置の予定があり、制度を利

用したい方は、手続方法など事前に

お問い合わせください。

申込期間　７月20日～12月2７日

補助対象　個人住宅

補助金額　５人槽35万２千円、７人槽

　　　　　44万１千円、10人槽58万円

※必ず工事着手前に申請してくださ

　い。申請前に工事着手した場合は

　対象外となります。

※予算額に限りがありますので、補

　助申請を受け付けできない場合が

　ありますので、ご了承ください。

問合せ　上下水道課下水道係

●下水道加入にご協力を

　当市の下水道普及率（平成23年度

末現在）は98.1％となっております

が、下水道加入率が ７6.0％と低い

状況にあります。まだ下水道へ加入

されていない方は速やかに加入くだ

さるようお願いします。

　なお、ご不明な点がございました

ら、お気軽にお問い合わせください。

問合せ　上下水道課下水道係

●飼い犬の飼育管理のお願い

　犬が逃げたり、犬に噛まれる事故

が頻発しています。飼い主は次のこ

とに注意してください。

①飼い主は、生後91日以上の全ての

　犬に対し、登録と狂犬病予防注射

　を実施する。

②飼育する小屋は、種類や体格に応

　じたものにする。

　また、つなぎ留める場合は、犬が

　道路や通路にはみ出さないように

　する。特に大型犬は、鍵ができる

　頑丈な檻、さくなどを用い、人に

　容易に近づけないようつなぎ留め

　る。

③犬を屋外で散歩させる場合、犬の

　突発的な行動に対応できるよう綱
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●下水道加入にご協力を

　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）

8/ 1（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

8/ 9（木） 18:00～20:00 メール‐ＩＤ登録、メール作成、送信・受信など

8/10（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

8/21（火） 10:00～12:00 デジカメ‐デジカメ説明、パソコンへの取り込み方など

8/23（木） 18:00～20:00 ワード３‐クリップアート、ワードアート、表の挿入など

8/25（土） 13:30～15:30 メール‐ＩＤ登録、メール作成、送信・受信など

8/29（水） 10:00～12:00 パソコン入門１、２‐キーボード、マウス操作、インターネット検索

8/31（金） 13:30～15:30 Windows７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　申込開始　７月18日㈬

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２0日㈮、８月９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

●正しく使って楽しい花火

●合併浄化槽を設置する個

　人住宅の補助金制度

●ねぷた有料観覧席

●愛犬の飼い方のお願い



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。

柏木町　佐　藤　誠　晃　龍
り む

舞くん

柏木町　丹　代　敏　幸　暖
は る

琉くん

高畑　　茅　森　　　稔　萌
め い

衣ちゃん

高畑　　茅　森　　　稔　瑠
る い

衣ちゃん

吹上　　赤　平　潤　哉　煌
こうめい

明くん

大光寺　芳　賀　翔　生　優
ゆ う ね

音ちゃん

館山　　今　井　将　人　晴
そ ら

空くん

館山　　福　原　　　陵　凜
り の ん

音ちゃん

苗生松　工　藤　享　紀　ほのかちゃん

沖館　　原　田　龍之介　梨
り こ

瑚ちゃん

唐竹　　山　内　祐　世　美
み ら

良ちゃん

尾上　　北　川　仁　史　蓮
れ ん か

花ちゃん

猿賀　　黒　滝　隆　文　湊
み な と

士くん

猿賀　　佐　藤　和　美　萌
も も か

愛ちゃん

中佐渡　下　山　　　暢　華
か れ ん

蓮ちゃん

八幡崎　齋　藤　寛　泰　鉄
てっしょう

将くん

新山　　福　士　昌　輝　葵
き く り

穹ちゃん

　

　尾崎　　　　　西　村　恭　祐

　南津軽郡藤崎町　能登谷　　　蘭

　大光寺　　　　岩　渕　雅　志

　秋田県鹿角市　佐　藤　真奈美

　新屋　　　　　齋　藤　亮　太

　弘前市　　　　工　藤　敏　子

　本町　　　　　今　井　剛　大

　弘前市　　　　佐　藤　あさみ

　碇ヶ関　　　　山　田　遼　介

　札幌市南区　　松　村　沙　織

石　畑　　工　藤　キ　ヌ　75

岩　館　　齋　藤　　　修　73

大光寺　　瀧　本　ア　ツ　75

杉　館　　 　田　盛　衛　73

本　町　　玉　田　嘉志雄　79

沖　館　　山　谷　チ　ヨ　92

沖　館　　阿　部　し　げ　83

唐　竹　　桑　田　圭　二　83

広　船　　髙　木　き　み　92

町　居　　成　田　清　年　73

高　木　　山　口　政　光　79

高　木　　工　藤　さつい　82

高　木　　小田切　洋　東　40

高　木　　大　津　太　郎　81

尾　上　　上　田　　　昭　76

新屋町　　大　川　ヨシノ　83

中佐渡　　山　口　俊　美　84

八幡崎　　工　 　隆　志　62

八幡崎　　白　戸　キ　ヌ　96

碇ヶ関　　工　藤　則　行　61 

碇ヶ関　　山　田　行　雄　88

碇ヶ関　　丸　谷　千代治　85

碇ヶ関　　岩　﨑　良　司　64

碇ヶ関　　山　田　祐　治　82

古　懸　　佐々木　みつゑ　88

戸 籍

だ よ り

６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。

６月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。

　■人口　　33‚600人　（＋10）　■男性　15‚807人　■女性　17‚793人

　■世帯数　11‚387世帯（＋21）　■転入　53人　　　■転出　35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　２０１２．７

国語・数学（算数）・英語・理科・社会

平川教室　0172-88-6264　平川市高木原富156　大津

小１～小６／中学生

全国教科書準拠

無料体験受付中！
お気軽にお電話下さい

URL:http://www.selmo.jp/sc/hirakawa/

部活動との両立も大丈夫！
セルモの５大特徴
①教科書準拠で毎日がテスト対策
②個別指導でリーズナブルな授業料
③５教科全て受講可能
④通塾時間・曜日が自由に選べます
⑤お子様の授業内容・進捗をお知らせ

夏期講習受付中！



７月　２８日㈯～８月５日㈰

猿賀公園内

■日　時　７月28日㈯９時から

■場　所　さるか荘前

■その他　開会式終了後に市内保育園児たちによる

               アトラクションがあります。

毎日開催
■津軽三味線生演奏
　開催時間：11時30分、13時30分、15時30分　　
■巫女姿の女性による園内ガイド　
　開催時間：まち歩きツアーの時間を除いて随時
　　　料金：200円

■ガイドと行く猿賀まち歩きミニツアー
　開催時間：10時、11時45分、14時（猿賀神社出発）
　　参加料：500円（盛美園見学料含む）
■宝さがしゲーム
　　参加料：100円

期　間

場　所

開会式

期間中の催し物

問合せ：平川ねぷたまつり2012実行委員会（平川市商工会内）　☎44‐3055

土日開催
■柏木農業高校「柏農市」　
■ちびっこ大集合！（ミニ四駆体験）
※８月４日・５日はゆるキャラがまつりに登場！

■川柳コンテスト
受付期間：７月28日㈯～８月５日㈰※８月５日必着
　　賞品：最優秀賞（１作品）賞状・平川市特産品・
　　　　　　　　　　　　　温泉宿泊ペアクーポン券
　　　　　※優秀賞、入賞もご用意しています。
　テーマ：「蓮の花まつり」
　　受付：本部設置の投句箱、郵送、
　　　　　平川市観光協会ホームページ「お問合せ」
　　　　　フォームからも応募できます。
応募上の注意
・応募作品に応募者の氏名（ふりがな）、住所、電話番
　号、年齢をお書き添えの上、ご応募ください。
・主催者側で審査後、入賞者へ別途通知するほか平川
　市観光協会ホームページで入賞作品をお知らせします。
・入賞者の表彰式は行いません。入賞者が決まり次第、

　賞品を発送します。

　８月２・３日に開催される「平川ねぷたまつり」。毎年多くの観客でにぎわいますが、年々場所取りがエスカレートして
います。平川ねぷたまつり2012実行委員会では、ねぷたまつり当日までの場所取りを禁止させていただき、関係機関と協
力し撤去活動を行います。皆さんにねぷたまつりを楽しんでいただくため、市民の皆さんのご協力をお願いします。

ねぷたまつりの場所取りはマナーを守りましょう！！

場所取りのマナー
・交通規制（通行止め）以前の車道・歩道の場所取りはしないでください。

・コース周辺店舗の敷地内での場所取りはご遠慮ください。

場所取りテープなどの撤去について

　８月１日までに、運行コース周辺に置かれたガムテープ・敷物類・ロープなどについては、実行委員会等で撤去します。また、ま
つり当日についても、通行の妨げになる場合などは移動をお願いしたり撤去する場合があります。

　撤去した敷物などについては、８月15日まで実行委員会で保管します。

応募受付・問合せ
　〒036‐0242　平川市猿賀南田 15‐1

　平川市観光協会事務局（平川市経済部商工観光課内）
　　☎ 0172‐44‐1111（内線 2184）

　　　　http://www.hirakawa-kankou. com/

※まつり期間中の土・日（７月28日・29日・８月４日・
　５日）に田舎館村「田んぼアート」会場と猿賀公園を
　結ぶイベントシャトルバスを運行します。
　≪北限に観る蓮の花まつり会場発≫
　　10時、11時、13時、14時
　≪田んぼアート第２会場発≫
　　10時20分、11時20分、13時20分、14時20分

蓮の花まつり
北限に観る

～時と水　ゆったり流れる　平川市～　広報ひらかわ№79　２０１２年７月15日発行
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