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11月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。

　■人口　33‚514人（－76）　■世帯数　11‚443世帯（－６）　

　※11月中の届け出については15ページをご覧ください。

11月の交通事故件数

　■交通事故　１件（負傷者１人、死者０人）

11月の出動件数　

　■火災出動　１件　■救急出動　73件　

　■救助出動　０件　■そ　の　他　1２件

12月の納期　※納期限 1２月２8日㈮

　■市県民税　　第４期　■国民健康保険税　　　　第６期

　■介護保険料　第６期　■後期高齢者医療保険料　第６期　　
今月の表紙

　市民文化祭の企画展「『ぐりとぐら』のたまご

の車に乗ろう！」が11月９日～13日、文化センター

で開催されました。

　親子に長く愛され続けてきた絵本ということも

あり、会場では子どもたちがたまごの車に次々と

乗って遊び、絵本の世界を堪能していました。

２

№84　2012.12

２「ひらかわ推奨品」に７商品を認

定しました

３ 市内の話題

４・５ 平成25年度 市・県民税申告相談

６ 平成25年度 保育園入園のごあんない

７ 秋の叙勲・褒章

第32回田中稔賞

８ 除雪作業にご協力をお願いします

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
ひらかわフェスタ2012

～地場産品＆食育フェア～

問合せ：商工観光課　商工係　 ☎４４‐１１１１（内線２１８２）

　市は平川ならではの魅力ある産品を、特産品として知名度を高め

るとともに、販路拡大につなげることを目的として、今年度から「ひ

らかわ推奨品」制度を制定しました。今回２２商品の応募があり、厳

正な審査の結果、７商品が推奨品に認定されました。認定を受けた

商品には、今後、推奨品シール「ひらかわ推奨品」が貼られ、店頭に

並ぶ予定です。

「ひらかわ推奨品」に

７商品を認定しました

No.1 りんごの村

㈱木村食品工業
☎ 57-2731
取扱店：ＪＡ尾上直販所、もてなしロマン館、道の駅いか
りがせき

No.2 李平屋りんご
　　　　　　　カレー

No.3 国産ドライ
　　　　　　りんご

No.4 カシューナッツ

中畑手焼きせんべい本舗
☎ 44-3570
取扱店：ホテルアップルラン
ド、ＪＡアグリアス、道の駅
いかりがせき

No.5 アップルケーキ

古川菓子舗
☎ 57-2206
取扱店：古川菓子舗、もて
なしロマン館	

No.6 ハチミツ入りんご酢

カネショウ㈱
☎ 57-2121
取扱店：もてなしロマン館、ＪＡ
尾上直販所、	ＪＡアグリアス、道
の駅いかりがせき

No.7 津軽平野のそばもやし

あすなろ理研㈱
☎ 44-1159
取扱店：もてなしロマン館、
マックスバリュ平賀店、道
の駅いかりがせき

広報ひらかわ11月号のおわび

　広報ひらかわ11月号に、裁断ミスによる開けない広報紙が一
部混じっておりましたことをおわびいたします。

広報　ひらかわ　２０１２．１２



市内の話題

勤労感謝職場訪問

　勤労感謝の日にちなんで、市内保育園児たち

による勤労感謝職場訪問が行われました。

　11月８日は日の出保育園、14日は平賀幼稚園、

16日は尾上保育園、20日ははすね保育園の園児

たちが市役所や消防本部、農協などを訪問しま

した。園児たちは「お仕事ご苦労さまです。み

んなで作った作品です」と元気いっぱいに声を

そろえて、市長に手作りのクリスマスリースや

カレンダーなどを渡し、感謝の気持ちを伝えて

いました。　

市民文化祭2012

親子で金魚ねぷたづくり

　11月８日～25日にかけて、平川市市民文化祭

が開催されました。

　初日は児童生徒作品展で開幕し、児童生徒の

力作が展示されました。続いて企画展、総合展

示と行われ17日の文化講演会では、南九州市・

知覧特攻平和会館参事峯
み ね と ま ま す お

苫眞雄氏が特攻隊の悲

劇を語りながら、平和の尊さを訴えました。最

終日の舞台発表では、25団体が日ごろ練習した

多彩な芸を披露し、会場からは大きな拍手が送

られていました。

　11月11日、碇ヶ関公民館で金魚ねぷたづくり

が行われました。

　これは碇ヶ関地域活性化推進協議会（山田忠

利会長）の主催で行われたもので、親子や友達

同士など71人が参加し、指導を受けながら紙貼

りをはじめ墨書きやろう書き、色付けなどに挑

戦し、思い思いのマイ金魚ねぷたを完成させま

した。

　参加者は、来年のねぷた祭りに思いをはせつ

つ、楽しく有意義な時間を過ごしました。

３広報　ひらかわ　２０１２．１２
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合せ  ：  税務課  住民税係

申
相
告
談

市・県民税申告相談
申告期限は３月１５日（金）です平成

２５
年度

　市では、次のとおり市・県民税（兼国民健康保険税）の申告相談および確定申告相談を実施します。日程等

をよくご確認の上、申告相談においでくださるようお願いします。

　なお、申告関係書類（世帯調査票など）は、１月初旬に送付いたします。

　ｅ‐Ｔａｘ（国税電子申告・納税システム）は、自宅などか

らインターネットを利用して国税に関する申告や納税、申

請・届出などの手続きができる便利なシステムです。

　ｅ‐Ｔａｘで電子申告を行った場合、最高で3,000円の所

得税控除（最初の１回のみ適用）が受けられます。

　詳しくはｅ‐Ｔａｘホームページ（http://www.e-tax.nta.go.jp/）

をご覧ください。

ネットで簡単 便利なｅ－Ｔａｘ

■平成25年１月１日現在、平川市に住所があり、次  

　の①～④に該当する方

①給与所得者で次に該当する方

▷勤務先から市役所へ給与支払報告書が提出されない方

▷年の途中で退職したことなどで年末調整をしていな

　い方

▷給与所得以外の所得がある方

▷社会保険料控除、扶養控除、医療費控除などを受け

　る方

②年金所得者で次に該当する方

▷年金所得以外の所得がある方

▷社会保険料控除、扶養控除、医療費控除などを受け

　る方

③事業所得など（農業、営業、不動産、山林、一時、配当、

　譲渡など）がある方

④前年中に所得がなかった方で、次に該当する方

▷国民健康保険に加入している方で保険税の軽減の適

　用を受ける方

▷児童扶養手当などの認定を受ける方、年金・福祉・

　公営住宅・教育などの申請を行う方

■平成25年１月１日現在、平川市に住所がなく、市内

に事務所、事業所、店舗または家屋敷を所有する方

■平成24年分の所得税の確定申告書を税務署に提出す

　る方

■給与収入のみで勤務先から年末調整済みの給与支払

　報告書が市役所へ提出される方

■年金収入のみで申告の必要がなく、次の区分に該当

　する方

▷ 65歳未満の方の場合⇨年金収入98万円以下

▷ 65歳以上の方の場合⇨年金収入148万円以下

※前記④に該当する方は除きます。

申告が必要な方

申告が不要な方

申告の際に必要な物

■申告関係書類（世帯調査票など）と印鑑。

■給与所得、公的年金など所得がある方は、源泉徴収

　票または給与支払者からの支払証明書や給与明細書

※所得税確定申告の場合は、源泉徴収票原本が必要です。

■事業所得など（農業、営業、不動産、山林、一時、配当、

　譲渡など）があった方は、収入および支出がわかるもの

■雑損控除、医療費控除、寄附金控除を受ける方は、

　その支出がわかる領収書など

■障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳など障害

　の程度がわかるもの

■生命保険料、地震保険料、社会保険料（任意継続）、

　国民年金保険料などの証明書または領収書

※収入および支出の帳簿などは必ず整理してからおい

　でください。

※市・県民税用申告書は、申告相談の際に作成します

　が、事前に記入する方、郵送で申告する方へは、申

　告書を送付します。必要な方は、お手数でも本庁舎

　税務課までご連絡ください。

※本庁舎税務課、各総合支所窓口に備え付けの申告書

　もご利用ください。

　申告相談会場に、どなたでもご利用できる電子申告用

のパソコンを設置します。利用できるパソコンは１台の

ため、利用者多数の際はお待ちいただくことがあります。

■利用時間

▷尾上・碇ヶ関地域の申告相談期間　９時～15時

▷平賀地域・確定申告相談期間　９時～16時

確定申告書作成コーナーの設置
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☎４４‐１１１１（内線１２４１・１２４２・１２４３）

月　　日 対象範囲 受付時間 会　　場

３/７㈭～３/15㈮
※土・日曜日、祝日は除く

市内全域 ８時30分～16時
市役所本庁舎４階
第四会議室

　下記のとおり各地域で申告相談を実施します。地区ごとに日にちおよび時間の指定をしていますが、ご都合
がつかない場合は、申告期間中であれば各地域の申告会場で受け付けします。なお、今年度より小国地区は葛
川支所で受け付けしますので、お間違えのないようお願いします。
　また、例年確定申告をされて、所得税の納付や還付が生じる方は、添付書類をすべて整えてから申告される
ことをお勧めします。なお、３地域での巡回相談期間中および確定申告相談期間中は、担当職員が不在となる
ため、税務課窓口で申告相談を受けることができませんのでご了承ください。

【お願い】
　農業や営業の収入がある方で、収入・支出の整理をされていない場合、申告に大変時間がかかることがあり
ますので、領収書の集計や帳簿などを必ず整理してから申告においでください。

　下記のとおり確定申告相談を実施します。確定申告をされる方や上記日程の各地域の申告相談に来られない
方は、こちらの会場へおいでください。

市・県民税申告相談日程

確定申告相談日程

月　日 地区（行政区） 受付時間 会　　場

２/15 ㈮
久吉、湯ノ沢 ９時～11時

碇ヶ関総合支所２階

第一会議室

古懸 13時～15時

２/18 ㈪

いざよい、おかりや ９時～11時

上一、上二、三笠 13時～15時

碇ヶ関地域全地区 17時～19時

月　日 地区（行政区） 受付時間 会　　場

２/19 ㈫
駅前、高田、山の上 ９時～11時 碇ヶ関総合支所２階

第一会議室下町、川向、仲町 13時～15時

月　日 地区（行政区） 受付時間 会　　場

２/14 ㈭

小国 ９時～11時

葛川支所
葛川、切明、温川、平六、
一本木、井戸沢、大木平

13時～15時

２/20 ㈬
新館、向野、藤野 ８時30分～11時

市役所

本庁舎４階

第四会議室

唐竹 13時～16時

２/21 ㈭
平田森、南田町、平成 ８時30分～11時

沖館、広船 13時～16時

２/22 ㈮
尾崎Ａ ８時30分～11時

尾崎Ｂ 13時～16時

２/25 ㈪
新屋Ａ ８時30分～11時

新屋Ｂ 13時～16時

２/26 ㈫
町居Ａ ８時30分～11時

町居Ｂ 13時～16時

月　日 地区（行政区） 受付時間 会　　場

２/27 ㈬

石郷、向陽 ８時30分～11時

市役所

本庁舎４階

第四会議室

原田、岩館 13時～16時

平賀地域全地区 17時～19時

２/28 ㈭
大坊 ８時30分～11時

光城 13時～16時

３/ １㈮
小和森、荒田 ８時30分～11時

杉館、館山・松崎 13時～16時

３/ ４㈪
館田、三町会 ８時30分～11時

本町 13時～16時

３/ ５㈫
苗生松、西の平、松館 ８時30分～11時

大光寺 13時～16時

３/ ６㈬

柏木町Ａ ８時30分～11時

柏木町Ｂ 13時～16時

平賀地域全地区 17時～19時

月　日 地区（行政区） 受付時間 会　　場

２/ ７㈭
西猿賀 ９時～11時

尾上総合支所３階

委員会室

上猿賀 13時～15時

２/ ８㈮
八幡崎 ９時～11時

日沼 13時～15時

２/12 ㈫
新屋町、蒲田 ９時～11時

尾上、みなみの 13時～15時

２/13 ㈬
中佐渡、長田 ９時～11時

尾上地域全地区 13時～15時

平 賀 地 域

碇 ヶ 関 地 域

月　日 地区（行政区） 受付時間 会　　場

２/ １㈮
南田中Ａ ９時～11時

尾上総合支所３階

委員会室

南田中Ｂ 13時～15時

２/ ４㈪
金屋Ａ ９時～11時

金屋Ｂ 13時～15時

２/ ５㈫
李平 ９時～11時

南田、新山 13時～15時

２/ ６㈬

高木Ａ ９時～11時

高木Ｂ 13時～15時

尾上地域全地区 17時～19時

尾 上 地 域



問合せ　：　福祉課　こども家庭係　☎４４‐１１１１（内線１１５２）

広報　ひらかわ　２０１２．１２６

①入所申込書

②就労証明書

③口座振替納付依頼書

④保護者の課税状況が確認できる書類

◇平成24年分源泉徴収票の写し（父母両方）

◇平成24年分確定申告書の写し（確定申告をする方）

※平成24年 1 月 2 日以降に転入された方は、 前住所地

　　の市町村で発行する平成24年度課税証明書 （父母両

　　方 ） を添付してください。

※書類①～③は申込窓口、および市内保育園に備え付

　　けています。

　　児童の保護者のいずれもが次のいずれかに該当し、

ほかに保育できる人がいない、 またはこれに類した状

態にある人に限られます。

◇居宅外へ働きに出ている場合

◇居宅内で家事以外の仕事（自営業、 内職）をしている

　場合

◇妊娠中または出産後間もない場合 （出産 （予定 ）日　

　　の前後８週間が属する月のみ入園可 ）

◇病気にかかっている、または精神もしくは身体に障

　　害を有している場合

◇長期にわたって同居家族の看護（介護）をしている場合

保育園入園のごあんない

　平成25年 4月から新たに保育園に入園を希望する方を対象

に、次のとおり入園の受け付けを行います。

　　必要書類を次のいずれかの窓口に提出してください。

◇福祉課こども家庭係（健康センター内）

◇尾上総合支所市民生活課福祉係

◇碇ヶ関総合支所市民生活課福祉係

12月17日㈪～ 1月31日㈭

※土 ・日 ・祝日 ・年末年始（12月29日～１月３日）は除

　　きます。

園要件入 込方法申

込期間申

育料の決定方法保

園の決定入

　　保育料は、 原則として父母の前年分所得税額の合計

額および前年度市町村民税の課税状況で決定します。

ただし、 世帯状況によっては、 父母以外の世帯構成員

の課税額を加算する場合もあります。

　　入園の決定は、 申し込みの早い順ではありません。

児童の保育に欠ける状況を総合的に判断し、 保育の必

要度の高い順に決定します。

　そのため、 希望の保育園に入園できない場合もあり

ます。

25年
度平

成

要書類必
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長年にわたる努力が認められて
　平成２４年の「秋の叙勲・褒章・第19回危険業務従事者叙勲」が発表され、当市から

４人の方が受章されました。受章の栄誉を受けられました皆様をご紹介いたします。

秋の叙勲・褒章

瑞 宝 単 光 章

　元平賀・尾上地区消防
等事務組合消防司令とし
て消防業務に精励し、地
域の安心・安全のために
尽力されました。

成田　修さん

消防功労

向陽地区　69歳

第32回田中稔賞

工藤　憲男さん
八幡崎地区　６０歳

黄 綬 褒 章

　自ら建築設計事務所を
開き、りんご集荷施設や
公共施設など多数の建物
の設計に携わり尽力され
ました。

浅利　勉さん

建築設計監理功労

本町地区　63歳

藍 綬 褒 章

　36年間消防団員として
消防業務に精励し、地域
の安心・安全と消防団発
展のために尽力されまし
た。

相馬　孝さん

消防功労

館山・松崎地区　56歳

瑞 宝 単 光 章

　元平賀町消防団分団長
として消防業務に精励。
団員としては 37年消防力
の強化と消防団発展のた
めに尽力されました。

三浦　明次さん

消防功労

大坊地区　75歳

　効率的で基本に忠実な作業体系による大規模家族経営で、良
食味・高品質米を安定生産しています。平成13年に県農業経営
士に認定され、現在は尾上大豆作業受託組合長などにも就き、
若手後継者育成にも力を入れています。

　本県稲作の発展に功績があった個人や団体を表彰する田中稔賞に、平川市から

は６年ぶりに工藤憲男さんが受賞されました。

（秋の叙勲） （秋の褒章）

（秋の褒章） （危険業務従事者叙勲）



広報　ひらかわ　２０１２．１２８

問合せ　：　土木課管理係　☎４４‐１１１１（内線２２２４・２２２５）

■雪置き場を設置します

　雪置き場は、市内外に５カ所（下図参照）を設置予定です。

自然環境を守るためにもゴミは持ち込まないでください。ま

た、雪を置く際は、奥から順に置いてください。

□期間（予定）　12月15日㈯～平成25年２月28日㈭

□時　　　間　8時30分～17時

雪置き場設置箇所
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　市では、冬期の交通を安全で快適なものにするため道路除雪を行っています。また、除雪計画に基づ

き雪対策の強化に努め、雪に関するさまざまな問い合わせにも迅速に対応しています。

　雪国生活を快適に過ごすためには、行政だけでなく、各町会や地域の皆さんがともに助け合い、協力

していくことが必要になります。市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

■雪を道路に出さないで
　除雪車でよせた雪を道路に返したり、各家庭の
雪を道路に押し出さないでください。

■融雪溝の蓋
ふた

は必ず閉めて
　側溝の蓋を開けっ放しにしておくと、除雪車に
よる損壊や歩行者の転落事故などの原因となりま
す。使用後は、蓋を確実に閉めておくようにお願
いします。

■やめよう路上駐車
　交通障害や事故防止のため、路上駐車はやめて
ください。

■深夜作業にご協力を
　除雪作業は、交通渋滞を引き起こさないために、
交通量の少ない深夜、早朝を中心に行われます。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解ください。

市からのお願い

除雪作業にご協力をお願いします除雪作業にご協力をお願いします

平川河川敷

①不動橋付近（平川市碇ヶ関）
②朝霧橋付近（平川市碇ヶ関）
③弘南大橋付近（平川市日沼）

④浅瀬石橋付近（黒石市大字追子野木）

⑤ひらかドーム東側（平川市新館）
※⑤は豪雪時のみとなります

浅瀬石川河川敷

その他

平川河川敷



　

だより
“津軽”の
話題満載合

津軽
　広域 連

夜間ライトアップも行っております

第19回乳穂ヶ滝氷祭
西目屋村

12
月

１
月

２
月

とき イベント名 イベント内容【問合せ先】

１日
～２月２8日

津軽ひろさき冬の旅 津軽三味線の演奏体験や、文化財のライトアップなどイベント満載　　　　【弘前市立観光館（☎37-5501）】

16日 正月飾り講習会 古代米を利用した正月飾り作り体験はいかがですか？ 【田舎館村総合案内所「遊稲の館」（☎58-4689）】

1日 常盤八幡宮年縄奉納行事
元日の朝、巨大な年縄を奉納し、新しい年の五穀豊穣や家内安全を祈願する伝統行事

【藤崎町常盤地区コミュニティセンター（☎65-2959）】

1日 元旦マラソン（板柳町） 元日の朝、町内を走るマラソン大会。お楽しみ抽選会もあります　　　　　【板柳町教育委員会（☎72-1800）】

２日 こけし初挽き（黒石市） こけし工人が白装束に身を包みこけしを挽く年始の行事。振る舞い、餅まきもあります 【津軽こけし館（☎54-8181）】

1２～14日 津軽の名人・達人バンクふれあいまつり 様々な分野で一芸に秀でた「津軽の名人・達人」の技を、さくら野弘前店１階にて紹介 【津軽広域連合☎82－1201）】

14･２0日 紙粘土教室 テーマは毎回変わります。色々な造形を楽しめます　　【田舎館村総合案内所「遊稲の館」（☎58-4689）】

２7日（予定） 板柳はしご酒らりー どのお店に行くかは当日のお楽しみ。豪華賞品が当たる抽選会もあります　【板柳商工会（☎73-3254）】

２月1日 平賀はしご酒まつり
参加店の中から指定された軒数をはしごし、ゴール後豪華賞品が当たる抽選に挑戦

【平賀はしご酒まつり実行委員会事務局（☎44-3055）】
２月上旬
～２月下旬

雪のふるさと２013（黒石市）
個性溢れる雪だるま。スノーモービルの乗車体験や雪あそびなど多彩な内容で開催

【津軽伝承工芸館（☎59-5300）】

3日 旧正マッコ市 店舗で買い物すると様々なマッコ（お年玉）が貰える黒石の旧正の恒例行事【黒石商店街協同組合（☎53‐6030）】

8～11日
(予定）

弘前城雪燈籠まつり
大小さまざまな雪燈籠や大雪像、大型滑り台など。夜はライトアップで幻想的に演出

【弘前市立観光館（☎37-5501）】
9日 全日本ずぐり回し選手権大会 津軽地方冬の遊び「ずぐり回し」。雪の中で熱戦が繰り広げられます            【黒石商工会議所（☎52-4316）】

11日 りんごの里いたやなぎ雪まつり
雪上ゲーム大会、みかんまきなど、雪に親しみ冬を楽しむまつりです

【板柳町経済課地域振興係（☎73-2111）】

14日 黒石じょんから宵酔酒まつり
黒石の飲み処「よされ横丁」をまわり、スタンプを集めると、豪華景品が当たります

【黒石じょんから宵酔酒まつり実行委員会（☎52-3488）】
16日 猿賀神社七日堂大祭 柳の大枝を盤上に打ちつけ出来秋の豊凶を占う柳からみ神事やゴマの餅まきが行われます【猿賀神社（☎57-2016）】

17日 なべワン - グランプリ 各店自慢の鍋料理を販売し、１番を決める鍋の祭典。その他アトラクションなどもあり【藤崎町商工会（☎75-2370）】

17日 第19回乳穂ヶ滝氷祭 豊凶占い、豊作祈願などの伝統行事が行われるほか、ステージショーが催されます 【目屋観光協会（☎85-2800）】

２4日 ろうそくまつり 相馬地区の沢田神明宮で行われる豊凶占いの伝統行事。イベントや出店もあります【弘前市立観光館（☎37-5501）】

　２月17日㈰、西目屋村の冬の恒例行事「第19回乳穂ヶ

滝氷祭」が開催されます。

　この滝は、冬に乳穂のように氷結することからこの

名があり、昔からその太さ、形状等によってその年の

津軽の作物の豊凶が占われてきました。

　祭りでは豊作祈願、豊凶占いなどの伝統行事が行わ

れるほか、ステージショーなどの催し物や売店が出店

されます。詳細は、決まり次第、随時ホームページ

(http://www.nishimeya.jp/) などでお知らせいたしま

すので、ぜひお越しください。

期間　２月17日㈰

場所　乳穂ヶ滝 (西目屋村大字田代字名坪平)

問合せ　目屋観光協会　☎８５‐２８００

「ふるさとセンター」
板柳町

市町村イベントカレンダー

　収穫期を終えたりんごの里・板柳町には、まだまだ見

所がいっぱい。

　「学んで、遊んで、泊まれる」がコンセプトのふるさと

センターは、板柳駅から徒歩約1５分、弘前市からは車で

約3０分。りんご資料展示室や、りんごを使った草木染・

陶芸・樹皮工芸・お菓子作りを体験できる工房のほか、

温泉大浴場、農産物直売所などの施設があります。１人

6,０００円から利用できるコテージは通年営業中。りんご

の里は、冬も皆さまのお越しをお待ちしております。

場所　板柳町大字福野田字本泉34-6

本館営業時間　９時～17時（※各体験等についてはお問

　　　　　　　い合わせください）

問合せ　ふるさとセンター　☎7２-1５００

広報　ひらかわ　２０１２．１２ ９

菓子工房での体験のようす



介護支援センター（☎44‐6116）

■１月８日㈫、22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（☎45‐2725）

■１月11日㈮、25日㈮

13時～15時／健康センター／福祉課

地域包括支援係（☎44‐1111、 内線

1157）

■１月15日㈫

10時～11時30分／平賀農村環境改

善センター／福祉課地域包括支援係

（☎44‐1111、 内線1157）

※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。

問合せ　福祉課地域包括支援係

●精神障害者家族教室

　精神科の疾患で治療中の方の家族

が自由に話し合い、交流を深められ

るよう家族教室を開催します。

日時　１月８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

●四種混合予防接種

　平川市外の医療機関でも四種混合

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、

むらなか小児科内科、国立弘前病院、

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、吉田耳鼻咽喉科、城西

しおたに内科小児科など

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、小山内医院など

　とが予想されますので、受診予定

　の方は早めに指定の医療機関に

　申し込み、検診を受けましょう（無

　料クーポンで受診の場合、「証明

　書」は不要です）。

　なお、無料クーポン券を紛失され

　た場合は再発行しますので、健康

　推進課予防係までご連絡ください。

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

■12月25日㈫、１月８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）

■12月26日㈬、１月９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）

■12月26日㈬、１月９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）

■12月27日㈭、１月10日㈭

14時～15時30分／緑青園／平賀在宅

■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

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）

料金　1,000円

※指定医療機関での受診となります。

※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ので、昨

　年度受診された方は今年度の受診

　をお断りさせていただいています。

　また、受診される場合は「平川市

　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ご連絡

　ください。

※市では上記対象年齢の方で、一  

　定の年齢に達した方に対し、「子

　宮頸がんおよび乳がん検診無料

　クーポン券」を６月に送付しま

　した。無料クーポン券の有効期限

　は２月28日㈭までとなっていま

　す。今後は予約などで混み合うこ

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

●子宮・乳がん個別検診

広報　ひらかわ　２０１２．１２

●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）

1/24 ㈭  9:45～10:00

子育て相談（要予約） 妊娠中、子育て中の方など 1/ 9 ㈬ 10:00～11:00

４カ月児健診 平成24年９月生 1/22 ㈫ 12:20～12:50

１歳児健診 平成24年１月生 1/ 9 ㈬ 13:00～13:30

１歳６カ月児健診 平成23年６月生 1/23 ㈬ 12:20～12:50

３歳児健診 平成21年７月生 1/11 ㈮ 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

●四種混合予防接種



※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、お問い合わせください。

問合せ　健康推進課保健係

●栄養講座「体のさびをとって、生

　活慣病予防！」（２回コース）

碇ヶ関地域

日にち　１月16日㈬、１月30日㈬

場所　碇ヶ関地域福祉センター

平賀地域

日にち　１月21日㈪、２月４日㈪

場所　健康センター

尾上地域

日にち　１月25日㈮、２月15日㈮

場所　尾上保健センター

時間　13時30分～15時

内容　講話・軽運動

持ち物　筆記用具

※当日は動きやすい服装でおいでく

　ださい。

定員　各地域30人まで（先着順）

申込締切　１月11日㈮

問合せ　健康推進課予防係

●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　１月10日㈭９時～11時30分

内容　新年会（もちつき）

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
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きます。

場所　収納課（本庁舎２階）

■夜間窓口

日時　12月21日㈮17時～19時

■休日窓口

日時　12月23日㈰８時30分～17時

問合せ　収納課収納係

●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

　１月９日㈬健康センター

　１月16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

●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　12月19日㈬、１月23日㈬

　　　　２月27日㈬、３月13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

●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

■12月20日㈭、１月24日㈭

　13時～16時　尾上総合支所会議室

■12月27日㈭、1月17日㈭

　13時～16時　黒石商工会議所

■１月10日㈭、２月７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

各種相談

●困りごと相談

●こころとからだの相談
●デイケアを開催します

●休日・夜間納税窓口

●栄養講座「体のさびをとって

　生活習慣病予防！」２回コース

　従業者 4人以上のすべての製造事業所を対象

に、平成24年12月31日時点で、平成24年工業統

計調査を実施します。

　工業統計調査は、工業の実態を明らかにする

ための政府の重要な調査で、統計法に基づく報

告義務のある基幹統計調査です。調査の結果は、

中小企業施策や地域振興など、国および地域行

政施策のための基礎資料として利活用されます。

　調査票に記入した内容は、統計作成の目的以外（税の資料など）に使

用することは絶対にありません。12月下旬から１月にかけて調査員が

事業所へ伺いますので、調査の趣旨・必要性をご理解いただき、調査

票への正確なご記入をお願いします。

問合せ ： 企画財政課　企画調整係

☎４４‐１１１１（内線１４３３・１４３４）

平成24年工業統計調査への
ご協力をお願いします

●創業・起業支援個別相談会

工業統計キャラクター

コウちゃん
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●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　１月７日㈪、18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

○催し

●家庭教育講演会

　市では「学校・家庭・地域の連携

を強化し、地域全体で子どもたちを

育てる」をテーマに、家庭教育講演

会を開催します。看護学、家族機能

を専門とする先生が親の役割や子ど

もとの接し方、子どもの思春期につ

いて講演します。

　どなたでも参加できます。地域で

支えあう子育てについて、みなさん

と一緒に学びましょう。

日時　１月20日㈰　９時30分

場所　文化センター中研修室

内容

　「家庭教育を考えるー子どもの発

　達、そして親育ち」

講師　青森県立保健大学教授

　　　中村由美子氏

対象

　学校支援ボランティアの皆さん、

児童・生徒の保護者、子育て支援に

興味のある方、一般市民の方

申込み・問合せ

　生涯学習課社会教育係

☎ 44-1221

●つがる弁カルタ大会

　ふるさとの津軽弁を継承していく

ために、楽しいつがる弁のカルタ大

会を開催します。ふるってご参加く

ださい。

日時　１月10日㈭

　　　９時30分～11時30分

場所　文化センター２階中研修室

対象　小学生までの子供

定員　60人（先着順）

※定員になり次第締め切ります。

参加料　無料

申込締切　12月28日㈮

申込み・問合せ

　平賀図書館　☎ 44-7665

●平成の寺子屋

　「人の話を聴く」ことや「人に伝え

る」ということは簡単なようで難し

いです。「この人と話して良かった」

と思ってもらえるコミュニケーショ

ンとは、どのようなものでしょうか。

　人を大切にするコミュニケーショ

ンについてお話をします。

日時　１月17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

　「人とうまくつきあうコミュニ    

　ケーション」

講師　弘前学院大学社会福祉学部　

　　　准教授　小川幸裕氏

参加料　無料

申込締切　１月12日㈯

申込み・問合せ　

　平賀公民館　☎ 44-1221

●津軽の名人・達人バンクふれあい

　まつり

　津軽広域連合では、津軽地域の一

芸に秀でた人材を「津軽の名人・達

人バンク」に登録し、その秀逸した

技能や作品を発表・展示して、圏域

の皆さんに事業を周知し、体験して

もらうため「津軽の名人・達人ふれ

あいまつり」を開催します。

　ステージイベント当日は、圏域内

のゆるキャラも応援に来てくれます

ので、ぜひお越しください。

日時　

展示・体験イベント

１月12日㈯～14日㈪　10時～17時

ステージイベント

１月14日㈪　13時～ 16時

場所　さくら野百貨店弘前店１階ア

　　　クアリウム渡嘉敷
問合せ   津軽広域連合　☎ 82-1201

○おしらせ

●障害児福祉手当・特別障害者手当

　身体・知的・精神に著しく重度で

永続する障がいがあり、日常生活に
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●障害児福祉手当・特別障
　害者手当

催し

●津軽の名人・達人バンク

　ふれあいまつり

　スーパーに行くと、色々な食材が並んでいます。

　四季の変化に富んだ日本は、それぞれの季節に収穫された魚、野菜、

果物の旬の食材を味わうことができます。

　旬の食材は、大量に流通するために価格も安く、栄養価も高いです。

また、地元で生産されたものも多く、鮮度の良いものを食べることが

できます。

　ハウス栽培される野菜や果物は、加温して育てるため、エネルギー

を消費して作られます。しかし、旬の食材は、自然の営みに従って育っ

ているので、環境に優しいだけでなく、安全性が高いといえます。

　旬の食材を使って、季節感を味わってみてください。

問合せ　教育委員会　学校教育課

●食育通信⑨　～旬の食材～

おしらせ

●つがる弁カルタ大会

●「消費者トラブル」
　　＆「多重債務」相談窓口

●家庭教育講演会

●健康相談 ●平成の寺子屋



い。

※ 12月29日㈯～ 1 月３日㈭までは、

　市管工事組合（☎44‐9310　受 

　付時間　８時～ 17時）が対応し

　ます。

問合せ　上下水道課上水道係

タオルや布を巻いて、お湯を少しず

つかけてください。軽い凍結の場合

は、これで水が出ます。

　どうしても直らない時や破裂した

時は、水抜き栓を閉めて、市の指定

給水装置工事業者へ連絡してくださ

おいて常時特別の介護を必要とする

在宅の方で支給要件を満たす方に支

給します。

対象　

障害児福祉手当（月額14,280円）

　在宅の重度心身障害児で常時介護

を必要とする20歳未満の方

※施設に入所している方、扶養義務

　者の所得が一定額以上の方は該当

　しません。

特別障害者手当（月額26,260円）

　在宅の最重度心身障害者で常時特

別の介護を必要とする20歳以上の

方

※施設に入所している方、病院や介

　護老人保健施設に３カ月を超えて

　入院している方、本人または扶養

　義務者の方の所得が一定額以上の

　方は該当しません。

支給月　２・５・８・11月

※それぞれの前月分まで支給します。

手続き

　指定の診断書などが必要です。診

断書の内容により判断を行うため認

定できない場合もあります。詳しく

は事前にお問い合わせください。

問合せ　福祉課高齢障害支援係

●水道管の凍結にご注意を

　気温がマイナス４度以下の厳しい

寒さになると水道管が凍結し、破裂

する恐れがあります。

　冬期間は水道管が凍らないように

凍結防止対策をお願いします。

凍結から守るためには

■水道管を保温する

　水道管や蛇口の部分を身近にある

布や毛布などを巻いて保温し、水が

入らないようビニールテープで固定

する。

■水抜き栓を使って水道管の水を抜く

　水抜き栓を完全に閉めて、蛇口

を全部開ける。しばらくして「スー」

と空気が入ったのを確認してから蛇

口を閉める。

　夜間や長い期間使わないときは、

水抜き作業を行いましょう。

凍結したときは

　無理にハンドルを回さないでくだ

さい。蛇口など露出している部分に
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国民年金
～保険料後納制度のお知らせ～

　広報７月号でもお知らせしまし

たが、国民年金保険料の納付可能

期間の延長が始まっています。

　国民年金保険料は、納期限より

２年を経過した場合、時効によっ

て納付することができなくなりま

すが、過去10年間に納めることが

できなかった保険料については、

平成24年10月１日～平成27年９月

30日までの３年間に限り、保険料

を納付することが可能になりまし

た。これを「後納制度」といいます。

この後納制度を利用することで、

年金額を増やすことはもちろん、

納付した期間が不足したことによ

り年金の受給ができなかった方に

ついても年金受給資格を得られる

場合があります。

　なお、毎月の国民年金保険料の

納付は、原則として翌月末日まで

と定められています。納付期限ま

でに納めないと、障害基礎年金や

遺族基礎年金を受給できなくなる

ことがありますので、納め忘れの

ないようにしてください。

　また、申出日の属する年度から

起算して３年度を超える期間の

保険料を納付する際は、保険料額

に加算金がつきますのでご注意く

ださい。もうすでに老齢基礎年金

の受給権をお持ちの方（年金をも

らっている方）は納めることがで

きません。

◆申込方法

　平成27年９月30日までに「国民

年金後納保険料の申込書」に必要

事項を記載して、弘前年金事務所

にお申し込みください。

●水道管の凍結にご注意を

　つる割れりんご対策プロジェクトチームではりんごのつる割れ軽減

を図るため、さまざまな角度から農家目線での実験を数々行っていま

す。その一つとして今年度は土壌粉砕機を使用し土壌改善を図り、つ

る割れ軽減に努めています。つる割れは直接農家の所得低下につなが

ります。近年はつる割れ発生が少ないですが、開花が早く雨が多い年

はつる割れが多い傾向にあるため、単年度限りの対策ではなく長い期

間で対策が必要と思われます。土壌改善は短い期間での成果が出にく

いですが、りんご農家の皆さんも試してみませんか？

　土壌粉砕機に興味のある方は、お問い合わせください。

問合せ　農林課果樹振興係（内線 2175・2176）

りんご農家のみなさん！試してみませんか？

りんごのつる割れ 土壌粉砕機での土壌改善の様子
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　８割を土地代から差し引いて買い

　受けることができます。

申込み・問合せ

▷農業委員会事務局

▷公益社団法人あおもり農林業支援

　センター　☎ 017‐773‐3131

●雪害防止対策をしましょう！

　平成24年度は豪雪により、りんご

枝折れやハウス倒壊などの被害があ

りました。

　今年度は早めに雪害防止対策を行

い、被害に遭わないようにしましょ

う。りんごでは支柱を入れたり枝吊

りや苗木の結束を行い、ハウスでは

ビニールを撤去しましょう。また豪

雪に備え、事前に融雪促進剤を準備

しておきましょう。

問合せ　農林課果樹振興係

●農業委員会委員選挙人名簿登載申

　請書の提出について

　農業委員会委員選挙人名簿は、有

権者からの申請に基づき毎年１月１

日現在の選挙資格を調査し、調製す

ることになっています。

　このため農業委員会では、12月下

旬に農家（10a以上耕作者）の皆さん

へ「農業委員会委員選挙人名簿登載

申請書」を送付します。申請書は、

「記載例」などを参考に記載し、押印

の上同封した封筒に入れて、回収員

が訪問した際にお渡しくださるよう

お願いします。

　なお、この申請書の提出がない場

合は、選挙人名簿に登載されません

ので、お忘れのないよう申請してく

ださい。

　不明な点がありましたら、お問い

合わせください。

問合せ　農業委員会事務局

●農地保有合理化事業で有利に規模

　拡大を！

　公益社団法人あおもり農林業支援

センターでは、平成24年４月から社

団法人青い森農林振興公社に代わっ

て農地保有合理化事業を実施してい

ます。

　農家の方がこれまで公社と結んで

いた契約も、支援センターがそのま

ま引き継いでいます。

　農地保有合理化事業は、経営規模

を縮小する出し手農家から支援セン

ターが農地を買い入れ（借り入れ）、

規模を拡大する受け手農家に売り渡

す（貸し付ける）事業で、毎年多くの

農家が利用し、その良さを実感して

います。

　契約書類の作成はすべて支援セン

ターが行い、少しの手数料はかかり

ますが、税制面などでのメリットが

ありますので、農地の売り買い、貸

し借りの際は、支援センターの農地

保有合理化事業をご活用ください。

　事業の要件など詳細については、

ご相談ください。

メリットの例

①農地を売る場合、譲渡所得税の

　800万円控除を受けることができ

　ます。

②農地を買う場合、不動産取得税が

　３分の２に軽減されます。

③農地を今すぐ買うことができない

　場合は、その農地を５年間借り受

　けて、５年後に支払った賃借料の

　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：８人）

1/10 ㈭ 10:00～12:00 2013年のカレンダーを作ろう！‐エクセルで卓上カレンダー作成

1/12 ㈯ 10:00～12:00 住所録を作ろう！‐届いた年賀状を10枚ほどご持参ください

1/18 ㈮ 13:30～15:30 エクセルって何？基本から学ぼう！‐文字の色・サイズ変更など

1/23 ㈬ 13:30～15:30 エクセルの便利な機能を知ろう！‐オートフィル、セル内改行など

1/25 ㈮ 13:30～15:30 エクセルの得意技、計算式がわかる！‐四則演算、簡単な関数など

1/30 ㈬ 10:00～12:00 名刺を作ろう！‐ワードで名刺作成

場所　文化センター２階　　申込開始　12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）

●ＩＴサポートセンター　無料相談・講習会
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●農業委員会委員選挙人名
　簿登載申請書の提出

●農地保有合理化事業で有
　利に規模拡大を！

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

冬期講習受付中！

借金問題解決します
依頼すると支払いはすぐに止まります

債務整理は実績豊富な当事務所へ
（完済した方は過払い返還有り）

※当事務所では、旧金木町出身の
　白川が相談窓口となっています
　ので、津軽弁でお気軽にお電話
　下さい（土・日・祝日可）。
　白川携帯　090-6793-9487
　E-mail　　nebuta@live.jp

〒 231-0031
神奈川県横浜市中区万代
町3-5-10シャロン横浜大
通公園202号
森田文行法律事務所
電話　045-663-5511
FAX　045-681-4366
弁護士　森田 文行

（横浜弁護士会所属）

報酬は月々１万円から
（相談料は無料）

＜事務所案内＞

●雪害防止対策をしましょう

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　２０１２．１２

柏木町　色
い ろ は

葉ちゃん　田　本　真　吾

原田　　來
ら い き

輝くん　　神　　　　　司

館田　　実
み ほ

歩ちゃん　古　川　弘　悦

松崎　　笑
え み り

莉ちゃん　舘　下　直　樹

新館　　健
け ん た

太くん　　浅　原　浩　司

光城　　愛
あ ゆ み

歩ちゃん　工　藤　　　雅

金屋　　秀
し ゅ う と

斗くん　　松　田　　　悟

金屋　　蓮
れ ん

くん　　　小田桐　博　之

南田中　徳
と く な り

成くん　　工　 　慎太郎

南田中　煌
き ら と

斗くん　　村　上　健　太

高木　　ゆのちゃん　山　田　　　悟

新屋町　莉
り あ

亜ちゃん　工　藤　慎　吾

中佐渡　晃
き ら

くん　　　宮　川　明　彦

　小和森　　　工　藤　達　也

　館田　　　　乗　田　牧　子

　尾崎　　　　三　浦　　　謙

　光城　　　　山　形　　　圭

　高木　　　　下　山　翔　平

　南田中　　　齋　藤　美和子

　松崎　　　　藤　田　秀　平

　つがる市　　田　村　帆　波　

　

柏木町　三　浦　　　勉　77

柏木町　一　戸　武　明　77

柏木町　古　川　一　二　80

大坊　　齋　藤　タ　エ　82

大光寺　小山内　　　勇　79

館田　　相　馬　　　隆　78

松館　　今　井　ツ　ヤ　84

松館　　對　馬　利　男　83

本町　　福　士　良　子　83

本町　　秋　元　德四郎　88

唐竹　　佐　藤　太一郎　82

唐竹　　工　藤　ハ　ナ　90

唐竹　　阿　部　昭　男　59

新館　　木　村　長　二　88

広船　　外　川　　　康　88

新屋　　佐　 　キ　ヱ　88

新屋　　齋　藤　　　一　81

新屋　　小　野　み　つ　73

尾崎　　村　上　徹　雄　88

町居　　木　村　ミ　ワ　82

金屋　　駒　井　　　良　81

高木　　工　藤　秋　義　74

尾上　　西　谷　　　清　79

新屋町　楠　美　ツ　ヤ　70

新屋町　山　口　清　一　78

猿賀　　清　 　　　孝　62

猿賀　　松　田　陸奧雄　86

猿賀　　木　村　ノブエ　94

中佐渡　小田桐　　　功　75

日沼　　葛　西　ハチヱ　83

碇ヶ関　秋　元　繁　憲　74

古懸　　柴　田　福　蔵　78

古懸　　木　村　整　司　81

久吉　　岸　　　初　代　86

戸 籍

だ よ り

11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。

11月末現在の人口と世帯数　※（）は前月比。

　■人口　　33‚514人　（－76）　■男性　15‚720人　■女性　17‚794人

　■世帯数　11‚443世帯（－６）　■転入　23人　　　■転出　65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

 飼 料 米 買 い ま す ！
〒 038-2801

青森県つがる市木造丸山竹鼻 118-5
　TEL0173-26-4177　FAX0173-26-3688
　URL http://www.kimurafarm.jp　　E-MAIL kmfarm@infoaomori.ne.jp

詳しい内容や疑問などいつでも連絡下さい。　飼料米担当 中村まで
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問合せ：商工観光課　観光係　 ☎４４‐１１１１（内線２１８４）

１開会セレモニーにはゆるキャラも勢ぞろいし、華々しくイベ

ントが始まりました　２松崎小学校マーチングバンドはカラフ

ルな衣装で登場し、息の合った演奏で会場を盛り上げました　

３市と友好親善交流盟約を結ぶ南九州市とさつま農協は知覧茶

とサツマイモを販売しました　４地産地消カレーには長い行列

ができる盛況ぶりでした　５男女とも行われたストラックアウ

ト大会は的を射ぬくたび大盛り上がりでした　６地元のもち米

を使ったもちつき実演。つきたての餅が振る舞われました　７

ジャズライブでは軽快なリズムが会場全体を包み込みました

　11 月23日、24の両日、「ひらかわフェスタ2012～地産地消＆食

育フェア～」がひらかドームで開催されました。

　市物産協会加盟店や農業団体が農畜産産物や加工品を販売し、

新鮮や野菜を買い求めたりと、多くの来場者で賑わいました。中

でも「地産地消カレー」や「ひらかわ牛」の丸焼きには長蛇の列がで

き、家族連れなどが美味しそうに頬張っていました。

　また市の食育推進キャラクター「ひらかわ元気ファミリー」が寸

劇で地場産品と食育推進をＰＲ。大じゃんけん大会などのイベン

トにも参加し、来場者との交流を深めていました。

　ステージイベントではバンジョー奏者の永生元伸さん（広船出

身）＆スピリッツオブデキシーによるジャズライブが行われまし

た。そのほか、市内小中学生による吹奏楽演奏やストラックアウ

ト、地産地消絵画コンクール表彰式など多彩なイベントで来場者

を楽しませました。

１ ２

６ ７

１ ３

ひらかわフェスタ2012
～地場産品＆食育フェア～

２１

３

４
５ ６

7

４４




