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・「ヤーヤくん」です　よろしくね !!

・接骨院・整骨院は適正に受診しましょう

・碇ヶ関　御関所祭り

今月号の主な内容
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８月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。

　■人口　33‚631人（－11）　■世帯数　11‚446世帯（＋10）　

　※８月中の届け出については15ページをご覧ください。

８月の交通事故件数

　■交通事故　11件（負傷者15人、死者１人）

８月の出動件数　

　■火災出動　２件　■救急出動　97件　

　■救助出動　４件　■そ　の　他　16件

９月の納期　※納期限10月1日㈪

　■固定資産税　第３期　■国民健康保険税　第３期

　■介護保険料　第３期　■後期高齢者医療保険料　第３期　　

今月の表紙
 　８月26日、文化センターで演劇集団「夢ぶたい」
の旗上げ公演となる、「津軽藩北辺の武士（ものの

ふ）」が行われました。

　この日のために練習を重ねてきた出演者の方々

がエネルギッシュな舞台を披露し、観客からは温

かい拍手が送られました。
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２「ヤ－ヤくん」です よろしくね !!

３ 市内の話題

４～５ 接骨院・整骨院は適正に受診し

ましょう

６「ひらかわ100選」モニターツ

アーの参加者を募集します

７ 平成24年度秋狂犬病予防注射日程

８ コミュニティ助成事業で備品が
整備されました
あなたの“ヤル気”応援します！
平成24年10月１日現在で、就業
構造基本調査を実施します

９ 平成24年青森県秋の火災予防運動

１０～１５ 今月のおしらせ

戸籍だより

１６ 碇ヶ関　御関所祭り

●ヤーヤくんの今後の出演イベント予定
・あおもり1

と

0市
し

大祭典 ･･･９月15日㈯、16日㈰
・弘南鉄道ふれあい感謝祭 ･･･10月14日㈰
※この他にも決まり次第、順次出演していきます。

●ヤーヤくんは facebook と Twitter もやっています

facebook　　　 http://www.facebook.com/yahyakun.hirakawa

Twitter　　　　http://twitter.com/yahya_hirakawa

問合せ　：　商工観光課　観光係　☎４４‐１１１１（内線２１８４）

　平川市の観光ＰＲキャラ

クター「ヤーヤくん」が８月

２日に誕生しました。身長

210㎝、ねぷたが大好きな男

の子です。

　８月のねぷたまつりや御

関所祭りで見かけた方も多

いかもしれません。

　これからも市内外のイベ

ントなどに出かけていきま

すので、応援よろしくお願

いします。

「ヤーヤくん」です
　よろしくね！！
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市内の話題

100歳おめでとうございます

　８月11日に中嶋德藏さん（尾崎、写真左）が、８

月24日に須郷ひささん（八幡崎、写真右）がめで

たく100歳を迎えられ、顕彰状が贈られました。

　中嶋さんはリンゴと米作りを行い、結婚後は

７人の子供をもうけました。２年前までは農作業

をし、現在も食欲旺盛で元気に過ごしています。

　須郷さんは４人の子供に恵まれ、和裁を指導。

また、婦人会会長などを歴任し、地域に貢献し

てきました。現在も趣味のペーパークラフトな

どを楽しんでいます。

戦没者追悼式

第６回高齢者軽スポーツ大会

　８月18日、生涯学習センターで戦没者追悼式

が行われました。市関係者と遺族ら約120人が

参列し、戦没者1,089柱のめい福を祈り、平和

への思いを祈念しました。会場は厳かな雰囲気

に包まれ、戦没者に黙とうを捧げたあと、大川

市長が「１日も早く世界の恒久平和が訪れるこ

とを強く願う」と述べました。続いて、遺族を

はじめとする参列者が戦没者のめい福を祈りな

がら献花台に花をたむけ、世界の恒久平和を改

めて願いました。

　８月28日、ひらかドームで第６回高齢者軽ス

ポーツ大会が開催されました。

　この大会は軽スポーツを通じて高齢者の健康

保持と生きがいを高めるとともに、高齢者同士

の親睦と交流を図るために行われています。

　６回目となる今回は応援も含め約700人が参

加。７チームに分かれ豆うつしや輪まわし、玉

入れ競争などの８種目で競い合いました。

優勝：尾上Ａチーム、準優勝：碇ヶ関チーム、

３位：平賀Ｄチーム。

広報　ひらかわ　２０１２．９ ３
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　　　　　　　　　問合せ  ：  国保年金課  国保係

は

　近年、接骨院・整骨院の柔道整復師の施術をご利用になる方が多くなってきていますが、

施術を受ける場合、健康保険が「使えるもの」と「使えないもの」が定められています。

　次のような場合は、健康保険から「療養費」として費

用の一部が柔道整復師へ支払われますので、自己負担

分（一部負担金）のみを支払うことで施術を受けられま

す。

　次のような場合は、健康保険の対象ではありません

ので、費用は原則全額自己負担（実費）になります。

健康保険が使えるもの 健康保険が使えないもの

・急性または亜急性（急性に準ずる）による外傷性の打

　撲・ねんざ・挫傷（肉離れなど）

・骨折・脱臼（応急手当を除き、医師の同意が必要）

※主な負傷例：日常生活やスポーツ中に転んでひざを

　　　　　　　打ったり、足首をひねったりして急に

　　　　　　　痛みがでたとき

・日常生活やスポーツなどにおける単純な疲労や肩こ

　り、腰痛、筋肉疲労など

・病気（神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニ

　アなど）によるこりや痛み

・脳疾患後遺症などの慢性病や、症状の改善の見られ

　ない長期の施術

・仕事中や通勤途中に起きた負傷（労災保険からの給

　付になります）

接骨院・整骨院

適 正 に 受診しましょう

Ａ、接骨院・整骨院では柔道整復師が施術にあたり、

　　病院では医師が治療にあたります。病院では、

　　診察や診断のためにＸ線検査やＣＴあるいは血

　　液検査などを行うことができますが、接骨院・

　　整骨院ではそうした検査を行うことは禁止され

　　ています。したがって、骨折や脱臼については、

　　接骨院・整骨院では応急手当を除き、医師の同

　　意がない限り、施術を受けることはできません。

Ａ、療養費は、かかった費用の全額をいったん被保険

　　者が立て替えて支払い、その自己負担額を除いた

　　費用を健康保険に請求する仕組みです。一方、柔

　　道整復師の施術にかかる療養費の場合は、被保険

　　者が施術の費用の自己負担分のみを柔道整復師に

　　支払い、残りの費用を柔道整復師が健康保険に請

　　求する仕組みです。これを療養費の「受領委任制度」

　　といいます。

　　「受領委任制度」を利用する場合、療養費支給申請

　　書の委任欄に署名が必要となります。

療養費 Q ＆ A

Q、接骨院・整骨院と整形外科の違いは？ Q、柔道整復師の療養費とほかの療養費の違いは？



　現在お使いの国民健康保険の被保険者証の有効期限は平成24年９月30日㈰までとな

っています。新しい被保険者証（被保険者証の色は水色）は９月末までに住所地に郵送

いたしますので、10月１日以降お使いください。また、現在お使いの被保険者証は、

有効期限が切れましたら破棄してください。

　万が一、新しい被保険者証がお手元に届かなかったり、記載内容に不備がある場合はご連絡ください。

ただし国保税を滞納している方については、国保担当窓口で更新となりますのでご了承ください。

　なお、職場の健康保険に加入した場合、または被扶養者になった場合は届け出が必要になります。国保

と職場の健康保険の両方の被保険者証（職場の健康保険証が未交付の場合は加入したことを証明するもの）

をお持ちになり、届け出ください。
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　医療費は、みなさまの保険税などから支払われます。みなさま一人ひとりが
健康保険の使える範囲を正しく理解し、適切に受診することが医療費の適正化
につながります。
　また、医療費の適正な支出のため、接骨院・整骨院を受診された国保加入者
に対して、国保年金課より文書などで施術日や施術内容などについて照会させ
ていただく場合があります。柔道整復師にかかったときは、負傷部位、施術内容、
施術年月日の記録、領収書などを保管し、照会がありましたらご自身で回答で
きるようご協力をお願いします。

　どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝え

てください。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働

災害や通勤災害の場合は、健康保険は使えません。また、

交通事故などの第三者によって負傷した場合は、必ずご加

入の健康保険に連絡してください。

１ 負傷原因を正確に伝えてください

　領収書は医療費控除を受ける際や高額療養

費支給申請の際に必要です。必ずもらい、大

切に保管しましょう。また、市からの医療

費通知、照会が届きましたら、金額・施術

日の確認をしてください。

５．領収書は必ずもらいましょう

医療費の適正化にご協力ください

接骨院・整骨院にかかる際の注意点

国民健康保険被保険者証が更新されます

　同一の負傷について同時期に整形外科

の治療と柔道整復師の施術を重複して受

けた場合は、原則として柔道整復師の治

療費は全額自己負担となります。

病院での治療と重複はできません２

施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので医師の診断を受けてください

　症状改善がみられない長期の場合、内科的要因（けがではなく病気による痛み）である場合も考えられます

ので、医師の診断を受けましょう。

３

　療養費支給申請書は、被保険者が柔道整復師に健康保

険への請求を委任するものです。負傷原因、負傷名、日

数、金額をよく確認し、必ずご自身で署名または捺印し

ましょう（白紙で提出するのはやめましょう）。

４．療養費支給申請書の内容を確認してから、
　　委任欄に署名してください 
４ ５

　　　　　　　　　　　　　　　　☎４４‐１１１１（内線１２５１・１２５２・１２５７）

国民健康保険
被保険者証

見本



申込み・問合せ　：　平川市観光協会（商工観光課内）　☎４４‐１１１１（内線２１８４）
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　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「ひらかわ案内人」

と巡り、地域の文化を楽しむモニターツアーを実施します。

①津軽の玄関口・歴史の道矢立峠散策コース

～碇ヶ関関所の面影と、

　　　　　　歴史の道を通った先人たちにふれる旅～

日時　10月10日㈬９時30分～15時

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、道の駅いかりがせき、関

　　　　　　の庄温泉

参加費　2,000円（昼食・温泉付き）

②平賀駅前まち歩きコース

～平賀駅前を散策し、足湯や旬の地産品を楽しみます～

日時　10月18日㈭ ９時30分～15時

集合場所　文化センター

主なコース　平賀駅前通り、ももさわ菓子舗、ねぷた

　　　　　　展示館、産直センターひらか、南田温泉

　　　　　　ホテルアップルランド、大光寺城跡、三

　　　　　　重の塔跡

参加費　2,500円（昼食・温泉付き）

③秋の白岩・志賀坊＋観光りんご園コース

～紅葉の白岩・志賀坊を歩き、

　　　　　　　　美味しい平川りんごをご賞味あれ～

日時　10月2６日㈮９時30分～15時30分

集合場所　平川市役所前

主なコース　白岩森林公園、志賀坊森林公園、広船観

　　　　　　光りんご園、唐竹温泉、産直センターひ

　　　　　　らか

参加費　2,200円（昼食・温泉・りんご付き）

④生け垣と庭園＋りんご酢コース

～秋の猿賀公園、盛美園を巡ったあとは、

　　　　　　　　　　　温泉とりんご酢でスッキリ～

日時　11月 1 日㈭９時30分～15時30分

集合場所　尾上総合支所前

主なコース　生け垣ロード、猿賀公園、盛美園、津軽

　　　　　　おのえ温泉日帰り宿福家、カネショウ㈱

参加費　2,500円（昼食・温泉付き）

[ 対象 ]18歳以上の方※市内外を問いません。
[ 定員 ] ①②④ 30人、③ 20人
　　　 ※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。
[ 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 ] ①10月１日㈪　②10月９日㈫
　　　　　 ③10月15日㈪　④10月22日㈪
[ 申込方法 ] 平川市観光協会（商工観光課内）に電話 
　　　　　 かＦＡＸ、メールでお申込みをお願い
　　　　　 します。
　☎44‐1111（内線 2184）　FAX 43‐5005

　メールアドレス
　　　　　　　　　　　　　　100sen-tour@hirakawa-kankou.com
※ＦＡＸ・メールの場合、①コース名②氏名③住所
　④年齢⑤電話番号を明記ください。

１００
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申込み・問合せ　：　市民課　環境衛生係　☎４４‐１１１１（内線１２２５・１２２６）

　狂犬病は、狂犬病ウイルスを保有する犬・猫およびコウモリを含む野生動物にかまれたり、引っかかれた

りしてできた傷口からウイルスの侵入などによって発病する人獣共通感染症です。

　発病してからは有効な治療法がなく、ほぼ100％死亡してしまうたいへん恐ろしい感染症ですが、ワクチン

で予防することができますので、ワクチン注射は狂犬病の予防対策にはとても重要です。

　日本では、狂犬病予防法で、生後91日以降の犬は毎年１回、狂犬病ワクチンの注射を受けることが義務づ

けられています。毎年、忘れずに予防注射をしましょう。

平成24年度秋

予防注射日程

狂犬病

月日 対象地区 実施場所 時　　間

10
月
９
日
㈫

平 賀 地 域

本　　町 老人福祉センター  8：30~ 8：35

平　　成 平成コミュニティセンター  8：45~ 8：55

小 和 森 小和森多目的研修集会施設  9：05~ 9：15

光　　城 文化センター駐車場  9：25~ 9：35

大 光 寺 大光寺コミュニティセンター  9：40~ 9：50

杉　　館 杉館集会施設 10：00~10：10

館山・松崎・松館 松崎工業団地東側公園 10：20~10：25

苗 生 松 苗生松多目的集会所 10：35~10：40

館　　田 館田地区農業推進拠点施設 10：50~11：00

三 町 会 三町会農業研修センター 11：10~11：15

大　　坊 大坊コミュニティセンター 11：20~11：25

岩　　館 岩館地区構造改善センター 11：35~11：40

原　　田 原田農業研修センター 11：45~11：50

石　　郷 石郷多目的研修集会施設 11：55~12：00

柏 木 町 柏木町コミュニティセンター 13：00~13：10

吹上・高畑 向陽多目的研修集会施設 13：20~13：25

沖　　館 鳥海会館 13：35~13：45

新　　館 新館集落センター 13：55~14：05

向　　野 向野町会集会所 14：15~14：20

藤野・南田町 市民体育館入口付近 14：30~14：40

荒　　田 荒田農業研修センター 14：45~14：50

平 田 森 平田森多目的集会所 14：55~15：00

10
月
10
日
㈬

小　　国 小国消防屯所  8：50~ 8：55

葛　　川 葛川支所入口（国道側）  9：05~ 9：10

切　　明 切明消防屯所  9：20~ 9：25

一 本 木 一本木コミュニティセンター  9：35~ 9：40

井 戸 沢 井戸沢集会所  9：50~ 9：55

大 木 平 大木平集会所 10：10~10：15

唐　　竹 唐竹多目的集会所 11：00~11：10

広　　船 広船地区構造改善センター 11：20~11：30

月日 対象地区 実施場所 時　　間

10
月
10
日
㈬

町　　居 つつみの家 11：40~11：50

尾崎・松野 松野地区集会所 13：00~13：05

尾　　崎 尾崎多目的研修集会施設 13：10~13：20

新　　屋 新屋多目的集会所 13：30~13：40

尾 上 地 域

金　　屋 金屋地区多目的研修施設 13：50~14：00

南 田 中 東公民館 14：05~14：15

李　　平 李平地区集落改善センター 14：20~14：25

高　　木 高木集落会館 14：30~14：35

尾　　上 尾上公民館 14：40~14：45

新 屋 町 新屋町会館 14：50~15：00

10
月
11
日
㈭

新　　山 新山地区担い手センター  8：40~ 8：45

蒲　　田 蒲田地区担い手センター  8：55~ 9：00

日　　沼 日沼地区コミュニティ施設  9：10~ 9：15

八 幡 崎 八幡崎地区農業研修センター  9：25~ 9：30

長　　田 長田地区担い手センター  9：40~ 9：45

中 佐 渡 中佐渡集落会館  9：55~10：00

猿　　賀 西猿賀消防屯所 10：10~10：15

南　　田 尾上農村婦人の家 10：25~10：30

みなみの みなみの地区公園 10：35~10：40

碇ヶ関地域

古　　懸 古懸地区公民館 11：25~11：35

久　　吉 久吉消防屯所 11：50~11：55

全　　域 碇ヶ関総合支所駐車場 13：00~13：20

【料金】
・予防注射のみの場合　１匹 3‚000円
・未登録犬の場合　　　１匹 6‚000円（登録料含む）

【注意点】
■送付されたハガキを必ず持って行きましょう。
　※未登録犬の場合は、ハガキが送付されませんので
　　そのままおいでください。
■時間に間に合わない方は、他の地区でも構いません。
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　㈶むつ小川原地域・産業振興財団は平成元年の設
立以来、県内各地の産業振興や地域づくりの取り組
みに対し、幅広く支援しています。
　平成25年度の支援事業を次のとおり募集します。

　　　　　地域の活性化および産業の育成・振興を

　　　　　図る次の事業
　　　　　①人材育成　②技術開発　③商品開発
　　　　　④市場・販路開拓　⑤観光開発
　　　　　⑥環境整備　⑦スポーツ・文化交流　など

　　　　　事業費の５分の４以内

　　　　　県内の市町村、産業団体、地域づくりグ
　　　　　ループ・組織など

　　　　　事業実施要望書に事業計画を添えて申し

　　　　　込んでください。様式は企画財政課、ま
　　　　　たは財団にお問い合わせください。財団
　　　　　ホームページ（http://www.jomon.ne.jp/~
　　　　　mozaidan/）からダウンロードもできます。

　　　　　10月31日㈬

　　　　　平成25年２月下旬に通知

問合せ ： ㈶むつ小川原地域・産業振興財団
☎０１７‐７７３‐６２２２

あなたの“ヤル気”応援します！

対象事業

対象団体

応募方法

助 成 金

応募締切

採択の合否

　近年、わが国では雇用形態の多様化により、パー

ト・アルバイトや契約社員、派遣社員などの非正規

雇用の増大に対応した雇用制度の整備が必要とされ

る一方、少子高齢化に伴う高齢者雇用や女性の就業

促進が求められています。

　就業構造基本調査は、こうした状況に的確に対応

するため、就業および不就業の実態をより詳細に把

握し、国や都道府県などの雇用政策、経済政策など

各種行政施策の基礎資料として利用されています。

　調査の対象は、わが国の全世帯のうちから選定さ

れた世帯に住んでいる15歳以上の世帯員です。

　なお、この調査により提出された調査票を統計以

外の目的に使用することはありません。

　調査の対象となった世帯は、お忙しい中恐れ入り

ますが、調査票の記入と提出のご協力をお願いしま

す。

問合せ ： 企画財政課　企画調整係

☎４４‐１１１１（内線１４３３・１４３４）

平成24年10月１日現在で、
就業構造基本調査を実施します

コミュニティ助成事業で

　　　　備品が整備されました

　財団法人自治総合センターが実施する

平成24年度コミュニティ助成事業で、４

団体に、宝くじの助成金で備品が整備さ

れました。

小国町会 ･･･ 除雪機、テレビ、炊飯ジャー

新屋町町会 ･･･ 放送設備、テント、はん
　　　　　　　てん

碇ヶ関地域活性化推進協議会

･･･ お祭りやぐら一式、太鼓、屋外音響
　　機器、テント

岩館町会 ･･･ コピー機、除雪機
　整備された備品は、コミュニティ活動

に利用されます。

問合せ　：　平賀公民館　☎４４‐１２２１

小国町会

碇ヶ関地域活性化推進協議会

新屋町町会

岩館町会
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平成24年青森県秋の火災予防運動
　火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、「平成24年青森県秋の火

災予防運動」が次のとおり実施されます。

実施期間 10月15日㈪～10月21日㈰

『　消すまでは　出ない行かない　離れない　』統一標語

消防車両による防火パレードを実施

○平賀・尾上地域・・・10月14日㈰　９時～10時
○碇 ヶ 関 地 域・・・10月21日㈰　９時～12時
※サイレン、警鐘などで火災と間違えないように注意してください。

幼年消防クラブによる街頭防火パレード実施

対象地域 防火クラブ 実施日 出発時間 コース

平賀地域

あすなろ保育園

平賀幼稚園

大坊保育園
10月15日㈪ 10時

平賀駅前広場

　　⇒健康センター

尾上地域
はすね保育園
尾上保育園

日の出保育園
10月17日㈬ 10時

もてなしロマン館
　　⇒尾上総合支所

※雨天の場合は、ひらかドーム屋内運動場でパレードをします。なお、災害

　などが発生した場合は中止とします。

住宅防火 いのちを守る ３つの習慣・４つの対策

　これからは、日増しに寒くなり火を取り扱う機会が多くなります。ちょっとした油断や取り扱いの不注
意が火災の原因になることがあります。尊い命や貴重な財産を失うことのないよう、もしもの時に備え、
住宅用火災警報器を取り付けていないご家庭は早めの設置をお願いします。また、家族みんなで避難方法
や消火器の位置などをもう一度確認し、「住宅防火 いのちを守る ３つの習慣・４つの対策」を実行しましょ
う。

１．寝たばこは絶対にやめる。

２．ストーブは燃えやすい物から離れた位置で使用す

　　る。

３．ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を

　　消す。

住宅用火災警報器はもう取り付けられましたか？

１．逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置

　　する。

２．寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐため

　　に、防炎品を使用する。

３．火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器を

　　設置する。

４．お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近

　　所の協力体制をつくる。

以上のことをいつも心の中に置き、自分の家は自分で守るよう心掛けてください。

問合せ：　平川市消防本部　予防課　☎４４‐３１２２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　弘前消防本部　　予防課　☎３２‐５１０４

パレ－ドの様子

３つの習慣

４つの対策



料金　１,5００円

■乳がん検診

対象　3０歳以上の方

※今年度3０歳になる方も対象です。

内容　視触診（6０歳未満の方）、マン

　　　モグラフィー（乳房Ｘ線写真）

※3０代の方には、医師の判断により

　マンモグラフィーが行われます。

料金　１,０００円

問合せ　健康推進課予防係

●複合健診

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

■９月2１日㈮　日沼地区コミュニ

　　　　　　　 ティ施設

■９月27日㈭　東公民館

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

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

※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。

■９月25日㈫、１０月９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26日㈬、１０月１０日㈬／１０時１5

分～１１時45分／館田地区農業推進拠

点施設／三笠在宅介護支援センター

（☎44‐8877）

■９月26日㈬、１０月１０日㈬／１3時3０

分～１5時／さわやか園／在宅介護支

　ください。

場所　尾上保健センター

受付時間　９時～１０時

持ち物　受診票

料金

▷子宮がん検診…１,０００円

▷乳がん検診……5００円

申込み・問合せ　健康推進課予防係

●婦人科個別検診

　個別検診は指定医療機関での受診

となります。受診される方は「平川

市がん検診対象者証明書」が必要で

すので、健康推進課予防係までお問

い合わせください。

■子宮頸がん検診

対象　2０歳以上の方

※今年度2０歳になる方も対象です。

内容　内診など

●婦人科集団検診

　市の子宮・乳がん検診は２年に１

回の受診となっています。昨年度受

診された方は、今年度受診できませ

んので、ご了承ください。

項目　子宮がん検診（子宮頸がん、

　　　卵巣がん）、乳がん検診

対象

▷子宮がん検診…2０歳以上の方

▷乳がん検診……3０歳以上の方

※それぞれ、今年度2０歳、3０歳にな

　る方も対象となります。

日にち　９月23日㈰

※今年度最後の婦人科集団検診にな

　ります。これ以降に検診を受診さ

　れたい方は、個別検診を受診して

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

●複合検診
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●介護予防教室
　（てんとうむし体操）

●婦人科個別検診

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 10/10㈬ 10:00～11:00

４カ月児健診 平成24年６月生 10/23㈫ 12:20～12:50

１歳児健診 平成23年10月生 10/10㈬ 13:00～13:30

１歳６カ月児健診 平成23年３月生 10/24㈬ 12:20～12:50

３歳児健診 平成21年４月生 10/12㈮ 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

 9/30㈰
 9:30～12:00 ひらかドーム

（うめ～どinひらかわ食と産業まつり）13:00～15:00

10/12㈮

10:00～11:00 ㈱ＪＷＰ

12:30～14:15 特別養護老人ホーム緑青園

15:00～16:00 平川市消防本部

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

●婦人科集団検診
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援センターさわやか園（☎43‐5432）

■９月27日㈭、１０月１１日㈭／１4時～

１5時3０分／緑青園／平賀在宅介護支

援センター（☎44‐6１１6）

■１０月２日㈫、１6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）

■１０月１2日㈮、26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

　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　１０月１8日㈭９時～１5時3０分

内容　施設見学

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、毎月夜間および休日における窓

口を開設し、市税の納付および納税

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　９月28日㈮１7時～１9時

■休日窓口

日時　９月3０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

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　９月26日㈬、１０月24日㈬、

　　　　１１月28日㈬、１2月１9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。

日にち・場所

　１０月３日㈬健康センター

　１０月１7日㈬碇ヶ関地域福祉センター

時間　１3時3０分～１5時3０分

※当日の相談でも構いませんが、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　１０月５日㈮、22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

各種相談

●デイケアを開催します

●休日・夜間納税窓口

　これまでの生ワクチンから、より安全な不活化

ワクチンへと変更になりました。

　これに伴い、これまで健康センターおよび尾上

保健センターで実施していた集団接種から、他の

予防接種と同様に指定医療機関での個別接種へ変

更になります。

これまでに接種した回数 今後、必要な不活化ポリオワクチ
ンの接種回数生ワクチン 不活化ワクチン

２回 ― 今後、接種の必要はありません

１回 ０回 あと３回

０回 ０回 あと４回

１回 １回 あと２回

１回 ２回 あと１回

１回 ３回 今後、接種の必要はありません

０回 ４回 今後、接種の必要はありません

指定医療機関

　阿部医院、いとう外科内科クリニック、おのえ診療所、菊池医院、須藤病院、

ふくしまクリニック、ふくだクリニック

※電話などにより事前に予約が必要です。市外の医療機関については、県

　が現在調整中のため、決定し次第（10月上旬）お知らせします。

問合せ　健康推進課保健係

●ポリオ予防接種方法が変更になりました

●「消費者トラブル」
　　＆「多重債務」相談窓口

●困りごと相談

●健康相談

●こころとからだの相談



　８月に市内の農作物を採取し検査した結果は次のとおりです。

採取検査結果

農作物 採取場所 採取日 検査結果

人参 切明地内　 ８月27日 検出なし

キャベツ 切明地内　 ８月27日 検出なし

キク 猿賀地内　 ８月27日 検出なし

りんご 沖館地内　 ８月30日 検出なし

トマト 小和森地内 ８月30日 検出なし

いちご（施設） 館田地内　 ８月31日 検出なし

ぶどう 中佐渡地内 ８月31日 検出なし

※「検出なし」とは、検出下限値未満を意味します。

問合せ　農林課農業振興係

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

■９月2０日㈭、１０月25日㈭

　　１3時～１6時

　　　尾上総合支所１階会議室

■９月27日㈭、１０月１8日㈭

　　１3時～１6時　黒石商工会議所

■１０月１１日㈭、１１月８日㈭

　　１3時～１6時　平川市商工会館

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

●公証制度

　１０月１日から７日は「公証週間」で

す。遺言や大切な契約は、法律の専

門家である公証人が作成する公正証

書で行いましょう。

　公証人は国の一機関として、地域

住民の皆さまの財産などの権利や生

活を守り、トラブルを未然に防ぐた

め活躍しています。手数料は法定さ

れているので、安心してご利用いた

だけます。公証事務に関する相談は

無料ですので、お気軽にご相談くだ

さい。

主な業務

・大切な財産を守るため、公正証書

　で契約書を作成

・大切な人に遺産を譲るため、公正

　証書で遺言を作成

・子どもの将来を守るため、公正証

　書で養育費の給付契約書を作成

・老後の安心を確保するため、任意

　後見契約書を作成

・会社などの定款認証

問合せ

▷弘前公証役場　☎34‐3０84

▷青森公証人合同役場

　☎０１7‐776‐8273

○募集

●ひらかわ推奨品出品者

　市では、平川ならではの魅力ある

産品を「ひらかわ推奨品」として認定

するために、商品を募集します。

応募対象

　市内において加工されたもので、

常時市販されているもの

応募方法

　商工観光課窓口にある認定申請書

に必要事項を記入の上、サンプル品

を添えて商工観光課へご提出くださ

い。

※認定申請書・募集要項は市のホー

　ムページからも入手できます。

募集期間

　９月１8日㈫～１０月１8日㈭

認定方法

　ひらかわ推奨品選定委員会におい

て認定基準に基づいて評価し、協議

のうえ決定します。

※詳しくはお問い合わせください。

申込み・問合せ　商工観光課商工係

●農作業従事者募集

　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

１２ 広報　ひらかわ　２０１２．９

●農作業従事者

募集

●創業・起業支援個別相談会

●公証制度

　日本の食事のあいさつには、「いただきます」と「ごちそうさま」の２

つの言葉があります。

　「いただきます」という言葉には、自然の恵みや動植物の命を「頂く・

戴く」という意味があると言われています。それを人間が食べること

でエネルギーにするわけですから、食材に対する感謝の気持ちを「い

ただきます」と表すのだそうです。

　「ごちそうさま」という言葉は「ご馳走」からきており、走り回って料

理を作るという意味があると言われています。苦労して食材を集め、

おいしい料理を作ってくれた方への感謝を表す言葉です。

　食事のけじめともなるこれらのあいさつは、日本の食文化のひとつ

であり、大切にしたい言葉です。

問合せ　学校教育課学校教育係

●食育通信⑥　～「いただきます」と「ごちそうさま」～

●ひらかわ推奨品出品者

放射性物質検査結果農 物作



　　　１4時　　　お菓子づくり

場所　平賀公民館

対象　幼児～小学校低学年の親子

　　　１5組（3０人）

内容　絵本などの読み聞かせ、親子

　　　でお菓子づくり

参加料　無料

服装　料理しやすい服装、エプロン、

　　　三角巾など

申込締切　１０月１3日㈯

※申し込み多数の場合、初参加の方

　を優先させていただきます。おは

　なし会のみの参加も大歓迎です。

申込み・問合せ

　平賀図書館　☎44‐7665

込用紙に必要事項を記入のうえ、参

加料を添えて提出してください。

※電話、メール、ＦＡＸ、郵送

　では受け付けません。

申込期間　９月2０日㈭～１０月５日㈮

　　　　　８時3０分～１7時

※土・日曜日は受け付けません。

監督会議　１０月１０日㈬１9時

　　　　　ひらかドーム会議室

※抽選、ルール確認を行いますので、

　必ず出席してください。

申込み・問合せ

　ひらかドーム　☎43‐０66０

●親子で楽しむお菓子づくりとおは

なし会

　平賀図書館では「絵本に出てくる

お菓子づくりとおはなし会」を開催

します。

日時　１０月27日㈯

　　　１3時3０分　おはなし会

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

秋の農作業に従事できる人材を公募

します。詳しい内容については各農

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

●自衛官

■看護学生

資格　24歳未満で高卒（見込含む）の方

申込締切　１０月１日㈪

試験日（１次試験）　１０月2０日㈯

試験場所　青森第二合同庁舎（予定）

■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

申込締切　１０月１日㈪

試験日（１次試験）

　１１月１０日㈯、１１日㈰

試験場所　青森第二合同庁舎（予定）

■防衛医科大学校

資格　2１歳未満で高卒（見込含む）の方

申込締切　１０月１日㈪

試験日（１次試験）

　１０月27日㈯、28日㈰

試験場所　青森第二合同庁舎（予定）

問合せ　自衛隊弘前地域事務所

　☎27‐387１

○催し

●第７回平川市野球大会

日にち　１０月１4日㈰、2１日㈰、28日㈰

　　　　（予備日１１月４日㈰）

時間

　第１試合９時　第２試合１０時3０分

　第３試合１2時　第４試合１3時3０分

場所

　おのえスポーツセンター野球場、

　平賀総合運動施設グラウンド

参加料　2,０００円（保険料）

参加資格　市内在住の方、市内に勤

　　　　　務している方

※先着１2チーム。中高生は３人以内。

申込方法

　ひらかドーム事務室備え付けの申

１３広報　ひらかわ　２０１２．９

●絵本に出てくるお菓子づ
　くりとおはなし会

国民年金

ちょっと増やせる「付加年金」をご存じですか

　付加年金は、老齢基礎年金とあ

わせて受給できる終身年金です。

物価の上下に対応した「物価スラ

イド制度」ではありませんが、付

加年金は老齢基礎年金といっしょ

に支給されるため、繰上げ支給ま

たは繰下げ支給をした場合、本体

の老齢基礎年金と同じ割合で減額

または増額されます。

　付加保険料は月額400円です。

付加年金の額は「200円×付加保

険料を納めた月数」の式で計算さ

れるので、付加年金を２年間受給

すると納付した付加保険料総額と

同額になります。２年間で元金が

かえってくるわけです。

　付加年金を申し込めるのは次の

方です。

①自営業者など、国民年金の第一

　号被保険者

②保険料を免除されていない方

　（一部免除も含みます）

③60歳以上65歳未満の方など、国

　民年金の任意加入者

④国民年金基金に未加入の方

　付加保険料の手続きは、国保年

金課年金係の窓口と弘前年金事務

所で行えます。

　原則、付加保険料の納付は申し

込んだ月の分からとなります。納

付期限は翌月末日（休日・祝日の

場合は次の平日）ですが、納付期

限を過ぎると納められません。口

座振替や割安になる前納制度も設

けられています。

　なお、付加保険料の納付は、い

つでも任意のときに申し出てやめ

ることができますが、その場合で

も掛け捨てにはなりません。

　農業者年金の被保険者は、国民

年金の付加保険料を納付（強制

適用）しなければならないことに

なっています。農業者年金に加

入できるのは、60歳未満の国民年

金の第一号被保険者で、年間60日

以上農業に従事することが要件と

なっていますが、国民年金の保険

料の免除を受けている方は加入す

ることはできません。

問合せ　国保年金課年金係　

●自衛官

催し

●第７回平川市野球大会



今月のおしらせ

　　　　／丙種2,7００円

受付期間　９月24日㈪～１０月３日㈬

※電子申請は９月2１日㈮～3０日㈰。

願書配布場所　弘前消防本部または

　　　　　　　最寄りの消防署・分署

※㈶消防試験研究センターのホーム

　ページ（http://www.shoubo-shiken.

　or.jp）から、インターネットによ

　る電子申請も行えます。

事前講習会

日時　１０月１１日㈭、１2日㈮（２日間）

　　　９時3０分～１6時3０分

場所　弘前消防本部３階大会議室

※車でご来場の際は、最寄りの駐車

　場をご利用下さい。

対象　乙種第４類の受験者

　　　（先着順１００人）

受講料　4,5００円

※弘前地区消防防災協会加入事業所

　は2,０００円で受講できます。

テキスト代　１,4００円

※テキストのみの販売もあります。

受付期間　９月24日㈪～１０月９日㈫

　　　　　（土日祝日除く）

申込み・問合せ

　弘前消防本部予防課　☎32‐5１０4

●「平成の寺子屋」

　私たちが普段、無意識に使ってい

る日本語には不思議がいっぱいで

す。世界のいろいろな言語における

日本語について、日本語の過去・現

在についてお話をします。

日時　１０月１8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　「日本語の不思議について」

　　　（弘前大学教育学部国語教育

　　　　講座教授　郡千寿子氏）

参加料　無料

申込締切　１０月１１日㈭

申込み・問合せ　

　平賀公民館　☎44‐１22１

●公開林業講演会

日時　１０月3１日㈬１3時3０分

場所　青森県森林組合会館（青森市）

内容

　「森林施業と生物多様性」（独立行

政法人森林総合研究所産学官連絡推

進調整監　松本和馬氏）

参加料　無料

申込締切　１０月１7日㈬

※電話またはＦＡＸ、メールにて、

　住所・氏名・連絡先を事務局まで

　ご連絡ください。

問合せ　㈳青森県林業会議

　☎０１7‐722‐5482

　FAX０１7‐773‐8788

　メールアドレス

　　m.nomiya@aomori-pfau.or.jp

○おしらせ

●障がい者雇用率の引き上げ

　障がい者の雇用の促進等に関する

法律施行令などの改正に伴い、平成

25年４月１日から、障がい者雇用率

の引き上げなどが行われます。

①障がい者雇用率が現行１．８％から

　２．０％（民間企業）になります。

②障がい者の雇用状況の報告義務の

　対象となる民間企業の範囲が、そ

　の雇用する労働者の数が常時56人

　以上から50人以上の民間企業にな

　ります。

③改正は平成25年４月１日から施行

　されます。

問合せ　弘前公共職業安定所

☎38‐86０9

●平賀図書館休館

　平賀図書館では特別蔵書点検を

１０月に行います。通常の休みと合わ

せて次の期間休館となります。市民

の皆さまにはご不便をおかけします

が、ご理解とご協力をお願いします。

期間　１０月１5日㈪～１０月22日㈪

問合せ　平賀図書館　☎44‐7665

●危険物取扱者試験・事前講習会

危険物取扱者試験

日にち　１１月３日㈯、１０日㈯

　　　　（両日受験可）

場所　弘前東高等学校

種類　甲種（受験資格有り）

　　　／乙種（第１～６類）／丙種

※乙・丙種に受験資格はありません。

受験料　甲種5,０００円／乙種3,4００円

１４ 広報　ひらかわ　２０１２．９

おしらせ

●障がい者雇用率引き上げ

●危険物取扱者試験・

　　　　　　　事前講習会

●平賀図書館休館日

　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
込みください。

講習会日時 内容（定員：各先着８人）

10/ 3 ㈬ 10:00～12:00 デジカメ活用‐操作方法、パソコンへの取り込みなど

10/ 5 ㈮ 10:00～12:00 写真の整理と編集‐整理方法、簡単な画像編集など

10/11 ㈭ 13:30～15:30 ワード１‐基本操作、文字入力、フォントの変更など

10/17 ㈬ 13:30～15:30 ワード２‐箇条書き、ページけい線、文字囲み線など

10/19 ㈮ 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

10/24 ㈬ 18:00～20:00 デジカメ活用‐操作方法、パソコンへの取り込みなど

10/26 ㈮ 18:00～20:00 写真の整理と編集‐整理方法、簡単な画像編集など

10/31 ㈬ 13:30～15:30 インターネット活用‐上手な使い方、検索方法など

場所　文化センター２階　　　申込開始　９月19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）

※９月20日㈭、26日㈬は11時30分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

●公開林業講演会が

　　　　　　開催されます

●「平成の寺子屋」
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１５広報　ひらかわ　２０１２．９

柏木町　石　山　　　学　晄
ひかる

ちゃん

館田　　福　井　　　洋　奏
かなで

くん

松崎　　岩　渕　　　大　和
な ご む

夢くん

唐竹　　内　山　貴　之　結
ゆ ら

楽ちゃん

広船　　葛　西　真　一　真
ま な と

斗くん

尾崎　　小山内　教　正　瑠
る あ

曖ちゃん

町居　　奈　良　拓　昌　官
か ん じ

児くん

南田中　小田桐　秀　樹　奏
か な ね

音ちゃん

尾上　　天　内　　　誠　彩
あ や か

樺ちゃん

新屋町　小田桐　光　秀　知
ち ほ

穂ちゃん

猿賀　　佐々木　　　賢　候
こ う

くん

猿賀　　石　田　吉　男　英
は な

愛ちゃん

猿賀　　石　田　吉　男　空
あ き

叶くん

中佐渡　長　峰　洋　平　虎
こ た ろ う

太朗くん

新山　　福　士　達　也　宗
そ う た ろ う

太朗くん

　碇ヶ関　　　　　鈴　木　卓　也

　南津軽郡大鰐町　前　田　麻　里

　松館　　　　　　今　井　崇　人

　弘前市　　　　　佐　藤　由香里

　原田　　　　　　岩　渕　哲　哉

　弘前市　　　　　鹿　内　さくら

　高木　　　　　山　口　義　弘

　秋田県大仙市　髙　橋　利　枝

　高木　　　　　成　田　恵　介

　岩手県盛岡市　千　葉　麻　弥

　

石郷　　堀　口　　　榮　85

柏木町　栗　林　清　春　79

小杉　　相　馬　勝　男　89

高畑　　赤　平　長　一　8１

高畑　　木　村　チ　ヤ　87

小和森　小山内　　　朗　7１

杉館　　齋　藤　千代三　85

大光寺　對　馬　謙之助　7１

館田　　古　川　武　藏　85

館田　　福　井　光　則　74

館山　　今　井　ツ　ネ　86

苗生松　建　山　清　丸　87

松崎　　 　井　ハチヱ　82

松館　　對　馬　謙　一　74

本町　　八木橋　一　二　79

本町　　新　山　美　代　88

小国　　比　内　幸　治　75

切明　　谷　川　五　郎　8１

新館　　對　馬　和　子　69

広船　　工　藤　たま江　79

新屋　　小　野　タキヱ　79

新屋　　齋　藤　ハ　チ　89

新屋　　丹　代　京　子　76

尾崎　　中　嶋　た　け　85

町居　　葛　西　光　正　67

町居　　櫛　引　貞　司　85

町居　　今　井　良　一　74

金屋　　成　田　富　雄　8０

南田中　山　崎　清一郎　82

南田中　小田切　民　男　8１

南田中　内　山　ハ　ナ　99

南田中　工　藤　保　幸　8０

李平　　森　山　　　 　74

高木　　一　戸　すゑ子　69

尾上　　工　藤　正　子　73

尾上　　西　谷　　　昭　8０

猿賀　　佐　藤　ツ　ル　9０

猿賀　　比　内　　　勇　8０

猿賀　　工　藤　敬　一　7１

八幡崎　花　田　チ　ヨ　78

八幡崎　今　井　ヤ　ヱ　74

新山　　船　木　テ　ル　98

碇ヶ関　奈　良　も　よ　89

碇ヶ関　山　谷　辰　男　8１

久吉　　白　川　さ　と　84

戸 籍

だ よ り

８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。

８月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。

　■人口　　33‚631人　（－11）　■男性　15‚795人　■女性　17‚836人

　■世帯数　11‚446世帯（＋10）　■転入　61人　　　■転出　38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
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　８月14・15日、碇ヶ関公民館を主会場に、碇ヶ

関御関所祭りが開催されました。

　14日の前夜祭に続き、15日は開会式が行わ

れました。開会式のあと碇ヶ関中央保育園児

のよさこい踊り、碇ヶ関中学校による吹奏楽

演奏、碇ヶ関御関所太鼓などが披露され会場

を盛り上げました。

　また、碇ヶ関婦人会の流し踊りを先頭に、か

わいらしい稚児行列、消防団員による迫力あ

るまとい振り、勇ましい江戸みこし運行など

が行われ、沿道の観客からは大きな歓声と拍

手が送られていました。

１息がぴったり合った奴行列に、沿道の観客は見入っていまし

た　２今年は消防団のまとい振りも参加。重いまといを振ると

迫力満点です　３勇ましい「ソイヤ」の掛け声。重さ約600㌔もあ

るみこしを担ぐ姿に、会場の盛り上がりは最高潮になりました

４碇ヶ関御関所太鼓の荘厳な音とリズムが会場全体を包み込み

ました　５碇ヶ関中央保育園児は元気いっぱいによさこいを披

露し、会場を盛り上げました　６碇ヶ関婦人会の流し踊りはと

ても優美で着物も涼しげ。暑さを和らいでくれます

碇ヶ関　御関所祭り
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