
相　談
　
●定例労働相談会開催について
　個々の労働者と事業主との間に応じた労働問題（解雇・賃金引

下げ・長時間労働・パワハラなど）について、青森県労働委員会

が相談に応じます。

■場所／青森県労働委員会（青森市長島2丁目1番5号）
■日時／

　▷8月7日 (火 )、9月4日 (火 )　13時30分～ 15時30分
　▷7月22日 (日 )、9月9日 (日 )　10時30分～ 12時30分
■対象／県内の労働者、事業主

■相談料／無料

■問合せ／青森県労働委員会事務局　☎017-734-9832
 　また、労働問題については下記でも電話で相談可能です。

■相談窓口／あおもり労働相談ダイヤル　☎0120-610-782
■受付時間／8時30分～17時15分　※土日祝、年末年始を除く。

●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…日時  7月27日 (金 )　17時～ 19時
　▷休日窓口…日時  7月29日 (日 )　8時30分～ 17時
■問合せ／税務課　収納係

●保育のお仕事出張相談会を開催します
　保育所などへの就職を希望する方、保育士の資格を持っているも

のの現在勤めていない方などを対象に下記のとおり開催します。

■日時／ 8月19日 (日 )　10時～ 15時
■場所／ヒロロ3階イベントスペース（弘前市）
■内容／保育所保育指針改訂ポイント講座、県保育士・保育所支

援センター職員による個別相談等

■参加費／無料　※事前申込不要

■問合せ／社会福祉法人青森県社会福祉協議会　福祉人材課

　☎017-718-2225

募　集

●女性対象のトレーニングルーム体験教室
　ひらかドームでは、スポーツ推進委員の指導による女性を対象

とした体験教室を開催します。

■開催日・対象年齢／

　▷第1クール…50歳以上　7月2日(月)、9日(月)、17日(火)、23日(月)
　▷第2クール…50歳以上　7月30日(月)、8月6日(月)、20日(月)、27日(月)
　▷第3クール…20歳～49歳　9月3日(月)、10日(月)、18日(火)、25日(火)
　　▷第4クール…20歳以上　10月1日(月)、15日(月)、22日(月)、29日(月)
■時間／受付9時15分～ 9時30分、教室9時30分～ 11時
■場所／ひらかドーム内トレーニングルーム

■内容／有酸素運動、マシンを使用した筋トレ、ストレッチ、柔

軟エクササイズほか

■対象／①平川市内在住の20歳以上の女性の方　②各クール4回全
てに参加できる方　③原則ひらかドームトレーニングルーム未経験者

■定員／各クール15人　※先着順、1人1クールまで。
■参加費用／ 1回につき210円
■申込方法・期間／ひらかドームに備えてある申込書または市ホー

ムページよりダウンロードし、記入の上、ひらかドームまでお申し

込みください。各クール定員に達し次第受付を終了します。

■その他／運動ができる服装、内履き必須。タオル、飲み物など

は各自ご持参ください。

■問合せ／保健体育課　保健体育係（ひらかドーム内）　☎43-0660

●「子ども図書館員」を募集します
　平賀・尾上図書館では、子どもたちに図書館を身近に感じても

らうことを目的とした、「子ども図書館員」を募集します。

■日時／ 7月28日 (土 )　9時30分～ 12時30分
■場所／平賀図書館・尾上図書館

■対象／市内小学校4 ～ 6年生
■内容／カウンター業務など (本の貸出・返却・検索 )

■持ち物／筆記用具・図書館カード (持っている人 )

■募集人員／両館合わせて20名　※先着順ですが、初めての人
を優先します。

■申込期限／ 7月25日 (水 )
■申込み・問合せ／希望する図書館へ

　平賀図書館　☎44-7655　尾上図書館　☎57-5980

●「奥入瀬サミット2018」参加者募集
　「奥入瀬サミット」は、女性リーダーの人材育成とネットワー

クづくりのため、著名人による講演やワークショップが開催され

る会議です。

　市では、「奥入瀬サミット」へ参加される女性市民の方を募集

します。参加費や旅費を助成しますので、参加を希望される方は

生涯学習課にご連絡ください。

　詳しくは奥入瀬サミットホームページをご覧ください。

■日にち／ 9月8日 (土 ) ～ 9日 (日 )
■場所／▷1日目：デイリー東北新聞社本社（八戸市）
　　　　▷2日目：星野リゾート奥入瀬渓流ホテル（十和田市）
■募集人員／ 2人程度　※書類審査などによる選考を行います。
■申込締切／ 8月1日 (水 )
■申込み・問合せ／生涯学習課　社会教育係　☎44-1221

●「日本女性会議2018in金沢」参加者募集
　「日本女性会議」は、男女共同参画社会の実現をめざし、著名

人による記念講演や「ワーク・ライフ・バランス」「まちおこし」「食

育」など様々なテーマに沿った分科会が開催される会議です。

　市では、「日本女性会議」へ参加される市民の方を募集し、参

加費や旅費の半額を助成します。「日本女性会議」に興味のある

方、参加してみたいと思う方は、生涯学習課にご連絡ください。

詳しくは「日本女性会議2018in金沢」ホームページをご覧ください。
■開催期日／ 10月12日 (金 ) ～ 14日 (日 )
■開催場所／金沢歌劇座（石川県金沢市）

■募集人員／ 2人以内　※書類審査などによる選考を行います。
■申込締切／ 8月10日 (金 )
■申込み・問合せ／生涯学習課　社会教育係　☎44-1221

●平川市長寿福祉大会金婚夫婦該当者を受付します
　「平川市長寿福祉大会」を次のとおり開催します。

当日、金婚夫婦および卒寿者（90歳）の方々をお祝いします。
金婚夫婦に該当すると思われる方は、お申込みください。

　「戸籍照合後、金婚夫婦に該当となられた方」と「卒寿者」に

は個別に長寿福祉大会のご案内の通知をします。なお、顕彰状と

記念品は、長寿福祉大会への出席の有無に関わらず贈呈します。

■開催日時／9月17日 (月 )　13時～
■開催場所／平川市文化センター

※当日は顕彰式典のほか、平賀保育園児による和太鼓演奏やかすみ民

謡ショーもございますので、一般の方もどうぞおいでください。

■金婚夫婦対象者／次のいずれかに該当するご夫婦

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

ギャラリー展

・トッピングの素材を工夫し、余分な水

分を吸わせるという手も。もみのり、

かつおぶし、すりごまなどは水分を吸

収してくれるだけでなく風味も豊かに。

■問合せ／子育て健康課　健康推進係
　☎44-1111（内線1146）

②おかずはしっかり加熱

・75℃以上の熱で1分以上加熱すると、

食中毒菌はほとんど死滅します。

③汁気はしっかり吸い取る

・汁気は細菌の大好物。ペーパーなどで

吸い取り、よく冷ましてからお弁当箱

に詰めましょう。

・ご飯を熱いまま蓋をすると、蓋に水分

がつき菌が増殖しやすいので、冷まし

てから蓋をしましょう。

蓮の花まつり
　自生する「和蓮」の群生地としては最北と知られる猿賀公園。

そこで開催される「蓮の花まつり」がいよいよ目前に迫ってまい

りました！期間中、土日の4日間はイベント目白押し！
　市内保育園児によるショーやヒーローとの握手会、チャンバラ

合戦、ぷらすマルシェやミニ動物ランドなど例年にはないイベン

トで会場を盛り上げます。夏の思い出を作りに猿賀公園に遊びに

来てね～！

■期間／7月21日 (土 ) ～ 29日 (日 )
■時間／ 9時～ 15時　■場所／猿賀公園
■主催・問合せ／（一社）平川市観光協会

　☎40-2231　FAX 40-2232

　NPO法人平川市文化協会では、芸術・文化
活動をされている方のギャラリー展示を開催
しています。

■年内の予定

　７月　　きじ鳩俳句会　色紙展
　８月　　〃

　９月　　若竹の会　作品展

１０月　　やきものサークル陶遊会　作品展

１１月　　伊藤蒼風　コレクション展

１２月　　〃

※都合により展示内容が変更となる場合もございます。

第10回平川市民 グラウンド・ゴルフ大会
　平川市グラウンド・ゴルフ協会では、平川市民の健康の保

持・増進を図るとともに愛好者相互の親睦を図り、生涯スポー
ツとしての関心を一層高めてもらうため、今年度も平川市民
グラウンド・ゴルフ大会の参加者を募集します。

■開催日時／7月27日(金)

　▷集合9時　　▷開会式9時15分～

　▷プレー開始9時30分～

■場所／平川市陸上競技場

■参加資格／平川市民であること

■参加料／1人500円

■申込締切／7月24日(火)

食中毒が気になる夏のお弁当。気温・湿度ともに高い夏は細菌にとって快適な環境です。

油断をするとお弁当箱の中で細菌が増殖し、食中毒を発症しやすくなります。

■問合せ／
　NPO法人平川市文化協会（平川市文化センター内）　☎44-1221
　＜事務局＞ 吉田  ☎090-6453-6904

■申込み・問合せ／平川市グラウンド・ゴルフ協会
　　　　　　　　　▷平賀地域の方…對馬 修　☎090-5359-7356
　　　　　　　　　▷尾上地域の方…小田桐 彰　☎57-5212
　　　　　　　　　▷碇ヶ関地域の方…對馬 弘　☎46-2637

おいしいお弁当を食中毒から守ろう！

①お弁当箱、調理器具は清潔に

・お弁当箱の蓋のパッキン部分は汚れが残

りやすいので注意。

・肉や魚を扱った包丁やまな板は、使い終

わったらその都度洗い消毒すること。
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７月の協会だより ◆ 食育通信

食育通信
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　お弁当を持ってお出かけする機会も多

くなる時期。予防のポイントに気をつけ、

おいしく安全にお弁当を楽しみましょう。

#猿賀の蓮 
を付けてSNSに投稿するだけ !

開催!!

7月21日～8月31日まで
・フォトコンテスト
  自慢のカメラで撮影して
  応募しよう！

・SNSフォトコンテスト

チャンバラ合戦 in平川　

キレイな蓮の花を撮って
　　　　　　　入賞を目指そう♪
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