
・南九州市と災害時の相互応援協定を結びました

・平川市総合防災訓練を実施します

・みなさんの地区の「人と農地の問題」について考え

　てみませんか？

・ライフステージと年金

・ひらかわ元気ファミリー５兄妹
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目次

７月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。

　■人口　33‚642人（＋42）　■世帯数　11‚436世帯（＋49）　

　※７月中の届け出については19ページをご覧ください。

７月の交通事故件数

　■交通事故　９件（負傷者15人、死者０人）

７月の出動件数　

　■火災出動　３件　■救急出動　８1件　

　■救助出動　２件　■そ　の　他　1０件

８月の納期　※納期限８月31日㈮

　■市県民税　　第２期　■国民健康保険税　第２期

　■介護保険料　第２期　■後期高齢者医療保険料　第２期　　 今月の表紙
　８月２日、３日と平川ねぷたまつりが開催され
ました。真っ暗な空に浮き上がるようにねぷたが

幻想的に映し出されました。

　まつりには大勢の人が詰めかけ、短い夏の夜を

存分に楽しんでいました。
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問合せ：総務課　交通防災係　☎４４‐１１１１（内線１３５２・１３５４）

７月13日　平賀町有線放送電話共同施設協会

　　　　　（阿保直延会長）　現金3０万円

寄附を頂きました

南九州市と災害時の
相互応援協定を結びました

　市は７月21日、友好親善交流盟約を結んでいる鹿児島県南

九州市と「災害時の相互応援に関する協定」を結びました。

　この日は市長が南九州市を訪問し、市役所で協定書調印式

が行われました。南九州市の霜出市長は、「万一災害が起き

たら、（関ケ原の戦いで敵の中で孤立した）島津義弘公が、中

央突破したように、私が先陣を切って平川市に駆け付けたい」

と述べました。大川市長は「両市は2,3００キロ離れているが、

2０年以上の交流が市民同士の強い絆となっている。協定を結

ぶことでさらなる交流発展ができたら」と話しました。

　協定では災害発生時の食料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や住宅の提供・あっせんなど８項

目に調印し、万一の場合、迅速に対応できるよう備えます。

２ 南九州市と災害時の相互応援協

定を結びました

３ 平川市総合防災訓練を実施します

４～５ 市内の話題

６～７ みなさんの地区の「人と農地の問

題」について考えてみませんか？

８「あおもり10市（とし）大祭典」が

開催されます

平川市臨時職員を募集します

９～ 11 ライフステージと年金

12 農作物放射性物質検査のおしらせです

ツイッターの試験運用をはじめます

13 津軽広域連合だより

14～19 今月のおしらせ

戸籍だより

20 ひらかわ元気ファミリー５兄妹



９月８日㈯　９時～12時

場　所

　万が一の災害発生時でもあわてず、落ち着いて適切な行動ができるように防災関係団体と

地域住民の参加のもと、総合防災訓練を実施します。

　防災訓練はどなたでもご自由に参観することができます。防災を住民の

皆様と一緒に考え、取り組みたいと思いますのでぜひご参観ください。

①緊急速報メール配信訓練

②災害対策本部設置運営訓練

③現地調整所訓練

④防災ヘリ偵察・救出訓練

⑤緊急交通路確保訓練

⑥交通規制訓練

⑦災害広報訓練

⑧避難所設置運営訓練

⑨災害ボランティア設置運営訓練　

⑩避難・避難誘導訓練

⑪応急救護所設置運営訓練

⑫発災対応型訓練

⑬倒壊家屋救助救出訓練

⑭救援物資緊急輸送訓練

⑮中高層建物火災防ぎょ訓練

⑯炊出し訓練

⑰防災資機材展示

・訓練当日、会場周辺では広報車両による巡回、関係車両やヘリコプター

　が出動し騒音などで付近住民の皆様にはご迷惑おかけしますが、ご理解、

　ご協力をお願いします。

・雇用促進住宅平賀宿舎屋上から防災ヘリによる救出訓練を行います。周

　辺にお住まいの方や農業耕作者の皆様は風圧に十分ご注意ください。

・雨天時や災害発生時は中止することがあります。

・市内全域の携帯電話へ緊急速報メール「災害・避難情報」をテスト配信し

　ます（ＮＴＴドコモ、ソフトバンクモバイル、au の「災害・避難情報」

　対応機種に限ります）。

　会議や行事などがある場合は、受信音が鳴らないように設定されておく

　ことをお勧めします。設定方法は、機種によって異なりますので取扱説

　明書などでご確認ください。

訓練の内容 訓練の参観について

駐車場について

問合せ　：　総務課　交通防災係　☎４４‐１１１１（内線１３５２・１３５４）

を実施します

施設のお休み

お願いと注意事項

　平賀総合運動施設（体育館、屋内運動場、屋内温水プール、テニスコー

トなど）は９月８日㈯９時から12時まで全施設休業となります。

　ひらかドーム東側の株式会社日本マイクロニクス駐車場、体育館・平賀

農村環境改善センター駐車場をご利用ください。当日は係員が誘導します

のでご協力をお願いします。

平成20年県総合防災訓練の様子

日　時

南九州市と災害時の
相互応援協定を結びました

平賀総合運動施設（ひらかドーム）

平川市総合防災訓練
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市内の話題

疫
ぼう

ノ神送り

　７月14日、八幡崎町会で五穀豊穣や家内安全

などを願う疫ノ神送りが行われました。

　この日は、八幡崎郷土芸能保存会員ら約60人

が参加し猿賀小学校前から八幡崎八幡宮へ向け

て出発。生垣が連なる美しい道を、鼻天狗を先

頭にし、囃子方の音色に合わせ、「よいわなー、

よいわなー」の掛け声。赤い衣装に身を包んだ

女性陣の太刀振りや男性陣の躍動感ある荒馬踊

りなどが披露されました。沿道に詰め掛けた観

客からは、拍手が送られていました。

知覧ねぷた祭

北限に観る蓮の花まつり

　７月28日から８月５日まで、猿賀公園で北限

に観る蓮の花まつりが開催されました。

　28日には開会式が行われ、市内５保育園によ

るアトラクションが披露され、まつり開幕を盛

り上げました。

　まつり期間中は、巫女姿の女性による園内ガ

イドや津軽三味線生演奏、川柳コンテスト、ガ

イドと行く猿賀まち歩きツアーなど多彩なイベ

ントが行われ、来場者は一面に咲いた蓮の花と

共に楽しんでいました。

　７月21日、鹿児島県南九州市で「知覧ねぷた

祭」が開催されました。

　今回は平川市青少年国内派遣事業と重なり、

南九州市へホームステイした市内中学生も参加

し、大川市長や市から駆け付けた応援隊と共に

祭りに加わりました。

　今年は大小７台のねぷたが出陣し、例年以上

のにぎわいを見せました。沿道の観光客は夏の

夜空を焦がす鮮やかなねぷたに酔いしれ、まつ

りは熱気で溢れていました。
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水木選手、野球国際大会出場

　７月26日、平川市ソフトテニススポーツ少年

団所属の水木瑠
りゅう

くん（平賀東小６年、写真左）と

三浦恭平くん（金田小５年、写真中央）が、８月

２日から５日に島根県松江市で開催される全日

本小学生ソフトテニス選手権大会への出場を報

告し、大舞台での健闘を誓いました。

　両者は東日本小学生選抜ソフトテニス大会に

出場。水木くんはペアにて東北や関東、北陸の

強豪を下して見事県勢初優勝しました。また、

三浦くんは同大会の団体戦ベスト８というチー

ムの好成績に貢献しました。

ソフトテニス全国大会へ出場

歴史の道トレッキング

　８月１日、碇ヶ関地域活性化推進協議会主催

の「歴史の道（羽州街道・矢立峠）トレッキング」

が開催されました。参加者は碇ヶ関中学校生徒

や引率教諭、父母、一般参加者を含め約100人

にのぼり、３名のガイドが碇ヶ関の歴史を説明

しながら案内しました。

　３班に分かれて出発し、約２．３キロの山道

をトレッキングして心地よい汗を流しました。

参加者は「実際に自分たちの足で歩いてみる

ことで改めて碇ヶ関の歴史について再発見もあ

り、有意義な一日となりました」と話しました。

　７月17日、町居出身で「青森山田リトルシニ

ア」所属の水木海
か い と

斗選手が市役所を訪れました。

　水木選手は７月28日から米国イリノイ州で行

われた、15歳以下の硬式野球国際大会の日本代

表に東北からただ一人選出。水木選手は「お世

話になっている人たちへの感謝の気持ちを忘れ

ず、精一杯頑張ります」と力強く述べました。

　大会では１番ショートで出場し、本塁打を

放つなど４割を超える打撃でチームを先導。日

本チームの準優勝に貢献し、日本チームで唯一

ゴールデングラブ賞を受賞しました。
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みなさんの地区の「人と農地の問題」

　　　　　について考えてみませんか？

　農業の将来を考えたとき ･･･
◎どのような経営体が中心となって地域農業を引っ張っていくのか？
◎どうやってその中心となる経営体に農地を集めていくのか？
◎青年就農者をどのように地域に定着させていくのか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など様々な「人と農地の問題」があります。

１．「人・農地プラン」とは

２．人・農地プランには様々なメリットがあります

※農地利用集積円滑化団体又は農地保有合理化

　法人に、全ての自作地を白紙委任すること。

※農業者戸別所得補償制度の加入者であること。

①経営転換協力金

貸付などを行う面積 交付単価
0.5ha以下 30万円／戸
0.5ha超2.0ha以下 50万円／戸
2.0ha超 70万円／戸

これらの問題を真剣に考えるため、

　それぞれの地区において話し合いをし、地区が抱える問題を解決するため、「人・農地プラン」を
作成します。

地区の今後の農業のあり方が記載された「未来の農業の設計図」です！！

⑴青年就農給付金（経営開始型）・給付額⇒150万円／年（最長５年）
　平成24年度の申込みは、８月22日㈬までとします。

　青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営が不安定な就農直後（５年以内）の所得を確保する

給付金を給付します。

　原則45歳未満で独立・自営就農する方。※ただし要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

⑵農地集積協力金（戸別所得補償経営安定推進事業）

　人・農地プランに位置付けられた地区の中心となる経営体に農地が集積されることが確実に見込まれる場

合に、市町村などがそれに協力する者に対して協力金を交付します。

②分散錯圃解消協力金

５千円 /10a

問合せ  ：  農林課  農業振興係　　　　　　　　

⑶スーパー L資金の金利負担軽減措置（農業経営基盤強化資金）

　人・農地プランに地区の中心となる経営体として位置付けられた認定農業者については、貸付当初５年間

の金利を利子助成により実質無利子化とします。

などが記載されることになりま

す。

※プランには地区における話し

　合いの結果が反映されます。

・中心となる経営体
・農業法人
・新規就農者
・規模拡大する農家
・農地を貸したい方
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　　　　　☎４４‐１１１１（内線２１７２・２１７３）

No. プラン地区名 日　　時 開　催　場　所 対　象　地　区

１ 平賀① ８月20日㈪　19時～ 柏木町コミュニティセンター 柏木町、向陽、石郷

２ 平賀⑧ ８月21日㈫　19時～ 平川市克雪管理センター 東部地区

３ 平賀⑨ ８月22日㈬　19時～ 新屋多目的集会所 新屋

４ 平賀② ８月23日㈭　19時～ 大坊コミュニティセンター 岩館、大坊、原田、三町会

５ 平賀③ ８月27日㈪　19時～ 大光寺コミュニティセンター 荒田、小和森、大光寺、光城、平成、本町

６ 平賀④ ８月2８日㈫　19時～ 平賀農村婦人の家 杉館、松館、館山・松崎、館田、苗生松、西の平

７ 平賀⑤ ８月29日㈬　19時～
沖館地区産地機能増進人材養成

施設（鳥海会館）
沖館、向野、藤野、新館

８ 平賀⑥ ８月30日㈭　19時～ 唐竹多目的集会所 唐竹

９ 平賀⑦ ９月３日㈪　19時～ 広船地区構造改善センター 広船

10 平賀⑩ ９月４日㈫　19時～ 尾崎多目的研修集会施設 尾崎

11 平賀⑪ ９月５日㈬　19時～
平賀地区農村交流活性化施設

（飛鳥会館）
平田森、町居、南田町

12 尾上① ９月６日㈭　19時～ 東公民館 金屋、南田中、李平

13 尾上② ９月10日㈪　19時～ 尾上公民館 高木、尾上、新屋町、南田

14 尾上③ 開 催 済 み 猿賀公民館 中佐渡、長田、上猿賀、西猿賀、みなみの

15 尾上④ ９月11日㈫　19時～ 日沼地区コミュニティ施設 八幡崎、日沼、蒲田、新山

16 碇ヶ関① ９月12日㈬　19時～ 碇ヶ関公民館 碇ヶ関地域

３．人・農地プランは随時見直しが可能

４．その他の制度

５．検討会に参加できる方

　最初から完全なプランにする必要はありません。

必要な部分から始めて、順次拡大していくことで構いません。

いったんプランを決めても、

☆新規就農者が新たに出てきたとき

☆集落営農・法人を立ち上げ、中心となる経営体となるとき

☆引退を決意して農地集積協力金をもらおうとするとき

などは見直せば左下２のメリットが受けられます。

○青年就農給付金（準備型）･･･ 給付額150万円 / 年（最長２年間）

○農業の雇用事業（農業法人などへの支援）･･･ 支援額 最大120万円 / 年 / 人（最長２年間）

○規模拡大加算 ･･･ 交付単価２万円 /10a

　　　　　　　　　（農地利用集積円滑化事業により、面的集積して経営規模を拡大する農家）

※農業者戸別所得補償制度の加入者である必要があります。

・農地を10年以上貸し出したい方　　　　　　　・これから農業を始めたい方

・農地を集積して、規模の拡大をしたい方　　　・対象地区内に農地を所有、または耕作中の方

　などが対象になります。

私たちの地区の農業や農地の問題を考えるきっかけにする
ため、検討会への多数の参加をお待ちしています。
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「あおもり10市（とし）大祭典」が開催されます

　青森から東北の元気を発信し、観光振興と地域経済の活性
化を目的に、青森県内10市が連携した「あおもり10市（とし）
大祭典」を開催します。各市の魅力を再発見し、県内各地へ
足を伸ばしてみましょう！
　10市の祭りや食を一同に集めました。皆様のご声援とご来
場をお願いします。

[ 日時 ]９月15日㈯、16日㈰
　　　 10時～19時
[ 場所 ]新青森駅東口特設会場
[ 内容 ]
◆オープニング（15日、10時）　進行：伊奈かっぺい

◆祭りパレード
　（１日３回、11時30分～、15時～、18時～）

　弘前ねぷたまつり、五所川原立佞武多、青森ねぶた

祭、つがる市馬ねぶた、黒石よされ

◆山車展示
　八戸三社大祭（展示用ミニ山車）、黒石こけし灯ろう

◆ステージイベント
　田名部まつり囃子、十和田南部駒踊、三沢アメリカ

ンデー、八戸えんぶり、弥三郎節、平川獅子踊りほか

◆物産コーナー
　十和田バラ焼き、大湊海軍コロッケ、三沢チーズロー
ル、八戸せんべい汁、つがる長いもラーメン、平川そ
ばもやし、黒石つゆ焼きそば、弘前いがめんち、青森
味噌カレー牛乳ラーメンほか

◆各市自慢のデザートや地酒コーナー
◆ゆるキャラやミス桜、ミスおしまこ、ミスねぶ
　た、小川原湖クイーン、平川巫女ガイドも集合！
◆総合司会　内山千早（うっちゃん）ほか
[ お願い ]
　祭り当日は、大変な混雑が予想されますので、公共
交通機関をご利用ください。

[ 問合せ ]
　実行委員会事務局（青森市観光課内）
　　　　　　　　　　　　　　☎017‐734‐5179

平川市臨時職員を募集します平成24年度緊急雇用創出事業

市では下記の事業について臨時職員を募集します。

対象者
　次のいずれかの条件を満たす方で、各事業の資格・
要件などを満たす方が対象となります。
⑴東日本大震災により被災した求職者
⑵平成23年３月11日以降に離職した失業者
⑶平成23年３月以降に学校を卒業した未就職者
※マイクロソフト社のワード・エクセルの基本操作ができる方。
※⑵、⑶の方で、過去の緊急雇用創出事業により、通算
　で６カ月を越えて採用されたことのある方（市外での採
　用も含む）は、応募できません。

応募書類
１. 履歴書（顔写真必須・Ａ３またはＡ４版）
２. 失業中であることを確認できる書類の写し（雇用保険
　 受給資格者証など）
３. 被災求職者の方は、東日本大震災で被災したことを証
　 明できる書類（罹災証明書など）の写し
申込締切　９月10日㈪
採用試験日（予定）　９月24日㈪（詳細な日時は応募者へ別
　　　　　　　　　 途連絡します）

事　業　名（主な業務内容） 募集人数 賃金（日額） 任 用 期 間 資 格 ・ 要 件 な ど

①廃食用油利用によるBDF実証実験事業 １人 6,000円
平成24年10月１日～

12月28日

普通自動車免許
（AT限定不可）

②乳幼児医療費分析調査事業
　（乳幼児医療費の動向分析、データべース化作業）

１人 6,000円
平成24年10月１日～

平成25年３月29日③健（検）診受診率向上・健康づくり事業
　（受診状況調査票等の集計、結果分析、健診業務補助）

１人 6,000円

④公共施設図面デジタル化事業
　（公共施設等建築物図面デジタル化作業）

１人 8,000円

平成24年10月１日～

平成25年３月26日

CAD オペレーター

⑤土地名義適正化事業
　（登記申請書作成業務、現地確認作業）

１人 6,000円
普通自動車免許
（AT限定不可）

⑥若年者等臨時雇用対策事業
　（窓口業務、文書作成、書類整理、公共施設の環境整備等）

14人 6,000円
学卒者および若年者

（おおむね40歳まで）

申込み・問合せ　：　商工観光課　雇用対策係　☎４４‐１１１１（内線２１８３）
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ライフステージと年金

太郎18歳 大学入学

太郎20歳 国民年金加入

Ｑ、もうすでに、会社に入っている人はどうす
　　ればいいの？
Ａ、20歳未満であっても厚生年金保険が適用さ
　　れている事業所に勤めている方であれば、国
　　民年金に加入することなく、そのまま厚生
　　年金保険を継続することになります。

Ｑ、学生なので、納付できない時はどうすれば
　　いいの？
Ａ、学生納付特例制度の申請をして納付を卒業
　　後に遅らせることができます（申請は４月に
　　毎年必要です）。追納は10年以内ならできま
　　すが、２年を過ぎると加算額がつきますので
　　ご注意を！手続きは市役所でできます。学
　　生納付特例制度の申請手続きについて持参
　　する物は、在学証明書または、学生証（コピー
　　可）です（代理の方は印鑑を持参してくださ
　　い）。

　成人、就職、結婚、定年・・・人生にはさまざまなできごとがあります。
良いことばかりではなく、ときには思わぬアクシデントに遭遇することも ･･･
そうした人生の「転機」と大きくかかわっているのが年金です。ここでは、山あり谷ありの人生を想
定した１組の夫婦をモデルにしながら、ライフステージと年金との関係を紹介していきます。

20歳前に加入手続きのお知らせが送付され
ます。速やかに市役所の年金係の窓口に届
け出をしてください。
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方
は、国民年金に加入することが法律で義務付
けられています（第１号被保険者）。

年金の事は何もわからない状態

太郎さん

大学卒業後、１
年間のアルバイ
ト生活を経て就
職。花子と結婚
し、のちに実家
の農業を継ぐ。

さくらさん

太郎・花子の一
人 娘。 ２ 人 に
大切に育てられ
る。

花子さん

会社勤務時に太
郎と出会い、結
婚する。仕事も
家事もこなし、
家族を支える
妻。

第１号被保険者 第２号被保険者 第３号被保険者

農林漁業、自営業な
どの方とその配偶者、
学生、家事手伝いな
どの方（第２号被保
険者、第３号被保険
者のいずれにも該当
しない方）。

サラリーマンや公務
員など、職場の厚生
年金、共済年金に加
入している方。

第２号被保険者（厚
生年金・共済年金の
被保険者）に扶養され
ている配偶者で、20
歳以上60歳未満の方。

次のページへ
　　続く

♬ ♬♪♩ ♭

問合せ　：　国保年金課　年金係　☎４４‐１１１１（内線１２５５・１２５６）

１

２
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Ｑ、保険料を納付できない時はどうすればいい
　　の？
Ａ、保険料免除申請をして納付を免除できる制
　　度があります。未納のままにしておくと将
　　来「老齢基礎年金」などを受給できなくなる
　　場合があります。保険料免除申請手続きは
　　市役所でできます。

納付書は使用期限と納付期限が書かれていま
す。納付期限までに納められなかった場合でも、
その後２年間はこの納付書で納めることができ
ます。

太郎23歳 正社員として就職

Ｑ、もし、就職しなかった場合はどうなるの？
Ａ、引き続き「第１号被保険者」のままですので、
　　保険料の納付が必要になります。保険料の
　　納付が困難な方には免除申請がありますが、
　　世帯主の所得により免除に該当しない方で
　　30歳未満の方（配偶者の所得が一定額以下）
　　は納付が猶予される「若年者納付猶予制度」
　　が利用できます。この場合年金額には反映
　　されません。

免除申請は４段階あります（年金額は減額され
ます）。
○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）
※世帯主の所得審査あり。

太郎29歳 会社勤めの
花子24歳と結婚する。
花子は仕事を続ける。

国民年金納付書が届いたので納付する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合せ  ：  国保年金課  年金係

子ども（さくら）が生まれ、花子は会社を
辞めて１日４時間のアルバイトを始める
（年収100万円）。

太郎32歳 花子第３号被保険者になる

年収が130万円を超えない場合は「第３号被保
険者」になります。130万円を超えると「第１
号被保険者」となり国民年金の保険料を納める
必要があります。

太郎45歳 会社を辞めて実家の家
業の農業を継ぐ

太郎は第２号被保険者から、
花子は第３号被保険者から、
ともに第１号被保険者にな
ります。市役所での手続き
が必要です。

Ｑ、万一、離婚してしまった場合は？
Ａ、平成19年４月１日以降に離婚をし、一定の
　　条件を満たした場合、婚姻期間中の厚生年
　　金保険の標準報酬を当事者間で分割するこ
　　とができます。老齢厚生年金等の年金額は、
　　分割後の記録に基づいて計算されます。

Ｑ、もし、花子が会社を寿退社したらどうなる
　　の？
Ａ、専業主婦になり「第３号被保険者」になりま
　　す。太郎の会社を通して届け出が必要です。
　　第３号被保険者として認められると、国民年
　　金の保険料を納める必要はありません。

遺族年金の請求
家計を維持していた太郎が亡くなった後は、花
子に遺族基礎年金と、遺族厚生年金が支払われ
ます。

太郎48歳 不慮の事故で急逝

太郎22歳 職が決まらず、アル
バイトをしながら職探し

３

４

５

６

７

８
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65歳になった時の請求手続き
60歳代前半で老齢厚生年金を受け
ている方が65歳になる時は、「国
民年金・厚生年金保険老齢給付年
金請求書」が届きますので、必要
事項を記入して日本年金機構へ提
出する必要があります。

　　　　　　☎４４‐１１１１（内線１２５５・１２５６）

花子45歳 さくら18歳で遺族基
礎年金の受給権喪失

遺族基礎年金の受給権は、子であるさくらが
18歳となった後の３月31日までとなります。遺
族厚生年金はそのままです。

20代に経験した事務職として再就職。厚生年金
に再加入する。

花子46歳 会社員として再就職

遺 族 基 礎 年 金

18歳未満の子のある妻または子に支
給されます。死亡日の前々月までに、
それまでの加入可能期間のうちの２
/３以上の納付や免除期間があるこ
とが条件です。

障 害 基 礎 年 金

国民年金で定める障害の程度が１級
または２級に該当する方に支給され
ます。請求ができる納付要件は、遺
族基礎年金と同じです。以後の保険
料は法定免除になりますが、任意で
かけることもできます。

さくら20歳 国民年金に加入

さくらが突然交通事故にあうが、３カ月後に
無事退院する。

Ｑ、もし、さくらに重度の障害が残ったら？
Ａ、さくらは国民年金に加入しているので、一
　　定以上の障害が残り、障害基礎年金を受け
　　るために必要な保険料の納付要件を満たし
　　ているときは、障害年金を受けることが出
　　来ます。受けられる年金には１級と２級が
　　あり、障害の程度によって決められます。

花子60歳 現役社員続行

年金の受け取り手続き
60歳になった花子は、老齢厚生年金を受け取る
手続き（年金請求）を行いました。ただし、花子
は厚生年金に加入して働き続けているため、給
料と年金額との合計が一定額以上あると年金の
一部または全部の支払いが停止されます。この
仕組みを「在職老齢年金」と言います。また、花
子は遺族厚生年金を受け取っているため、老齢
厚生年金の手続きの際、老齢年金と遺族年金の
どちらを受け取るか選択する手続きを合わせて
行います。

花子65歳 退職、そして年金の手続き

　太郎さん一家のライフステージを通

じて、年金について紹介させてもらい

ました。

　自分の人生を、幸せに過ごすための

大切な年金です。その時々、「どうし

たらいいの？」と疑問に思いましたら

すぐに年金係までご相談ください。

９

10

11
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13
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放射性物質検査のおしらせです

農 作 物 採 取 場 所 検 査 結 果

①トマト（施設） 猿賀地内 検出なし

②イチゴ（施設） 碇ヶ関古懸地内 検出なし

測 定 場 所
測 定 結 果

１ｍ 50cm １cm

　八幡崎地内 0.03 0.03 0.04

　金屋地内 0.04 0.04 0.04

　館田地内 0.04 0.05 0.05

　広船地内 0.04 0.04 0.04

　葛川地内 0.04 0.04 0.04

　碇ヶ関地内 0.04 0.04 0.04

　市では、福島第一原子力発電所の事故発生により

懸念される放射能の影響による農作物の風評被害を

防止するため、平成23年度に引き続き放射性物質の

検査を実施します（平成24年度の検査は、市が購入し

た測定機器を用いて実施します）。

　７月から11月までの５カ月にわたり毎月 1 回程度、

市内で生産された農作物を採取して検査を行うほ

か、市内６カ所で定期的に空間の線量測定を行いま

す。

　結果については市ホームページおよび広報ひらか

わで随時公表していきます。

　市では、防災情報の伝達手段の１つとして、短文投稿サイト「Twitter（ツイッター）」の試験運用を
開始しました。市のさまざまな情報が提供されますので、ぜひご活用をお願いします。

URL
http://twitter.com/Hirakawa_City

※市では、フォローや返信はしません。

　ご了承お願いします。

◎農作物の安全性を確認する資料として検査結果を
　活用したい場合は、農林課へ申請してください。

　７月24日に市内２カ所の農作物を採取して検査した

結果、放射性物質は検出されませんでした。

　７月24日に市内の６カ所で空間測定をした

結果は以下のとおりです。

※「検出なし」とは、検出下限値未満を意味します。

採取検査結果

農 物作

空間測定結果

※１ｍ、50cm、１cm は地上からの高さです。
※参考：青森県の過去の平常値の範囲
　　　　0.017～0.102マイクロシーベルト / 時間
　　　　自然放射線量は一般的には0.05マイクロシーベ
　　　　ルト / 時間とされています。

問合せ　：　農林課　農業振興係　☎４４‐１１１１（内線２１７２・２１７３）

問合せ　：　総務課　交通防災係　☎４４‐１１１１（内線１３５２・１３５４）

［単位：マイクロシーベルト / 時間 ( μ Sv/h)］

放射性物質空間測定の様子

（ツイッター）の試験運用をはじめますTwitter

＜主な掲載内容＞

①台風接近による警戒

②地震による余震警戒

③クマ出没による注意

④大雨、土砂災害警戒

⑤不審者出没、振り込め詐欺などの情報提供

⑥そのほか、災害や防災訓練に関する情報提供

ツイッターとは？

　インターネット上の Web サービスの一種で、140文字以内の

短文情報「つぶやき（コメント）」を投稿し合うことでつながる、

無料のコミュニケーション・サービスです。
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だより
“津軽”の
話題満載合

津軽
　広域 連

激流の中で舟を走らせる舟子たち 第１アート「悲母観音と不動明王」

大川原の火流し

黒石市

８
月

９
月

10
月

とき イベント名 イベント内容【問合せ先】

14・1５日 碇ヶ関御関所祭り 津軽の表玄関の「関所」を舞台に、多彩な催し物を開催　　　【平川市商工会碇ヶ関支所（☎45-2044）】

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披露。飛び入り参加もできます

【黒石よされ実行委員会事務局（☎52-3488）】

17日 ふるさと元気まつり2012
ねぷた、よされ、よさこいなど、さまざまな催しを開催。花火も打ち上げます

【黒石青年会議所（☎52-3369）】

20日 津軽花火大会
夏まつりのフィナーレを飾る花火大会。約4,000発の花火が打ち上げられます

【藤崎町商工会（☎75-2370）】

８日～10
月2８日

弘前市立博物館特別企画展
2「ヨーロッパ絵画名作展」

山寺・後藤美術館所蔵の宮廷絵画など、ヨーロッパ絵画の珠玉の名作を展示します
【弘前市立博物館（☎35-0700）】

８・９日 黒石こみせまつり
中町のこみせを会場に、三味線やよさこい、市消防団観閲式、やきそばサミットなどを開催

【黒石商工会議所（☎52-4316）】

９日 暗門祭
マイタケ鍋やさまざまなアトラクションなど、盛りだくさん「アクアグリーンビレッジANMON」にて
開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【目屋観光協会（☎85-2800）】

1６日 カルチュアロード2012
歩行者天国になった土手町通りで、多彩な催しや出店が盛りだくさんです

【カルチュアロード実行委員会事務局（☎35-2154）】

2９・３0日
第4回うめ～どｉｎひらかわ
食と産業まつり

市内の特産品販売のほか、市内外の有名ラーメン店も出店　　　　　【平川市商工会（☎44-3055）】

３0日 第20回稲刈り体験ツアー 田んぼアート「悲母観音と不動明王」の稲刈り体験ができます　　　【田舎館村産業課（☎58-2111）】

7日
りんごの里板柳まるかじ
りウオーク2012

りんごの里のウオーキング大会。6、12、25ｋｍの３コース！お楽しみ抽選会もあるよ
【板柳町教育委員会生涯学習課（☎72-1800）】

12～14日 津軽の食と産業まつり
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

【津軽の食と産業まつり運営協議会事務局（☎33-4111）】

　この伝統行事は、大川原集落を流れる中野川で行われ、

アシガヤを使用した３隻の舟に火をつけ、若者（舟子）が

引きながら500ｍほど下流の大川原橋まで下ります。

　すげ笠に野良着姿の舟子が、帆柱の火を消さないよう

に掛け声を発しながら舟を走らせる姿はまさに勇壮。

　また、川岸では地元の小・中学生らが、笛や太鼓のは

やしで悪戦苦闘する若者たちを盛り上げます。

　火の粉が飛び散る中、激流を必死に下るさまは、幻想

的な炎の絵巻となっています。

日時　８月16日㈭19時

場所　中野川（大川原橋上流）

問合せ　黒石市商工観光課観光物産係　☎52‐2111

田んぼアートが
見頃の時期を迎えました

田舎館村

市町村イベントカレンダー

　記念すべき20回目となる今年、第１アートには悲母

観音と不動明王が、そして今年から始まった弥生の里

の第２アートには北前船に乗った七福神が描かれてい

ます。

　今年のアートも、その出来映えと迫力に感動すること

間違いなしです。皆さんのご来場をお待ちしています。

　また、今年から観覧の際に入館料を納めていただくこ

とになりました。料金等については後述のとおりです。

観覧日時…９月29日㈯までの９時～17時（入館は16時

　　　　　30分まで）

入館料…◇大人（中学生以上）＝共通券300円、個別券

　　　　200円◇小人（小学生）＝共通券100円

問合せ　田舎館村産業課商工観光係　☎58‐2111



●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。

■８月22日㈬、９月12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）

■８月22日㈬、９月12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）

■８月23日㈭、９月13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28日㈫、９月11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）

■９月４日㈫、18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）

■９月14日㈮、28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

●心の健康づくり講演会

　うつ病の早期発見・予防を目的と

して講演会を行います。どなたでも

参加できますので、お気軽にお申し

込みください。

日時　８月28日㈫18時30分～20時

場所　健康センター

内容　「地域で支える心の健康～う

　つ・自殺予防～」（青森県立保健大

　学健康科学部教授　大山博史氏）

申込締切　８月23日㈭

申込み・問合せ　健康推進課予防係

　　　　杉館ふれあいセンター

■８月29日㈬　小和森多目的集会所

■９月２日㈰、３日㈪

　　　　尾上保健センター

■９月４日㈫　農村婦人の家

■９月９日㈰、10日㈪、11日㈫

　　　　健康センター

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

申込み・問合せ　健康推進課予防係

●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

■８月22日㈬　新山担い手センター

■８月23日㈭

　　　　李平集落改善センター

■８月24日㈮　尾上公民館

■８月28日㈫

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/

●各種検診

広報　ひらかわ　２０１２．８

●介護予防教室
　（てんとうむし体操）

●心の健康づくり講演会

項　目 実施日 受付時間 場　所

全血献血

8/31 ㈮
10:00～11:30 ㈱木村食品工業

13:00～16:00 ㈱日本マイクロニクス青森工場

9/ 6 ㈭
10:00～11:30 弘前機能性食品開発協同組合

13:00～16:00 ㈱日本マイクロニクス松崎工場

9/13 ㈭
 9:30～14:15 青森県立柏木農業高等学校

15:00～16:00 生活協同組合コープあおもり平川センター

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

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）

9/20 ㈭  9:45～10:00

子育て相談（要予約）妊娠中、子育て中の方など 9/ 5 ㈬ 10:00～11:00

４カ月児健診 平成24年５月生 9/25 ㈫ 12:20～12:50

１歳児健診 平成23年９月生 9/ 5 ㈬ 13:00～13:30

１歳６カ月児健診 平成23年２月生 9/26 ㈬ 12:20～12:50

３歳児健診 平成21年３月生 9/14 ㈮ 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　　　申込み・問合せ　健康推進課保健係

●乳幼児健康診査・子育て広場

１４



広報　ひらかわ　２０１２．８ １５

　夏のおすすめ食材は夏野菜です。夏が旬の野菜は、トマト、きゅう

り、なす、ピーマン、かぼちゃ、枝豆などです。１年中店頭に並んで

いるものもありますが、旬のものの方がビタミンやミネラルを多く含

み、味がしっかりしています。市内で作られているものも多く、地産

のものは価格が安いのも魅力です。

　夏野菜は熱がこもった体を冷ます働きを持っており、豊富に含まれ

るビタミンやミネラルは体調を整えるために欠かせない栄養素です。

カロテンは目や肌の健康に良く、ビタミンＣは日焼けによる肌の害を

予防します。カリウムは利尿作用があり、体のむくみをとる効果が期

待できます。

　旬の野菜をしっかり食べて、暑い夏を元気に乗り切りましょう。

問合せ　農林課 食産業振興係

●食育通信⑤　～夏野菜を食べましょう！～

●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　９月４日㈫10時～13時

場所　健康センター

対象　精神科の疾患で治療中の方の

　　　家族

内容　学習会（栄養についての講話、

　　　調理実習）

問合せ　福祉課高齢障害支援係

●デイケア

　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　９月13日㈭９時～11時30分

内容　畑の収穫と調理実習

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

●発達障がいに関する研修会

　成長の気になるお子さまが、より

豊かに生活できるよう研修会を開催

します。

日時　９月27日㈭13時～15時

場所　健康センター

内容

①「気になるお子さんへの関わり方

　～発達障がいってなぁに？～」［青

　森県発達障がいサポートコーチ　

　町田徳子氏（臨床発達心理士）］

②「福祉サービスを知ろう～障害者

　自立支援法改正のポイント～」［ラ

　イフサポートあおば相談支援事業

　所　三浦康雄氏（社会福祉士）］

申込締切　９月20日㈭

申込み・問合せ　健康推進課保健係

●介護給付費通知書

　市では、介護サービスを利用さ

れた方に対し、「介護給付費通知書」

を発送します。

　介護給付費通知書には、「いつ」「ど

こで」「どんなサービスを」「どのく

らい利用して」「いくら支払ったか」

などが記載されていますので、これ

までに利用された介護サービスにつ

いてご確認していただくことができ

ます。

　今回送付する介護給付費通知書に

は、平成24年１月から４月までの４

カ月間に利用した介護サービスにつ

いて記載されていますので、通知書

がお手元に届きましたら内容をご確

認いただき、ご不明な点がございま

したら福祉課介護保険係までお問い

合わせください。

問合せ　福祉課介護保険係

●マタニティーマーク駐車帯

　市では、妊婦に優しい環境づくり

のひとつとして、身体障がい者駐車

帯の一部を妊婦の方も利用していた

だけるよう、マタニティーマークを

設置しています。

　ご来庁の際は、ぜひご利用くださ

い。

問合せ　健康推進課保健係

○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　８月24日㈮17時～19時

■休日窓口

日時　８月26日㈰８時30分～17時

問合せ　収納課収納係

●行政・人権相談所

　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　８月24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

●発達障がいに関する
　　　　　　　　　研修会

●介護給付費通知書

●マタニティーマーク

　駐車帯をご利用ください

各種相談●デイケアを開催します

●休日・夜間納税窓口

●精神障害者家族教室

●行政・人権合同相談所

▲マタニティマーク



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。

今月のおしらせ

●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　市内在住の方

日にち　８月29日㈬、９月26日㈬、

　　　　10月24日㈬、11月28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

●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。

日時・場所

■９月５日㈬13時30分～15時30分

　　健康センター

■９月19日㈬13時30分～15時30分

　　尾上地域福祉センター

※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

●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　９月６日㈭、19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

●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

■８月23日㈭、９月20日㈭

　　13時～16時

　　　尾上総合支所会議室

■９月６日㈭、10月11日㈭

　　13時～16時

　　　平川市商工会館

■８月30日㈭、９月13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

○催し

●「平成の寺子屋」９月講演

　中高年に多い脳卒中と認知症の仕

組みについて学び、予防に役立てる

ために講座を行います。

日時　９月13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　「脳卒中と認知症を知る」（弘

　　　前大学大学院医学研究科脳神

　　　経病理学教授　若林孝一氏）

参加料　無料

申込締切　９月６日㈭

申込み・問合せ　

　平賀公民館　☎44‐1221

○募集

●ひらかわフェスタ 2012 出店者

　ひらかドームを会場に「ひらかわ

フェスタ2012」を開催します。出店

を希望される方は、農林課窓口にあ

る出店申込書をご提出ください。

※出店申込書は市のホームページか

　らも入手できます。

日時　11月23日㈮、24日㈯

　　　９時～15時

場所　ひらかドーム

出店料　無料

販売可能品

　平川市産の農産物、平川市産の農

産物を使った加工品、市内で生産・

加工された特産品など

※いずれも関係諸法規に違反しない

　もの。

広報　ひらかわ　２０１２．８

●ひらかわフェスタ2012
　　　　　　　　　出店者

●健康相談

●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

●創業・起業支援個別相談会

募集

１６

●困りごと相談 催し

●「平成の寺子屋」

販売元：本町共同墓地整備委員会　　　連絡先：ヒラカワ土地　0172-55-0087

 本町共同墓地185区画斡旋中
アクセス　○ 光城集会所から徒歩 ７ 分

　　　　　○ 弘南鉄道平賀駅から徒歩 12 分

　　　　　　他市町村に係わらず申込みが可能です。

”岩木山が眺望できる墓地”
永代使用料 管　理　料

120,000円
 年1,000円（更地の状態の場合）
 年3,000円（墓石が建立された場合）

※標準１区画は 1.5m × 1.8m です。



試験場所　青森第二合同庁舎（予定）

■一般採用試験（後期）

資格

　21歳未満で高卒（見込含む）の方

受付期間

　平成25年１月23日㈬～２月１日㈮

試験日　１次試験　３月２日㈯

　　　　２次試験　３月15日㈮

試験場所　防衛大学校

問合せ　自衛隊弘前地域事務所

　☎27‐3871

●放送大学１０月生

　放送大学では、平成24年度第２学

期（10月入学）の学生を募集していま

す。放送大学はインターネットやテ

レビを通して授業を行う通信制の大

学です。心理学や福祉、経済、歴史、

文学、自然科学など、幅広い分野を

学べます。

　資料を無料で差し上げていますの

で、お気軽にお問い合わせください。

出願期限　８月31日㈮

問合せ　放送大学青森学習センター

　☎38‐0500

申込み・問合せ

〒030‐8570　青森市長島1‐1‐1

　青森県環境生活部青少年・男女共

　同参画課　男女共同参画グループ

　☎017‐734‐9228

●防衛大学校学生

■推薦採用試験

資格　

　21歳未満で高卒（見込含む）の方

受付期間　９月３日㈪～５日㈬

試験日　９月29日㈯、30日㈰

試験場所　防衛大学校

■総合選抜採用試験

資格

　21歳未満で高卒（見込含む）の方

受付期間　９月３日㈪～５日㈬

試験日（１次試験）　９月29日㈯

試験場所　防衛大学校

■一般採用試験（前期）

資格

　21歳未満で高卒（見込含む）の方

受付期間　９月３日㈪～10月１日㈪

試験日（１次試験）

　11月10日㈯、11日㈰

条件

①市内に事業所を有する事業者、ま

　たは実行委員会が認める団体およ

　び事業者であること

②抽選会用の景品を提供できること

※詳しくはお問い合わせください。

申込締切　９月14日㈮

申込み・問合せ　農林課食産業振興係

●「あおもりのカジダン・イクメン」

　フォトコンテスト

　県では、男性の積極的な家事・育

児への参画を応援するため、「あお

もりのカジダン・イクメン」フォト

コンテストを行います。素敵な「カ

ジダン」と「イクメン」の写真のご応

募をお待ちしております。

申込締切

　９月21日㈮【当日消印有効】

募集する写真

・県内在住の男性が家事・育児をし

　ている写真

※家族や仲間と一緒の写真でも構い

　ません。

・１年以内に撮影した写真

応募方法

　応募用紙と写真（またはデジタル

カメラ用のプリント用紙に印刷した

もの）を提出してください。応募は

１名につき３点までで、応募した写

真は返却されません。

※応募用紙は県庁ホームページから

　ダウンロードできます（http://www.

　pref.aomori.lg.jp/life/danjo/kazidan

　ikumen.html）。

表彰

▷最優秀賞…１点

　（表彰状、図書カード１万円）

▷優秀賞…２点

　（表彰状、図書カード５千円）

▷入選…３点

　（表彰状、図書カード３千円）

※入賞作品の発表・表彰は11月４日

　㈰の予定です。
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●放送大学10月生

日時　９月21日㈮

　　　開場18時／開演18時30分

場所　文化センター文化ホール

入場料　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。

前売所

・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

問合せ　：　文化センター　☎４４‐１２２１

宝くじ文化公演

倍賞千恵子
　コンサートⅢ

前売券好評発売中

１７

●防衛大学校学生

●カジダン・イクメン
　　　　フォトコンテスト



今月のおしらせ

開始しています。

　新規高卒予定者の地元雇用の促進

と、各企業においては優秀な人材の

早期確保のため、求人票提出にご理

解とご協力をお願いします。

　なお、今年度から求人票の様式が

変わり、従来のものが使用できませ

んのでご注意ください。

問合せ

▷弘前公共職業安定所　☎38‐8609

▷黒石公共職業安定所　☎53‐2828

●東日本大震災に係る県税の特例措

置など

　東日本大震災により被害を受けら

れた方々には、県税の特例措置があ

ります。例えば、被災した自動車や

不動産（土地、家屋）に代わる自動車

や不動産を取得したときは、自動車

取得税・自動車税や不動産取得税が

軽減されます。

　詳しくはお問い合わせください。

県庁ホームページ「県税・市町村税

インフォメーション」にも掲載して

います。

問合せ　中南地域県民局県税部

☎32‐1131

○お知らせ

●非核平和宣言都市

　地球上からすべての核兵器をなく

し、世界の恒久平和と安全を実現す

ることは全人類共通の願いであり、

世界で唯一広島・長崎と二度にわた

る原爆投下を経験した日本国民の悲

願です。今なお多くの被爆者が苦し

んでいることからも、核兵器を廃絶

し、市民の命と平和な暮らしを守っ

ていくことが、重要かつ緊急な責務

です。

　市は、あらゆる国の核兵器の廃絶

と世界の恒久平和確立を求め非核平

和都市であることを宣言しています。

問合せ　総務課

●県民手帳

　購入を希望する方は、色と受取場

所を指定し、電話でお申し込みくだ

さい。お支払いは手帳と引き換えに

なります。手帳が納入され次第ご連

絡しますので、指定された受取場所

へ代金を持参してください。

※県内の書店、コンビニなどでも10

　月中旬以降に販売する予定です。

　価格は500円になります。

価格　430円（税込み）

※70円安く販売します。

色　黒、青、赤、緑、ベージュ（５色）

受取場所　

▷本庁舎　企画財政課

▷尾上総合支所　市民生活課

▷碇ヶ関総合支所　市民生活課

納入時期　10月中旬以降（予定）

申込期限　８月30日㈭

申込み・問合せ　

　企画財政課企画調整係

●ＮＨＫ「ふるさと自慢うた自慢」

　７月13日に文化センターで、ＮＨ

Ｋ青森放送局と平川市主催のＮＨＫ

「ふるさと自慢うた自慢」のラジオ公

開収録が行われました。

　第１部「ふるさと自慢うた自慢」で

は、ゲスト歌手の湯原昌幸さんと石

原詢子さんをチームリーダーに、地

元の男性チーム・女性チームが対抗

戦を行い、お話と歌でふるさとを自

慢し合いました。第２部「ふるさと

自慢コンサート」では、ゲスト歌手

のステージのほかクイズふるさとの

星のコーナーもあり、観客の皆さん

はたっぷり楽しみました。

　この模様は、ＮＨＫラジオ第１・

国際放送で全国放送されますので、

ぜひお聞きください。

ラジオ放送予定

・「ふるさと自慢うた自慢」

　９月８日㈯16時５分～16時55分

・「ふるさと自慢コンサート」

　９月29日㈯16時５分～16時55分

問合せ　平賀公民館　☎44‐1221

　

●新規高卒者の求人票の早期提出

　弘前公共職業安定所および黒石公

共職業安定所では、平成25年３月に

高校を卒業する生徒を対象とした求

人申込みの受け付けを６月20日から
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　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。講習会は電話でお申し
込ください。

講習会日時 内容（定員：各先着８人）

9/ 5 ㈬ 10:00～12:00 インターネット活用‐上手な使い方、検索方法など

9/ 7 ㈮ 10:00～12:00 ブログ入門‐ブログ用ＩＤ作成、記事の投稿など

9/11 ㈫ 13:30～15:30 エクセル１‐エクセル基本説明、列幅・行の高さ変更など

9/13 ㈭ 13:30～15:30 エクセル２‐オートフィル、けい線の引き方など

9/15 ㈯ 13:30～15:30 エクセル３‐簡単な関数、いろいろなオートフィルなど

9/20 ㈭ 18:00～20:00 インターネット活用‐上手な使い方、検索方法など

9/26 ㈬ 18:00～20:00 ブログ入門‐ブログ用ＩＤ作成、記事の投稿など

9/28 ㈮ 13:30～15:30 パワーポイント‐パワーポイントの基礎、スライド操作など

場所　文化センター２階　　申込開始　８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）

※８月23日㈭は午後からの受付開始になります。

●ＩＴサポートセンター　無料相談・講習会

おしらせ

●ふるさと自慢うた自慢

●東日本大震災に係る

　　　県税の特例措置など

●非核平和都市

１８

●県民手帳予約受付

●新規高卒予定者の

　求人票はお早めに提出を



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。

石郷　　福　士　大　樹　美
み ゆ う

結ちゃん

柏木町　佐　藤　宏　和　叶
か の

乃ちゃん

小杉　　乗　田　和　耶　和
な ご み

心ちゃん

荒田　　佐　藤　正　彦　颯
ふ う た

太くん

小和森　今　井　悠　二　紗
さ ら

星ちゃん

小和森　齋　藤　　　充　凛
り ん

ちゃん

館田　　福　井　秀　巧　桜
さ く ら こ

子ちゃん

沖館　　田　中　浩　樹　新
に い な

菜ちゃん

沖館　　田　中　尚　志　結
ゆ い

ちゃん

葛川　　大　谷　　　昇　陽
は る

琉くん

新館　　赤　平　勇　人　瑚
こ と

都ちゃん

尾崎　　中　嶋　　　淳　琉
り く

久くん

南田中　今　　　　　渉　望
のぞむ

くん

李平　　浅　利　　　晃　龍
りゅうせい

晴くん

尾上　　佐　藤　隆　二　誇
こ た ろ う

太郎くん

新屋町　村　上　隆　昭　優
ゆ う す け

介くん

中佐渡　小田桐　　　渉　悠
ゆ う

くん

　

　町居　　　　　長谷川　翔　太

　弘前市　　　　赤　坂　夢　麻

　南田中　　　　小田桐　秀　樹

　大坊　　　　　大　湯　梨　沙

　南津軽郡藤崎町　古　川　敦　一

　小和森　　　　船　水　奈　々

　広船　　　　　中　嶋　竜　也

　弘前市　　　　佐　藤　　　泉

　唐竹　　　　　原　田　貴　之

　光城　　　　　比　内　明日香

　本町　　　　　竹　村　和　也

　五所川原市　　山　本　優　理

　

岩館　　　齋　藤　イ　ト　91

柏木町　　田　中　喜代一　82

高畑　　　赤　平　ハツヱ　89

高畑　　　赤　平　嘉　吉　87

小和森　　林　　　　　章　80

杉館　　　花　田　恒　榮　90

館田　　　葛　西　京　子　75

松崎　　　今　井　か　つ　81

唐竹　　　武　田　イ　ネ　92

唐竹　　　桑　田　隆　治　86

新屋　　　葛　西　政一郎　89

尾崎　　　工　藤　哲　郎　92

尾崎　　　一　戸　竹　春　84

尾崎　　　水　木　勝　年　75

平田森　　古　川　久　造　90

光城　　　葛　西　範　子　72

金屋　　　成　田　又兵衛　92

金屋　　　佐　藤　　　一　54

金屋　　　松　田　繁　勝　88

南田中　　五十嵐　まさ江　60

高木　　　下　山　忠　男　78

新屋町　　清　藤　タ　ソ　82

猿賀　　　設　楽　キミ子　84

中佐渡　　原　田　智　子　46

西野曽江　長　尾　輝　美　59

日沼　　　須　藤　ギンコ　91

古懸　　　大　湯　清　春　75

久吉　　　松　田　とみゑ　81

戸 籍

だ よ り

７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。

７月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。

　■人口　　33‚642人　（＋42）　■男性　15‚799人　■女性　17‚843人

　■世帯数　11‚436世帯（＋49）　■転入　47人　　　■転出　37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

広報　ひらかわ　２０１２．８ １９

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
　　　　※詳しい内容については、お問い合わ
　　　　　せください。

問合せ　総務課行政係　☎４４－１１１１（内線１３５０）
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長男・こめお

次男・だいご

長女・ひらりん

次女・トマピー

三男・にん三郎

【大根】読書家で勉強をすること

が好きな、ちょっとインテリタ

イプ。野菜で人の病気を治した

いと願っている。

【りんご】しっかりものだが天然で

兄妹に甘い。常に自分よりも周り

のことを考え、みんなが笑顔でい

られるように願っている。

10

【人参】スポーツが好きで、中でも

バスケットボールが得意。お調子

者で目立ちたがり屋。褒められる

と伸びるタイプ。

月

!!

っ

ビ ュデ
ー

待 て ね
て

問合せ　：　農林課　☎４４‐１１１１（内線２１７９）

ひらかわ

元気ファミリー５兄妹

　農産物の販売促進と食育を通じて市民

の地産地消の振興を図るため、市の代表

的な農産物キャラクター着ぐるみ（ゆる

キャラ）を５体製作しました。各

種イベントや食育推進事業など

に登場する予定です。

【米】物事は何とかなるだろう！と

思っているちゃっかりタイプ。

最近は米の消費拡大のＰＲに励ん

でいる。

【トマト】天真らんまんでちょっと

だけ食いしん坊。食べている時が

一番幸せ♡夢は食べ物の仕事をす

ること。




