
９

H I R A K A W A  C I T Y  P U B L I C  R E L A T I O N S

今月号の特集

交通事故に遭わないために

2017

No.141

ひ ら か わ

Hirakawa広
報



　８月14日と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日は前夜祭、15日は碇ヶ関中学校の吹
奏楽演奏やＡＯＭＯＲＩ花嵐桜組によるよさ
こい踊り、碇ヶ関御関所太鼓などが披露さ
れ、近くの平川河川敷広場では釣り大会が行
われ、多くの親子連れが挑戦しました。
　また、碇ヶ関公民館周辺で流し踊りを先頭
に裃姿の武士、平賀一輪車クラブが続く関所
行列や江戸みこし運行が行われました。男衆
の「ソイヤ！ソイヤ！」と勇ましい掛け声を
出しながら練り歩く姿に、沿道からは拍手が
送られました。

　８月14日、平川市陸上競技場で、夏期巡回ラジオ体操・
みんなの体操会が行われました。
　陸上競技場オープンを記念して行われたラジオ体操の
会場には朝早くから約2,500人の市民らが訪れ、ラジオ体
操の生中継、元気アップル体操の公開収録に臨みました。
　ラジオ体操のインストラクターの多胡肇さんの合図と
ピアノ演奏の名川太郎さんの伴奏に合わせてラジオ体操
を行いました。
　参加者は朝の澄んだ空気の中で元気いっぱいに体を動
かし、爽やかな汗を流しました。

夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会

碇ヶ関御関所祭り 高齢者軽スポーツ大会
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市内の話題

　８月30日、ひらかドームで高齢者軽スポ
ーツ大会が開催され、市内全域から集まっ
た60 ～ 80歳代の老人クラブ会員約300人
が親睦を深めながら汗を流しました。
　この大会は高齢者の健康づくりと親睦を
深めることを目的に、毎年、市社会福祉協
議会と市老人クラブ連合会が主催してお
り、今年は平賀地域から３チーム、尾上地
域から２チーム、碇ヶ関地域から１チーム
の計６チームが参加し「輪まわし競争」な
ど計８種目を競いました。
　参加者がユニークな競技の数々で熱い戦
いを繰り広げる姿に、観客からは声援が送
られました。
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普段生活していく中で、誰にでも起こりうる問題である交通事故。
事故が起きると被害者や加害者のみならず、周りの人たちにも大きな影響を与えます。
事故に遭わないようにするためにするべきこととは…
今回は交通事故について考えてみます。

交通事故に遭わないために
気を付けるべきこと

交通事故防止に向けて

重大事故が多い夕暮れ時は、会社や学校からの帰宅時間に重なります。
周囲に気を付けることはもちろんですが、以下のことに気を付けましょう。

　市では、交通事故防止のために各種イベントなどで交
通安全の呼びかけや反射材の配布を行っています。
　また、県では『敬老の日には「反射材」を贈ろうキャ
ンペーン』を実施し、高齢者が夜間に交通事故に遭わな
いようにするための運動を展開しています。
　交通事故で怪我をしたり、命を落とすことがないよう、
一人一人が交通安全に気を付けることが大切です。
　交通事故のない平川市を目指すためにも、皆さんのご
協力をよろしくお願いします。

ポイント１
反射材を身に着けよう！

　薄暗くなってきたときに自動車から自分の存在
に気付いてもらうためには、明るい色の服を着用
するとともに、反射材を身に着けることが効果的
です。
　ある実験によると、反射材を着用することによっ
て、約60メートル先から歩行者を発見することが
できるといわれています。
　反射材を普段使っているカバンや靴などにつけ
て、自分の存在に気付いてもらいましょう。
　また、小型の懐中電灯を持ち歩くと、足元もよ
く見えるのでおすすめです。

ポイント２
車のライトは早めに点灯を！

　歩行者が反射材を着用していても、その効果を発揮する
のは自動車のライト点灯があってこそ。
　夕暮れが早くなってくると、真夏ではまだ明るかった時
間帯でも薄暗く、人や車の発見が遅れがちになります。
　自動車のライトを早めに点灯して、人や車の存在を早め
に把握するとともに、周辺の車にも自分の車の存在が確認
できるようにしましょう。
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早めのライト点灯（日没 1時間前）を心掛けましょう！

光が当たると暗闇でも明るく反射します

特
集
交通事故に
遭わないために

小さなキーホルダータイプの
反射材であっても、身に着け
るだけで自分の存在に気付い
てもらえるため、事故に遭い
にくくなります。

反射材はさまざまなタイプ
があり、靴に貼って使用す
るものもあります。
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秋は交通事故が多い時期

秋の事故が多いワケ

　交通事故は年間を通して発生していますが、交通事故
は秋から12月にかけての時期がとても多いと言われて
います。
　市内においても、９月から10月までは平成25年を除
き増加傾向がみられ、注意が必要です。

　交通事故が一番多い時間帯は「夕暮れ時」と言われて
います。
　秋になり日が暮れる時間が早くなってきました。真夏
であればまだまだ明るかった時間帯であっても、秋にな
るとかなり薄暗くなってきます。「まだ明るいから大丈
夫」というちょっとした油断から交通事故が発生してい
ます。
　昨年の県内における交通死亡事故の発生している時間
帯をみても、その多くは夕暮れ時に発生しています。
　歩行者、ドライバー双方がその危険性を認識して、事
故に遭わないようにすることが大切です。

　県では、交通安全視聴覚教材（ＣＤ、ＤＶＤ）を
無料で貸し出しています。
　学校や職場、地域での交通安全教室などにお気軽
にご利用ください。
申込方法
　県庁窓口に直接お越しいただくか、電話にてお申
し込みください。詳しくはお問い合わせください。
申込み・問合せ　県環境生活部県民生活文化課
　　　　　　　　交通・地域安全グループ
　　　　　　　　☎017-734-9232

交通安全教材を貸し出しています
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　現況届は、毎年６月１日の状況を把握し、引き続き受給する要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出がない場合には、平成 29 年６月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
　書類などは受給者あてに５月下旬に通知しています。書類が届いていない方、紛失した方は再発行しますので、窓口
でお申し出ください。

「児童手当現況届」忘れていませんか？

■持参する物
・印鑑（スタンプ式を除く）
・受給者の健康保険被保険者証の写し
※受給者は児童手当が振り込まれている方であって、児童では　
　ありません。
・養育する児童の住所が市外にある方は、児童の世帯の住民票謄本
・平成29年１月１日現在で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」
※配偶者が受給者の税法上の控除対象配偶者となっていない場合
　は配偶者の所得課税証明書も必要です。

■提出先
▷子育て支援課子育て支援係（健康センター内）
▷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
▷葛川支所

子どもたちには交通事故がどんなに怖いかを
知ってほしい

工藤　梅子さん
平川市交通安全母の会

会長

　交通事故は本当に怖いもので、いつどんなところで起こるか分かりませ
ん。ですから、子どもたちが交通事故に遭わないようにするために、交通安
全教室などの取り組みがとても重要であると考えています。
　今回の経験は、シートベルトを着用すること、反射材を持ち歩くことがな
ぜ大事なのかを身をもって知る良い機会であったと思います。この経験を通
じて交通安全の考えを身に着けてもらい、家に帰ってから家族に交通安全を
広めてもらいたいです。
　また、将来大人になってからも交通安全を心掛けるきっかけとなるのでは
ないかと思います。子どもたちにはこの経験を忘れず、日々過ごしてもらい
たいと思います。

体験を通じて…参加した児童から

（左から）奈良　柚希さん、福士　蒼空さん
　　　　　三浦　永遠さん、花田　倫さん
　　　　　（猿賀小６年）

　シートベルトコンビンサーの体験は、ものすごい勢いでぶつかっ
たのでびっくりしたけど、時速５kmしか出ていなかったのがもっ
とびっくりしました。これが40㎞や100㎞だったらどうなってい
ただろうかと思いました。
　家に帰ったら、シートベルトは命を守るために大事だと家族に伝
えたいです。

「反射材だけでなくシートベルトも大事」

　自動車での衝突時の状況を再現することによって、シートベ
ルトの重要性を学ぶための機械です。
　エアバッグなども作動して、事故が起きた時にどのような衝
撃を受けるのか体験することができます。

反射材を着用することによって、どれだけ見えるよ
うになるかを知るものです。

特集　交通事故に遭わないために

反射材の効果を体験
「暗幕テント」、「リフレクボックス」

シートベルトの大切さを知る
「シートベルトコンビンサー」

暗いと
よく見えないなぁ

白バイ
かっこいいね！

Interview

周りの友達と楽しく遊べない
ルールのある遊びが苦手
遊びや勉強を持続できない
文字の読み書きが苦手
そうした子どもたちをサポートする

「通級指導教室」を
　　　　平成30年４月開設します。

子ども一人一人に合わせた教育

”通級指導教室”

■通級指導教室とは？
　通級指導教室は、普段は各教科の授業を通常の学級で
受けながら、児童が在籍校でより豊かな学校生活を送る
ことができるよう、一人一人の課題に応じた指導と支援
を行う教室です。

■指導時間や指導形態は？
　通級指導教室では、個別学習などを通して、学びや育
ちの手助けをします。
　週１～２時間程度、決められた曜日・時間に通級指導
教室で指導を受けます。その曜日や時間は、担任の先生
や保護者の方と相談して決定します。
　また、子どもだけでなく、保護者や学級担任の支援も
行います。

■通級指導教室でのサポート内容は？
　障がいなどにより学習上または生活上の困難を改善・克服
して自立を図るために、次のようなサポートを行います。
(1)学校・家庭での適応を図るための特別の指導・ 支援 
(2)個別または小集団での指導 
(3)一人一人の能力や状態に応じた個別の支援計画を作成

　学校や家庭でのお子さんの心配ごとについて相談を受け
付けています。お気軽にお電話ください。
　プライバシーは固く守られます。お子さんにどのような
サポートが必要か一緒に考えます。

問合せ：指導課　☎44-1111（内線2292）

問合せ：子育て支援課　子育て支援係
☎44-1111（内線1151）

心配ごとのあるお父さん、お母さんへ…
教育相談で悩みをお聞かせください

？！ ♪

をご存知ですか？
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　８月30日、猿賀小学校の４年生から６年生までを対象に、県
交通安全キャラバン隊による交通安全教室が行われました。
キャラバン隊は、県や一般社団法人日本自動車連盟(JAF)など
により構成されており、平成23年から毎年、県内各地で交通安
全の教室を開き、県民に交通安全の大切さを教えています。
　当日は反射材の効果体験や事故発生時の衝撃の体験、白バイ
の体験乗車などが行われ、参加児童は交通マナーを守ることの
重要さを学びました。

子どもたちも交通安全を学びました
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■空家等を所有または管理している皆さまへ

空家等の適切な管理をお願いします
　「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行に伴い、市では「平川市空家等及び空地の適切な管理に関する条例」
を施行しています。

　個人財産である空家等は、所有者等が適切に管理する責任があります。空家等を所有または管理されている方は周辺
の環境に悪影響を及ぼさないように、適切に管理していただくようお願いします。
　台風などの強風により、建物の倒壊や、建築部材が飛散しないよう今一度確認し、破損箇所がある場合は早めに修理
しましょう。
　長期にわたり不在にする場合は、ご近所または町会の方に連絡先を伝えるなど、万が一の場合に備えましょう。
　もし、建物の倒壊や、建築部材の飛散、氷雪の落下などにより近隣の家屋や通行人などに被害を与えてしまった場合、
その建物の所有者等は被害者から損害賠償などの管理責任を問われることもあります。

<市の対応>
　市は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空家等の所有者等に対し、条例に基づき適切な管理に必要な
助言・指導および勧告を行い、なお改善が進まないときは、命令や氏名などの公表、さらに公益上必要と認められる
場合には市が代わりに必要な措置を行うことがあります。

問合せ：都市計画課　建築係　☎44-1111（内線2234・2235）
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緊急安全措置
　空家等の倒壊などにより、人の生命などに重大な損害を及ぼすなどの危険な状態が
切迫している場合には、上記の対応手順に関わらず、その危険な状態を回避するため、
市が必要最小限度の措置を講ずることができます。また、その費用は所有者等から徴
収することになります。

　固定資産税は毎年１月１日現在の状況で課税することになっています。
　次の場合は、届け出をお願いします。
・家屋を新築（増築）した場合
・家屋を取り壊した場合
　※登記家屋を法務局で滅失登記した場合は不要です。

問合せ：税務課　固定資産税係　☎44-1111（内線1245・1246）

家屋を新築・増築・取り壊した時は届け出を！

■家屋調査について
　固定資産税の基礎となる評価額を
算出するための家屋調査をお願いし
ます。
　主に建物の室内・外観の調査をする
ため、立ち会いをお願いします。なお、
調査日時は担当職員との打ち合わせに
よって決めさせていただきます。また、
共同住宅などの貸家を新築（増築）さ
れた場合は、賃借人が入居される前に
連絡をお願いします。

調査日

立会者

用意するもの

調査可能日時
（土・日曜日、祝日除く）

新築（増築）家屋の完成後
新築（増築）家屋の所有者もしくはその家族の方など

・建物の図面の写し（平面図・立面図・配置図：各１部）
・認定長期優良住宅の場合は認定通知書の写し

  平　日  　 ９時 ～ 11時、13時30分～ 16時
所要時間　約30 ～ 40分程度

国民健康保険被保険者証が更新されます
　現在お使いの平川市国民健康保険の被保険者証の有効期限は平成29年9月30日(土)までとなってい
ます。新しい被保険者証（被保険者証の色は薄橙色）は、9月末までに住所地に郵送いたしますので、
10月1日(日)以降ご使用ください。また、現在ご使用の被保険者証は、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。
ただし国民健康保険税を滞納している方については、納税相談のうえ窓口での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、市役所に届け出が必要になり
ます。国民健康保険と職場の健康保険の両方の被保険者証（職場の被保険者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、早めの届け出をお願いします。

問合せ：国保年金課　国保係　　☎44-1111（内線1251・1252・1257）

平成30年度から、平川市国保の被保険者証の有効期間が以下のとおり変わります。

更新に伴い
被保険者証の有効期間が変わります

■ 国保からのおしらせ

：10月１日から翌年９月30日まで
：８月１日から翌年７月31日まで

従　　　来
平成30年度から

　このため、今回お送りする被保険者証の有効期間は、平成29年10月１日から平成30年７月31日ま
での10か月間 となっています。

　現在、70歳～ 74歳の方には、被保険者証とは別に「高齢受給者証」を交付し、医療機関などで受診
される際には両方あわせて提示していただいております。
　平成30年８月からは、被保険者証と高齢受給者証を一体化して、「被保険者証 兼 高齢受給者証」と
して交付する予定です。

　今回の有効期間の変更は、被保険者の方の利便性向上のため、青森県内で統一して行うものですの
で、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

旧保険証 新保険証( 薄ピンク色 ) ( 薄橙色 ) 

有効期限：平成 29 年９月 30 日 ( 土 ) まで 10 月１日 ( 日 ) から使用できます

ＳＡＭＰＬＥ

ＳＡＭＰＬＥ
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される際には両方あわせて提示していただいております。
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ＳＡＭＰＬＥ

ＳＡＭＰＬＥ
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は期限内に処理しましょう
　PCB（ポリ塩化ビフェニル）は、電気機器の絶縁油などに広く使用されていましたが、
人体への有害性が認められ、現在は製造や使用が禁止されています。また、PCBが含ま
れる廃棄物（PCB廃棄物）は法律で定められた期限までに処分することが義務付けられ
ています。
　このため、PCB廃棄物は、適切に保管・管理を行うとともに、PCB廃棄物の種類に応
じて定められた期限までに処分する必要があります。
　その中でも、変圧器やコンデンサーなどの高濃度PCB廃棄物の期限が迫っています。

　PCBは、Poly Chlo-
rinated Biphenyl（ポ
リ塩化ビフェニル）
の略称。

　人工的に作られ
た、主に油状の化学
物質で、水に溶けに
くい、沸点が高い、
熱で分解しにくい、
不燃性、電気絶縁性
が高いなどの特徴を
持っています。科学
的にも安定な性質を
有することから、幅広
く使用されていまし
た。
　脂肪に溶けやすい
という性質から慢性
的な摂取により体内
に徐々に蓄積し、様々
な症状を引き起こす
ことが報告されていま
す。昭和43年には食
用油の製造過程で
PCBが混入し、西日
本を中心に健康被害
を発生させた、大規
模な食中毒事件も発
生しています。

問合せ：県環境生活部環境保全課　☎017-734-9248

　PCB廃棄物は、含有されるPCBの濃度により「高濃度」と「低濃度」に分類され、そ
れぞれ処分期限が決まっています。

　PCB含有の有無の確認は機器の銘板（メーカー、
型式、製造年月日など）を確認し、メーカーにお
問い合わせください。
　また、使用中の電気機器を確認する場合、大変
危険ですので、必ず電気主任技術者などに依頼し
てください。

高濃度PCB廃棄物
(PCB濃度5,000mg/kg超)

PCB廃棄物の種類

変圧器・コンデンサー

安定器および汚染物など

低濃度PCB廃棄物 (PCB濃度0.5mg/kg超～ 5,000mg/kg以下)

処分期限

平成34年(2022年)３月末

平成35年(2023年)３月末

平成39年(2027年)３月末

　以下の機器を保管または使用していないか、今一度、ご確認をお願いします。

銘板の例

ＰＣＢ廃棄物

！

蛍光灯安定器 変圧器

PCB含有の有無は、ココを確認！▶▶▶

PCBとは…

豆知識

change!!

東京五輪「都市鉱山からつくる！
みんなのメダルプロジェクト」

問合せ：市民課　環境衛生係　☎44 -1111（内線1225・1226）

不要になった携帯電話はございませんか？

平賀図書館が再開館します

問合せ：平賀図書館　☎44-7665

←回収ボックス
市役所本庁舎２階
受付窓口に設置

オリンピックで
使用される
入賞メダルに

生まれかわります♪

Recycling!
!

　文化センター改修工事によりご不便をおかけしておりまし
たが、10 月３日 ( 火 ) より再開しますのでおしらせします。
　なお、その他の区域は引き続き工事中ですので、ご不便な
点や騒音などでご迷惑をおかけしますが、ご来館をお待ちし
ております。
　また、駐車場および出入口につきましては、次のとおりと
なります。

駐車場　西側駐車場（光城児童公園となり）
通　路　案内板にしたがい、専用通路をご利用ください。

　平成29年４月より、公益財団法人東京オリンピック・
パラリンピック競技大会組織委員会が主催する「都市鉱
山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」がスター
トしました。このプロジェクトは、国民に対して、使用
済小型家電のリサイクルへの協力を促し、回収した小型
家電から抽出される金属を用いて、入賞メダルを制作す
ることが目的です。

　市もこのプロジェクトに参加しており、不要となった
携帯電話、スマートフォンを回収しています。携帯電話、
スマートフォンは、必ず初期化した状態で回収ボックス
に入れてください。回収ボックスは、市役所本庁舎２階
受付窓口にございます。ご協力をよろしくお願いします。

KOME
I

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。 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。
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食育通信

問合せ：平賀学校給食センター
☎44-2835

問合せ：企画財政課 企画調整係
☎44 -1111（内線 1434）

体育協会だより 文化協会だより

　学校給食に地場産物を活用することは、児童生徒
が食料の生産流通などにかかる努力や地域の自然、
食文化、産業などを理解し、感謝の気持ちを育むた
めに有効です。
　また、生産者側にとっては、学校との連携、協力
関係が築かれ、地域の食材を活用した食文化の伝承
につながっていきます。

日本空手協会平賀支部 平賀茶道愛好会
　私たち日本空手協会平賀支部は、平川市を中心に5
歳から中学生までの約40名の会員で活動しており、
2020年に開催される東京五輪新種目、空手道競技の
五輪選手を夢見て日々鍛錬している元気いっぱいの
仲間たちで溢れています！
　空手ってどんなスポーツ？組手って痛くない？子
どもにやらせても安全？など様々な疑問もあると思
います。興味のある方はぜひ平賀支部へ見学・体験
にお越しください。いつでも大歓迎です！
　お問い合わせはお気軽にどうぞ。
練習場所　平賀体育館
練習日　毎週　水・金・日曜日
練習時間　少年の部　18時30分～20時
　　　　　一般の部　19時～20時45分
会費　月3,000円
対象　満５歳から入会できます
問合せ　代表　古川　義則　☎44-3998

　平賀茶道愛好会は平成６年４月、文化センターの
開館と同時に、茶道の流派関係なしに楽しめたらい
いと発足しました。
　日常の生活の中に生きている礼法、茶道を通じて、
よりよい人柄づくり、社会的、文化的地位の向上を
目的としています。常に初心にかえって稽古し、他
団体との交流、市内外の行事に参加、協力し幅広い
視野で伝統を守りながら、子供たちにも広めたいと
思い、土曜日の午後に例会をしております。
　あっという間の20数年、それぞれの出会いといろ
いろな別れもあり、人と人のつながりの大切さを感
じております。会員数は季節によって流動的ですが、
お仲間はいつでも歓迎しております。
例会　毎週土曜日　13時30分～
　　　※12月までは隔週月２回です。
場所　小山内　洋子　宅
問合せ　代表　小山内 洋子　　☎44-6201

学校給食の地産地消 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。
　調査対象となった世帯へは、9月下旬より調査員
が伺います。
　また、今回からお手持ちのパソコン・スマート
フォンで調査への回答が可能となりました。
　お忙しい中恐れ入りますが、調査へのご回答を
お願いします。

統 計

平川市食育推進キャラクター
ひらかわ元気ファミリー

米は、平川市産
つ がるロ マ ン
100％です。
平賀学校給食セ
ンターで炊飯して
おり、週４日は
ごはんを提供し
ています。 長男：こめお 次男：だいご

三男：にん三郎

次女：トマピー 長女：ひらりん

だいこん、にんじ
んは主に小国地
区のものです。
９月から11月ま
で使用する予定で
す。

りんごは11月か
ら１月まで、月１
回程度、おもに
サンふじを１/４
にカットして提供
しています。

トマトはミニトマ
トを６月、７月に
１回ずつ提供し
ました。
尾上・平賀地域
あわせて、一度
に約5,000個ほど
使います。

　５兄妹の他に、市産大豆から作られた「大光寺みそ」や卵、キャベツや
ねぎ、きゅうり、レタスなどを使用しています。
　また、じゃがいもは遊休農地を利用して作付けしたものを使っています。

2020年東京五輪新種目
めざせ未来の五輪選手

期日前投票立会人を募集します！
　市選挙管理委員会では、選挙を身近に感じていただけるよう、期日前投票

立会人を募集します。

　ご応募いただいた方は、「期日前投票立会人名簿」に登録され、選挙が行わ

れるごとに従事可能か確認し、選任します。ただし、登録者が多数の場合は

従事していただけない場合がありますのでご了承ください。

　選挙の公示（告示）日の翌日から投票日の前日まで行われる期日前投票において、投票が公正、適正に

行われているかなどを有権者の代表として見守る人です。

　衆議院青森県第４区選出議員補欠選挙は10月10日(火)に告示され、10月22日(日)が投票日になります。
私たちの声を国政に反映させるための大切な選挙です。忘れずに投票しましょう。

①衆議院青森県第４区選出議員補欠選挙（10月22日執行予定）

②平川市長選挙（平成30年１月28日執行予定）

応募資格
従 事 日
従事時間
従事場所
報 酬 額
応募方法

応募期間

平川市に住所を有し、選挙権のある概ね50歳までの方

各選挙公示（告示）の日の翌日から投票日の前日までの間で、希望する日

10時～ 19時（適宜休憩あり）

イオンタウン平賀

日額7,400円（所定の所得税が源泉徴収されます）　※食事は各自でご用意ください。

「期日前投票立会人申込書」に必要事項を記入の上、持参・郵送・ＦＡＸなどにより、選挙

管理委員会事務局へ提出してください。選挙管理委員会事務局へご連絡いただければ、申込

書を郵送いたします。

申し込みは随時受付します。

※衆議院青森県第４区選出議員補欠選挙の期日前投票立会人を希望される場合は、９月２５日(月)までに
　お申し込みください。
（補欠選挙の期日前投票期間は10月11日(水) ～ 10月21日(土)までの予定です）

申込み・問合せ：選挙管理委員会事務局　☎44-1111（内線1450・1451）

■期日前投票立会人とは

■今年度執行予定の選挙

■従事場所・時間・応募方法など

みんなで進めよう
明るい選挙

は衆議院青森県第４区選出議員補欠選挙の投票日です10 22月 日(日)

選挙に関する詳しい内容は、今後毎戸配布する衆議院議員補欠選挙特集号をご覧ください。
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食育通信

問合せ：平賀学校給食センター
☎44-2835

問合せ：企画財政課 企画調整係
☎44 -1111（内線 1434）

体育協会だより 文化協会だより

　学校給食に地場産物を活用することは、児童生徒
が食料の生産流通などにかかる努力や地域の自然、
食文化、産業などを理解し、感謝の気持ちを育むた
めに有効です。
　また、生産者側にとっては、学校との連携、協力
関係が築かれ、地域の食材を活用した食文化の伝承
につながっていきます。

日本空手協会平賀支部 平賀茶道愛好会
　私たち日本空手協会平賀支部は、平川市を中心に5
歳から中学生までの約40名の会員で活動しており、
2020年に開催される東京五輪新種目、空手道競技の
五輪選手を夢見て日々鍛錬している元気いっぱいの
仲間たちで溢れています！
　空手ってどんなスポーツ？組手って痛くない？子
どもにやらせても安全？など様々な疑問もあると思
います。興味のある方はぜひ平賀支部へ見学・体験
にお越しください。いつでも大歓迎です！
　お問い合わせはお気軽にどうぞ。
練習場所　平賀体育館
練習日　毎週　水・金・日曜日
練習時間　少年の部　18時30分～20時
　　　　　一般の部　19時～20時45分
会費　月3,000円
対象　満５歳から入会できます
問合せ　代表　古川　義則　☎44-3998

　平賀茶道愛好会は平成６年４月、文化センターの
開館と同時に、茶道の流派関係なしに楽しめたらい
いと発足しました。
　日常の生活の中に生きている礼法、茶道を通じて、
よりよい人柄づくり、社会的、文化的地位の向上を
目的としています。常に初心にかえって稽古し、他
団体との交流、市内外の行事に参加、協力し幅広い
視野で伝統を守りながら、子供たちにも広めたいと
思い、土曜日の午後に例会をしております。
　あっという間の20数年、それぞれの出会いといろ
いろな別れもあり、人と人のつながりの大切さを感
じております。会員数は季節によって流動的ですが、
お仲間はいつでも歓迎しております。
例会　毎週土曜日　13時30分～
　　　※12月までは隔週月２回です。
場所　小山内　洋子　宅
問合せ　代表　小山内 洋子　　☎44-6201

学校給食の地産地消 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。
　調査対象となった世帯へは、9月下旬より調査員
が伺います。
　また、今回からお手持ちのパソコン・スマート
フォンで調査への回答が可能となりました。
　お忙しい中恐れ入りますが、調査へのご回答を
お願いします。

統 計

平川市食育推進キャラクター
ひらかわ元気ファミリー

米は、平川市産
つ がるロ マ ン
100％です。
平賀学校給食セ
ンターで炊飯して
おり、週４日は
ごはんを提供し
ています。 長男：こめお 次男：だいご

三男：にん三郎

次女：トマピー 長女：ひらりん

だいこん、にんじ
んは主に小国地
区のものです。
９月から11月ま
で使用する予定で
す。

りんごは11月か
ら１月まで、月１
回程度、おもに
サンふじを１/４
にカットして提供
しています。

トマトはミニトマ
トを６月、７月に
１回ずつ提供し
ました。
尾上・平賀地域
あわせて、一度
に約5,000個ほど
使います。

　５兄妹の他に、市産大豆から作られた「大光寺みそ」や卵、キャベツや
ねぎ、きゅうり、レタスなどを使用しています。
　また、じゃがいもは遊休農地を利用して作付けしたものを使っています。

2020年東京五輪新種目
めざせ未来の五輪選手

期日前投票立会人を募集します！
　市選挙管理委員会では、選挙を身近に感じていただけるよう、期日前投票

立会人を募集します。

　ご応募いただいた方は、「期日前投票立会人名簿」に登録され、選挙が行わ

れるごとに従事可能か確認し、選任します。ただし、登録者が多数の場合は

従事していただけない場合がありますのでご了承ください。

　選挙の公示（告示）日の翌日から投票日の前日まで行われる期日前投票において、投票が公正、適正に

行われているかなどを有権者の代表として見守る人です。

　衆議院青森県第４区選出議員補欠選挙は10月10日(火)に告示され、10月22日(日)が投票日になります。
私たちの声を国政に反映させるための大切な選挙です。忘れずに投票しましょう。

①衆議院青森県第４区選出議員補欠選挙（10月22日執行予定）

②平川市長選挙（平成30年１月28日執行予定）

応募資格
従 事 日
従事時間
従事場所
報 酬 額
応募方法

応募期間

平川市に住所を有し、選挙権のある概ね50歳までの方

各選挙公示（告示）の日の翌日から投票日の前日までの間で、希望する日

10時～ 19時（適宜休憩あり）

イオンタウン平賀

日額7,400円（所定の所得税が源泉徴収されます）　※食事は各自でご用意ください。

「期日前投票立会人申込書」に必要事項を記入の上、持参・郵送・ＦＡＸなどにより、選挙

管理委員会事務局へ提出してください。選挙管理委員会事務局へご連絡いただければ、申込

書を郵送いたします。

申し込みは随時受付します。

※衆議院青森県第４区選出議員補欠選挙の期日前投票立会人を希望される場合は、９月２５日(月)までに
　お申し込みください。
（補欠選挙の期日前投票期間は10月11日(水) ～ 10月21日(土)までの予定です）

申込み・問合せ：選挙管理委員会事務局　☎44-1111（内線1450・1451）

■期日前投票立会人とは

■今年度執行予定の選挙

■従事場所・時間・応募方法など

みんなで進めよう
明るい選挙

は衆議院青森県第４区選出議員補欠選挙の投票日です10 22月 日(日)

選挙に関する詳しい内容は、今後毎戸配布する衆議院議員補欠選挙特集号をご覧ください。
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・式典、精神保健福祉事業功労者の表彰
・講演「依存症の現状と対応について」
　講師　原宿カウンセリングセンター
　　　　所長　信田さよ子氏
・事例発表
　①藤代健生病院地域連携室主任
　　竹田沙織氏
　②青森労働局職業安定部職業対策課
　　地方障害者雇用担当官　豊島幸弘氏
　③NPO法人ほほえみの会理事長
　　藤林百合子氏
その他
　入場無料ですが、事前の申し込み（名
前、人数、連絡先）が必要です。
申込み・問合せ
　▷青森県精神保健福祉協会事務局

☎017-787-3951

　市では、災害に強いまちづくりを推
進するため、木造住宅の耐震診断を実
施しています。
対象住宅
　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、詳しく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
※診断費の総額118,000円のうち、市が
　110,000円を負担します。
※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）
申込締切　10月20日(金)
申込み・問合せ　都市計画課建築係

＜防衛大学校（一般前期）＞
資格　高卒(見込み含む)～21歳未満の方
受付締切　9月29日(金)
試験日　11月４日(土)、５日(日)
＜防衛医科大学校医学科学生＞
資格　高卒(見込み含む)～21歳未満の方
受付締切　9月29日(金)
試験日　10月28日(土)、29日(日)
＜防衛医科大学校看護科学生（自衛官
候補看護学生）＞
資格　高卒(見込み含む)～21歳未満の方
受付締切　9月29日(金)

　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
　９月29日(金)　17時～ 19時
休日窓口
　９月24日(日)　８時30分～ 17時
問合せ　税務課収納係

　県と県精神保健福祉協会では、地域
の方々、精神保健福祉関係者および障
がい者の参加のもと、精神保健福祉に
ついての理解を深めるとともに、精神
障がい者が共に地域で暮らせる社会づ
くりを目指し、併せて、地域住民のこ
ころの健康づくりを促すことを目的と
して、毎年、県内各地で「青森県精神
保健福祉大会」を開催しています。
　今年度は弘前市で開催しますので、
ぜひご参加ください。
日時　10月11日(水)
　　　12時30分～ 15時30分
場所　弘前文化センター（弘前市下白
　　　銀町19-4）
内容
大会テーマ「みんなでめざそう　ここ
ろの健康」

　津軽広域連合では、圏域住民の皆さ
んを対象として「籐工芸体験教室」を
開催します。ぜひご応募ください！
日時　11月29日(水)　10時～ 12時
場所　ヒロロ３階　健康ホール
材料費　１人1,000円（参加者負担）
募集人数　20名程度
応募方法
「ハガキ」または「電子メール」に①郵
便番号・住所②氏名(ふりがな）③年齢④
電話番号を記入しお申し込みください。
※１回の応募で２名まで申し込みできま
　す。応募者多数の場合は、抽選により
　決定します。
申込締切　10月31日(火)
※当日消印有効です。
申込み・問合せ
　〒036-8003　弘前市大字駅前町9-20
　ヒロロ３階　津軽広域連合「籐工芸」
　体験教室係　☎31-1201
　Ｅメール：rengou@tsugarukoiki.jp

※インターネットによる電子申請は、(一
　財)消防試験研究センターホームペー
　ジからになります。
事前講習会
日時　10月26日(木)、27日(金)
　　　９時30分～ 16時30分(２日間)
場所　黒石消防署２階　大会議室
※車での来庁の際は、庁舎裏の駐車場を
　ご利用ください。
対象者　乙種第４類の受験者のうち受講
を希望する方
受講料・テキスト代
　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)、テキスト代
1,600円(テキストのみの購入は不可)
※受講料などは講習日１日目に会場にて
　徴収します。
受付期間　９月25日(月)～10月17日(火)
申込先
　弘前消防本部予防課(平日８時30分～
17時)、弘前地区消防事務組合管内の消
防署および分署(８時30分～ 17時)
問合せ
　弘前消防本部予防課　☎32-5104

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

第 58回青森県精神保健福祉大会

木造住宅の耐震診断希望者
再募集

消費税の軽減税率制度に関する
説明会を開催します

試験日　10月14日(土)
＜自衛官候補生＞
資格　18歳以上27歳未満の方
受付締切　11月17日(金)
試験日　12月3日(日)
　受験資格など細部については、自衛
隊弘前地域事務所へお問い合わせくだ
さい。
＜自衛隊受験相談会＞
　受験対象者などに対して、自衛隊受
験相談会を次のとおり行います。相談・
質問のほか、体験試乗・装備品展示・
体験喫食を予定していますので、ぜひ
お申し込みください。
日時　11月５日(日)　９時30分～ 14時
場所　陸上自衛隊弘前駐屯地
対象　15歳以上27歳未満の対象者およ
び保護者など
申込締切　10月18日(水)
※体験喫食は１人400円かかります。
申込み・問合せ
　自衛隊弘前地域事務所　☎27-3871

　ひらかわ健康ポイント事業の健康づ
くり関連事業の対象事業に、次の事業
が追加されました。
事業名　平川市スポーツデー
開催日　10月１日(日)
主催　平川市・平川市教育委員会
※イベントの詳細は８月15日(火)配布
　のチラシなどでご確認ください。
問合せ　健康推進課健康増進係

　市では、若い人を対象に慢性胃炎や胃
潰瘍、十二指腸潰瘍および胃がんのリス
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53年４
月１日～平成10年３月31日生まれの方
※広報ひらかわ８月号で、対象の生年
　月日を「昭和54年３月31日から平成
　９年４月１日」としていましたが、
　上記が正しいものとなります。お詫
　びして訂正いたします。
検査方法　検便
料金　無料

自衛官募集

申込締切　平成30年３月20日(火)
※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。
申込み・問合せ
　健康推進課健康増進係

　７月５日付で民生委員・児童委員が
委嘱となりました。
　広船　　外川　敬三　☎44-8567
　民生委員・児童委員はみなさんにとっ
て身近な相談員です。悩みごとや困り
ごとがありましたら、お気軽にご相談
ください。
問合せ　福祉課福祉総務係

　市と黒石税務署では、事業者の方を
対象として、消費税の軽減税率制度に
関する説明会を開催します。
　多くの事業者の方に関係のある制度で
すので、ぜひ説明会にお越しください。
　なお、会場の都合上、席に限りがあり
ますことをあらかじめご了承ください。
日にち・場所
10月16日(月)
　市役所本庁舎４階　第４会議室
10月17日(火)
　碇ヶ関総合支所２階　第１会議室
時間
　10時～11時30分、13時30分～15時
※説明内容は、いずれも同じ内容です。
問合せ　黒石税務署法人課税部門

　☎52-4111

危険物取扱者試験
日時　11月４日(土)、11日(土)
※両日受験が可能です。
場所　弘前東高等学校
種類
　甲種(受験資格必要)、乙種(第１類～
６類)、丙種
受験料　甲種5,000円、乙種3,400円、
　　　　丙種2,700円
受付期間　９月27日(水)～10月６日(金)
※電子申請は９月24日(日)～ 10月３日
　(火)となります。
願書配付先
　弘前消防本部予防課、消防署および分署

ピロリ菌検査がはじまりました

お知らせ

民生委員・児童委員が
委嘱されました

ひらかわ健康ポイント
対象事業が追加されました

topic 国民年金

死亡一時金・未支給年金請求手続き
●死亡一時金
　保険料を３年以上納めた人が年金を受けずに亡くなり、その方の遺族基礎年
金、寡婦年金を受けられない場合に支給されます。請求できるのは生計を共に
していた遺族で、死亡日の翌日から２年以内です。
　　　　保険料納付済期間　　　　　死亡一時金の額
　　　　３年以上１５年未満　　　　１２０,０００円
　　　１５年以上２０年未満　　　　１４５,０００円
　　　２０年以上２５年未満　　　　１７０,０００円
　　　２５年以上３０年未満　　　　２２０,０００円
　　　３０年以上３５年未満　　　　２７０,０００円
　　　３５年以上　　　　　　　　　３２０,０００円
●未支給年金の請求
　年金を受給されている方が亡くなった場合に、亡くなった方と生計を共にし
ていた遺族（同居・別居でも可）がいれば、亡くなった月までの分を請求して
受け取ることができます。請求できるのは、年金受給者の年金支払い日の翌月
の初日から５年以内です。
●遺族の範囲と順位
　死亡した人と生計を同じくする３親等以内の親族
①配偶者　② 子  ③ 父母　④孫　⑤祖父母 　⑥兄弟姉妹　⑦その他３親等以内
の親族（甥・姪、子の配偶者、おじ・おば、配偶者の父母、孫の配偶者、兄弟
姉妹の配偶者など）
※死亡一時金の場合、請求できるのは①～⑥の遺族に限ります。

　手続きに必要な書類などは、死亡届出の際に説明いたしますが、戸籍謄本作
成に日数を要するので、実際の手続きはその後に行います。
　詳しくは国保年金課年金係にお問い合わせください。

問合せ：国保年金課　年金係　☎44-1111（内線 1255・1256）

危険物取扱者試験・事前講習会

催　し 籐工芸でクッキー皿を
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・式典、精神保健福祉事業功労者の表彰
・講演「依存症の現状と対応について」
　講師　原宿カウンセリングセンター
　　　　所長　信田さよ子氏
・事例発表
　①藤代健生病院地域連携室主任
　　竹田沙織氏
　②青森労働局職業安定部職業対策課
　　地方障害者雇用担当官　豊島幸弘氏
　③NPO法人ほほえみの会理事長
　　藤林百合子氏
その他
　入場無料ですが、事前の申し込み（名
前、人数、連絡先）が必要です。
申込み・問合せ
　▷青森県精神保健福祉協会事務局

☎017-787-3951

　市では、災害に強いまちづくりを推
進するため、木造住宅の耐震診断を実
施しています。
対象住宅
　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、詳しく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
※診断費の総額118,000円のうち、市が
　110,000円を負担します。
※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）
申込締切　10月20日(金)
申込み・問合せ　都市計画課建築係

＜防衛大学校（一般前期）＞
資格　高卒(見込み含む)～21歳未満の方
受付締切　9月29日(金)
試験日　11月４日(土)、５日(日)
＜防衛医科大学校医学科学生＞
資格　高卒(見込み含む)～21歳未満の方
受付締切　9月29日(金)
試験日　10月28日(土)、29日(日)
＜防衛医科大学校看護科学生（自衛官
候補看護学生）＞
資格　高卒(見込み含む)～21歳未満の方
受付締切　9月29日(金)

　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
　９月29日(金)　17時～ 19時
休日窓口
　９月24日(日)　８時30分～ 17時
問合せ　税務課収納係

　県と県精神保健福祉協会では、地域
の方々、精神保健福祉関係者および障
がい者の参加のもと、精神保健福祉に
ついての理解を深めるとともに、精神
障がい者が共に地域で暮らせる社会づ
くりを目指し、併せて、地域住民のこ
ころの健康づくりを促すことを目的と
して、毎年、県内各地で「青森県精神
保健福祉大会」を開催しています。
　今年度は弘前市で開催しますので、
ぜひご参加ください。
日時　10月11日(水)
　　　12時30分～ 15時30分
場所　弘前文化センター（弘前市下白
　　　銀町19-4）
内容
大会テーマ「みんなでめざそう　ここ
ろの健康」

　津軽広域連合では、圏域住民の皆さ
んを対象として「籐工芸体験教室」を
開催します。ぜひご応募ください！
日時　11月29日(水)　10時～ 12時
場所　ヒロロ３階　健康ホール
材料費　１人1,000円（参加者負担）
募集人数　20名程度
応募方法
「ハガキ」または「電子メール」に①郵
便番号・住所②氏名(ふりがな）③年齢④
電話番号を記入しお申し込みください。
※１回の応募で２名まで申し込みできま
　す。応募者多数の場合は、抽選により
　決定します。
申込締切　10月31日(火)
※当日消印有効です。
申込み・問合せ
　〒036-8003　弘前市大字駅前町9-20
　ヒロロ３階　津軽広域連合「籐工芸」
　体験教室係　☎31-1201
　Ｅメール：rengou@tsugarukoiki.jp

※インターネットによる電子申請は、(一
　財)消防試験研究センターホームペー
　ジからになります。
事前講習会
日時　10月26日(木)、27日(金)
　　　９時30分～ 16時30分(２日間)
場所　黒石消防署２階　大会議室
※車での来庁の際は、庁舎裏の駐車場を
　ご利用ください。
対象者　乙種第４類の受験者のうち受講
を希望する方
受講料・テキスト代
　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)、テキスト代
1,600円(テキストのみの購入は不可)
※受講料などは講習日１日目に会場にて
　徴収します。
受付期間　９月25日(月)～10月17日(火)
申込先
　弘前消防本部予防課(平日８時30分～
17時)、弘前地区消防事務組合管内の消
防署および分署(８時30分～ 17時)
問合せ
　弘前消防本部予防課　☎32-5104

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

第 58回青森県精神保健福祉大会

木造住宅の耐震診断希望者
再募集

消費税の軽減税率制度に関する
説明会を開催します

試験日　10月14日(土)
＜自衛官候補生＞
資格　18歳以上27歳未満の方
受付締切　11月17日(金)
試験日　12月3日(日)
　受験資格など細部については、自衛
隊弘前地域事務所へお問い合わせくだ
さい。
＜自衛隊受験相談会＞
　受験対象者などに対して、自衛隊受
験相談会を次のとおり行います。相談・
質問のほか、体験試乗・装備品展示・
体験喫食を予定していますので、ぜひ
お申し込みください。
日時　11月５日(日)　９時30分～ 14時
場所　陸上自衛隊弘前駐屯地
対象　15歳以上27歳未満の対象者およ
び保護者など
申込締切　10月18日(水)
※体験喫食は１人400円かかります。
申込み・問合せ
　自衛隊弘前地域事務所　☎27-3871

　ひらかわ健康ポイント事業の健康づ
くり関連事業の対象事業に、次の事業
が追加されました。
事業名　平川市スポーツデー
開催日　10月１日(日)
主催　平川市・平川市教育委員会
※イベントの詳細は８月15日(火)配布
　のチラシなどでご確認ください。
問合せ　健康推進課健康増進係

　市では、若い人を対象に慢性胃炎や胃
潰瘍、十二指腸潰瘍および胃がんのリス
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53年４
月１日～平成10年３月31日生まれの方
※広報ひらかわ８月号で、対象の生年
　月日を「昭和54年３月31日から平成
　９年４月１日」としていましたが、
　上記が正しいものとなります。お詫
　びして訂正いたします。
検査方法　検便
料金　無料

自衛官募集

申込締切　平成30年３月20日(火)
※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。
申込み・問合せ
　健康推進課健康増進係

　７月５日付で民生委員・児童委員が
委嘱となりました。
　広船　　外川　敬三　☎44-8567
　民生委員・児童委員はみなさんにとっ
て身近な相談員です。悩みごとや困り
ごとがありましたら、お気軽にご相談
ください。
問合せ　福祉課福祉総務係

　市と黒石税務署では、事業者の方を
対象として、消費税の軽減税率制度に
関する説明会を開催します。
　多くの事業者の方に関係のある制度で
すので、ぜひ説明会にお越しください。
　なお、会場の都合上、席に限りがあり
ますことをあらかじめご了承ください。
日にち・場所
10月16日(月)
　市役所本庁舎４階　第４会議室
10月17日(火)
　碇ヶ関総合支所２階　第１会議室
時間
　10時～11時30分、13時30分～15時
※説明内容は、いずれも同じ内容です。
問合せ　黒石税務署法人課税部門

　☎52-4111

危険物取扱者試験
日時　11月４日(土)、11日(土)
※両日受験が可能です。
場所　弘前東高等学校
種類
　甲種(受験資格必要)、乙種(第１類～
６類)、丙種
受験料　甲種5,000円、乙種3,400円、
　　　　丙種2,700円
受付期間　９月27日(水)～10月６日(金)
※電子申請は９月24日(日)～ 10月３日
　(火)となります。
願書配付先
　弘前消防本部予防課、消防署および分署

ピロリ菌検査がはじまりました

お知らせ

民生委員・児童委員が
委嘱されました

ひらかわ健康ポイント
対象事業が追加されました

topic 国民年金

死亡一時金・未支給年金請求手続き
●死亡一時金
　保険料を３年以上納めた人が年金を受けずに亡くなり、その方の遺族基礎年
金、寡婦年金を受けられない場合に支給されます。請求できるのは生計を共に
していた遺族で、死亡日の翌日から２年以内です。
　　　　保険料納付済期間　　　　　死亡一時金の額
　　　　３年以上１５年未満　　　　１２０,０００円
　　　１５年以上２０年未満　　　　１４５,０００円
　　　２０年以上２５年未満　　　　１７０,０００円
　　　２５年以上３０年未満　　　　２２０,０００円
　　　３０年以上３５年未満　　　　２７０,０００円
　　　３５年以上　　　　　　　　　３２０,０００円
●未支給年金の請求
　年金を受給されている方が亡くなった場合に、亡くなった方と生計を共にし
ていた遺族（同居・別居でも可）がいれば、亡くなった月までの分を請求して
受け取ることができます。請求できるのは、年金受給者の年金支払い日の翌月
の初日から５年以内です。
●遺族の範囲と順位
　死亡した人と生計を同じくする３親等以内の親族
①配偶者　② 子  ③ 父母　④孫　⑤祖父母 　⑥兄弟姉妹　⑦その他３親等以内
の親族（甥・姪、子の配偶者、おじ・おば、配偶者の父母、孫の配偶者、兄弟
姉妹の配偶者など）
※死亡一時金の場合、請求できるのは①～⑥の遺族に限ります。

　手続きに必要な書類などは、死亡届出の際に説明いたしますが、戸籍謄本作
成に日数を要するので、実際の手続きはその後に行います。
　詳しくは国保年金課年金係にお問い合わせください。

問合せ：国保年金課　年金係　☎44-1111（内線 1255・1256）

危険物取扱者試験・事前講習会
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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。
※パパママ教室は予約が必要です。10月12日(木)までに予約をお願いします。

・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。

９月20日(水)
９月21日(木)
９月22日(金)
９月24日(日)
９月30日(土)

６ ：45
　～８：00

・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

新山担い手センター
日沼地区コミュニティ施設

尾上地域福祉センター

健康センター

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＞

９月25日(月) 健康センター

子育て広場※要予約

パパママ教室
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６月生まれ
平成28年10月生まれ
平成28年３月生まれ
平成26年３月生まれ

10月19日(木)

10月19日 (木)
10月17日(火)
10月11 日(水)
10月18日(水)
10月 13日(金)

10：00 ～ 11：30

18：00 ～ 18：30
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)
・妊娠連絡票(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・場所
10月４日(水)　健康センター相談室③
10月18日(水)　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　10月10日(火)　10時～12時
　　　※毎月第２火曜日を予定。
内容　施設見学
場所　生活介護・就労継続支援A型
　　　「おらんど」（平川市館山前田
　　　80-4）
※日程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　10月18日(水)、11月15日(水)
　　　18時～ 19時20分
　　　※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(火)、10月24日(火)
　　　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
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

10月12日(木)、10月26日(木) 

10月10日(火)、10月24日(火)

10月10日(火)、10月24日(火)

10月７日(土)、10月21日(土)

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
10月３日(火)、10月17日(火)、
10月31日(火)
10月４日(水)、10月11日(水)、
10月18日(水)

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

10月４日(水)
10月４日(水)
10月18日(水)
９月27日(水)
10月12日(木)
10月17日(火)

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

10月４日(水)、10月11日(水)
10月18日(水)、10月25日(水) 

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

集
　団

個
　別

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

life

相談・サロン・その他

平川市役所　☎0172-44-1111（代表）

子宮頸がん検診　内容：内診など
乳がん検診　　　内容：マンモグラフィ（乳房X 線写真）
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。

妊娠中、子育て中の方など

日にち　10月５日(水)
場所・時間
・㈱木村食品工業　９：30 ～ 11：00
・特別養護老人ホームさわやか園
　　12：30 ～ 13：30
・介護老人保健施設のぞみ
　　14：00 ～ 15：00
・㈱日本マイクロニクス松崎工場
　　15：30 ～ 16：30
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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。
※パパママ教室は予約が必要です。10月12日(木)までに予約をお願いします。

・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。

９月20日(水)
９月21日(木)
９月22日(金)
９月24日(日)
９月30日(土)

６ ：45
　～８：00

・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

新山担い手センター
日沼地区コミュニティ施設

尾上地域福祉センター

健康センター

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＞

９月25日(月) 健康センター

子育て広場※要予約

パパママ教室
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６月生まれ
平成28年10月生まれ
平成28年３月生まれ
平成26年３月生まれ

10月19日(木)

10月19日 (木)
10月17日(火)
10月11 日(水)
10月18日(水)
10月 13日(金)

10：00 ～ 11：30

18：00 ～ 18：30
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)
・妊娠連絡票(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・場所
10月４日(水)　健康センター相談室③
10月18日(水)　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　10月10日(火)　10時～12時
　　　※毎月第２火曜日を予定。
内容　施設見学
場所　生活介護・就労継続支援A型
　　　「おらんど」（平川市館山前田
　　　80-4）
※日程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　10月18日(水)、11月15日(水)
　　　18時～ 19時20分
　　　※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(火)、10月24日(火)
　　　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
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

10月12日(木)、10月26日(木) 

10月10日(火)、10月24日(火)

10月10日(火)、10月24日(火)

10月７日(土)、10月21日(土)

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
10月３日(火)、10月17日(火)、
10月31日(火)
10月４日(水)、10月11日(水)、
10月18日(水)

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

10月４日(水)
10月４日(水)
10月18日(水)
９月27日(水)
10月12日(木)
10月17日(火)

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

10月４日(水)、10月11日(水)
10月18日(水)、10月25日(水) 

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

集
　団

個
　別

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

life

相談・サロン・その他

平川市役所　☎0172-44-1111（代表）

子宮頸がん検診　内容：内診など
乳がん検診　　　内容：マンモグラフィ（乳房X 線写真）
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。

妊娠中、子育て中の方など

日にち　10月５日(水)
場所・時間
・㈱木村食品工業　９：30 ～ 11：00
・特別養護老人ホームさわやか園
　　12：30 ～ 13：30
・介護老人保健施設のぞみ
　　14：00 ～ 15：00
・㈱日本マイクロニクス松崎工場
　　15：30 ～ 16：30
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進藤　琉生 くん
しんどう　　るい

笑顔がステキ♡
H28 年 9月 21 日（尾崎）

佐藤　旭 くん
さとう 　あさひ

ちっちゃくだってげん
げん元気ちびっ子マン

H28 年 9月 20 日（大光寺）
田中　楓馬 くん
たなか　　ふうま

わんぱく楓馬♡パパと
ママの宝物だよーっ♡

H28 年 9月 22 日（上二）

齋藤 　友羽璃くん
さいとう　　　ゆうり  

ユーリの成長が私達の
幸せ♡大好きだょ！

H28 年 9月 14 日（本町）
古川　葵大 くん 
こがわ　　あおと

我が家の大食い選手
H28 年 9月 15 日（三町会）

so CUTE!

成田　望亜 ちゃん
なりた　　 もあ

よく食べよく笑う♡
我が家のお転婆娘♡

H28 年 9月 10 日（三町会）
工　　花菜 ちゃん
くどう　　 はな

♡♡♡１歳おめでとう！
元気に育ってね♡♡

H28 年 9月 10 日（南田）
福士　瑚十 ちゃん
ふくし　　  こと

ずっとお姉ちゃんと仲
良しでいてね！

H28 年 9月 5日（猿賀）
山口　心柚 ちゃん
やまぐち　　みゆ

祝１歳☆
元気に育ってね♡

H28 年 9月 6日（新屋町）

　木　咲結 ちゃん
すずき　　  さゆ

我が家のいたずらっ子
１歳おめでとう♡

H28 年 9月 29 日（上一）
澤野井　茉乃 ちゃん
さわのい　　　まの

幸せをありがとう♡いっ
ぱいいっぱい大好き♪

H28 年 9月 19 日（平成）

上林　蓮凱 くん 
かみばやし れんが

我が家の暴れん坊
元気に育ってね♡

H28 年 9月 15 日（新屋）

9月で１歳になる

境　奏哉 くん
さかい　そうや

アヒル口のおしゃべり
大好きめごこさん

H28 年 9月 27 日（大光寺）

中嶋　紬義 くん
なかじま    つむぎ

いっぱい笑って、大き
くなってね！

H28 年 9月 9日（柏木町）

　１歳になる我が家のアイドルは、お子さ
んが満１歳になる保護者の皆様に案内をお
出しし、その中で希望する方のお子さんの
み掲載しています。
　掲載をご希望される保護者の方は、案内
に記載されている応募締切
までにご応募していただく
ようにお願いします。

今後のまちづくり懇談会の日程

開催場所
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

さるか交流館
荒田農業研修センター

対象地区
光城
平成
南田中
猿賀
荒田

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）

開催日
９月28日(木)
10月５日(木)
10月12日(木)
10月19日(木)
10月26 日(木)

９月の納期
　納期限：10月２日(月)
　・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
　・固定資産税　　　　　　第３期

８月の交通事故件数
　■交通事故　７件（負傷者10人、死者０人）

８月の出動件数
　■火災出動　１件　　■救急出動　81件
　■救助出動　１件　　■その他　　28件

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　　31,787 人 (－30)　　■男性　14,822 人　■女性　16,965 人
■世帯数　11,857 世帯 (＋５)　■転入　59 人　　　■転出　62 人

こんにちは赤ちゃん

結婚おめでとう

柏木町　　　鶴　賀　隼　人
南津軽郡大鰐町　石　郷　理　沙
愛知県豊田市　檜　山　寿　人
大光寺　　　小山内　真　弓
光城　　　　須々田　康　平
新館　　　　石　原　さくら

岩館　　中　畑　照　江　84
柏木町　阿　部　惠　喜　97
小杉　　乗　田　　　洋　76
高畑　　赤　平　み　さ　94
杉館　　工　藤　マ　ツ　92
館田　　葛　西　彦　弘　86
館田　　瀧　川　典　男　88
館田　　葛　西　登茂博　83
苗生松　葛　西　ソ　メ　95
本町　　菊　池　ス　マ　88
唐竹　　佐　藤　隆　孝　56
唐竹　　山　田　　　精　94
切明　　富　谷　武　逸　89
新屋　　葛　西　武　勇　89

新屋　　葛　西　　　亮　63
新屋　　丹　代　貞　策　96
尾崎　　進　藤　セ　ツ　93
尾崎　　中　嶋　富　夫　87
尾崎　　八木橋　ち　ゑ　89
尾崎　　八木橋　耕　作　84
町居　　竹　村　ヤ　イ　95
金屋　　成　田　定　德　65
金屋　　松　田　ち　よ　91
金屋　　小　野　真利子　45
南田中　工　藤　勝　子　82
南田中　成　田　豊　勝　64
新屋町　山　口　隆　徳　58
新屋町　山　口　鐵　郎　81
猿賀　　清　藤　　　洵　28
猿賀　　山　田　ツ　ナ　84
碇ヶ関　花　田　た　け　87

松館　　
る い と

琉斗くん
本町　　

り    く

琉玖くん
新館　　

そらじろう

空次朗くん
広船　　

ら    ら

蘭星ちゃん
新屋　　

ひまり

陽葵くん
新屋　　

は    る

晴瑠くん
町居　　

みつき

美月くん
町居　　

な    お

七緒くん
金屋　　

も    か

心奏ちゃん
金屋　　

せ    な

成那くん
八幡崎　

めいさ

芽桜ちゃん
古懸　　

ののか

希花ちゃん

今　井　友　也
中　川　悠　己
木　村　周　平
中　嶋　大　介
葛　西　祥　汰
齋　藤　　　満
葛　西　祐　禎
佐　藤　康　平

佐　藤　友　哉
小田桐　昂　大
工　藤　龍　太
阿　部　大　貴

お悔やみ申し上げます

金屋　　　　福　澤　幸　治
黒石市　　　豊　田　英　代
金屋　　　　佐　藤　伊　織
弘前市　　　一　戸　麻　乃
高木　　　　小　森　貴　之
八戸市　　　谷　川　奈都紀
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進藤　琉生 くん
しんどう　　るい

笑顔がステキ♡
H28 年 9月 21 日（尾崎）
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さとう 　あさひ

ちっちゃくだってげん
げん元気ちびっ子マン

H28 年 9月 20 日（大光寺）
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わんぱく楓馬♡パパと
ママの宝物だよーっ♡

H28 年 9月 22 日（上二）
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ユーリの成長が私達の
幸せ♡大好きだょ！
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我が家の大食い選手
H28 年 9月 15 日（三町会）

so CUTE!
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我が家のお転婆娘♡
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♡♡♡１歳おめでとう！
元気に育ってね♡♡

H28 年 9月 10 日（南田）
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元気に育ってね♡

H28 年 9月 15 日（新屋）

9月で１歳になる

境　奏哉 くん
さかい　そうや

アヒル口のおしゃべり
大好きめごこさん

H28 年 9月 27 日（大光寺）
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出しし、その中で希望する方のお子さんの
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　掲載をご希望される保護者の方は、案内
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までにご応募していただく
ようにお願いします。

今後のまちづくり懇談会の日程

開催場所
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

さるか交流館
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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）
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今月の表紙
Cover of this month

　８月18日、平川河川敷公園
（ふれあい広場）で、碇ヶ関木
工部会主催の灯籠流しが行われ
ました。
　薄暗くなり始めると、木工部
会員の合図で、集まった家族連
れなどが次々に灯籠を川に浮か
べました。参加者は水面にゆれ
る淡い明かりを眺めたり、手を
合わせたりしていました。

発行　平川市
編集　総務部総務課広報広聴係
〒036-0104 
青森県平川市柏木町藤山25番地6
TEL　0172-44-1111（代表） 
FAX　0172-44-8619
HP　   http://www.city.hirakawa.lg.jp/
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津軽の桃は今年も大人気！ひらかわフェスタ2017
　9月２日と３日、ひらかドームを会場に「ひらかわフェスタ2017」が開催され、
市内の事業者や各種団体、友好親善交流盟約を結ぶ鹿児島県南九州市など30を超え
るブースが出店し、新鮮な野菜や加工品などを買い求める多くの人で賑わいました。
　市内で収穫された野菜などを使った地産地消カレーの販売やラーメンの食べ比べ
ができる「麺麺街道」は長蛇の列ができたほか、「津軽の桃の加工品ふるまい」では、
桃を用いたジュースやお菓子が振る舞われました。
　また、造園業者が見事な庭園を軽トラックの荷台に再現する「軽トラガーデンコ
ンテスト」や仮面ライダーエグゼイドショー、アイドルユニット「りんご娘」によ
るステージ、じゃんけん大会などが行われ、会場は大変盛り上がりました。

平川市産プチトマトを使ったプチトマトあめ 「おひとつくださいな♪」

あ～ん
♪

！

わくわく
体験！

おいしい！

たのしい！ HAPPY!

yummy!
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