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　７月４日から６日にかけ、「青少年の非行・
被害防止全国強調月間」および「社会を明る
くする運動」の啓蒙活動が実施されました。
　この運動は、毎年７月を強調月間とし、地
域社会が一体となって青少年の非行および被
害の防止や、罪を犯した人たちの立ち直りに
対する理解・協力の促進に取り組む全国的な
運動です。
　河南地区保護司会平川連合会や青少年育成
平川市民会議が中心となり、街頭でのＰＲ
ティッシュの配布を行ったほか、市内の各学
校を訪問し、運動への理解・協力を呼びかけ
ました。

　７月 27 日、平川ジュニアアスリートサークルに所属す
る児童７人が陸上競技で県大会優勝などの成績を収め、
全国大会や東日本大会に出場することとなり、長尾市長
を表敬訪問しました。
　訪問した平川ジュニアアスリートサークルの須々田孝
聖代表は「全国大会で入賞することは大変難しいが、入
賞の可能性は十分あると思うので、練習を重ねていきた
い」と語りました。長尾市長は「陸上競技場を活用して
更なる高みを目指してほしい」と述べ、出場する児童ら
を激励しました。

陸上全国大会出場者市長表敬訪問

社会を明るくする運動 トップアスリートによる陸上教室
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市内の話題

　７月 23 日、世界陸上選手権男子 400 メー
トルハードル銅メダリストの為末大氏を講師
に招き、陸上教室が開催されました。
　あいにくの雨のため、前半はひらかドーム
でゲーム形式のウォーミングアップやスキッ
プで走る練習などを行い、天候が回復した後
半は陸上競技場に会場を移し、ハードル走、
幅跳び、やり投げ、スタートダッシュの４種
目の指導が行われました。
　トップアスリートから直接指導を受けられ
る貴重な機会に参加した市内在住の小中学生
約 200 人は、走る・跳ぶ・投げるの基本動
作を遊びの要素を取り入れたレッスンから楽
しみながら学びました。
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　８月２日と３日、平川市の夏の風物詩「平川ねぷたまつり」が開催されました。
　市内の 31 団体が出陣し、「ヤーヤドー」の威勢のいい掛け声を響かせながら、市役所
本庁舎前から弘南鉄道平賀駅前までを練り歩きました。
　各団体の趣向を凝らした踊りや心躍る囃子に、会場に詰めかけた観客たちは大いに盛
り上がり、最後に「世界一の扇ねぷた」が登場すると会場の熱気は最高潮に達しました。
　また、よさこいチーム「AOMORI 花嵐桜組」とフラダンス教室「カヘレラニ・アロハ」
が華麗な演舞を披露し、まつりに花を添えました。

平川ねぷた大賞：南田中子供会

優秀賞（大型団体の部）：町居ねぷた会 優秀賞（小型団体の部）：新屋町有志会優秀賞（小型団体の部）：八幡崎ねぷた同志会

熱く、
あつく！

燃
え
た

燃
え
た
夏

平川ねぷたまつり 2017
世界一！
World
No.1！
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生ごみ減量化モニター再募集中！

応募方法

紙類

箱類

缶類

ビン類

衣類・布類

報奨金交付までの主な流れ

・協力団体が、地域住民に呼びかけ ( 町内放送やチラシ ) を行う。
・再生資源取扱業者と、回収品目や搬入方法などの打ち合わせを行う。

・集団回収を行い、集まったごみを取扱業者に売却する。
・取扱業者に、平川市資源ごみ集荷取引伝票を渡し、伝票のうち、本人控と、市申請用を受け取る。

・集団回収後３か月以内に、資源ごみ回収運動推進報奨金交付申請書と、平川市資源ごみ集荷取引伝票 ( 取扱
業者が記入・押印したもの ) を、市役所の市民課に提出する。

・市役所で確認後、報奨金 ( ごみ１kg当たり４円）が交付される。

　資源ごみ集荷取引伝票は、市民課窓口で配布しています。また、資源物回収運動推進報奨金交付申請書は、

市ホームページ　→　くらしのガイド　→　ごみ・環境　→　補助・助成

ご不明な点がございましたら、市ホームページまたは、市民課環境衛生係までお問い合わせください。

<<<  回収できるごみ >>>

再生資源取扱業者一覧
株式会社　伸和産業
株式会社　大同紙業
平山商店
村岡商店
越野商店
有限会社　黒石スクラップセンター
有限会社　小笠原紙業

弘前市大字堅田一丁目４－２
弘前市大字川先四丁目１０－１
弘前市大字取上五丁目１６－７
黒石市八甲１０１－１８
黒石市大字追子野木三丁目７４－２
黒石市松原１４５
弘前市大字土堂字早川２７６－５

☎３５－５２５５
☎２７－５４２５
☎３２－０７０４
☎５２－６３６６
☎５２－３２３８
☎５２－３５６８
☎３６－２１９３

アルミ缶、スチール缶

大ビン、中ビン、小ビンビールプラスチック箱、一升瓶プラスチック箱

汚れてないもの・破れていないもの
が対象になります。

ごみの減量化にチャレンジしてみませんか？

生ごみ減量化モニター再募集中！

KOME
I

　市では、資源の有効活用、ごみの減量意識を普

及させるとともに地域住民のコミュニティ活動の

振興を図るため、家庭から排出される資源として

再生利用可能な資源ごみの回収を行い、市の清掃

事業に協力した団体に報奨金を交付しています。

　協力団体とは、町会、学校 PTA、子ども会、婦

人団体、老人クラブなど市内の団体が対象となり

ます。

　家庭から出る燃やせるごみの約50%
が生ごみで、そのうち80％が水分と言
われています。
　市では水切りの徹底による効果を検
証するため、生ごみ減量化モニターを
募集しています。
　水切器で生ごみ減量化を始めてみま
せんか？

からダウンロードできます。

モニター機器

問合せ：市民課　環境衛生係　☎44 -1111( 内線 1225・1226)

募集定員

募集条件
市内在住の方に限らせていただきます。

　市民課環境衛生係、尾上総合支所市民生活課市民係、碇ヶ関総合
支所市民生活課市民係いずれかの窓口にてお申し込みください。
　モニター機器はその場で引き渡しとなります ( 返却は不要です )。

概ね 80名
( 無くなりしだい終了 )

考えよう、ごみのこと

新聞紙、
ダンボール、雑誌類、紙パック

資源ごみ回収運動推進報奨金を
ご活用ください

2017-8　広報ひらかわ　 7
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応募方法

　がん検診や健康診査、健康づくり関連事業などの対象事業に参加したり、
個人の取り組みでポイントを獲得し、獲得したポイントに応じて参加賞を
もらったり、豪華商品が当たる抽選に応募できる企画です。

　がん検診や健康診査、健康づくり関連事業などの対象事業に参加したり、
個人の取り組みでポイントを獲得し、獲得したポイントに応じて参加賞を
もらったり、豪華商品が当たる抽選に応募できる企画です。

　平川市では市民の皆さまの健康づくりを応援するために、「ひらかわ健
康ポイント事業」を実施しています。対象事業に参加して、健康づくりを
始めましょう。

　平川市では市民の皆さまの健康づくりを応援するために、「ひらかわ健
康ポイント事業」を実施しています。対象事業に参加して、健康づくりを
始めましょう。

１．ポイントカード ( チラシの中 ) を準備する。
２．Aがん検診や B健康診査の受診や C健康づくり関連事業に
　　参加したり、D個人の取り組みでポイントを獲得する。
３．ポイント数や住所氏名など必要事項を記入して応募する。
４．参加賞をもらう。

健康推進課健康増進係 ( 健康センター内 )、尾上総合支所市民生活課、碇ヶ関総合支所市民生活課、葛川支所

ひらかわ健康ポイントとは

参加してみよう♪

参加賞対象事業

A、B、C、Dの中から２ポイントで
参加賞がもらえます。

A、B、C、Dの中から３ポイントで
抽選に応募ができます。

獲得ポイント 抽選資格

５ポイント以上
４ポイント以上
３ポイント以上

５ポイント以上コース
４ポイント以上コース
３ポイント以上コース

検診については「平川市健康カレ
ンダー」の 9～ 14 ページまたは
市ホームページをご覧ください。

＜問合せ＞　健康推進課健康増進係（健康センター内）　☎44-1111（内線 1141・1145・1146）　

＜応募窓口・参加商品交換所・チラシ設置場所＞

応募および参加商品交換期間

平成 29年６月１日㈭～
　　　平成 30年２月 20日㈫

当選通知　平成 30年３月初旬予定

上位で当選の場合、下位の抽選資格がなくなります。

KOME
I

Let’ s Challenge!

５ポイントコース／２万円相当 (５名様 )　４ポイントコース／１万円相当 (10名様 )　３ポイントコース／5,000円相当 (各 15名様 )

５ポイント以上コース 4ポイント以上コース 3ポイント以上コース

A.がん検診
B.健康診査

C.健康づくり関連事業
D. 個人の取り組み

マッサージシート (２万円相当 ) IH対応ニューセラム鍋 (１万円相当 )
地場産品
(５千円相当 )

加湿・除湿機
(５千円相当 )

抽
選
で
貰
え
る
！

ポ
イ
ン
ト
を

た
め
て どちらが当たるかはお楽しみ♪

ひらかわ健康ポイント

獲得ポイントが
多ければ多いほど
抽選回数が
増えます。

※参加賞、抽選への応募はどちらも
　Aと Bのいずれか必須です。

※写真はイメージです。

　県内在住の高齢者に対して、県の防災担当職員を名乗る者から「一人暮らしの高齢
者向けに防災ヘルメットを配布している」との内容の電話をかけてくる事例が発生し
ています。
　県および市では、高齢者に限らず県民の皆さまに防災ヘルメットなどの防災グッズ
を配布する事業は行っておりませんので、ご注意ください。
　なお、不審な点があるときは、県防災危機管理課または市総務課消防防災係までお
問い合わせください。

問合せ：青森県防災危機管理課　☎017-734-9088・017-734-9181
総務課　消防防災係　　☎44-1111（内線 1354）

平川消防署からのおしらせ

目が覚めたら部屋は炎と煙に包まれていた・・・
あなたは何を思いますか？
　住宅用火災警報器設置が義務化されてから 10 年になろうとしていますが、平川市の設置率は決して
高くありません。
　自分と家族の命を守るため、住宅用火災警報器を設置しましょう。

□住宅用火災警報器とは？
　住宅火災による死者の多くは「逃げ遅れ」によって命を失っています。
　火事が起きたことに気づかず煙によって視界と呼吸を妨げられ命を落
とす・・・。このような状況を防ぐために全ての住宅に設置が義務付け
られているのが「住宅用火災警報器」です。

□本当に効果があるの？
　アメリカでは日本に先駆けて 1970 年代後半から住宅用火災警報器の
設置を義務化していますが、現在は設置率が 95％以上となり、火災によ
る死者は半分近く減っています。また、日本でも住宅用火災警報器の設
置により死者は３分の２まで減少するという統計が出ています。
　このように住宅用火災警報器は住宅火災による死者を減らす大きな効
果を持っています。

□メンテナンスは必要？
　電池式のものは電池または機器交換が必要になります。電池の寿命は
メーカーにより異なりますが 10 年程度です。定期的に作動確認を行い、
作動しない場合は電池または機器の交換を行ってください。

住宅用火災警報器で助かる命があります。
　自分と家族の大切な命を守るために住宅用火災警報器は必ず設置し、
平川市の設置率 100％を目指しましょう。

問合せ：平川消防署　☎44-3122
　　　　碇ヶ関分署　☎45-2240

　平成 28 年の統計では日本全国の
設置率は 81％にとどまっており、
青森県は 73％と全国平均を下回っ
ています（全国 42位）。
　また、平川市の設置率は県平均
を更に下回る 50％と、とても低い
水準です。

防災グッズ配布の不審電話に
ご 注 意 く だ さ い！！！!

!WARNING!

気
ぃ
つ
け
ね
ば

ま
い
ね
よ
！ 漢  雲
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応募方法

　がん検診や健康診査、健康づくり関連事業などの対象事業に参加したり、
個人の取り組みでポイントを獲得し、獲得したポイントに応じて参加賞を
もらったり、豪華商品が当たる抽選に応募できる企画です。

　がん検診や健康診査、健康づくり関連事業などの対象事業に参加したり、
個人の取り組みでポイントを獲得し、獲得したポイントに応じて参加賞を
もらったり、豪華商品が当たる抽選に応募できる企画です。

　平川市では市民の皆さまの健康づくりを応援するために、「ひらかわ健
康ポイント事業」を実施しています。対象事業に参加して、健康づくりを
始めましょう。

　平川市では市民の皆さまの健康づくりを応援するために、「ひらかわ健
康ポイント事業」を実施しています。対象事業に参加して、健康づくりを
始めましょう。

１．ポイントカード ( チラシの中 ) を準備する。
２．Aがん検診や B健康診査の受診や C健康づくり関連事業に
　　参加したり、D個人の取り組みでポイントを獲得する。
３．ポイント数や住所氏名など必要事項を記入して応募する。
４．参加賞をもらう。

健康推進課健康増進係 ( 健康センター内 )、尾上総合支所市民生活課、碇ヶ関総合支所市民生活課、葛川支所

ひらかわ健康ポイントとは

参加してみよう♪

参加賞対象事業

A、B、C、Dの中から２ポイントで
参加賞がもらえます。

A、B、C、Dの中から３ポイントで
抽選に応募ができます。

獲得ポイント 抽選資格

５ポイント以上
４ポイント以上
３ポイント以上

５ポイント以上コース
４ポイント以上コース
３ポイント以上コース

検診については「平川市健康カレ
ンダー」の 9～ 14 ページまたは
市ホームページをご覧ください。

＜問合せ＞　健康推進課健康増進係（健康センター内）　☎44-1111（内線 1141・1145・1146）　

＜応募窓口・参加商品交換所・チラシ設置場所＞

応募および参加商品交換期間

平成 29年６月１日㈭～
　　　平成 30年２月 20日㈫

当選通知　平成 30年３月初旬予定

上位で当選の場合、下位の抽選資格がなくなります。

KOME
I

Let’ s Challenge!

５ポイントコース／２万円相当 (５名様 )　４ポイントコース／１万円相当 (10名様 )　３ポイントコース／5,000円相当 (各 15名様 )

５ポイント以上コース 4ポイント以上コース 3ポイント以上コース

A.がん検診
B.健康診査

C.健康づくり関連事業
D. 個人の取り組み

マッサージシート (２万円相当 ) IH対応ニューセラム鍋 (１万円相当 )
地場産品
(５千円相当 )

加湿・除湿機
(５千円相当 )

抽
選
で
貰
え
る
！

ポ
イ
ン
ト
を

た
め
て どちらが当たるかはお楽しみ♪

ひらかわ健康ポイント

獲得ポイントが
多ければ多いほど
抽選回数が
増えます。

※参加賞、抽選への応募はどちらも
　Aと Bのいずれか必須です。

※写真はイメージです。

　県内在住の高齢者に対して、県の防災担当職員を名乗る者から「一人暮らしの高齢
者向けに防災ヘルメットを配布している」との内容の電話をかけてくる事例が発生し
ています。
　県および市では、高齢者に限らず県民の皆さまに防災ヘルメットなどの防災グッズ
を配布する事業は行っておりませんので、ご注意ください。
　なお、不審な点があるときは、県防災危機管理課または市総務課消防防災係までお
問い合わせください。

問合せ：青森県防災危機管理課　☎017-734-9088・017-734-9181
総務課　消防防災係　　☎44-1111（内線 1354）

平川消防署からのおしらせ

目が覚めたら部屋は炎と煙に包まれていた・・・
あなたは何を思いますか？
　住宅用火災警報器設置が義務化されてから 10 年になろうとしていますが、平川市の設置率は決して
高くありません。
　自分と家族の命を守るため、住宅用火災警報器を設置しましょう。

□住宅用火災警報器とは？
　住宅火災による死者の多くは「逃げ遅れ」によって命を失っています。
　火事が起きたことに気づかず煙によって視界と呼吸を妨げられ命を落
とす・・・。このような状況を防ぐために全ての住宅に設置が義務付け
られているのが「住宅用火災警報器」です。

□本当に効果があるの？
　アメリカでは日本に先駆けて 1970 年代後半から住宅用火災警報器の
設置を義務化していますが、現在は設置率が 95％以上となり、火災によ
る死者は半分近く減っています。また、日本でも住宅用火災警報器の設
置により死者は３分の２まで減少するという統計が出ています。
　このように住宅用火災警報器は住宅火災による死者を減らす大きな効
果を持っています。

□メンテナンスは必要？
　電池式のものは電池または機器交換が必要になります。電池の寿命は
メーカーにより異なりますが 10 年程度です。定期的に作動確認を行い、
作動しない場合は電池または機器の交換を行ってください。

住宅用火災警報器で助かる命があります。
　自分と家族の大切な命を守るために住宅用火災警報器は必ず設置し、
平川市の設置率 100％を目指しましょう。

問合せ：平川消防署　☎44-3122
　　　　碇ヶ関分署　☎45-2240

　平成 28 年の統計では日本全国の
設置率は 81％にとどまっており、
青森県は 73％と全国平均を下回っ
ています（全国 42位）。
　また、平川市の設置率は県平均
を更に下回る 50％と、とても低い
水準です。

防災グッズ配布の不審電話に
ご 注 意 く だ さ い！！！!

!WARNING!

気
ぃ
つ
け
ね
ば
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広報有料広告 ※広告の掲載については、総務課広報広聴係までお問い合わせください。

地球にやさしい
情報化社会

をめざして
TEL 017-761-5303

〒038-0031 青森市大字三内字丸山393番地270

FAX  017-761-5311

平
川

風の谷

平賀西中学校

小和森小学校

松崎小学校
弘前市
運動公園

大坊温泉

国道７号線

館田駅

新里駅

平
賀
駅

片側交互通行
（館田橋）

大型車通行止め

県道
144 号

 平賀
門外線

迂回路
平賀本町
郵便局

6500

500 2750 300 500

6800

C
L

ネット

足場板

吊りチェーン

朝顔

足場板

計画流量流下時水位 HWL=34.993

仮設ガードレール
C
LCL

2.45m

一般県道 平賀門外線
大型車の通行止め規制を行います

　一般県道平賀門外線の「館田橋」において、橋梁補修工事のため
片側交互通行および大型車通行止め規制を行います。

位置図および迂回路の例

← 工事箇所概要図

　工事中は道路幅員が２.４５ｍとなり、大
型車は通行することができなくなります
ので、迂回路をご利用ください。
　また、それ以外の車両も片側交互通行
となり混雑が予想されますので、通行の
際はご注意ください。

問合せ：中南地域県民局地域整備部
道路施設課　 　☎32-0800

＜工事期間＞

広報有料広告 ※広告の掲載については、総務課広報広聴係までお問い合わせください。

スマートフォンで広報ひらかわ

　

　アプリから、いつでもどこでも
「広報ひらかわ」を閲覧できます。
アプリのダウンロードはこちらから
※詳しくは市ホームページをご覧
　ください。

問合せ　総務課広報広聴係　☎44 -1111（内線 1353）

　あなたのお住まい
耐震リフォームしませんか？
　市では、木造住宅の耐震改修を促進するとともに、住宅の地震に対する安全性の向上を図ることを目的
とし、「平川市木造住宅耐震リフォーム促進支援事業」を実施します。
　助成を希望する方は、要件などを確認の上お申し込みください。

問合せ：都市計画課　建築係　☎44 -1111（内線 2234・2235）

万一の災害に備えるために

対象者

補助対象経費および補助金額

工事の要件

募集件数

申込期間

必要書類

対象住宅

対象工事

平成 29 年８月中旬

平成 32 年３月 31 日

※工事終了までとなります。
～

！！

　市内に住宅を所有し、その住宅に居住して
いる人で、市税を滞納していない方

⑴耐震診断により、上部構造評点が 1.0 未満と診
　断された住宅を同評点が 1.0 以上とし、 地震に対
　して安全な構造とするため行う補強であること。
⑵市内にある施工業者を利用すること。
※年度内に耐震改修工事を完成させることから、 
　広報ひらかわ７月号で募集している「耐震診断」 
　を８月末までに申し込む必要があります。なお、
　９月以降の申し込みは、来年度の「耐震改修工事」
　に申し込むことになります。

　賃貸住宅を除く次のいずれにも該当する持
ち家住宅です。
・一戸建ての住宅
　（併用住宅の場合は住宅部分の延べ面積が 
　全体の 1/2 以上であること）
・平川市木造住宅耐震診断支援事業による耐
　震診断の結果、上部構造評点が 1.0 未満と
　診断されたもの。

　耐震技術者により耐震改修計画が作成され
るとともに、工事監理が行われる耐震改修工
事または建て替え工事

　補助対象経費は、耐震改修または建て替え
に要する工事費、設計費および工事監理費の
合計、補助金は補助対象経費の 23.0％または
82 万２千円のいずれか低い額

５件（先着順）

８月 21 日㈪～ 11 月 17 日㈮

①申込書
②本人が確認できる書類（運転免許証など）
③耐震診断結果報告書の写し
④青森県木造住宅耐震補強シート
⑤市税の納税証明書など
⑥工事見積書（内訳明細の付いたもの）
⑦工事概要がわかる図面など ( 案内図、配置図、
　平面図など )

コンビニ
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広報有料広告 ※広告の掲載については、総務課広報広聴係までお問い合わせください。

地球にやさしい
情報化社会

をめざして
TEL 017-761-5303

〒038-0031 青森市大字三内字丸山393番地270

FAX  017-761-5311

平
川

風の谷

平賀西中学校

小和森小学校

松崎小学校
弘前市
運動公園

大坊温泉

国道７号線

館田駅

新里駅

平
賀
駅

片側交互通行
（館田橋）

大型車通行止め

県道
144 号

 平賀
門外線

迂回路
平賀本町
郵便局

6500

500 2750 300 500

6800

C
L

ネット

足場板

吊りチェーン

朝顔

足場板

計画流量流下時水位 HWL=34.993

仮設ガードレール
C
LCL

2.45m

一般県道 平賀門外線
大型車の通行止め規制を行います

　一般県道平賀門外線の「館田橋」において、橋梁補修工事のため
片側交互通行および大型車通行止め規制を行います。

位置図および迂回路の例

← 工事箇所概要図

　工事中は道路幅員が２.４５ｍとなり、大
型車は通行することができなくなります
ので、迂回路をご利用ください。
　また、それ以外の車両も片側交互通行
となり混雑が予想されますので、通行の
際はご注意ください。

問合せ：中南地域県民局地域整備部
道路施設課　 　☎32-0800

＜工事期間＞

広報有料広告 ※広告の掲載については、総務課広報広聴係までお問い合わせください。

スマートフォンで広報ひらかわ

　

　アプリから、いつでもどこでも
「広報ひらかわ」を閲覧できます。
アプリのダウンロードはこちらから
※詳しくは市ホームページをご覧
　ください。

問合せ　総務課広報広聴係　☎44 -1111（内線 1353）

　あなたのお住まい
耐震リフォームしませんか？
　市では、木造住宅の耐震改修を促進するとともに、住宅の地震に対する安全性の向上を図ることを目的
とし、「平川市木造住宅耐震リフォーム促進支援事業」を実施します。
　助成を希望する方は、要件などを確認の上お申し込みください。

問合せ：都市計画課　建築係　☎44 -1111（内線 2234・2235）

万一の災害に備えるために

対象者

補助対象経費および補助金額

工事の要件

募集件数

申込期間

必要書類

対象住宅

対象工事

平成 29 年８月中旬

平成 32 年３月 31 日

※工事終了までとなります。

～

！！

　市内に住宅を所有し、その住宅に居住して
いる人で、市税を滞納していない方

⑴耐震診断により、上部構造評点が 1.0 未満と診
　断された住宅を同評点が 1.0 以上とし、 地震に対
　して安全な構造とするため行う補強であること。
⑵市内にある施工業者を利用すること。
※年度内に耐震改修工事を完成させることから、 
　広報ひらかわ７月号で募集している「耐震診断」 
　を８月末までに申し込む必要があります。なお、
　９月以降の申し込みは、来年度の「耐震改修工事」
　に申し込むことになります。

　賃貸住宅を除く次のいずれにも該当する持
ち家住宅です。
・一戸建ての住宅
　（併用住宅の場合は住宅部分の延べ面積が 
　全体の 1/2 以上であること）
・平川市木造住宅耐震診断支援事業による耐
　震診断の結果、上部構造評点が 1.0 未満と
　診断されたもの。

　耐震技術者により耐震改修計画が作成され
るとともに、工事監理が行われる耐震改修工
事または建て替え工事

　補助対象経費は、耐震改修または建て替え
に要する工事費、設計費および工事監理費の
合計、補助金は補助対象経費の 23.0％または
82 万２千円のいずれか低い額

５件（先着順）

８月 21 日㈪～ 11 月 17 日㈮

①申込書
②本人が確認できる書類（運転免許証など）
③耐震診断結果報告書の写し
④青森県木造住宅耐震補強シート
⑤市税の納税証明書など
⑥工事見積書（内訳明細の付いたもの）
⑦工事概要がわかる図面など ( 案内図、配置図、
　平面図など )

コンビニ
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津軽
　広域

第 36 回暗門祭
西目屋村

８
月

９
月

10
月

とき イベント名 イベント内容【問合せ先】

黒石よされ
日本三大流し踊りの一つで、約2,000人規模の流し踊りは必見。飛び入り参加もできます

大川原の火流し 精霊流しが起源とされる伝統の奇祭。火のついたアシガヤの舟を引き、激流を下ります
黒石ねぷた、よされなどの黒石の夏祭りを一堂に集結。フィナーレの花火は圧巻です     【 】

灯篭流し 平川親水公園にて町民参加による供養灯篭流しが行われます　　　　      】
虹の湖ロックフェスティバル2017 特設ステージで開催される、熱い夏をさらに盛り上げる黒石発のロックフェスティバル　【 】

日 ファッション甲子園2017 日本全国から高校生が夢や希望を胸に弘前に集まり、高校生ファッションNo.1を競います　【 】
日 第48回津軽花火大会 幻想的な灯篭流しのあと、約4,000 発の花火が打ち上げられ、夏の夜空を美しく彩ります　  【 】

日 いなかだて村いちごフェスタ
村産いちごを使ったスイーツが道の駅いなかだてに大集合！ステージイベントもあります

ひらかわフェスタ2017
地場産品の販売や児童・園児の食育活動の紹介など、地産地消と食育を推進します

日 黒石こみせまつり
津軽三味線や津軽太鼓の演奏披露など、さまざまなイベントでこみせ通りを盛り上げます

日 カルチュアロード2017 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     【 】

ひろさきりんご収穫祭
りんご公園を会場に、弘前産りんごの収穫期を祝い、さまざまなPRイベントを行います

日 砂沢遺跡シンポジウム 重要文化財を持つ砂沢遺跡について、最新調査成果を含めてシンポジウムを開催します　【 】

日 第25回稲刈り体験ツアー
第１田んぼアート「ヤマタノオロチとスサノオノミコト」の稲刈り体験ができます

日 猿賀神社十五夜大祭 県下獅子踊大会、津軽民謡新人大会等のイベントが開催されます　　　                 【猿賀神社 ☎57-2016】

日 津軽民謡短期大学 民謡を愛する多くの方々に、伝統ある津軽民謡手踊りをお教えいたします　      
りんごの里板柳まるかじりウオーク2017 7、13、23ｋｍの３コース！りんごもぎとり体験もあります　　　   

月 日 中野もみじ山ライトアップ 紅葉の景勝地「中野もみじ山」の夜を、ムービングライトによるライトアップで彩ります    【 】

５thクラフト
こみち

小径2017
板柳町

市町村イベントカレンダー

自慢の作品が勢揃い

※津軽広域連合は、弘前市・黒石市・平川市・藤崎町・板柳町・大鰐町・田舎館村・西目屋村の８市町村により、要介護認定審査・障害支援区分判定審査の他、
　各種ソフト事業などのさまざまな事務事業を共同で実施する特別地方公共団体です。

　９月１７日㈰、西目屋村の秋の恒例イベント「暗門
祭」がアクアグリーンビレッジＡＮＭＯＮで行われま
す。当日はよさこいソーランやカラオケ大会、丸太切り
競争などイベントが盛りたくさんです。また、川原会
場では、県下登山ばやし白神大会が行われ、当日参加可
能な催しもありますので、この機会にぜひ、西目屋村に
お越しください。

日　付　9月17日㈰　
場　所　アクアグリーンビレッジANMON
　　　（西目屋村大字川原平）
問合せ　西目屋観光協会　☎85-2800

　今年で５回目となる野外クラフトフェア「クラフト小
径」を開催します！りんごがたわわに実った秋のアップ
ルモールを会場に、日本全国からプロのクラフト作家が
集い、各々の作品を展示販売するイベントです。板柳の
情報がつまったりんごの里の“小径”を散策しながら、作家
さんとの交流を楽しんでみませんか。
　ホームページ（http://craftkomichi.wordpress.com）も
随時更新中！

開催日　９月30日㈯　10時～16時
10月 1 日㈰　 ９時～16時

場　所　中央アップルモール
※板柳町役場（板柳町大字板柳字土井239-3）近く
入場料　無料
問合せ　同実行委員会　☎090-3405-4672 

　これから当分きびしい暑さが続くことが予想されま
すが、平川市産の桃を食べて、地産地消をしながら夏
バテを防止してみてはいかがでしょうか。
　なお、９月２日、３日にひらかドームで開催される
「ひらかわフェスタ 2017」においても、津軽みらい農
協のご協力のもと、新鮮な「津軽の桃」を販売する予
定です。興味のある方はぜひお立ち寄りください。

　当市では近年桃の生産量が増えており、８月から
９月頃までの間に平川市産の桃が販売される機会が
増えてきました。
　桃には様々な栄養素がありますが、特に豊富に含
まれるビタミン E やナイアシンなどの栄養素には夏
バテ防止の効果があり、その効能はうなぎに匹敵す
るともいわれています。

平川山岳会 小山内きもの着付愛好会
　残雪期の山開きから紅葉時期の山納めまでハイキ
ング、山菜、バスハイクなどなどで山を楽しみ体力
向上、リフレッシュに励んでいます。一緒に山歩き
はいかがですか。
　今年のバスハイクは、八幡平の後生掛付近のベコ
谷地登山口から毛せん峠、後生掛へ周遊するコース
で、紅葉、湿原、お湯の流れる沢、荒涼な山肌など
を歩く約4時間のルートを計画しました。
　登山後は周辺施設での入浴も予定しております。
日にち　10月４日㈬
　　　　※雨天時は集合後に対応を決めます。
費用　　バス代ほか5,000円
持ち物　雨具、昼食、行動食、着替え、水、入浴具
歩行時間　約４時間（高低差約400m、水場なし）
発着　文化センター駐車場　７時出発、18時帰着
申込締切　９月10日㈰
　興味のある方はお問い合わせください。また、バ
スハイク以外でも体験参加、会員募集中です。
問合せ　平川山岳会　田中　☎44-4598

　日本の伝統文化である「きもの」、美しいきものを
多くの方に楽しんでいただきたい…そんな思いでき
もの教室を続けております。
　きものは精神性の濃い衣服だと言われております。
衿を正す、折り目正しい、躾が良い、慎ましいなど、
これらの言葉はきものから生まれた言葉です。きも
のを装うことによって礼の心を回復させ、相手を思
いやる優しい心を身につける、そして美しい立ち居
振る舞いも身についていきます。
　今はきものを着て出かける機会が少なくなりまし
たが、タンスにはたくさんのきものが眠っているの
ではないでしょうか。タンスから出して教室で着て
みる。そして、その着物の思い出話をしてみるのも
楽しいことだと思います。
　着物の着つけを覚え、マナー、礼法の勉強をし、
美しい楽しい人生にしていきませんか。
問合せ　代表　小山内 昌子　　☎090-2980-7369

体育協会だより 文化協会だより

食育通信

夏バテ防止に｢桃｣がおすすめ！

問合せ：農林課 食産業振興係
☎44 -1111（内線 2177）

10 月 1日現在で
就業構造基本調査を実施します

　近年、我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、我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。
　調査対象となった地域には、9 月上旬より調査員
が伺います。
　お忙しい中恐れ入りますが、調査へのご協力を
お願いします。

統 計

問合せ：企画財政課 企画調整係
☎44 -1111（内線 1434）
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黒石よされ
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大川原の火流し 精霊流しが起源とされる伝統の奇祭。火のついたアシガヤの舟を引き、激流を下ります
黒石ねぷた、よされなどの黒石の夏祭りを一堂に集結。フィナーレの花火は圧巻です     【 】

灯篭流し 平川親水公園にて町民参加による供養灯篭流しが行われます　　　　      】
虹の湖ロックフェスティバル2017 特設ステージで開催される、熱い夏をさらに盛り上げる黒石発のロックフェスティバル　【 】
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日 第48回津軽花火大会 幻想的な灯篭流しのあと、約4,000 発の花火が打ち上げられ、夏の夜空を美しく彩ります　  【 】

日 いなかだて村いちごフェスタ
村産いちごを使ったスイーツが道の駅いなかだてに大集合！ステージイベントもあります

ひらかわフェスタ2017
地場産品の販売や児童・園児の食育活動の紹介など、地産地消と食育を推進します

日 黒石こみせまつり
津軽三味線や津軽太鼓の演奏披露など、さまざまなイベントでこみせ通りを盛り上げます

日 カルチュアロード2017 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     【 】

ひろさきりんご収穫祭
りんご公園を会場に、弘前産りんごの収穫期を祝い、さまざまなPRイベントを行います

日 砂沢遺跡シンポジウム 重要文化財を持つ砂沢遺跡について、最新調査成果を含めてシンポジウムを開催します　【 】

日 第25回稲刈り体験ツアー
第１田んぼアート「ヤマタノオロチとスサノオノミコト」の稲刈り体験ができます

日 猿賀神社十五夜大祭 県下獅子踊大会、津軽民謡新人大会等のイベントが開催されます　　　                 【猿賀神社 ☎57-2016】

日 津軽民謡短期大学 民謡を愛する多くの方々に、伝統ある津軽民謡手踊りをお教えいたします　      
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場では、県下登山ばやし白神大会が行われ、当日参加可
能な催しもありますので、この機会にぜひ、西目屋村に
お越しください。
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　　　（西目屋村大字川原平）
問合せ　西目屋観光協会　☎85-2800
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集い、各々の作品を展示販売するイベントです。板柳の
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さんとの交流を楽しんでみませんか。
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すが、平川市産の桃を食べて、地産地消をしながら夏
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増えてきました。
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まれるビタミン E やナイアシンなどの栄養素には夏
バテ防止の効果があり、その効能はうなぎに匹敵す
るともいわれています。

平川山岳会 小山内きもの着付愛好会
　残雪期の山開きから紅葉時期の山納めまでハイキ
ング、山菜、バスハイクなどなどで山を楽しみ体力
向上、リフレッシュに励んでいます。一緒に山歩き
はいかがですか。
　今年のバスハイクは、八幡平の後生掛付近のベコ
谷地登山口から毛せん峠、後生掛へ周遊するコース
で、紅葉、湿原、お湯の流れる沢、荒涼な山肌など
を歩く約4時間のルートを計画しました。
　登山後は周辺施設での入浴も予定しております。
日にち　10月４日㈬
　　　　※雨天時は集合後に対応を決めます。
費用　　バス代ほか5,000円
持ち物　雨具、昼食、行動食、着替え、水、入浴具
歩行時間　約４時間（高低差約400m、水場なし）
発着　文化センター駐車場　７時出発、18時帰着
申込締切　９月10日㈰
　興味のある方はお問い合わせください。また、バ
スハイク以外でも体験参加、会員募集中です。
問合せ　平川山岳会　田中　☎44-4598

　日本の伝統文化である「きもの」、美しいきものを
多くの方に楽しんでいただきたい…そんな思いでき
もの教室を続けております。
　きものは精神性の濃い衣服だと言われております。
衿を正す、折り目正しい、躾が良い、慎ましいなど、
これらの言葉はきものから生まれた言葉です。きも
のを装うことによって礼の心を回復させ、相手を思
いやる優しい心を身につける、そして美しい立ち居
振る舞いも身についていきます。
　今はきものを着て出かける機会が少なくなりまし
たが、タンスにはたくさんのきものが眠っているの
ではないでしょうか。タンスから出して教室で着て
みる。そして、その着物の思い出話をしてみるのも
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　着物の着つけを覚え、マナー、礼法の勉強をし、
美しい楽しい人生にしていきませんか。
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10 月 1日現在で
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　近年、我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、我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。
　調査対象となった地域には、9 月上旬より調査員
が伺います。
　お忙しい中恐れ入りますが、調査へのご協力を
お願いします。

統 計

問合せ：企画財政課 企画調整係
☎44 -1111（内線 1434）
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今月の
おしらせ

日時　９月16日㈯ 
場所　弘前市総合学習センター（弘前市
末広４丁目10－１） 
対象の相談
　①お金の問題（多重債務問題など）、②
遺産相続、③不動産売買、④税金など公共
料金の滞納、⑤ＤＶ・ 離婚問題、⑥依存症
問題、⑦その他くらしに関する悩み事 
予約　事前の予約が必要ですが、相談は
無料です。
問合せ　信用生協青森事務所
　　　　☎ 0120-102-143 
　　　　FAX 017-752-6756

団地名　西の平団地
所在地　平川市苗生松下東田41番地２
募集戸数　１戸（４階）　間取り３DK
※募集期間中の空き室の状況により、募
　集戸数が増えることがあります。
申込資格
・現に住宅に困窮していることが明らか
　な方（持ち家がないこと）
・現に同居し、または同居しようとする
　親族がいる方 
・単身入居は60歳以上の方
・世帯の合計所得が月額 158,000 円以下
　の方
※高齢者、障がい者、子育て世帯（未就
　学児童がいる世帯）は214,000円以下。
・入居者または同居しようとする親族が暴
　力団員でない方
・住民税を滞納されていない方
※ペットなどを飼う事はできません。
使用料（家賃）
　世帯の合計所得の月額に応じて決定
　（16,600円～ 32,600円程度）
※使用料と別に共益費などが必要です。
提出書類
・市営住宅入居申込書
・住民票（入居予定者全員分、本籍が記
　載されているもの）
・所得課税証明書（平成29年度分、高校
　生以下の方を除く全員分）
・納税証明書（平成28～29年度分、 課
　税されている方全員分）
・住宅の困窮事情報告書
・誓約書
・連帯保証人確約書
・障がい者の場合は、障害者手帳の写し
・アパートに住んでいる場合は、アパー

　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
　税務課収納係（本庁舎２階）
夜間窓口
　８月 25日㈮　17時～ 19時
休日窓口
　８月 27日㈰　８時 30分～ 17時
問合せ　税務課収納係

　行政に関する苦情や意見などがある
方、日常生活の中で困っていることや
人権に関することでお悩みの方は、こ
の機会にご利用ください。
日時　8月 25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　碇ケ関公民館談話室
問合せ　市民課市民係

　市と連携して生活再建相談事業を
行っている消費者信用生活協同組合に
よる無料相談会です。専門スタッフや
弁護士、保健師などがお金や暮らしに
関する悩みなどについて丁寧に聴き取
りし、一緒に解決の糸口を見つけます。

申込み・問合せ
　健康推進課健康増進係

　児童扶養手当を受給されている方
は、引き続き受給できるか確認するた
め８月中に「現況届」、受給開始から
５年など満了する方については「一部
支給停止適用除外事由届出書」（緑色
の用紙）を提出しなければなりません。
期限内に提出がない場合は、支給額減
額または支給停止となることがありま
すのでご注意ください。
持参するもの
・印鑑（スタンプ式を除く）　　
・平成 29 年１月１日現在平川市に住
　所のない方は、平成 29 年１月１日
　の住所地の市区町村が発行する「平
　成 29年度所得課税証明書」
・児童扶養手当一部支給停止適用除外
　事由届出書（緑色の用紙）
※対象者へ７月中旬に送付しています。
　該当する事由の添付書類（就業・求
　職活動・障がい・疾病など）と併せ
　て提出してください。
問合せ　子育て支援課子育て支援係

※電話、メール、FAX、郵送での受け
　付けはできません。
申込締切　９月 15日㈮
　　　　　※月曜日は休館日です。
受付時間　９時～ 21時
監督会議　９月 22日㈮
　　　　　平賀体育館会議室　19時～
※抽選、ルール確認を行いますので、　
　必ず出席してください。出席しない
　場合は欠場とします。
申込み・問合せ
　　　　B＆G尾上体育館　☎57-4633

　市では、若い人を対象に胃腸の疾患
のリスクを高める主な原因とされるヘ
リコバクターピロリ感染の有無を確認
するピロリ菌検査を無料で実施します。
対象者
　市内に住所を有する昭和 54 年３月
31日から平成９年４月１日生まれの方
検査方法　検便
料金　無料
申込締切　平成 30年３月 20日㈫
※過去にピロリ菌の除菌治療を受けた 
　方、胃または十二指腸の病気で治療
　を受けている方や手術歴のある方は
　対象外となります。

平川市役所　☎0172-44-1111（代表）　ホームページ　http://www.city.hirakawa.lg.jp/

相　談

募　集
休日・夜間納税窓口

行政・人権相談所を開設します

市営住宅入居者募集

「解決の糸口を見つけに行こう！」
相談会

　トの契約書の写し
・その他申込者の状況により、必要と思
　われる書類
※市内に住んでいる方は、市営住宅入居
　申込書にマイナンバーを記載すること
　で、住民票、所得課税 証明書の提出が
　不要となります。
・個人番号カードまたは通知カードおよ
　び本人確認書類 (運転免許証など )
申込期間　8月15日㈫～9月14日㈭
※土・日曜日、祝日を除きます。
受付時間　8時15分～17時
入居の決定
　「平川市営住宅入居者選考委員会」の
意見を聞き、市長が決定します。
入居予定時期　10月下旬
※状況により変更することがあります。
入居決定後の手続き
敷金
　使用料の３か月分を入居前に納入して
いただきます。
連帯保証人
　市内に居住し、独立の生計を営み、か
つ、入居申込者と同程度以上の収入を有
する方2人が必要になります。
※郵送、電子メールでの申し込みはでき
　ませんので、ご注意願います。
※申し込み書類は市のホームページより
　ダウンロードするか、都市計画課で配
　布しております。
※詳しくは、市ホームページをご覧にな
　るか、都市計画課までお問い合わせく
　ださい。
申込み・問合せ　都市計画課建築係

航空学生
資格　高卒（見込み含む）かつ航空は
21歳未満、海上は23歳未満の方
受付締切　９月８日㈮
試験日　９月18日㈪
一般曹候補生
資格　18歳以上27歳未満の方
受付締切　９月８日㈮
試験日　９月16日㈯、17日㈰
自衛官候補生
資格　18歳以上27歳未満の方
受付締切　９月８日㈮
試験日
　男子　９月28日㈭、29日㈮
　女子　９月22日㈮
　詳細については、自衛隊弘前地域事務
所へお問い合わせください。
問合せ   自衛隊弘前地域事務所  ☎27-3871

自衛官募集

　尾上農村環境改善センター「さるか荘」
の改修工事に伴い、次の期間、施設を休
館します。ご不便をお掛けしますがご了
承くださいますようお願いします。
休館期間
　10月６日㈮～平成 30年３月31日㈯
問合せ　商工観光課

日時　９月 30日㈯
　　　13時 30分～ 16時
場所　尾上総合支所２階
　　　和室・クッキング室
参加費　無料
服装　料理しやすい服装・エプロン・三
角巾など
対象　市内在住の幼児～小学校低学年の
子どもと保護者　6組
内容　
　絵本などの読み聞かせ
　　読書会　おはなしこっとん
　お菓子づくり
　　食生活改善推進委員会　山口正子氏
申込期限　９月 16日㈯
※申し込み多数の場合は初参加の方を優
　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　尾上図書館
☎57-5980　FAX57-3323

日にち　９月 30日㈯、10月 15日㈰、
　　　　29日㈰
　　　　※予備日は 11月３日㈮です。
時間
　第１試合　９ 時 00分
　第２試合　10時 40分
　第３試合　12時 20分
　第４試合　14時 00分
場所　尾上野球場、平賀多目的広場
参加料　1チーム　3,500 円
参加資格　中学生以上の市民および市内
に勤務している方
※先着 12 チームで、中・高・大学生は
　２人以内。
申込方法　B＆G 尾上体育館窓口で申し
込み用紙に必要事項を記入の上、参加料
を添えて申し込んでください。

ピロリ菌検査がはじまります

お知らせ

第３回平川市長杯軟式野球大会

絵本にでてくる
お菓子づくりとおはなし会

さるか荘が休館します

topic 国民年金

国民年金保険料は、退職（失業）による
特例免除があります

●失業による特例免除とは
　通常、免除は本人・配偶者・世帯主の前年の所得額が、免除の基準額以下の
場合に承認されます。
　しかし、失業による特例免除を申請すると、失業した本人の前年の所得を除
外して審査することになります（配偶者、世帯主に一定以上の所得があるとき
は保険料免除が認められない場合があります）。

●免除をすると…万が一の際にも確かな保障が得られます。
　病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったと
きの遺族年金など、免除承認期間については支給対象の期間とされます。

　手続きは、申請する年度または前年度において退職（失業）の事実がある場
合に対象となります（配偶者、世帯主が退職された場合も対象になります）。
　失業していることを確認できる雇用保険受給資格者証または離職票の写しが
必要となります。

問合せ：国保年金課　年金係　☎44-1111（内線 1255・1256）

「児童扶養手当現況届」
忘れていませんか？

仕事を辞めて、国民年金の保険料を払っていけない…。
そんな時、失業による特例免除が申請できる場合があります。

　詳しくは国保年金課年金係または弘前年金事務所（☎27-1339）にお問い合
わせください。

NEWS
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今月の
おしらせ

日時　９月16日㈯ 
場所　弘前市総合学習センター（弘前市
末広４丁目10－１） 
対象の相談
　①お金の問題（多重債務問題など）、②
遺産相続、③不動産売買、④税金など公共
料金の滞納、⑤ＤＶ・ 離婚問題、⑥依存症
問題、⑦その他くらしに関する悩み事 
予約　事前の予約が必要ですが、相談は
無料です。
問合せ　信用生協青森事務所
　　　　☎ 0120-102-143 
　　　　FAX 017-752-6756

団地名　西の平団地
所在地　平川市苗生松下東田41番地２
募集戸数　１戸（４階）　間取り３DK
※募集期間中の空き室の状況により、募
　集戸数が増えることがあります。
申込資格
・現に住宅に困窮していることが明らか
　な方（持ち家がないこと）
・現に同居し、または同居しようとする
　親族がいる方 
・単身入居は60歳以上の方
・世帯の合計所得が月額 158,000 円以下
　の方
※高齢者、障がい者、子育て世帯（未就
　学児童がいる世帯）は214,000円以下。
・入居者または同居しようとする親族が暴
　力団員でない方
・住民税を滞納されていない方
※ペットなどを飼う事はできません。
使用料（家賃）
　世帯の合計所得の月額に応じて決定
　（16,600円～ 32,600円程度）
※使用料と別に共益費などが必要です。
提出書類
・市営住宅入居申込書
・住民票（入居予定者全員分、本籍が記
　載されているもの）
・所得課税証明書（平成29年度分、高校
　生以下の方を除く全員分）
・納税証明書（平成28～29年度分、 課
　税されている方全員分）
・住宅の困窮事情報告書
・誓約書
・連帯保証人確約書
・障がい者の場合は、障害者手帳の写し
・アパートに住んでいる場合は、アパー

　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
　税務課収納係（本庁舎２階）
夜間窓口
　８月 25日㈮　17時～ 19時
休日窓口
　８月 27日㈰　８時 30分～ 17時
問合せ　税務課収納係

　行政に関する苦情や意見などがある
方、日常生活の中で困っていることや
人権に関することでお悩みの方は、こ
の機会にご利用ください。
日時　8月 25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　碇ケ関公民館談話室
問合せ　市民課市民係

　市と連携して生活再建相談事業を
行っている消費者信用生活協同組合に
よる無料相談会です。専門スタッフや
弁護士、保健師などがお金や暮らしに
関する悩みなどについて丁寧に聴き取
りし、一緒に解決の糸口を見つけます。

申込み・問合せ
　健康推進課健康増進係

　児童扶養手当を受給されている方
は、引き続き受給できるか確認するた
め８月中に「現況届」、受給開始から
５年など満了する方については「一部
支給停止適用除外事由届出書」（緑色
の用紙）を提出しなければなりません。
期限内に提出がない場合は、支給額減
額または支給停止となることがありま
すのでご注意ください。
持参するもの
・印鑑（スタンプ式を除く）　　
・平成 29 年１月１日現在平川市に住
　所のない方は、平成 29 年１月１日
　の住所地の市区町村が発行する「平
　成 29年度所得課税証明書」
・児童扶養手当一部支給停止適用除外
　事由届出書（緑色の用紙）
※対象者へ７月中旬に送付しています。
　該当する事由の添付書類（就業・求
　職活動・障がい・疾病など）と併せ
　て提出してください。
問合せ　子育て支援課子育て支援係

※電話、メール、FAX、郵送での受け
　付けはできません。
申込締切　９月 15日㈮
　　　　　※月曜日は休館日です。
受付時間　９時～ 21時
監督会議　９月 22日㈮
　　　　　平賀体育館会議室　19時～
※抽選、ルール確認を行いますので、　
　必ず出席してください。出席しない
　場合は欠場とします。
申込み・問合せ
　　　　B＆G尾上体育館　☎57-4633

　市では、若い人を対象に胃腸の疾患
のリスクを高める主な原因とされるヘ
リコバクターピロリ感染の有無を確認
するピロリ菌検査を無料で実施します。
対象者
　市内に住所を有する昭和 54 年３月
31日から平成９年４月１日生まれの方
検査方法　検便
料金　無料
申込締切　平成 30年３月 20日㈫
※過去にピロリ菌の除菌治療を受けた 
　方、胃または十二指腸の病気で治療
　を受けている方や手術歴のある方は
　対象外となります。

平川市役所　☎0172-44-1111（代表）　ホームページ　http://www.city.hirakawa.lg.jp/

相　談

募　集
休日・夜間納税窓口

行政・人権相談所を開設します

市営住宅入居者募集

「解決の糸口を見つけに行こう！」
相談会

　トの契約書の写し
・その他申込者の状況により、必要と思
　われる書類
※市内に住んでいる方は、市営住宅入居
　申込書にマイナンバーを記載すること
　で、住民票、所得課税 証明書の提出が
　不要となります。
・個人番号カードまたは通知カードおよ
　び本人確認書類 (運転免許証など )
申込期間　8月15日㈫～9月14日㈭
※土・日曜日、祝日を除きます。
受付時間　8時15分～17時
入居の決定
　「平川市営住宅入居者選考委員会」の
意見を聞き、市長が決定します。
入居予定時期　10月下旬
※状況により変更することがあります。
入居決定後の手続き
敷金
　使用料の３か月分を入居前に納入して
いただきます。
連帯保証人
　市内に居住し、独立の生計を営み、か
つ、入居申込者と同程度以上の収入を有
する方2人が必要になります。
※郵送、電子メールでの申し込みはでき
　ませんので、ご注意願います。
※申し込み書類は市のホームページより
　ダウンロードするか、都市計画課で配
　布しております。
※詳しくは、市ホームページをご覧にな
　るか、都市計画課までお問い合わせく
　ださい。
申込み・問合せ　都市計画課建築係

航空学生
資格　高卒（見込み含む）かつ航空は
21歳未満、海上は23歳未満の方
受付締切　９月８日㈮
試験日　９月18日㈪
一般曹候補生
資格　18歳以上27歳未満の方
受付締切　９月８日㈮
試験日　９月16日㈯、17日㈰
自衛官候補生
資格　18歳以上27歳未満の方
受付締切　９月８日㈮
試験日
　男子　９月28日㈭、29日㈮
　女子　９月22日㈮
　詳細については、自衛隊弘前地域事務
所へお問い合わせください。
問合せ   自衛隊弘前地域事務所  ☎27-3871

自衛官募集

　尾上農村環境改善センター「さるか荘」
の改修工事に伴い、次の期間、施設を休
館します。ご不便をお掛けしますがご了
承くださいますようお願いします。
休館期間
　10月６日㈮～平成 30年３月31日㈯
問合せ　商工観光課

日時　９月 30日㈯
　　　13時 30分～ 16時
場所　尾上総合支所２階
　　　和室・クッキング室
参加費　無料
服装　料理しやすい服装・エプロン・三
角巾など
対象　市内在住の幼児～小学校低学年の
子どもと保護者　6組
内容　
　絵本などの読み聞かせ
　　読書会　おはなしこっとん
　お菓子づくり
　　食生活改善推進委員会　山口正子氏
申込期限　９月 16日㈯
※申し込み多数の場合は初参加の方を優
　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　尾上図書館
☎57-5980　FAX57-3323

日にち　９月 30日㈯、10月 15日㈰、
　　　　29日㈰
　　　　※予備日は 11月３日㈮です。
時間
　第１試合　９ 時 00分
　第２試合　10時 40分
　第３試合　12時 20分
　第４試合　14時 00分
場所　尾上野球場、平賀多目的広場
参加料　1チーム　3,500 円
参加資格　中学生以上の市民および市内
に勤務している方
※先着 12 チームで、中・高・大学生は
　２人以内。
申込方法　B＆G 尾上体育館窓口で申し
込み用紙に必要事項を記入の上、参加料
を添えて申し込んでください。

ピロリ菌検査がはじまります

お知らせ

第３回平川市長杯軟式野球大会

絵本にでてくる
お菓子づくりとおはなし会

さるか荘が休館します

topic 国民年金

国民年金保険料は、退職（失業）による
特例免除があります

●失業による特例免除とは
　通常、免除は本人・配偶者・世帯主の前年の所得額が、免除の基準額以下の
場合に承認されます。
　しかし、失業による特例免除を申請すると、失業した本人の前年の所得を除
外して審査することになります（配偶者、世帯主に一定以上の所得があるとき
は保険料免除が認められない場合があります）。

●免除をすると…万が一の際にも確かな保障が得られます。
　病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなったと
きの遺族年金など、免除承認期間については支給対象の期間とされます。

　手続きは、申請する年度または前年度において退職（失業）の事実がある場
合に対象となります（配偶者、世帯主が退職された場合も対象になります）。
　失業していることを確認できる雇用保険受給資格者証または離職票の写しが
必要となります。

問合せ：国保年金課　年金係　☎44-1111（内線 1255・1256）

「児童扶養手当現況届」
忘れていませんか？

仕事を辞めて、国民年金の保険料を払っていけない…。
そんな時、失業による特例免除が申請できる場合があります。

　詳しくは国保年金課年金係または弘前年金事務所（☎27-1339）にお問い合
わせください。

NEWS
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□市の子宮頸がん・乳がん検診は２年に１回無料で受診できます。クーポン券が送付された
　方は、受診の際にお持ちください。

※母子健康手帳は尾上・碇ヶ関総合支所でも交付していますが、妊婦
　窓口相談は健康センターのみとなりますので、可能な限り健康セン
　ターへお越しください。
※妊婦以外の方が来所される場合は、委任状が必要になりますので、
　ご連絡ください。

健康のおしらせ health information

集団検診

　母子健康手帳交付時に、保健師より妊娠中の過ごし方、妊婦健診
などの説明や相談を行っています。

母子健康手帳の交付･妊婦窓口相談

※伝染性疾患または熱のある方は日程を変更いたしますので、係までご連絡ください。
※３歳児健診は３歳６か月～７か月児が対象で、個別通知は３歳児健診のみとなります。
※健診の予約は不要で、健診は無料となります。

・特定健診・後期高齢者健康診査
・生活保護受給者健康診査
・各種がん検診・肝炎ウイルス検査
※検診の内容により対象者が異なります
　ので、詳しくはお問い合わせください。

８月21日㈪ 
８月24日㈭
８月28日㈪
９月１日㈮
９月８日㈮
９月13日㈬
９月15日㈮
 9月 19日㈫

６ ：45
　～８：00

９：00 ～ 10：00

・健康保険証
・特定または
   後期高齢者
   検診受診券
・受診票

・受診票
・健康手帳
（持っている方）
・バスタオル

新屋多目的集会所
李平集落改善センター
館田地区農業推進拠点施設
八幡崎地区農業研修センター
平賀農村婦人の家（館山）
大光寺コミュニティセンター
健康センター
南田中ふれあいセンター

受付時間実施日 場　所

時　間 持　ち　物

医師検診開始時間
７：00 ～ 開始

乳幼児健康診査・子育て広場　　■場所　健康センター　　

■問合せ　健康推進課健康増進係

□集団検診のがん検診は全て無料で受診できます。受診を希望する方は、検診日の10日前
　までにお申し込みください。

＜検診項目＞

８月 27 日㈰
９月 12 日㈫
９月 25 日㈪

健康センター
尾上地域福祉センター
健康センター

子育て広場※要予約

４か月児健診
１歳児健診
１歳６か月児健診
３歳児健診

妊娠中、子育て中の方など

平成 29 年５月生まれ
平成 28 年９月生まれ
平成 28 年２月生まれ
平成 26 年２月生まれ

９月 21 日㈭

９月 19 日㈫
９月 ６ 日㈬
９月 27 日㈬
９月 ８ 日㈮

10：00 ～ 11：30

12：20 ～ 12：40
12：10 ～ 12：30
12：20 ～ 12：40
11：50 ～ 12：20

種　別 対　　象 実施日 受付時間 持ち物
・母子健康手帳
・バスタオル
・小皿、スプーン
（離乳食を試食する方）
・筆記用具
・母子健康手帳
・バスタオル
・健康診査問診票
・尿 (３歳児のみ )

・妊娠届出書 ( 医療機関から発行 )
・妊娠連絡表 ( 県内の医療機関を受診した方のみ
・保険証 ( 国保の場合のみ )
・個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類
( 運転免許証など )

８時 15 分
   ～ 17 時

体重測定、育児相談、
離乳食の講話、試食、
親子遊びなど

献血のおしらせ　　 　「これって、うつ？」「眠れない」「お
酒がやめられない」「ひどく落ち込む
…」など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
健福祉士が相談に応じます。
日時
　９月６日㈬、20日㈬
　13時 30分～ 15時 30分
場所　健康センター相談室③
※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になりま
　す。
申込み・問合せ　福祉課障がい支援係

こころとからだの相談

　精神疾患治療中の家族が自由に話
し合い、学習しながら交流を深めら
れるよう家族会を開催しております。
日時　９月12日㈫　10 時～12時
　　　※毎月第２火曜日を予定。
内容
　学習会「成年後見制度について」
場所　健康センター相談室③
※日程や場所など変更の場合もあり
　ますので、事前にお問い合わせく
　ださい。
問合せ 　福祉課障がい支援係

とんぼの会

　最近食欲の低下やよく眠れない方、
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、
司法書士、精神保健福祉士があらゆる
相談に応じます。
対象　市内にお住いの方
日時　８月23日㈬、９月13日㈬
　　　18時～ 20時
　　　※１週間前までに要予約。
場所　健康センター相談室③
申込み・問合せ
　健康推進課健康増進係

困りごと相談
　誰かとゆっくり話がしたい、悩み
を聴いてほしい、自分のことを分かっ
てほしいなど、あなたは誰かに聴い
てほしいことはありませんか？
　養成講座で研修を積んだ傾聴ボラ
ンティアが、あなたのお話をお聴き
します。秘密は厳守します。どなた
でもお越しください。
日時　９月26日㈫　13時～ 15時
　　　※時間内に随時。
場所　健康センターふれあい交流室
申込み　不要
問合せ　健康推進課健康増進係

傾聴サロン

実　施　日

介護予防教室　　■対象　65歳以上の方

時　間

時　間

場　所

場　所

申込先

申込先

９月 14 日㈭、９月 28 日㈭ 

９月 ５ 日㈫、９月 19 日㈫

９月 12 日㈫、９月 26 日㈫

９月 ２ 日㈯、９月 16 日㈯

体力アップ運動教室　　■対象　65歳以上の方で、介護認定のない方、運動制限のない方

実　施　日
９月５日㈫、９月 12 日㈫、
９月26 日㈫
９月 ６ 日㈬、９月 13 日㈬、
９月 27 日㈬

14：00 ～ 15：00

14：00 ～ 15：00

平賀体育館

生涯学習センター

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。

「体力・足腰の筋力アップ」「認知症予防」を目的とした運動教室を開催します。
初心者向けの楽しいプログラムです。各教室の定員はありませんので、参加してみませんか。

■弘前保健所からのおしらせ

９月６日㈬
９月６日㈬
９月 20 日㈬
８月 23 日㈬
９月 14 日㈭

10 ：30 ～ 11：30
13：00 ～ 14：00
17：30 ～ 18：30
13：00 ～ 13：30
13：00 ～ 14：00

ウィルス性肝炎検査
エイズ相談（即日検査・予約制）
※エイズ相談専用電話　☎38-2389
女性健康相談
精神保健福祉相談（予約制）

種　　別 実施日 受付時間
弘前保健所では各種相談・検査を実施します。

相談・検査をお考えの方や詳細については弘前保健所までお問い合わせ、
お申し込みください。　
申込み・問合せ　弘前保健所　☎33-8521

■問合せ　高齢介護課高齢福祉係

９月６日㈬、９月 13 日㈬
９月 20 日㈬、９月 27 日㈬ 

三笠在宅介護支援センター
☎44-8877
平賀在宅介護支援センター
☎44-6116
碇ヶ関在宅介護支援センター
☎45-2182
尾上在宅介護支援センター
☎57-5351
在宅介護支援センターさわやか園
☎43-5432

館田地区農業推進拠点施設

特別養護老人ホーム緑青園

碇ヶ関地域福祉センター

尾上地域福祉センター

特別養護老人ホームさわやか園

10：00 ～ 11：30

14：00 ～ 15：30

13：30 ～ 15：00

10：30 ～ 12：00

13：00 ～ 15：00

平賀体育館
☎ 44-5010

婦人科検診

・子宮頸がん検診（20歳以上の女性）
・乳がん検診（40歳以上の女性）

＜検診項目＞

受付時間実施日 場　所 持ち物

持ち物

12：30 ～ 13：30
集
　団
※9/12、9/25 は空きがあります。この機会にお申し込みください。

個
別
指定医療機関で受診できます。
受診するには「平川市がん検診対象者証明書」が必要です。

全血献血

※今年度20歳、40歳になる方も対象。

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。

持
ち
物

検診のおしらせ

■問合せ　健康推進課母子保健係母子・献血のおしらせ

けんこう教室スケジュール

日にち　９月 14 日㈭
場　所　青森県立柏木農業高等学校
時　間　９：30 ～ 12：15
　　　　13：15 ～ 14：00
場　所　健康センター
時　間　15：00 ～ 16：00

life

相談・サロン・その他

平川市役所　☎0172-44-1111（代表）
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□市の子宮頸がん・乳がん検診は２年に１回無料で受診できます。クーポン券が送付された
　方は、受診の際にお持ちください。

※母子健康手帳は尾上・碇ヶ関総合支所でも交付していますが、妊婦
　窓口相談は健康センターのみとなりますので、可能な限り健康セン
　ターへお越しください。
※妊婦以外の方が来所される場合は、委任状が必要になりますので、
　ご連絡ください。

健康のおしらせ health information

集団検診

　母子健康手帳交付時に、保健師より妊娠中の過ごし方、妊婦健診
などの説明や相談を行っています。

母子健康手帳の交付･妊婦窓口相談

※伝染性疾患または熱のある方は日程を変更いたしますので、係までご連絡ください。
※３歳児健診は３歳６か月～７か月児が対象で、個別通知は３歳児健診のみとなります。
※健診の予約は不要で、健診は無料となります。

・特定健診・後期高齢者健康診査
・生活保護受給者健康診査
・各種がん検診・肝炎ウイルス検査
※検診の内容により対象者が異なります
　ので、詳しくはお問い合わせください。

８月21日㈪ 
８月24日㈭
８月28日㈪
９月１日㈮
９月８日㈮
９月13日㈬
９月15日㈮
 9月 19日㈫

６ ：45
　～８：00

９：00 ～ 10：00

・健康保険証
・特定または
   後期高齢者
   検診受診券
・受診票

・受診票
・健康手帳
（持っている方）
・バスタオル

新屋多目的集会所
李平集落改善センター
館田地区農業推進拠点施設
八幡崎地区農業研修センター
平賀農村婦人の家（館山）
大光寺コミュニティセンター
健康センター
南田中ふれあいセンター

受付時間実施日 場　所

時　間 持　ち　物

医師検診開始時間
７：00 ～ 開始

乳幼児健康診査・子育て広場　　■場所　健康センター　　

■問合せ　健康推進課健康増進係

□集団検診のがん検診は全て無料で受診できます。受診を希望する方は、検診日の10日前
　までにお申し込みください。

＜検診項目＞

８月 27 日㈰
９月 12 日㈫
９月 25 日㈪

健康センター
尾上地域福祉センター
健康センター

子育て広場※要予約

４か月児健診
１歳児健診
１歳６か月児健診
３歳児健診

妊娠中、子育て中の方など

平成 29 年５月生まれ
平成 28 年９月生まれ
平成 28 年２月生まれ
平成 26 年２月生まれ

９月 21 日㈭

９月 19 日㈫
９月 ６ 日㈬
９月 27 日㈬
９月 ８ 日㈮

10：00 ～ 11：30

12：20 ～ 12：40
12：10 ～ 12：30
12：20 ～ 12：40
11：50 ～ 12：20

種　別 対　　象 実施日 受付時間 持ち物
・母子健康手帳
・バスタオル
・小皿、スプーン
（離乳食を試食する方）
・筆記用具
・母子健康手帳
・バスタオル
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・尿 (３歳児のみ )

・妊娠届出書 ( 医療機関から発行 )
・妊娠連絡表 ( 県内の医療機関を受診した方のみ
・保険証 ( 国保の場合のみ )
・個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類
( 運転免許証など )

８時 15 分
   ～ 17 時

体重測定、育児相談、
離乳食の講話、試食、
親子遊びなど

献血のおしらせ　　 　「これって、うつ？」「眠れない」「お
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れるよう家族会を開催しております。
日時　９月12日㈫　10 時～12時
　　　※毎月第２火曜日を予定。
内容
　学習会「成年後見制度について」
場所　健康センター相談室③
※日程や場所など変更の場合もあり
　ますので、事前にお問い合わせく
　ださい。
問合せ 　福祉課障がい支援係

とんぼの会

　最近食欲の低下やよく眠れない方、
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、
司法書士、精神保健福祉士があらゆる
相談に応じます。
対象　市内にお住いの方
日時　８月23日㈬、９月13日㈬
　　　18時～ 20時
　　　※１週間前までに要予約。
場所　健康センター相談室③
申込み・問合せ
　健康推進課健康増進係

困りごと相談
　誰かとゆっくり話がしたい、悩み
を聴いてほしい、自分のことを分かっ
てほしいなど、あなたは誰かに聴い
てほしいことはありませんか？
　養成講座で研修を積んだ傾聴ボラ
ンティアが、あなたのお話をお聴き
します。秘密は厳守します。どなた
でもお越しください。
日時　９月26日㈫　13時～ 15時
　　　※時間内に随時。
場所　健康センターふれあい交流室
申込み　不要
問合せ　健康推進課健康増進係

傾聴サロン

実　施　日

介護予防教室　　■対象　65歳以上の方

時　間

時　間

場　所

場　所

申込先

申込先

９月 14 日㈭、９月 28 日㈭ 

９月 ５ 日㈫、９月 19 日㈫

９月 12 日㈫、９月 26 日㈫

９月 ２ 日㈯、９月 16 日㈯

体力アップ運動教室　　■対象　65歳以上の方で、介護認定のない方、運動制限のない方

実　施　日
９月５日㈫、９月 12 日㈫、
９月26 日㈫
９月 ６ 日㈬、９月 13 日㈬、
９月 27 日㈬

14：00 ～ 15：00

14：00 ～ 15：00

平賀体育館

生涯学習センター

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。

「体力・足腰の筋力アップ」「認知症予防」を目的とした運動教室を開催します。
初心者向けの楽しいプログラムです。各教室の定員はありませんので、参加してみませんか。

■弘前保健所からのおしらせ

９月６日㈬
９月６日㈬
９月 20 日㈬
８月 23 日㈬
９月 14 日㈭

10 ：30 ～ 11：30
13：00 ～ 14：00
17：30 ～ 18：30
13：00 ～ 13：30
13：00 ～ 14：00

ウィルス性肝炎検査
エイズ相談（即日検査・予約制）
※エイズ相談専用電話　☎38-2389
女性健康相談
精神保健福祉相談（予約制）

種　　別 実施日 受付時間
弘前保健所では各種相談・検査を実施します。

相談・検査をお考えの方や詳細については弘前保健所までお問い合わせ、
お申し込みください。　
申込み・問合せ　弘前保健所　☎33-8521

■問合せ　高齢介護課高齢福祉係

９月６日㈬、９月 13 日㈬
９月 20 日㈬、９月 27 日㈬ 

三笠在宅介護支援センター
☎44-8877
平賀在宅介護支援センター
☎44-6116
碇ヶ関在宅介護支援センター
☎45-2182
尾上在宅介護支援センター
☎57-5351
在宅介護支援センターさわやか園
☎43-5432

館田地区農業推進拠点施設

特別養護老人ホーム緑青園

碇ヶ関地域福祉センター

尾上地域福祉センター

特別養護老人ホームさわやか園

10：00 ～ 11：30

14：00 ～ 15：30

13：30 ～ 15：00

10：30 ～ 12：00

13：00 ～ 15：00

平賀体育館
☎ 44-5010

婦人科検診

・子宮頸がん検診（20歳以上の女性）
・乳がん検診（40歳以上の女性）

＜検診項目＞

受付時間実施日 場　所 持ち物

持ち物

12：30 ～ 13：30
集
　団
※9/12、9/25 は空きがあります。この機会にお申し込みください。

個
別
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持
ち
物
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life

相談・サロン・その他

平川市役所　☎0172-44-1111（代表）
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對馬　ゆず葉 ちゃん
つしま  　　        は

えくぼがチャームポイ
ント♡ゆず大好き !!

H28 年 8月 30 日（大光寺）

中嶋　悠翔 くん
なかじま　  ゆうが

ずるすけでもきがねく
てもめごこ♡♡♡

H28 年 8月 3日（広船）

一戸　穂乃葉 ちゃん
いちのへ　　ほのは

これからも笑顔いっぱ
い元気に育ってね☆

H28 年 8月 30 日（蒲田）

駒井　佑磨 くん
こまい　   ゆうま

我が家のめごこ♡わん
ぱくゆうま♪

H28 年 8月 29 日（南田中）

菊池　陽葵 ちゃん
きくち　　ひまり

１歳おめでとう ! 家族
皆ひまちゃん大好き♡

H28 年 8月 22 日（本町）
葛西　惟花 ちゃん
かさい　　ありか

あなたの心に夢いっぱ
い。ありがとう。

H28 年 8月 24 日（町居）

佐藤　千祥 ちゃん
さとう　　ちさき

元気いっぱい毎日素敵
な笑顔に癒されます。

H28 年 8月 15 日（南田中）

so CU
TE!

今後のまちづくり懇談会の日程

開催日
 ８月17日㈭
 ８月24日㈭
 ９月28日㈭
10月 ５日㈭
10月12 日㈭

開催場所
平田森多目的集会所

飛鳥会館
光城コミュニティセンター
平成町コミュニティセンター
南田中ふれあいセンター

対象地区
平田森
町居
光城
平成
南田中

皆さまがお住まいの地域に市長が出向き、意見を伺う「まちづくり懇談会」を次の日程で開催します。
ぜひ、ご近所お誘いあわせの上ご来場ください。

※開催時間は 18 時 30 分から 20 時の予定です。
※都合により開催場所、開催日などが変更となる場合
　があります。
◆これまでのまちづくり懇談会の内容については、市
　役所本庁舎および尾上・碇ヶ関総合支所、葛川支所
　でご覧になることができるほか、市ホームページで
　公開しています。
問合せ：総務課　広報広聴係　☎44 -1111（内線 1353）

小田切　蓮 くん
おだぎり　　れん

ちょっと人見知りな、
ウチのチビ怪獣！

H28 年 8月 25 日（李平）

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　　31,817 人 (－４)　　■男性　14,825 人　■女性　16,992 人
■世帯数　11,852 世帯 (＋15)　■転入　52 人　　　■転出　31 人

こんにちは赤ちゃん お悔やみ申し上げます

結婚おめでとう

柏木町　
そら

蒼くん

柏木町　
ひ な と

陽斗くん

本町　　
ゆな

悠凪ちゃん

唐竹　　
ゆいな

祐名ちゃん

広船　　
なぎさ

凪咲ちゃん

広船　　
たいよう

太陽くん

新屋　　
しょうま

翔真くん

日沼　　
りく

吏琥くん

碇ヶ関　
そ う ま

湊真くん

大　川　　　亮

渡　邊　貴　史

船　水　　　玲

原　田　　　享

中　嶋　一　也

中　嶋　宇　宙

佐　藤　伸　吾

樋　口　和　稔

大　湯　　　顕

高畑　　　　木村　圭佑

本町　　　　葛西　美佑

８月の納期
　納期限：８月31日㈭
　・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
　・市県民税　　　　　　　第２期

７月の交通事故件数
　■交通事故　５件（負傷者６人、死者０人）

７月の出動件数
　■火災出動　１件　　■救急出動　60件
　■救助出動　０件　　■その他　　14件

広報ひらかわの誌面をリニューアルしました
広報ひらかわは今月号からリニューアルを行いました。主な変更点は次のとおりです。
・広報紙をフルカラー化
　これまでの表紙と裏表紙がフルカラーで、中面は赤と黒の２色でしたが、全ページフルカラーとなります。
・おしらせページを刷新
　「今月のおしらせ」に健康に関する情報やイベントのおしらせなどを掲載していましたが、「健康のおしらせ」　
　ページを設け、健康に関係するおしらせ記事をまとめました。
読みやすさを向上し、さらに市の情報が皆さんに伝わるようにリニューアルを行いました。
広報ひらかわを通じて、市民の皆さんに市政に関心を持っていただければ幸いです。
問合せ：総務課　広報広聴係　☎44-1111（内線 1353）
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今月の表紙
Cover of this month

　７月23日から30日にかけて、
猿賀公園で「北限に観る蓮の花ま
つり」が開催されました。初日の
23日は猿賀小学校吹奏楽部の演
奏、りんご娘のミニライブなどが
行われ、祭りを盛り上げました。
　また、来場者たちは鏡ケ池に浮
かぶハスの花のピンクと葉の緑の
織り成す景色を眺めたり、写真に
収めたりしていました。

婚活イベント
開催 !!
　弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、板柳町、大鰐町、
田舎館村、西目屋村が連携し、結婚を希望する独身
の方に、より広く出会いの場を提供するため、各市
町村で婚活イベントを開催しております。
　弘前圏域の婚活イベント第３弾として、平川市で
はカヌー体験を通じた婚活イベントを開催します !

【今後の開催予定のイベント】 ※予定のため内容が変更となる場合があります。

日　時：8月 27 日㈰　13時 30 分～ 19 時 30 分
場　所：猿賀公園「見晴ヶ池」
内　容：さるか荘前集合→カヌー体験→温泉入浴 ( 希望者
　　　　のみ )→ホテルアップルランド「ルチェンテ」に
　　　　て食事をしながら交流会・カップリング
定　員：20歳から 45歳までの男女各 10名
参加費：3,500 円 ( 温泉入浴希望者は入浴料 350 円別途 )

主催　ひろさき広域婚活支援事業実行委員会
インストラクター　NPO法人平川市体育協会

※小雨決行で、荒天時は平賀体育館にて屋内スポーツ
　( バドミントン、ソフトバレーボール、卓球 ) を行います。

詳しくは、企画財政課企画調整係までお問い合わせいただくか、市ホームページにてご確認ください。

申込締切　8月 21 日㈪

広報ひらかわ　2017 年８月号　No.140

日時：1０月 29 日㈰
内容：大鰐で街歩き、田舎館村で古代米おはぎづくり、
　　　弘前市で懇親会
場所：弘前市、大鰐町、田舎館村
定員：男女各 20名
問合せ：ひろさき広域出愛サポートセンター  ☎35-1123

日時：２月４日㈰
内容：レクリエーションスポーツ、懇親会
場所：黒石市 ( スポカルイン黒石 )
定員：男女各 20名
問合せ：黒石市企画課   ☎52-2111
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日時：９月２日㈯
内容：ピザづくり、ゲームなど
場所：藤崎町 ( 手作り工房「このはずく」)
定員：男女各８名
問合せ：藤崎町住民課　☎88-8184

日時：10 月 8日㈰
内容：リンゴの里板柳まるかじりウォーク 2017、BBQ
場所：板柳町 (板柳町ふるさとセンター、イベント広場 )
定員：男女各 10名
問合せ：板柳町教育委員会生涯学習課　☎72-1800
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　チラシまたは、市ホームページからチラシ裏面にある参
加申込書を印刷し、必要事項を記入し FAX いただくか、
必要事項を記入の上メールにてお申し込みください。

申込方法 ＜チラシ配布場所＞
　圏域市町村、市内公共施設などで配布しています。

広報ひらかわは、11,200部作成し、
印刷経費は1部あたり24円です。

問合せ：企画財政課　企画調整係　☎44 -1111 ( 内線 1433)
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