
時と水ゆったり流れる
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時と水ゆったり流れる

平川市

・「障がい者虐待防止センター」が設置されました

・災害に強い地域づくりをみんなの力で！

・平川市長寿福祉大会

今月号の主な内容
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　障がい者 [ 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む）

のある方、その他に身体の障害や社会的な障壁によって、日常

生活や社会生活が困難で援助が必要な方 ] への虐待に気付いた

方は、通報する義務があります。地域ぐるみで早めの対応や支

援が問題の早期解決につながります。通報者の秘密は守られま

すので、ご協力をお願いします。

目次

９月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。

　■人口　33‚6０４人（－２７）　■世帯数　11‚４51世帯（＋５）　

　※９月中の届け出については15ページをご覧ください。

９月の交通事故件数

　■交通事故　５件（負傷者８人、死者０人）

９月の出動件数　

　■火災出動　２件　■救急出動　95件　

　■救助出動　１件　■そ　の　他　15件

10 月の納期　※納期限1０月31日㈬

　■市県民税　　第３期　■国民健康保険税　第４期

　■介護保険料　第４期　■後期高齢者医療保険料　第４期　　

今月の表紙
 　９月2５日、南田中地区の「わんぱく農園」で日
の出保育園児５0人と、金田小学校児童100人が５

月に定植したサツマイモの収穫作業を体験しまし

た。

　園児や児童たちは力いっぱいにサツマイモを掘

り起こすと、「とったぞ」「おおきいよ～みてみて」

とあちこちで歓声を上げていました。

２

№8２　２01２.10

２「障がい者虐待防止センター」

が設置されました

３ 市内の話題

４～５ 災害に強い地域づくりをみんな

の力で！

６ 高齢者肺炎球菌ワクチン接種費

用の一部を助成します

７ 平成24年度全国学力・学習状況

調査の結果

８ 12月２日㈰農業委員会委員一般

選挙投票日

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 平川市長寿福祉大会
通報・相談窓口：障がい者虐待防止センター（健康センター内）　

　　　　　　　　 ☎４４‐１１１１（内線１１５３・１１５４）

　障害者虐待防止法が平成24年10月より施行されました。

これにより健康センター内に「障がい者虐待防止センター」

が設置されました。

「障がい者虐待防止センター」

　　　　　が設置されました

 虐待に気付いたら

 すみやかに通報してください。

みんなが

　安心して暮らせる街

　　　　　　にしようね
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市内の話題

地産地消カレーライス給食会

　９月２５日、食育推進活動の一環として市内全

小中学校で「平川市産の牛肉・野菜を100％使

用したカレーの日」給食会が行われました。 

　このうち柏木小学校では、大川市長や食材を

提供してくださった方々と児童が席を並べて、

一緒にカレーライスを味わいました。

　栗林璃
り り

利さん（２年）は「全部おいしく食べれ

たよ」と笑顔で話し、芳賀悠
ゆ う と

斗くん（４年）は「カ

レーは大好物で野菜もお肉もおいしい。10月に

また食べたい」と満足そうに話していました。

猿賀神社十五夜大祭

ベースボール交流会 in 山田町

　９月２９日から10月１日の３日間、猿賀神社で

恒例の十五夜大祭が開催され、市内外から集

まった大勢の人でにぎわいました。

　これは、中秋の名月に出来秋を感謝し、さま

ざまな神事を奉納するというもので、期間中に

は県下獅子踊大会やみこし運行、奉納提灯行列

などが行われました。

　このうち、２９日に開催された第6９回県下獅子

踊大会では、２6組の津軽各地の保存団体が躍動

感ある舞を披露し、祭りの幕開けを祝いました。

　９月２９・30日、ひらかベースボールクラブスポー

ツ少年団が岩手県大沢・船越スポーツ少年団、山

田スポーツ少年団と交流試合を行いました。

　これは被災地との交流を図るため、平川市社

会福祉協議会が企画し、行われました。

　真剣勝負の試合の後は、焼き肉交流会を開き、

あつあつおでん早食い競争などのイベントで、

参加者はより一層打ち解けました。

　最後のお別れの時には、２日間の感謝の気持

ちを込めて、笑顔で握手を交わしていました。

広報　ひらかわ　２０１２．１０ ３
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合せ  ：総務課　交通防災係

災害に強い地域づくりをみんなの力で！

　広範囲にわたる大規模な災害発生時には、消防・警察
などの行政機関や公益企業による応急対策等（公助）だけ
では限界があります。東日本大震災をはじめとする過去
の大災害時には、自分の身を自分の努力で守る力（自助）

とともに、地域 ･近隣といった「お互いに顔の見える関
係」の中での助け合い（共助）が有効であることを、物語っ
てきました。
　これらが、相互の役割分担のもと、深く親密につなが
ることが地域防災力の向上です。

　地域防災力には、「自助」として各個人やご家庭での防災

対策が不可欠です。今一度確認し、災害時に備えましょう。

①日頃から県や市、自主防災組織が行う防災訓練などに

　積極的に参加しましょう。

②市の防災マップを利用して、危険箇所や避難所などを

　把握しておきましょう。

③自宅の耐震化や家具の固定、窓ガラスの飛散防止対策

　に努めましょう。

④避難時持出し品を用意しましよう。

・新山町会防災部　　　　　・新屋町自主防災会

・八幡崎町会防災部会　　　・長田町会自主防災会

・新屋町会自主防災会　　　・大光寺町会自主防災会

・新館町会自主防災会　　　　（※９月30日現在）

実施主体：新館町会自主防災会（会長　木村　忠）

事業費：414,875円（うち補助金400,000円）

整備資機材

①インバーター発電機　　　⑤メガホン

②投光器　　　　　　　　　⑥救急セット

③電工ドラム　　　　　　　⑦石油ストーブ

④燃料携行缶　　　　　　　⑧トランシーバー

（事業内容）

　町会などを単位とした「自主防災組織」を対象に、設立

後に必要となる防災資機材（防災活動に必要な資機材）の

整備を支援します。

（補助金額）

①組織割：200,000円

②世帯割：町会加入世帯数（設立年度４月１日現在）×

　　　　　　　　　　2,000円

の合計額の範囲内で全額補助（上限：1,000千円）

・懐中電灯＋電池

・飲料水

・緊急医療品

・衣類やタオル

・携帯ラジオ＋電池

・非常食（１人につき３日分）

・貴重品

・ロウソク＋マッチ　など

避難時持出し品リスト

　「共助」の中核となる「自主防災組織」は、町会などを単位に、地域の自主的な防災活動を目的に結成・運営され

る組織です。災害時の被害を最小限に抑えるためには、平常時から地域ぐるみで防災対策に取り組むことが重要

です。

　市では、地域防災力の向上を図るため、「自主防災組織」の設立と育成を推進しています。

自助
自分自身や家族・財産

を守るための活動

非常時に備えて用意し

ておきましょう！！

共助
地域や近隣の人が互い

に協力し合う活動

地域の防災力

公助
消防・警察・行政・公益企業

が実施する救助・救援活動自助 各ご家庭でできること

共助 地域に自主防災組織を

組織結成届出団体

平川市自主防災組織育成事業補助金

事業活動例

①インバーター発電機 ⑥救急セット
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　震度６強の直下型大地震を想定した「平川市総合防災訓練」が９月８日、平賀総合運動施設（ひらか
ドーム）を会場に行われ、町会や自主防災組織をはじめとする27団体・機関から400人以上が参加しま
した。市としては５年ぶりとなる訓練で、有事に備え連絡体制や作業の確認を行い、実践的かつ広域
的な訓練となりました。
　参加した多くの市民は、想定された災害状況の中、真剣な表情で訓練に取り組んでいました。

平川市総合防災訓練が実施されました

１．災害対策本部で、現状把握などにあたる市長と職員

ら　２．土砂災害を想定し、道路を寸断する土砂を重機

で撤去する緊急交通路確保訓練　３．車に閉じ込められ

た被災者を、特殊工具で車のドアを取り外し救助する消

防署員たち　４．高層建物に取り残された住民を、県防

災ヘリ「しらかみ」で救助するレスキュー隊　５．ひらか

ドームからの火災を想定した中高層建物火災防御訓練　

６．炊き出し訓練では、連合婦人会と平賀地区婦人防火

クラブが豚汁とおにぎり約300食を用意しました

　平川市長期総合プランでは、次の３点を主要施策として取組むこととしています。

①自主防災組織の育成を推進

②災害情報などを一斉に周知する防災行政無線や防災資機材の整備

③防災意識の向上を図るため、防災情報の提供、市民参加型の防災訓練の実施

公助 防災体制の充実に向けて

１ 2

３ ４ ５

6

☎４４‐１１１１（内線１３５２・１３５４）

災害に強い地域づくりをみんなの力で！



問合せ　：　国保年金課　国保係　☎４４‐１１１１（内線１２５１・１２５２・１２５７）
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高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用の

助成対象者 

　市では、高齢者の肺炎球菌に起因する肺炎の発症および重症化を防止することを目的

とし、高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用の一部を助成します。

　平川市に住所を有する方で、次の全てに該当する方

①接種日現在、後期高齢者医療制度に加入している方、または生活保

　護を受けている満75歳以上の方

②過去５年以内に肺炎球菌ワクチン接種を受けていない方

　平成24年10月15日㈪～平成25年３月31日㈰まで

　指定医療機関で接種を受けた場合、3,000円を上限に助成します。

地域 指定医療機関 電話番号

平 賀

平川診療所 44‐3101

まるも泌尿器科内科クリニック 43‐0901

菊池医院 44‐2645

しらと医院 44‐5111

阿部医院 44‐3155

健生平賀診療所 44‐1301

須藤病院 44‐3100

ふくしまクリニック 43‐1215

櫛引医院 43‐1277

葛川診療所 55‐2404

尾 上

いとう外科内科クリニック 57‐5850

ふくだクリニック 57‐3528

おのえ診療所 43‐5885

齋藤医院 57‐3308

碇ヶ関 碇ヶ関診療所 45‐2780
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一部を助成します

助成期間

助成金額

指定医療機関

接種方法

①指定医療機関にワクチン接種の予約をしてください。

②指定医療機関の窓口で、後期高齢者医療被保険者証または生活保護

　受給証明書を提示してください。

③指定医療機関が定める接種料金から助成金額（3,000円）を差し引い

　た金額を窓口でお支払いください。

留意事項

①任意の予防接種ですので、かかりつけ医などにワクチン接種につ

　いて相談して接種を受けてください。

②長期入院など指定医療機関以外で接種を希望する方は、事前に市の

　承認が必要ですので、ご連絡ください。
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　今年度は、当市の小学校10校のうち
４校（受験児童数150人）が、中学校５校
のうち３校（受験生徒数281人）が調査の
対象となりました。
　ここに結果をお知らせします。

況

平成２４年度
全国学力・学習
状 調査の結果 ■問合せ　教育委員会　指導課

　☎４４‐１１１１（内線２２９２・２２９３）

　　　　　平成24年４月17日㈫

　小学校６年生　市内４校　150人

　中学校３年生　市内３校　281人

　１．教科に関する調査

　　①国語Ａ、算数・数学Ａ

　　　（主として「知識」に関する問題）

　　②国語Ｂ、算数・数学Ｂ

　　　（主として「活用」に関する問題）

　　③理科

　２．生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査

青森県は全国順位として、国語Ａと算数

Ａが４位、国語Ｂと算数Ｂが６位、理科

が４位と全国上位になりました。

小
学
校

青森県は全国順位として、国語Ａが15

位、Ｂが９位、数学Ａが22位、数学Ｂが

27位、理科が17位になりました。

中
学
校

調査の概要

調査の結果

実施日

実施学年・人数

調査の内容

中学校

小学校６年生

３年生

青森県の状況

国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ

平
均
正
答
率

（％）
平川市

青森県

全　国８０

４０

 ０

６０

２０

１００

算数Ｂ

■小学校６年生

　国語Ａ・Ｂと理科について、平川市は全国上位

に位置している青森県の平均よりも上回ってい

て、全国的にもトップレベルの成果をあげています。

　しかし、算数Ａ・Ｂが県平均を下回っており、

伸ばす必要があります。

■中学校３年生

　平川市は国語Ｂにおいて、青森県より上回って

います。しかし、国語Ａと理科では県平均よりも

やや下回っているため、伸ばす必要があります。

特に、数学に関しては大きく下回っており、まず

は基礎的・基本的な知識の確実な定着に取り組む

必要があります。

　質問紙による結果を、前回掲載した平成22年の

傾向【( ) で示しています】と比較しながら見ていき

ます。

□テレビなどを３時間以上見るという小学生は４

　人に１人（３人に１人）、中学生は３人に１人（２

　人に１人）に改善しています。

□家庭学習が２時間未満とする小学生は８割、中

　学生は９割と前回同様に短いままで、多くの小・

　中学生に努力が必要な状況となっています。

□30分以上読書する小学生は、半数（３人に１人）

　と改善し、中学生では４人に１人（前回同様）

　となっています。

□近所の人へあいさつすると答えた小学生は９割

　（６割）、中学生では８割（３割）と大きく改善し

　ています。

理科

国語Ａ 国語Ｂ 数学Ａ

平
均
正
答
率

（％）
平川市

青森県

全　国８０

４０

 ０

６０

２０

１００

数学Ｂ 理科

教科に関する調査結果

生活習慣や学習環境に関する質問紙調査結果

問合せ　：　国保年金課　国保係　☎４４‐１１１１（内線１２５１・１２５２・１２５７）
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問合せ　：　選挙管理委員会事務局　☎４４‐１１１１（内線１４５０・１４５１）

■大木平地区の方

　期日　12月１日㈯

　時間　８時30分～15時

　場所　温川地区多目的集会所

　県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなど

の施設に入院 (入所) している方、仕事などで他市町

村に滞在している方などは、不在者投票をすることが

できます。　

　不在者投票の場合、手続きに時間を要しますので、

お早めに市選挙管理委員会事務局または病院や施設に

お問い合せください。

　身体障害者手帳又は戦傷病者手帳を受けている方の

うち、身体に重度の障がいのある方または介護保険法

上の要介護状態区分が要介護５の方で、郵便等投票証

明書の交付を受けた方は、郵便による不在者投票がで

きます。※投票用紙の請求は、11月28日㈬締切です。

日時　12月２日㈰　21時から

場所　平賀総合運動施設内体育館

※選挙人名簿の閲覧はできません。

※この選挙では、有権者が特定されていますので、お 

　間違えのないようにお願いします。

※立候補の届出が、委員定数を超えない場合は無投票

　となります。

12月２日㈰
農業委員会委員一般選挙投票日
　任期満了に伴う平川市農業委員会委員一般選挙は11月25日㈰に告示され、12月２日㈰が投票日です。

この選挙で18人の農業委員が選出されます。

　農業に従事する方々に最も身近で大切な選挙です。棄権しないで投票しましょう。

　平成24年１月１日現在で調製し、３月31日に確定し

た農業委員会委員選挙人名簿に登録されている方で、

市内に住所を有する方です。

　他市町村に転出した方や婚姻などで農業経営以外の

世帯に転居した方は投票できません。

　７時～20時

※ただし、小国コミュニティセンター及び葛川支所は

　19時までです。

　入場券は、告示日（11月25日）以降に郵送します（ハ

ガキを開くと４人まで記載されています）。投票所ま

たは期日前投票所においでの際は、切り離してお持ち

ください。

　入場券をなくしたり、忘れた場合は、投票所の係員

に申し出てください。

　投票所入場券に記載されていますので、よく場所を

ご確認の上、投票所へおいでください。

　投票用紙に候補者の氏名を書く方法（自書式投票）で

す。

　投票日当日、仕事や冠婚葬祭、買い物や旅行などで

投票所へ来ることができない場合は、期日前投票がで

きます。

■期間　11月26日㈪～ 12月１日㈯

■期日前投票所・投票時間

　□本庁舎４階選挙管理委員会事務局　８時30分～20時

　□尾上総合支所１階会議室　　　　　８時30分～18時

　□碇ヶ関総合支所１階ロビー　　　　８時30分～18時

立候補予定者説明会

日時：11月１日㈭　13時30分～

場所：市役所本庁舎４階　第４会議室

立候補の届出

日時：11月25日㈰　８時30分～17時

場所：市役所本庁舎４階　第４会議室

立候補予定者の方へ

投票できる方

投票時間

投票所入場券

投票所

投票の方法

期日前投票

不在者投票

郵便投票

開票

注意



だより
“津軽”の
話題満載合

津軽
　広域 連

高さ約２ｍのジャンボおにぎり

弘前りんご博覧会
弘前市

10
月

11
月

12
月

とき イベント名 イベント内容【問合せ先】

1３日～
11月11日

中野もみじ山 光のファン
タジー（ライトアップ)

中野もみじ山の紅葉は、滝と渓流に映え、鮮やかな世界を展開しています
【黒石市商工観光課（☎52-2111）】

19日～
11月11日

弘前城菊と紅葉まつり
今年はりんご博覧会とも連動し、さまざまなイベントを開催

【弘前市立観光館☎37-5501）】

20・21日
全国伝統こけし工人フェ
スティバル

全国のこけしがこけし館に勢揃い。工人による制作実演、展示即売などが行われます
【津軽伝承工芸館☎5９‐5300）】

３日・４日 第24回ふじさきいきいきまつり 藤崎町の特産品を堪能できるイベント。メインは毎年恒例のジャンボおにぎり【藤崎町企画財政課（☎75‐3111）】

８～25日 平川市民文化祭2012 市民による歌や踊りなどの舞台発表や個性豊かな作品展などが行われます 【平川市生涯学習課（☎44-1221）】

10・11日 収穫感謝祭＆シクラメン市
約 7,000 鉢のシクラメンを展示販売！その他たくさんのイベントが目白押しです

【田舎館村産業課（☎58－2111）】
10日～

12月３1日
弘前市立博物館企画展３

「藩主たちの時代～弘前を治めた十二人～」をテーマに、弘前藩歴代藩主の事跡をたどる
【弘前市立博物館（☎35-0700）】

1７・1８日 黒石りんごまつり
りんごを中心としたまちづくりを推進するために、りんごの即売会や産業展を開催

【黒石りんごまつり実行委員会（黒石市商工観光課内☎52-2111）】

1８日 第42回西目屋村民文化祭 村民による芸能発表や作品展、各種体験コーナーも開催されます　【西目屋村教育委員会（☎85-2858）】
2３日・2４日 ひらかわフェスタ2012 地産地消や食育をテーマに開催。特産品販売やさまざまな催し物が行われます  【平川市農林課（☎44-1111）】

2４・25日 藤崎町秋まつり文化祭
芸能発表会や作品展示会などを開催。藤崎町の特産品を使ったジャンボ料理企画も

【藤崎町文化センター☎75-3311）】

2４・25日 第３9回町民祭 町民の活動や成果を披露。農産物などの即売会や各種体験コーナーもあります  【板柳町総務課（☎73-2111）】

25日
第37回大鰐町文化祭(芸能
発表会)

町文化協会会員らによる芸能発表会
【大鰐町文化協会（会長　原田明悟さん）（☎48-2480）】

８・9日 平川ねぷたまつり“冬の陣”
ねぷたまつりを冬季も開催。「世界一の扇ねぷた」を含む10台のねぷたが出陣します

【平川市商工観光課（☎44-1111）】
12月

（予定）
The 津軽三味線2012

津軽三味線300人の大合奏をメインに繰り広げられる魅力満載のステージ
【The津軽三味線実行委員会事務局（☎33-4111）】

12月下旬～
1月上旬

日本一のこけし灯ろう祭
８ｍの巨大こけし灯ろうはじめ大小数十体が温湯温泉の冬の夜空を鮮やかに彩ります

【こけし灯ろう祭実行委員会（津軽伝承工芸館）（☎5９‐5300）】

　りんごの実りに感謝して2012年秋、弘前はりんご一

色に染め上がります。食・街並み・アート・イベント

など、あらゆる場面にりんごをちりばめ、広く内外に

アピールします。

期間　10月１日㈪～11月30日㈮

主な催し（日程・場所）

◆りんごハロウィン　10月20日㈯・21日㈰／土手町周辺ほか

◆りんご映画祭　10月26日㈮～28日㈰／弘前中三（土

　　　　　　　　手町）８階スペースアストロ

◆弘前りんご収穫祭　11月３日㈯～11日㈰／りんご公園  

　　　　　　　　　　（清水富田字寺沢）

◆りんごアート展示　11月２日㈮～2５日㈰／中土手町周辺

問合せ　まちなかりんごだらけ実行委員会（弘前市観

　　　　光物産課内、☎3５‐1128)

藤崎町秋まつり
藤崎町

市町村イベントカレンダー

　11月の藤崎町は収穫祭イベントが目白押し！ご家族

ご友人お誘い合わせの上、来て・食べて・お楽しみく

ださい。

◆ふじさきいきいきまつり

　「日本一！ジャンボおにぎり」で皆さまをもてなします。

期間　　11月３日㈯・４日㈰

主会場　藤崎町農業者トレーニングセンター（藤崎町

　　　　常盤小学校隣）

◆文化祭

　りんご「ふじ」発祥の地で開催する一大イベントです。

期間　　11月24日㈯・2５日㈰

主会場　スポーツプラザ藤崎（藤崎町西豊田）

問合せ　秋まつり実行委員会（藤崎町企画財政課内、

　　　　☎7５‐3111)

広報　ひらかわ　２０１２．１０ ９

りんごにこだわったさまざまな催しが繰り広げられます



　　　木曜日　13時30分～15時

　　　※祝日の場合を除きます。

実施期間

　10月22日㈪～ 12月28日㈮

※ 12月４日㈫は診療上の都合によ

　り接種を休止します。

※ワクチンの確保ができなくなった

　場合は、期間内でも終了します。

料金　１回3,000円

※65歳以上の市民の方は、11月１

　日㈭から市の助成を受けられます

　ので、1,000円の窓口負担で済み

　ます。

※葛川診療所・碇ヶ関診療所の実施

　内容については未定ですので、直

　接お問い合わせください。

問合せ　平川診療所　　☎44‐3101

　　　　葛川診療所　　☎55‐2404

　　　　碇ヶ関診療所　☎45‐2７80

●不活化ポリオ予防接種

　平川市外の医療機関でも不活化ポ

リオの予防接種が受けられるように

なりました。

弘前市の医療機関

　児島小児科、城東こどもクリニッ

ク、畑山医院、むらなか小児科内科、

弘前病院、あらいこどもクリニック、

かきざき小児科、河内小児科、健生

クリニック、弘前市立病院など

黒石市の医療機関

　黒石病院、厚生病院、かきさか医

院、はなぞの小児科クリニックなど

大鰐町の医療機関

　大鰐病院、おおわに内科クリニッ

ク、ゆのかわら医院など

※その他の医療機関については平川市

　ホームページをご覧いただくか、健

　康推進課保健係にお尋ねください。

問合せ　健康推進課保健係

●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。

■ 10月23日㈫、11月13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）

■10月24日㈬、11月14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）

■ 10月24日㈬、11月14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）

■ 10月25日㈭、11月８日㈭

14時～15時30分／緑青園／平賀在宅

介護支援センター（☎44‐6116）

■11月６日㈫、20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）

■11月９日㈮、22日㈭

13時～15時／健康センター／福祉課

地域包括支援係（☎44‐1111）

問合せ　福祉課地域包括支援係

●インフルエンザ予防接種

　平川診療所・葛川診療所・碇ヶ関

診療所では、季節性インフルエンザ

予防接種を実施します。

平川診療所

受付　月・火・水・金曜日

　　　８時30分～11時

●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。

　　　詳しくはお問い合わせください。

日にち・場所

■12月４日㈫　碇ヶ関地域福祉セン

　　　　　　　ター

■12月５日㈬　尾上保健センター

■12月６日㈭　健康センター

■12月７日㈮　健康センター

受付時間　７時30分～９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

※申し込みなど詳細については、11

　月１日配布のチラシ（回覧）をご覧

　ください。

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。

※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。

対象　65歳以上の方

日にち／時間／場所／申込先

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

●複合検診追加募集

広報　ひらかわ　２０１２．１０

●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）

11/15 ㈭  9:45～10:00

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

４カ月児健診 平成24年７月生 11/27 ㈫ 12:20～12:50

１歳児健診 平成23年11月生 11/ 7 ㈬ 13:00～13:30

１歳６カ月児健診 平成23年４月生 11/28 ㈬ 12:20～12:50

３歳児健診 平成21年５月生 11/ 9 ㈮ 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

●精神障害者家族教室

●インフルエンザ予防接種

●不活化ポリオ予防接種



　市では、麻しん風しん混合ワクチン接種率95％以上を目標とし、無料

接種の対象者の方に接種のご案内をしています。

　現在、風しんは近畿地方、関東地方で発生数が大幅に増加し北海道

でも発生が確認され、全国に広がる可能性があります。未接種の方は、

早めに接種を受けてください。

☆接種回数　２回で完了です。

☆無料接種の対象者

[ 通常 ]

[ 平成25年３月31日までの時限措置 ]

※上記の対象者以外の方も、任意の予防接種として有料で接種を受けることがで
　きます。　
・麻しん風しん混合ワクチン　 9,533円　

・麻しんのみ　　　　　 　　　6,130円　

・風しんのみ　 　　　　　　　6,140円

☆指定医療機関：平川市健康カレンダー５～６ページに記載されています。

　　　　　　　　あらかじめ医療機関に電話などで予約してください。

問合せ　健康推進課保健係

日時　11月13日㈫ 10時～12時

場所　健康センター

内容　学習会

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

●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　11月８日㈭９時～11時30分

内容　軽スポーツ

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　10月26日㈮1７時～19時

■休日窓口

日時　10月28日㈰８時30分～1７時

問合せ　収納課収納係

●行政・人権合同相談所

　10月15日㈪から 21日㈰までの一

週間は、「行政相談週間」です。この

週間にちなんで、行政問題と人権問

題についての合同相談所を開設します。

　毎日の生活の中で、行政への要望・

苦情・意見などがある方、または日

常生活上での悩みごと・心配ごとが

ありましたら、気軽にご相談くださ

い。なお、相談は無料で秘密は厳守

します。

日時　10月26日㈮10時～15時

場所

▷平賀地域　　健康センター相談室

１１広報　ひらかわ　２０１２．１０

●デイケアを開催します

▷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

●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　10月24日㈬、11月28日㈬

　　　　12月19日㈬、１月23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

●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

　11月７日㈬　健康センター

　11月21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　11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

●『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

各種相談

●麻しん風しん予防接種を受けていますか？

●困りごと相談

●健康相談

●こころとからだの相談

対　象 回数

１期 生後12カ月～24ヶ月未満の乳児 １回

２期 平成18年４月２日～平成19年４月１日生（保育園年長児） １回

対　象 回数

３期 平成11年４月２日～平成12年４月１日生（中学校１年生） １回

４期 平成６年４月２日～平成７年４月１日生（高校３年生） １回

●休日・夜間納税窓口

●行政・人権合同相談所

●「消費者トラブル」
　　＆「多重債務」相談窓口



　９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

①りんご 　金屋地内　 ９月３日 検出なし
②りんご 　碇ヶ関地内　 ９月３日 検出なし
③キャベツ 　小国地内　 ９月24日 検出なし
④キク 　原地内　 ９月25日 検出なし
⑤トマト 　碇ヶ関久吉地内 ９月24日 検出なし
⑥フキ 　中佐渡地内　 ９月25日 検出なし
⑦ぶどう 　中佐渡地内 ９月25日 検出なし
⑧人参 　葛川地内 ９月24日 検出なし
⑨りんご 　尾崎地内 ９月25日 検出なし
⑩りんご 　猿賀地内 ９月25日 検出なし
⑪りんご 　碇ヶ関古懸地内 ９月25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

■10月25日㈭、11月22日㈭

　　13時～16時

　　　尾上総合支所１階会議室

■11月８日㈭、12月６日㈭

　　13時～16時　平川市商工会館

■10月18日㈭、11月 15 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

○募集

●木造住宅の耐震診断希望者を再募

　集します

対象　

　昭和56年５月31日以前に建築さ

れた住宅であることなどの条件があ

りますので、詳しいことは都市計画

課建築係へお問い合わせください。

診断費用　自己負担額8,000円

※診断費総額138,000円のうち、

　130,000円を市が負担します。

※建物の延べ面積が200㎡を超える

　場合は割増しになります。

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　10月31日㈬まで

申込み・問合せ　都市計画課建築係

●既存住宅のリフォーム助成事業を

　再募集します

対象

　市内に住宅を所有などし、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総工事費が50万円以上で、対象工

　事の①～⑤までの性能向上に係る

　工事費が25万円以上。

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10分の１に相当する

額または20万円のいずれか低い額。

募集件数　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　10月31日㈬まで

申込み・問合せ　都市計画課建築係

○催し

●津軽男女共同参画まつり in 弘前

　地域住民が男女共同参画の必要性

を認識し、その推進に向けて行動を

起こすきっかけを提供することを目

的とし、講演会、分科会などが開催

されますので、ご参加ください。

日時　11月18日㈰11時～15時30分

場所　弘前市総合学習センター

１２ 広報　ひらかわ　２０１２．１０

募集

催し

●創業・起業支援個別相談会

●木造住宅の耐震診断希望者
　　　　　　を再募集します ●既存住宅のリフォーム

　助成事業を再募集します

　昔から「腹八分に医者いらず」といいます。満腹になるまで食べる

のではなく、「まだ少し食べられる」というところではしをおくこと

が大切です。意識せずたくさん食べてしまう人は、次のような食べ方

をしていませんか？

１．早食い…食べ過ぎを招く原因です。

２．ながら食べ・だらだら食い…無意識のうちに食べ過ぎてしまいます。

３．夜遅い時間に食べる…余分なエネルギーを脂肪としてため込みや

　　　　　　　　　　　　すくなります。

４．満腹になるまで食べる

　以上のことに注意して、食欲の秋を楽しく健康に過ごしましょう

問合せ　健康推進課予防係

●食育通信⑦　～腹八分に医者いらず～

●津軽男女共同参画まつりin弘前

放射性物質検査結果農 物作



仕様書縦覧期間　

　10月15日㈪～10月26日㈮

申込期間　10月22日㈪～ 26日㈮

現場説明会　10月25日㈭10時

　　　　　　碇ヶ関総合支所

入札日時　10月30日㈫10時

申込・縦覧場所　

　管財課管財係（本庁舎４階）

※平川市内に住所を有する個人、ま

　たは本店を有する法人の方とします。

※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。

問合せ　管財課管財係

品）を味わいながら、私たちが身近

にできる国際協力について考えます。

日時　11月７日㈬10時～ 15時

場所　青森市水産ビル７階大会議室

参加料　無料

申込み・問合せ

　㈶青森県国際交流協会

　　　　　　　　☎01７-７35-2221

○おしらせ

●除雪ドーザを売却します

　市では、除雪ドーザを一般競争入

札により売却します。

売却物件　除雪ドーザ11ｔ級（バ

　　　　　ケットあり）

車名　キャタピラー（平成元年式）

型式　８ＮＢ

走行距離　約32,７00㎞

車検有効期限　平成25年11月28日

最低売却価格　300,000円（税込）

講演会「万葉集にみる古代の元気な

　　　　女性たち」（講師：日本古典

　　　　文学研究家桜川ちはやさん）

分科会①　「介護は突然やってくる」

　　　　　（朗読劇）

分科会②　「子育て・孫育て」（語り場）

その他　出前図書貸し出し、癒しの

　　　　アロマコーナー、パネル展

　　　　示、スイーツデコ教室、ミ

　　　　ニメイクレッスン、手づく

　　　　り食べもの販売など

※無料託児があります（１歳半～就学

　前まで）。利用する方は 11月15日

　㈭までに予約してください。

託児申込み・問合せ　

　青森県男女共同参画センター

　　　　　　　　☎01７‐７32‐1085

●ふれあいコンサートを開催します

　海上自衛隊大湊音楽隊による「ふ

れあいコンサート」を開催します。

日時　11月23日㈮

　　　開場1７時30分　開演18時

場所　文化センター

入場料　無料（整理券が必要です）

整理券　11月６日㈫から次の場所

　　　　で配布します。

▷文化センター　▷市民課

▷尾上・碇ヶ関総合支所市民生活課

※お一人様３枚まで。無くなり次第終

　了となりますので、ご了承ください。

※幼児の入場はご遠慮ください。

問合せ　市民課市民係

●多文化共生フォーラムとフェアト

　レードパーティーが開催されます

　多文化共生をテーマに、講演やパ

ネルディスカッション、分科会の

内容でフォーラムが開催されます。

フォーラムは、興味のある方ならど

なたでも参加可能です。

　また、事前にお申し込みいただけ

れば、国際協力について考えるパー

ティーにも当日参加可能です。パー

ティーでは、フェアトレード商品（生

産者の自立支援を目指す経済取引商

１３広報　ひらかわ　２０１２．１０

●多文化共生フォーラムと
　フェアトレードパーティー

国民年金
一部免除を受けたときは残りの保険料の納付を忘れずに

　国民年金制度には、保険料の納

付が困難であって、かつ、本人・

世帯主・配偶者の前年の所得が一

定額以下の場合に納付が免除され

る制度があります。この免除制度

には、免除される保険料額の割合

によって全額、４分の３、半額、

４分の１の４段階があります。

　このうち、４分の３免除、半額

免除、４分の１免除は、納付す

べき保険料の一部が免除されるこ

とから一部免除といいます。一部

免除を受けた保険料の残りの保険

料、つまり免除を受けていない部

分の保険料は郵送される納付書で

必ず納めなければなりません。こ

の保険料の納付を怠ると、せっか

く免除が承認されても、その期間

が保険料未納期間となります。

４分の３免除

　毎月の保険料の４分の３が免除

され、残りの４分の１の保険料を

納めるものです。  月額１万1,230

円が免除され、残りの3,750円を納

付しなければなりません。

半額免除

　毎月保険料の半額が免除され、

残りの半額の保険料を納めるもの

です。月額7,490円が免除され、残

りの7,490円を納付しなければな

りません。

４分の１免除

　毎月の保険料の４分の１が免除

され、残りの４分の３の保険料を

納めるものです。月額 3,740 円が

免除され、残りの１万 1,240 円を

納付しなければなりません。

※免除額は、平成24年度の保険料  

　をもとに記載しています。

保険料の納期限

　国民年金の保険料には納期限が

あります。原則、毎月の保険料は

翌月末日までに納付しなければな

りません。保険料の一部免除を受

けた場合でも、納期限までに納め

ていただく必要があります。

　納付書がお手元に届きました

ら、早めの納付をお願いします。

申込み・問合せ

・本庁舎国保年金課年金係　

・尾上総合支所市民生活課国保年

　金係

・碇ヶ関総合支所市民生活課国保

　年金係

おしらせ

●除雪ドーザを売却します

●ふれあいコンサート



今月のおしらせ

の消防署・分署で受付します。

※申し込み受付期間内であっても定 

　員（180人）になり次第、受付を終

　了します。

※講習テキストについては、事前に

　書店などで購入していただくこと

　になりますので、詳しくは「防火

　管理講習実施の案内」でご確認く

　ださい。

問合せ　弘前消防本部予防課

                               ☎32‐5104

●りんご三適運動実施中

　市では中南地域県民局・農協と一

緒に、適正着果、適期摘葉、適期収

穫の三適運動を進めています。おい

しく高品質りんごの生産に努め、商

品力アップを図りましょう。

問合せ

▷農林課果樹振興係

▷中南地域県民局りんご農産課

 ☎32‐1131

●下水道加入にご協力を

　当市の下水道加入率は、平成23

年度で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。

　また、市では下水道の加入率向上

を目的として、平成22～24年度に

限り水洗便所改造資金貸付申請を受

理されたものは無利息になる制度を

実施しています（利息は、市が負担

します）。ぜひご活用ください。

　なお、ご不明な点がありました

ら、お気軽にお問い合わせください。

〔水洗便所改造資金貸付制度〕

貸付額　60万円以下

返済期間　60カ月以内

貸付条件　市税等を完納している、

　　　　　連帯保証人がいること等

問合せ　上下水道課下水道係

●青森県の最低賃金が改正されまし

　た

　10月12日 か ら 青 森 県 の 最 低 賃

金が引き上げになりました。県内

で働く全ての労働者に適用されま

す。なお、製造業と小売業の一部に

は、特定（産業別）最低賃金が定めら

れています。詳しくは、青森労働

局ホームページ（http://aomori-

roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/)

をご覧ください。

時間額　654円

問合せ　青森労働局労働基準部賃金室

　　　　　　　　☎01７‐７34‐4114

●所得税の予定納税（第２期分）の納

　付をお忘れなく！

　納付期間は、11月１日㈭から11

月30日㈮までです。振替納税を利用

している方は、納期限（11月30日

㈮）に指定の金融機関の口座から自

動的に納付されます。振替納税以外

の方は、納期限まで金融機関または

所轄の税務署の窓口で納付してくだ

さい。これらの詳しい手続きは、国

税庁ホームページ（www.nta.go.jp)

をご覧ください。

問合せ　黒石税務署　☎52‐4111

●甲種防火管理新規講習を開催しま

　す

日時　11月８日㈭、９日㈮

　　　10時～16時

※２日間の受講が必要です。

場所　岩木文化センター「あそべー

　　　る」１階ホール

対象

▷消防法で義務付けられている次の

　施設で、防火管理上必要な業務を

　遂行できる管理・監督的な地位に

　ある方

①30人以上収容する集会所・店舗・

　旅館・病院・福祉施設（小規模社

　会福祉施設は10人以上）など

②50人以上収容する共同住宅・学校・

　寺院・工場・事務所など

▷その他受講を希望する方

講習の一部免除

　消防設備点検資格者講習または自

衛消防業務講習の既修者は講習の一

部を免除することができます。詳し

くは「防火管理講習実施の案内」でご

確認ください。

申込締切　10月26日㈮

申込方法

　弘前消防本部予防課および最寄り

１４ 広報　ひらかわ　２０１２．１０

●甲種防火管理新規講習を

　　　　　　　開催します

●りんご三適運動実施中

　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

て無料で行っています。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）

11/ 1 ㈭ 10:00～12:00 エクセル１‐エクセル基本説明、セルの色変更など

11/ 6 ㈫ 13:30～15:30 年賀状作成１‐宛名面の作り方、住所録の作り方 

11/ 7 ㈬ 13:30～15:30 年賀状作成２‐ワードでの文章面の作り方

11/10 ㈯ 10:00～12:00 エクセル２‐オートフィル、フォント変更、罫線のひき方など

11/13 ㈫ 10:00～12:00 エクセル３‐四則演算、簡単な関数、いろいろなオートフィルなど

11/28 ㈬ 18:00～20:00 年賀状作成１‐宛名面の作り方、住所録の作り方

11/29 ㈭ 18:00～20:00 年賀状作成２‐ワードでの文章面の作り方

場所　文化センター２階　　　申込開始　10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）

※ 10月24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

●所得税の予定納税（第２

　期分）の納付をお忘れなく

●青森県の最低賃金が

　　　　　改定されました

●下水道加入にご協力を



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。

１５広報　ひらかわ　２０１２．１０

柏木町　佐　藤　裕　也　羽
う た

音ちゃん

吹上　　赤　平　達　昭　優
ゆ う し ん

芯くん

小和森　小　林　裕　康　悠
は る と

大くん

館山　　今　井　　　徹　翔
し ょ う た

太くん

沖館　　古　川　雄　大　紗
さ ら

愛ちゃん

尾崎　　齋　藤　憲　法　絆
き い ち

一くん

光城　　中　嶋　邦　雄　舞
ま は ろ

羽くん

南田中　小山内　勇　人　璃
り く

空くん

南田中　工　 　知　孝　真
ま こ

子ちゃん

南田中　大　里　智　貴　一
い っ さ

瑳くん

高木　　工　藤　雅　人　紗
さ ら

ちゃん

日沼　　須　藤　　　衛　尚
な お

太くん

碇ヶ関　小　竹　優　也　杏
あ ん な

奈ちゃん

　南津軽郡田舎館村　金　枝　孝　治

　石郷　　　　　成　田　美沙紀

　本町　　　　　斎　藤　信　也

　黒石市　　　　中　西　美　香

　沖館　　　　　阿　部　嘉　久

　つがる市　　　山　下　未希子

　原田　　　　　岩　渕　寿　人

　黒石市　　　　成　田　悠　子

　

　

岩館　　　尾　田　勇喜夫　７0

小杉　　　工　 　　　功　65

小和森　　葛　西　ス　ゲ　93

大光寺　　滝　本　フ　デ　94

大光寺　　長　内　ふ　み　84

館山　　　工　藤　正　美　52

本町　　　葛　西　行　春　７７

沖館　　　山　谷　公　了　93

切明　　　相　馬　藤 郎　７8

尾崎　　　工　藤　つ　さ　88

尾崎　　　佐　藤　あ　ね　７2

尾崎　　　進　藤　俊　榮　91

尾崎　　　川　村　春　代　50

町居　　　葛　西　勇　治　７2

金屋　　　駒　井　俊　昭　65

南田中　　齋　藤　弘　良　７0

高木　　　福　士　　　 　７8

猿賀　　　三　上　良　藏　７6

猿賀　　　角　田　キ　ヌ　90

中佐渡　　小田桐　修　治　65

長田　　　對　馬　春　雄　90

日沼　　　葛　西　トミヱ　89

日沼　　　須　藤　チ　エ　82

碇ヶ関　　山　田　義　男　７8

久吉　　　大　坊　多　吉　8７

戸 籍

だ よ り

９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。

９月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。

　■人口　　33‚604人　（－27）　■男性　15‚775人　■女性　17‚829人

　■世帯数　11‚451世帯（＋５）　■転入　41人　　　■転出　54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

広報ひらかわに広告を掲載しませんか？
発行日　毎月１５日、月１１，２００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。
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１式典前に金婚長寿祈願祭が行われ、より一層の長寿を祈願し

ました　２今井勝美さん（町居）は伸びのある歌声を披露してく

れました　３ 卒寿101人を代表して顕彰を受ける佐藤勝利さん

（唐竹）　４受賞者を代表して金婚夫婦の花田昭德・タミさん（沖

館）が祝辞を述べました　５ 100歳到達者の田中正純さん（沖館）

６同じく山形リヱさん（沖館）　７同じく木村いよさん（古懸）　

８平賀一輪車クラブはかわいらしい演技で、大会に華を添えて

くれました　

　９月17日、文化センターで、平成24年度平川市長寿福祉大会が

開催されました。

　式典には関係者約600人が参加し、大川市長は「市の現在の繁

栄を築いてくださったすべての高齢者に敬意を表し、長寿を心か

ら喜ぶことのできる社会となるよう努力したい」と述べました。

　その後、県知事顕彰を受けた100歳到達者の田中正純さん（沖

館）、山形リヱさん（沖館）、木村いよさん（古懸）が紹介されました。

また、卒寿では佐藤勝利さん（唐竹）ら101人に、金婚夫婦では花

田昭德・タミさん（沖館）ら65組に市の顕彰状と記念品が贈られま

した。

　式典終了後は、老人クラブ連合会の芸能発表や平賀一輪車クラ

ブの華麗な演技、津軽圭助社中の漫談、民謡のバラエティーショー

などさまざまなアトラクションが行われ、出席者は敬老の日を楽

しく過ごしていました。

１ ２

３

６

平川市長寿福祉大会
４

５ ６ ７

８

１ ３２


