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文化協会だより ／  NPO法人スポレクダンスクラブ平川

　寒さが厳しい季節になり、2018年もあと少しです。
　今年も「花と植木まつり」「白岩まつり」「蓮の花まつり」「碇ヶ
関 紅葉＆収穫祭」など多くのイベントで、訪れてくれるみなさ
んに楽しんでもらえたと思っています。また、市内の観光情報を
市外へ向けて発信してきました。
　来年も観光振興、ワクワクするような楽しいイベントの企画を
考えていきたいと思います！みなさんのアイデアやPRしてほし
いことがあればお知らせください。お待ちしております！

　いきいきぴんぴんとした生活を送ろう！を合言葉にダンスと
トータルフィットネスを活動している団体です。
　市内の公民館でのヨガ・フィットネス教室の指導派遣事業や
保育園・小中学校でのダンス指導、障がい者施設・障がい者団
体へのダンス指導など地域に根ざした活動をしています。
　いろいろなイベントで演技を披露しています。会員は小学生
から上は無制限で、1年に1回ダンス演技発表会を開催してお
り、ダンス愛好者の交流の場となっています。

「ステフィンカリーのように華麗に3Pシュート！
　　レブロンジェームスのように豪快にダンクシュート！！…」
とはなかなかいきませんが、とにかくバスケLOVEなメンバーで
楽しく活動しています。
　興味のある方はいつでも練習参加見学OKです。よろしくお願
いします。

12月の協会だより 

◇問合せ（一社）平川市観光協会　☎40-2231

 スポーツ協会だより ／  バスケットボール協会

観光協会だより ／今年も1年ありがとうございました！

◇問合せ　代表　大湯博美　☎090-3643-3264

＜４月～ 10月＞　◇毎週月曜日　平賀東中学校　19時～21時、
　　　　　　　　　  毎週 火・金曜日　19時～20時45分　平賀体育館　
＜11月～３月＞　◇毎週月・火曜日　平賀東中学校　19時～21時、
　　　　　　　　　  毎週金曜日　平賀体育館　19時～20時45分
◇問合せ　事務局　古川　☎090-7939-2791

今年も1年ありがとうございました。
来年もよろしくお願いいたします！

／お気軽に見学にお越し下さい♪＼

写真は、2016年の「平川市ダンス演奏発表会」の様子

　平川市猿賀地区にある旭光園さんは、
障がい者の自立と社会福祉活動への参加を促進するための支援
を行い、障がい者福祉の増進を図っている施設です。
　施設では、割りばしの袋やシール・ラベルなどの印刷を行い
ながら、納豆づくりを行っています。

　旭光園の納豆（福福納豆）の原料は、平川市産の大
豆「おおすず」です。ひと粒ずつ利用者さんが選別した
ものを使います。
　一晩、水に浸した大豆をやわらかくふっくらと蒸し上
げ、あたたかいうちに納豆菌を加えてパック詰めを行い
ます。手作業で計量し、盛り付けてフィルムをかけます。
これがうまくいかない
と、豆が乾燥し、十分に
発酵できないため、丁寧
に行っています。
　発酵機で一晩発酵させ
たら、出荷するための包
装作業をして完成です。

地産地消地産地消

地域貢献

学校給食の地産地消

「旭光園の納豆」

無償提供いただいた納豆を

11月に平賀地域・尾上地域

の給食で使いました♪

平賀地域　11／ 30(金)
・ごはん・福福納豆・厚焼き卵・おひたし
・ほたて汁・牛乳

尾上地域　11／６(火)
・ごはん・福福納豆・ごぼうサラダ・豚汁・牛乳
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◇問合せ　平賀学校給食センター　☎44-2835

　平川市猿賀地区にある旭光園さんは、
障がい者の自立と社会福祉活動への参加を促進するための支援
を行い、障がい者福祉の増進を図っている施設です。
　施設では、割りばしの袋やシール・ラベルなどの印刷を行い
ながら、納豆づくりを行っています。

募　集

●歩くスキー教室
　参加者募集について
　冬期間の体力づくりや健康増
進を目的に歩くスキー教室を開

催します。初心者の方、興味の

ある方、夏場にウォーキング、

ジョギングをしている方など大

歓迎です。

▶日程　平成31年２月３日(日)、10日(日)、17日(日)、24日(日)
▶時間　９時30分～11時30分
▶集合場所　ひらかドーム
▶コース　平川市陸上競技場および平賀多目的広場周辺
▶指導者　平川市スポーツ推進委員
▶対象　市民および市内企業に勤務する方
▶定員　20人（定員になり次第締め切り）
▶参加費　無料（保険は主催者で加入します）
▶申込み 
  ひらかドームに備えてある申込書に記入のうえ、平成31年１月
18日(金)までに保健体育課までお申し込みください。
　また、申し込みの際には靴のサイズと身長をお知らせください。

▶その他
　▷スキー用具一式は市で用意します。

　▷タオル､飲み物などは各自ご持参ください｡また､スキーウェア

　､帽子、手袋などの防寒具着用でお越しください。

▶申込み・問合せ
　保健体育課（ひらかドーム内）　☎43-0660

　
●冬季スポーツ交流会ソフトバレーボール大会
▶日時　平成31年1月27日(日)
　　　　受付　8時30分開始　開会式　9時
▶場所　平賀体育館
▶参加料　無料
▶参加資格　スポーツ愛好者
▶チーム構成
　①ファミリーの部（4人制で行う）
　　選手登録は、1チーム8名以内とし、試合中はコート内に小
　学生2名以上を必ず入れること。
　※監督は選手を兼ねる事ができる。

　※小学生だけの参加はできないこととする。

　②一般の部（4人制で行う）
　　選手登録は、1チーム8名以内で中学生以上とし、試合中は
　コート内に女性1名以上を必ず入れること。
　※監督は選手を兼ねる事ができる。

　※中学生・高校生だけの参加登録も可とする（必ず保護者が　

同伴すること）。

▶募集数　①・②とも先着9チーム
▶申込期間　12月18日(火) ～平成31年１月14日(月)
　　　　　　9時～ 21時
※12月25日(火)、29日(土) ～平成31年１月３日(木)、１月
７日(月)は休館日となります。
▶申込方法　平賀体育館窓口受付にて備え付けの申込用紙に記入
のうえ直接申し込みください。なお、電話・FAX・メール・郵送
では受け付け出来ません。

▶問合せ　平賀体育館　☎44-5010
　　　　　

●青森県立弘前高等技術専門校　入校生募集案内
▶定員　造園科15人、配管科20人
▶訓練期間　１年間
▶対象者　離職者など
▶応募期間　平成31年１月７日(月) ～２月８日(金)
▶申込み　最寄りのハローワーク
▶試験日　平成31年２月15日(金)
▶試験科目　作文、人物考査（面接）
▶問合せ　弘前高等技術専門校　☎32-6805

催　し

●「つがる弁カルタ大会」の開催
　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。奮ってご参加ください。

▶日時　平成31年 １月11日(金)　９時30分から
▶場所　文化センター２階　中研修室
▶対象　市内小学生までの子供
▶定員　60名（先着順）
※定員になり次第締め切ります。

▶参加料　無料
▶申込期限
　12月27日(木）　17時まで
▶申込み・問合せ
　平賀図書館　☎44-7665　

●農の手しごと展　～農家×手しごと
　津軽の女性たち～
　津軽地域の農家の女性たちが制作したりんご染めやエコクラフ
ト、花炭などの展示販売や、飾りひょうたんや手編み小物、ハー

バリウムなどの制作体験を行います。どうぞお気軽にお越しくだ

さい。

▶日時　12月18日(火)・19日(水)　10時～ 15時
※ハーバリウムの制作体験は18日のみです。
▶場所　弘前市立百石町展示館（弘前市百石町３-２）
▶問合せ　ひょうたん倶楽部　代表　間山文子　☎52-5305

●健康講座のお知らせ
脳卒中と認知症予防のために　－血圧管理の重要性を学ぶ－

高血圧と認知症との関連をご存知ですか？

今回は脳卒中だけでなく、認知症予防の点からも血圧管理の大切

さを学びます。

最近、血圧が気になり始めた方、お薬をのんでいても血圧が少し

高めの方など、たくさんの皆さまのご参加をお待ちしています。

▶日時　平成31年１月23日(水)　14時～ 15時30分
▶講師　弘前大学大学院医学研究科　循環器腎臓内科学講座
　　　　教授　富田　泰史　先生

▶参加費　無料
▶場所　健康センター　会議室
▶申込期限　平成31年1月21日(月)
▶申込み・問合せ　子育て健康課　健康推進係

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

⑯　広報ひらかわ　2018-12 2018-12　広報ひらかわ　⑰
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　　　　教授　富田　泰史　先生

▶参加費　無料
▶場所　健康センター　会議室
▶申込期限　平成31年1月21日(月)
▶申込み・問合せ　子育て健康課　健康推進係
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脳ドック検診のおしらせ

国民年金通信

「平成 30 年分公的年金等の源泉徴収票」が送付されます

●消費税の軽減税率制度に関する説明会の
　開催についてのご案内
　黒石税務署管内の４市町村、法人会、商工会、青色申告会と
黒石税務署では、個人および法人などの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。

　全ての事業者の方に関係がある制度ですので、ぜひお越しくだ

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。

▶日時・場所
　▷平成31年1月15日(火)　14時～ 15時30分
　　田舎館村中央公民館2階　研修室（田舎館村大字畑中字藤本159-1）
　▷平成31年１月16日(水)　10時～ 11時30分
　　黒石市産業会館4階　大会議室　（黒石市大字市ノ町5-2）
　▷平成31年１月17日(木)　14時～ 15時30分
　　藤崎町　ふれあいず～む館（藤崎町大字藤崎字中村井21-1）
　▷平成31年1月18日（金）　10時～ 11時30分
　　平川市役所本庁舎4階　第4会議室　（平川市柏木町藤山25-6）
※説明内容は、いずれも同じですので、どちらにでも参加可能です。

　各説明会は、事前申し込み不要ですので、お気軽にご参加ください。

▶問合せ　黒石税務署　法人課税部門　☎52-4111
　※音声案内に従い「２」を選択してください。

●水道管の凍結　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

いように心がけましょう。

＜凍結から守るためには＞
▷水道管を保温する

　水道管や蛇口部分を身近にある布や毛布などを巻いて保温する。

▷水抜栓を使って水道管の水を抜く

　・水抜栓を完全に閉めて、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。

　※水抜き栓は、完全に開けきるか、閉めきるかで使用してくだ

　さい。漏水の原因となることがあります。

＜凍結したときは＞
　無理に蛇口などを回さないでください。蛇口など露出している

部分に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、これで通水します。

　直らないときや破裂したときは、水抜栓を閉めて、市の指定給

水装置工事事業者へ連絡してください。なお、工事事業者につい

ては、市ホームページをご覧になるか、下記までお問合せくださ

い。

※12月29日(土)から1月3日(木)までは、平川市管工事業協
同組合（受付時間８時～ 17時　☎44-9310）が対応します。 
※碇ヶ関地区は、久吉ダム水道企業団の管轄になります。（受付

時間８時15分～ 17時　☎48-2229）
　なお、12月29日(土)から1月3日(木)までは、久吉ダム水
道企業団浄水場（受付時間９時～ 16時　☎45-2003）が対応し
ます。

▶問合せ　上下水道課　工務係

おしらせ

●空家等を所有または管理している皆様へ
　空家等は個人などの財産であるため、その所有者などは、適切
な管理を行う責任があります。

　空家等を放置したままにすると、積雪により倒壊したり、落雪

により、近隣の家屋や歩行者などに被害を及ぼした場合、損害賠

償などの管理責任を問われることがあります。

　空家等の所有者などの方は、定期的に点検や雪下ろしを行うな

どして、積雪による倒壊を未然に防止するとともに、落雪による

周辺への被害を発生させないよう適切な対応をしましょう。

▶問合せ　建設課　都市計画係

●県税納税証明書の交付申請について
　官公庁の入札参加資格審査申請、建設業許可申請、所得税確定
申告、金融機関の融資申し込みなどのため、県税（法人県民税・

法人事業税・地方法人特別税、個人事業税など）の納税額または

未納額がないことの証明書が必要な方は、必要書類をご準備くだ

さい（納税して間もない時は、領収証書を提示してください）。

　納税証明書は、納税者の皆様の大切な情報を証明するものです

ので、窓口でのご本人確認を厳正に行わせていただいています。

ご理解とご協力をお願いします。

▶問合せ　中南地域県民局県税部　納税管理課
　　　　　☎32-1131（内線229・279）

●弘南バス年末年始ダイヤについて
　年末年始は通常のダイヤと異なりますので、ご利用を予定され
ている方はご注意ください。

　▷12月30日(日)…全日、土日祝ダイヤで運行
　▷12月31日(月)…始発から19時発まで土日祝ダイヤで運行、
　　19時１分発以降は一部路線除き運休
　▷１月１日(火)…始発から７時59分発まで一部路線除き運休、
　　８時発から19時発まで土日祝ダイヤで運行、19時１分発以
　　降は一部路線除き運休

　▷１月２日(水)…全日、土日祝ダイヤで運行
　▷１月３日(木)…全日、土日祝ダイヤで運行
　詳しくは弘南バス株式会社ホームページをご覧になるか、弘前

バスターミナル営業所（☎36-5061）にお問い合わせください。
▶問合せ　企画財政課　企画調整係

●平成31年度固定資産税（償却資産）の
　申告について
　個人や会社で事業を行っている方で、事業に用いる機械・備品
などの償却資産をお持ちの場合、毎年1月1日現在の所有状況を、
1月31日までに申告する必要があります（所得税・法人税の申
告とは別に申告が必要です）。

　申告書用紙などが必要な方には、市役所からお送りしますので

ご連絡ください。

　なお、下記に該当する償却資産については申告不要です。

①使用可能期間が１年未満のもの

②取得金額が10万円未満で、法人税法などの規定により一時損
　金算入とするもの

③取得金額が20万円未満で、法人税法などの規定により3年間
　で一括償却とするもの

④自動車税や軽自動車税の課税対象となる車両

※償却資産として申告が必要な車両は、大型特殊自動車のみです。

▶問合せ　税務課　固定資産税係
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●「未来につなぐ相続登記」～相続登記は
　お済みですか～
　相続した不動産（土地・建物）についての相続登記（名義変更）は、

不動産の所在地を管轄する法務局に申請が必要です。

　長い間、相続登記をしないで放置していたために、相続人が死亡

してしまい、相続権のある人が次第に増え、遺産分割の協議がまと

まりにくくなってしまうことがあります。

　相続登記は、登記をしなければ罰せられるというものではありま

せんが、放置することは、自分の子供や孫に手間と費用をかけさせ

てしまう結果となります。

　また、相続登記をしていないと次のような様々な問題が発生す

ることがあります。

　・土地を売って現金化したいが、土地の名義が曽父母になってい

　て、すぐに所有権移転登記ができない。

　・空き家を有効利用したいが、所有者が分からず交渉できない。

　・森林の所有者が分からず、山が荒廃している。

　・用地買収の話があったが、相続人間で争いになった。

　・所有者との連絡が取れず、災害復旧などの緊急性のある工事

　が遅れる。

　トラブルを未然に防ぐためにも、早めに相談登記をしましょう。

▶問合せ　青森地方法務局弘前支局　☎26-1150　
　　　　 ※登記相談は予約制です。

●青森県最低賃金改正のお知らせ

　青森県最低賃金が改正されました。金額などは次のとおりです。

　▷時間額762円（平成30年10月４日から）
　▷青森県最低賃金は、青森県内で働く全ての労働者に適用され

　　ます。

　▷製造業と小売業の一部には、特定（産業別）最低賃金が定め

　　られています。

　詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。

(http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/）
▶問合せ　青森労働局労働基準部賃金室　 ☎017-734-4114

　平川市国民健康保険では、脳や脳血管疾患の早期発見・

予防を目的に、脳ドック検診を実施しています。

■対象者　30歳～ 67歳（昭和26年１月１日生まれ ～ 
　昭和63年12月31日生まれ）までの平川市国保被保険
　者で、脳ドック申し込み時・検査実施日において、国　

　保の資格がある方

　※昨年度、平川市国保の脳ドックを受診された方は受診

　できません。

■申込開始日時　12月21日(金) ～
　受付　８時15分～ 17時　※定員になり次第受け付け
　を終了しますので、お早めにお申し込みください。

■検査実施日　２・３月の月・火・金曜日のうち、空きが

　あり受診できる日

■検査場所　黒石市国民健康保険　黒石病院

■検査内容　ＭＲＩ検査・ＣＴ検査・血液検査・血圧測定・

　脈波図検査・検尿

■個人負担　7,000円
　※検査当日、病院にお支払いください

■その他

　◇検査結果は、検査から約１か月後に当市の保健師よ

　　りお知らせします。

　◇検査実施日に国保の資格がないことがわかった場合

　　は、検査費用(27,992円)を返還していただきます。
■申込み・問合せ　国保年金課　国保係　　　　　　 

おしらせ

　平成30年中に厚生年金・国民年金などの老齢または退職を支給事由とする年金を受け取られた方に、日本年金機構
から平成30年分として支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額などをおしらせする「公的年金等の源泉徴収

票」が送付されます。

「公的年金等の源泉徴収票」は所得税の確定申告の際の添付書類となりますので、申告を行うまで大切に

保管してください。

　なお、障害年金や遺族年金のみを受け取られた方は、障害年金や遺族年金が所得税の課税対象となって

いないため、源泉徴収票は送付されません。

　送付時期：平成31年１月中旬から１月下旬にかけて順次送付されます。

　詳しくは弘前年金事務所または国保年金課年金係にお問い合わせください。

[問合せ]弘前年金事務所　☎27-1339、　国保年金課　年金係　☎44-1111（内線1255・1256）

有
料
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脳ドック検診のおしらせ

国民年金通信

「平成 30 年分公的年金等の源泉徴収票」が送付されます

●消費税の軽減税率制度に関する説明会の
　開催についてのご案内
　黒石税務署管内の４市町村、法人会、商工会、青色申告会と
黒石税務署では、個人および法人などの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。

　全ての事業者の方に関係がある制度ですので、ぜひお越しくだ

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。

▶日時・場所
　▷平成31年1月15日(火)　14時～ 15時30分
　　田舎館村中央公民館2階　研修室（田舎館村大字畑中字藤本159-1）
　▷平成31年１月16日(水)　10時～ 11時30分
　　黒石市産業会館4階　大会議室　（黒石市大字市ノ町5-2）
　▷平成31年１月17日(木)　14時～ 15時30分
　　藤崎町　ふれあいず～む館（藤崎町大字藤崎字中村井21-1）
　▷平成31年1月18日（金）　10時～ 11時30分
　　平川市役所本庁舎4階　第4会議室　（平川市柏木町藤山25-6）
※説明内容は、いずれも同じですので、どちらにでも参加可能です。

　各説明会は、事前申し込み不要ですので、お気軽にご参加ください。

▶問合せ　黒石税務署　法人課税部門　☎52-4111
　※音声案内に従い「２」を選択してください。

●水道管の凍結　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

いように心がけましょう。

＜凍結から守るためには＞
▷水道管を保温する

　水道管や蛇口部分を身近にある布や毛布などを巻いて保温する。

▷水抜栓を使って水道管の水を抜く

　・水抜栓を完全に閉めて、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。

　※水抜き栓は、完全に開けきるか、閉めきるかで使用してくだ

　さい。漏水の原因となることがあります。

＜凍結したときは＞
　無理に蛇口などを回さないでください。蛇口など露出している

部分に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、これで通水します。

　直らないときや破裂したときは、水抜栓を閉めて、市の指定給

水装置工事事業者へ連絡してください。なお、工事事業者につい

ては、市ホームページをご覧になるか、下記までお問合せくださ

い。

※12月29日(土)から1月3日(木)までは、平川市管工事業協
同組合（受付時間８時～ 17時　☎44-9310）が対応します。 
※碇ヶ関地区は、久吉ダム水道企業団の管轄になります。（受付

時間８時15分～ 17時　☎48-2229）
　なお、12月29日(土)から1月3日(木)までは、久吉ダム水
道企業団浄水場（受付時間９時～ 16時　☎45-2003）が対応し
ます。

▶問合せ　上下水道課　工務係

おしらせ

●空家等を所有または管理している皆様へ
　空家等は個人などの財産であるため、その所有者などは、適切
な管理を行う責任があります。

　空家等を放置したままにすると、積雪により倒壊したり、落雪

により、近隣の家屋や歩行者などに被害を及ぼした場合、損害賠

償などの管理責任を問われることがあります。

　空家等の所有者などの方は、定期的に点検や雪下ろしを行うな

どして、積雪による倒壊を未然に防止するとともに、落雪による

周辺への被害を発生させないよう適切な対応をしましょう。

▶問合せ　建設課　都市計画係

●県税納税証明書の交付申請について
　官公庁の入札参加資格審査申請、建設業許可申請、所得税確定
申告、金融機関の融資申し込みなどのため、県税（法人県民税・

法人事業税・地方法人特別税、個人事業税など）の納税額または

未納額がないことの証明書が必要な方は、必要書類をご準備くだ

さい（納税して間もない時は、領収証書を提示してください）。

　納税証明書は、納税者の皆様の大切な情報を証明するものです

ので、窓口でのご本人確認を厳正に行わせていただいています。

ご理解とご協力をお願いします。

▶問合せ　中南地域県民局県税部　納税管理課
　　　　　☎32-1131（内線229・279）

●弘南バス年末年始ダイヤについて
　年末年始は通常のダイヤと異なりますので、ご利用を予定され
ている方はご注意ください。

　▷12月30日(日)…全日、土日祝ダイヤで運行
　▷12月31日(月)…始発から19時発まで土日祝ダイヤで運行、
　　19時１分発以降は一部路線除き運休
　▷１月１日(火)…始発から７時59分発まで一部路線除き運休、
　　８時発から19時発まで土日祝ダイヤで運行、19時１分発以
　　降は一部路線除き運休

　▷１月２日(水)…全日、土日祝ダイヤで運行
　▷１月３日(木)…全日、土日祝ダイヤで運行
　詳しくは弘南バス株式会社ホームページをご覧になるか、弘前

バスターミナル営業所（☎36-5061）にお問い合わせください。
▶問合せ　企画財政課　企画調整係

●平成31年度固定資産税（償却資産）の
　申告について
　個人や会社で事業を行っている方で、事業に用いる機械・備品
などの償却資産をお持ちの場合、毎年1月1日現在の所有状況を、
1月31日までに申告する必要があります（所得税・法人税の申
告とは別に申告が必要です）。

　申告書用紙などが必要な方には、市役所からお送りしますので

ご連絡ください。

　なお、下記に該当する償却資産については申告不要です。

①使用可能期間が１年未満のもの

②取得金額が10万円未満で、法人税法などの規定により一時損
　金算入とするもの

③取得金額が20万円未満で、法人税法などの規定により3年間
　で一括償却とするもの

④自動車税や軽自動車税の課税対象となる車両

※償却資産として申告が必要な車両は、大型特殊自動車のみです。

▶問合せ　税務課　固定資産税係

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

●「未来につなぐ相続登記」～相続登記は
　お済みですか～
　相続した不動産（土地・建物）についての相続登記（名義変更）は、

不動産の所在地を管轄する法務局に申請が必要です。

　長い間、相続登記をしないで放置していたために、相続人が死亡

してしまい、相続権のある人が次第に増え、遺産分割の協議がまと

まりにくくなってしまうことがあります。

　相続登記は、登記をしなければ罰せられるというものではありま

せんが、放置することは、自分の子供や孫に手間と費用をかけさせ

てしまう結果となります。

　また、相続登記をしていないと次のような様々な問題が発生す

ることがあります。

　・土地を売って現金化したいが、土地の名義が曽父母になってい

　て、すぐに所有権移転登記ができない。

　・空き家を有効利用したいが、所有者が分からず交渉できない。

　・森林の所有者が分からず、山が荒廃している。

　・用地買収の話があったが、相続人間で争いになった。

　・所有者との連絡が取れず、災害復旧などの緊急性のある工事

　が遅れる。

　トラブルを未然に防ぐためにも、早めに相談登記をしましょう。

▶問合せ　青森地方法務局弘前支局　☎26-1150　
　　　　 ※登記相談は予約制です。

●青森県最低賃金改正のお知らせ

　青森県最低賃金が改正されました。金額などは次のとおりです。

　▷時間額762円（平成30年10月４日から）
　▷青森県最低賃金は、青森県内で働く全ての労働者に適用され

　　ます。

　▷製造業と小売業の一部には、特定（産業別）最低賃金が定め

　　られています。

　詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。

(http://aomori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/）
▶問合せ　青森労働局労働基準部賃金室　 ☎017-734-4114

　平川市国民健康保険では、脳や脳血管疾患の早期発見・

予防を目的に、脳ドック検診を実施しています。

■対象者　30歳～ 67歳（昭和26年１月１日生まれ ～ 
　昭和63年12月31日生まれ）までの平川市国保被保険
　者で、脳ドック申し込み時・検査実施日において、国　

　保の資格がある方

　※昨年度、平川市国保の脳ドックを受診された方は受診

　できません。

■申込開始日時　12月21日(金) ～
　受付　８時15分～ 17時　※定員になり次第受け付け
　を終了しますので、お早めにお申し込みください。

■検査実施日　２・３月の月・火・金曜日のうち、空きが

　あり受診できる日

■検査場所　黒石市国民健康保険　黒石病院

■検査内容　ＭＲＩ検査・ＣＴ検査・血液検査・血圧測定・

　脈波図検査・検尿

■個人負担　7,000円
　※検査当日、病院にお支払いください

■その他

　◇検査結果は、検査から約１か月後に当市の保健師よ

　　りお知らせします。

　◇検査実施日に国保の資格がないことがわかった場合

　　は、検査費用(27,992円)を返還していただきます。
■申込み・問合せ　国保年金課　国保係　　　　　　 

　平成30年中に厚生年金・国民年金などの老齢または退職を支給事由とする年金を受け取られた方に、日本年金機構
から平成30年分として支払われた年金の金額や源泉徴収された所得税額などをおしらせする「公的年金等の源泉徴収

票」が送付されます。

「公的年金等の源泉徴収票」は所得税の確定申告の際の添付書類となりますので、申告を行うまで大切に

保管してください。

　なお、障害年金や遺族年金のみを受け取られた方は、障害年金や遺族年金が所得税の課税対象となって

いないため、源泉徴収票は送付されません。

　送付時期：平成31年１月中旬から１月下旬にかけて順次送付されます。

　詳しくは弘前年金事務所または国保年金課年金係にお問い合わせください。

[問合せ]弘前年金事務所　☎27-1339、　国保年金課　年金係　☎44-1111（内線1255・1256）

有
料
広
告
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健康ひろば

[問合せ]　子育て健康課　健康推進係

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＞

検診のおしらせ

※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。

※がん検診対象者証明書の入手方法についてはお問い合わせください。

※平成31年3月31日までに20歳、
40歳になる方も対象です。

・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」またはクーポン券が必要です。

個

　別

献血のおしらせ

持
ち
物

[問合せ]母子のおしらせ

life

項目／全血献血

場　所

特別養護老人ホーム緑青園

(株)日本マイクロニクス
青森工場

子育て世代包括支援センター（子育て健康課内）
▷母子保健係、子育て世代包括支援係

１月23日(水)

時　間

９：30～ 12：00

13：30～ 16：00

場
所
／
時
間
／
持
ち
物

※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。

　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、助産師による面談を行っています。

種別

４か月児健診

１歳児健診

１歳６か月児健診

３歳児健診

対象

平成30年９月生まれ
平成30年１月生まれ
平成29年６月生まれ
平成27年６月生まれ

実施日

１月29日(火)
１月16日(水)
１月30日(水)
１月11日(金)

受付時間

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

※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か月児が対象となります。
※各健診対象者には個別に通知します。健診は無料です。

・
母
子
健
康
手
帳
の
交
付

・
妊
婦
窓
口
相
談

健康センター／８：15～ 17：00
　

□妊娠届出書(医療機関から発行)
□妊婦連絡票(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)

対象／妊娠中、子育て中の方など
場所／健康センター
日時／１月17日(木)　＜要予約＞※前日締切。

①10：00～11：30　体重測定、育児相談など
②10：30～11：00　親子遊び
③11：00～11：30　離乳食のお話と試食　    
※お好きな時間においでください。

持ち物／□母子健康手帳　□筆記用具　□バスタオル
　　　　□小皿、スプーン（離乳食を試食する方）

す
く
す
く
広
場

母
乳
ケ
ア

対象／妊産婦の方

日時／１月８日(火)・１月22日(火)
①10：00　②11：00　③13：00  ④14：00 
＜要予約＞※各日・前日締切。

場所／健康センター

持ち物／□母子健康手帳　□フェイスタオル３枚
　　　　  (使用済のタオルを入れる袋もご用意ください)

1回
500円

乳
幼
児

健
康
診
査

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

　妊娠期から子育て期まで、子育て世代の身

近な相談窓口として、子どもを産み育てるこ

とを楽しいと実感できるようお手伝いします。

子育て世代包括支援センター

[問合せ] 子育て健康課
　　　  母子保健係

□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。

●持ち物の□はチェックボックスとしてご活用ください。　例　□バスタオル　□母子健康手帳

場所／健康センター

持ち物／□母子健康手帳　

　　　　□バスタオル　

　　　　□健康診査問診票

　　　　□尿(３歳児のみ)

○○○○

○一部対象者に送付した無料クーポン券について

　クーポン券の有効期限は平成31年２月28日(木)です。今後は予約などで混み合うことが予想されますので、受診予定の方は早めに申し込み
検診を受けましょう。なお、クーポン券を紛失された場合は再発行いたします。　※クーポン券で受診の場合、「証明書」は不要です。

○小学校就学前（年長児）に行う予防接種（麻しん風しんⅡ期）　対象者の方へ

　麻しん風しんⅡ期は、平成31年４月に小学校へ就学される方へ個別通知をしています。定期接種として無料で接種できる期間は平成31年3
月31日までとなっています。まだ接種していない方はお忘れのないようお願いします。また、予診票を紛失した場合はお問い合わせください。
[問合せ]　子育て健康課　母子保健係

[問合せ]　高齢介護課　高齢福祉係けんこう教室スケジュール

実　施　日

介護予防教室

時　間場　所 申込先

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。

１月10日(木)  １月24日(木)

１月９日(水)　 １月16日(水)
１月23日(水)  １月30日(水)

１月５日(土)　 １月19日(土) 

１月８日(火)   １月22日(火)

１月15日(火) １月29日(火)

平賀在宅介護支援センター
☎44-6116

三笠在宅介護支援センター
☎44-8877

在宅介護支援センターさわやか園
☎43-5432

尾上在宅介護支援センター
☎57-5351

碇ヶ関在宅介護支援センター
☎45-2182

特別養護老人ホーム緑青園

館田地区農業推進拠点施設

特別養護老人ホームさわやか園

尾上地域福祉センター

碇ヶ関地域福祉センター

10：00～ 11：30

10：00～ 11：30

13：00～ 15：00

10：30～ 12：00

13：30～ 15：00

Let’sチャレンジ!

いっち

にー

時　間場　所 申込先

体力アップ運動教室

実　施　日

１月８日(火)　１月22日(火)　
１月29日(火)

１月９日(水)　１月23日(水)
１月30日(水)

14：00～ 15：00

14：00～ 15：00

平賀体育館

B＆G尾上体育館

「体力・足腰の筋力アップ」「認知症予防」を目的とした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。

平賀体育館

☎ 44-5010

■対象／ 65歳以上の方

相談・サロン・その他

●こころとからだの相談
　「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　１月９日(水)、１月23日(水)
　　　13時30分～ 15時30分
場所　健康センター相談室③

※当日のご相談も受け付けております。

（事前申し込み優先）

申込み・問合せ　福祉課　障がい支援係

●傾聴サロン
　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　１月９日(水)、２月６日(水)
　　　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　子育て健康課　健康推進係

●困りごと相談
　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。

日時　１月16日(水)、２月13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　子育て健康課  健康推進係

●とんぼの会
　精神疾患を抱える方のご家族が自由に

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　１月８日(火)　10時～ 12時
内容　今月の定例会は情報交換です。

場所　健康センター相談室③

※定例会は毎月第２火曜日に開催予定です。

※日程・場所など変更の可能性もありま

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

●弘前保健所からのおしらせ
　弘前保健所では各種相談・検査を実施

します。

▷ウイルス性肝炎検査

１月８日(火)　10：30～11：30

▷エイズ相談（即日検査・予約制）

※エイズ相談専用電話　☎38-2389
１月16日(水)　17：30～18：30

▷女性健康相談

12月26日(水)  13：00～13：30

▷精神保健福祉相談（予約制）

１月10日(木)　13：00～14：00

[申込み・問合せ]
弘前保健所　☎33-8521 

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。
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健康ひろば

[問合せ]　子育て健康課　健康推進係

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＞

検診のおしらせ

※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。

※がん検診対象者証明書の入手方法についてはお問い合わせください。

※平成31年3月31日までに20歳、
40歳になる方も対象です。

・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」またはクーポン券が必要です。

個

　別

献血のおしらせ

持
ち
物

[問合せ]母子のおしらせ

life

項目／全血献血

場　所

特別養護老人ホーム緑青園

(株)日本マイクロニクス
青森工場

子育て世代包括支援センター（子育て健康課内）
▷母子保健係、子育て世代包括支援係

１月23日(水)

時　間

９：30～ 12：00

13：30～ 16：00

場
所
／
時
間
／
持
ち
物

※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。

　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、助産師による面談を行っています。

種別

４か月児健診

１歳児健診

１歳６か月児健診

３歳児健診

対象

平成30年９月生まれ
平成30年１月生まれ
平成29年６月生まれ
平成27年６月生まれ

実施日

１月29日(火)
１月16日(水)
１月30日(水)
１月11日(金)

受付時間

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

※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か月児が対象となります。
※各健診対象者には個別に通知します。健診は無料です。

・
母
子
健
康
手
帳
の
交
付

・
妊
婦
窓
口
相
談

健康センター／８：15～ 17：00
　

□妊娠届出書(医療機関から発行)
□妊婦連絡票(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)

対象／妊娠中、子育て中の方など
場所／健康センター
日時／１月17日(木)　＜要予約＞※前日締切。

①10：00～11：30　体重測定、育児相談など
②10：30～11：00　親子遊び
③11：00～11：30　離乳食のお話と試食　    
※お好きな時間においでください。

持ち物／□母子健康手帳　□筆記用具　□バスタオル
　　　　□小皿、スプーン（離乳食を試食する方）

す
く
す
く
広
場

母
乳
ケ
ア

対象／妊産婦の方

日時／１月８日(火)・１月22日(火)
①10：00　②11：00　③13：00  ④14：00 
＜要予約＞※各日・前日締切。

場所／健康センター

持ち物／□母子健康手帳　□フェイスタオル３枚
　　　　  (使用済のタオルを入れる袋もご用意ください)

1回
500円

乳
幼
児

健
康
診
査

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

　妊娠期から子育て期まで、子育て世代の身

近な相談窓口として、子どもを産み育てるこ

とを楽しいと実感できるようお手伝いします。

子育て世代包括支援センター

[問合せ] 子育て健康課
　　　  母子保健係

□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。

●持ち物の□はチェックボックスとしてご活用ください。　例　□バスタオル　□母子健康手帳

場所／健康センター

持ち物／□母子健康手帳　

　　　　□バスタオル　

　　　　□健康診査問診票

　　　　□尿(３歳児のみ)

○○○○

○一部対象者に送付した無料クーポン券について

　クーポン券の有効期限は平成31年２月28日(木)です。今後は予約などで混み合うことが予想されますので、受診予定の方は早めに申し込み
検診を受けましょう。なお、クーポン券を紛失された場合は再発行いたします。　※クーポン券で受診の場合、「証明書」は不要です。

○小学校就学前（年長児）に行う予防接種（麻しん風しんⅡ期）　対象者の方へ

　麻しん風しんⅡ期は、平成31年４月に小学校へ就学される方へ個別通知をしています。定期接種として無料で接種できる期間は平成31年3
月31日までとなっています。まだ接種していない方はお忘れのないようお願いします。また、予診票を紛失した場合はお問い合わせください。
[問合せ]　子育て健康課　母子保健係

[問合せ]　高齢介護課　高齢福祉係けんこう教室スケジュール

実　施　日

介護予防教室

時　間場　所 申込先

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。

１月10日(木)  １月24日(木)

１月９日(水)　 １月16日(水)
１月23日(水)  １月30日(水)

１月５日(土)　 １月19日(土) 

１月８日(火)   １月22日(火)

１月15日(火) １月29日(火)

平賀在宅介護支援センター
☎44-6116

三笠在宅介護支援センター
☎44-8877

在宅介護支援センターさわやか園
☎43-5432

尾上在宅介護支援センター
☎57-5351

碇ヶ関在宅介護支援センター
☎45-2182

特別養護老人ホーム緑青園

館田地区農業推進拠点施設

特別養護老人ホームさわやか園

尾上地域福祉センター

碇ヶ関地域福祉センター

10：00～ 11：30

10：00～ 11：30

13：00～ 15：00

10：30～ 12：00

13：30～ 15：00

Let’sチャレンジ!

いっち

にー

時　間場　所 申込先

体力アップ運動教室

実　施　日

１月８日(火)　１月22日(火)　
１月29日(火)

１月９日(水)　１月23日(水)
１月30日(水)

14：00～ 15：00

14：00～ 15：00

平賀体育館

B＆G尾上体育館

「体力・足腰の筋力アップ」「認知症予防」を目的とした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。

平賀体育館

☎ 44-5010

■対象／ 65歳以上の方

相談・サロン・その他

●こころとからだの相談
　「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　１月９日(水)、１月23日(水)
　　　13時30分～ 15時30分
場所　健康センター相談室③

※当日のご相談も受け付けております。

（事前申し込み優先）

申込み・問合せ　福祉課　障がい支援係

●傾聴サロン
　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　１月９日(水)、２月６日(水)
　　　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　子育て健康課　健康推進係

●困りごと相談
　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。

日時　１月16日(水)、２月13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　子育て健康課  健康推進係

●とんぼの会
　精神疾患を抱える方のご家族が自由に

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　１月８日(火)　10時～ 12時
内容　今月の定例会は情報交換です。

場所　健康センター相談室③

※定例会は毎月第２火曜日に開催予定です。

※日程・場所など変更の可能性もありま

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

●弘前保健所からのおしらせ
　弘前保健所では各種相談・検査を実施

します。

▷ウイルス性肝炎検査

１月８日(火)　10：30～11：30

▷エイズ相談（即日検査・予約制）

※エイズ相談専用電話　☎38-2389
１月16日(水)　17：30～18：30

▷女性健康相談

12月26日(水)  13：00～13：30

▷精神保健福祉相談（予約制）

１月10日(木)　13：00～14：00

[申込み・問合せ]
弘前保健所　☎33-8521 

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。
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お悔やみ申し上げます

今　井　　　新
工　藤　美　穂

中　村　蓮　也
秋　元　若　菜

相　馬　智　行
三　上　なな恵

小杉
　　       　

　　  樂 くん

小和森  
　

楓芽くん

小和森
　　       　　

　  航一朗くん

杉館   
 

樹くん

苗生松   
 　　　

李汰くん

本町　  
 　　    

晴大くん

唐竹　   
 　　

心優くん

尾崎　 
 だん   

暖 くん

新館　   
みつき

光希ちゃん

町居   
　　　　　

　   仁菜ちゃん

猿賀   
　　　　　　   

　まひなちゃん

苗生松
南田中

黒石市
本町

唐竹
弘前市

田　中　和　明

青　山　詩　織

鶴　田　倫　也

相　馬　光　佑

工　藤　大　幸

三　上　博　志

丹　藤　育　志

八木橋　孝　司

木　村　貴　徳

竹　村　和　也

千　葉　　　要

)

)

♥

♥

11月中届出分　※順不同、敬称略。平川市に届け出し、希望された方のみ掲載しています。
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11月末現在の人口と世帯数※（）は前月比。

　■人口…31,466人（＋６）
　■男性…14,720人
　■女性…16,746人
　■世帯数…11,946世帯（＋14）
　■転入…56人　■転出…32人

中　田　裕　耶
二川原　佳　奈

生　野　浩　史
小山内　陽　香

原　田　和　朗
細　川　千　尋

下　山　一　也
田　中　美　帆

原　田　　　諭
倉　嶋　　　希

山　口　博　之
阿　部　美　香

唐竹
南津軽郡大鰐町

北海道帯広市
尾崎

町居
黒石市

高木
南津軽郡藤崎町

尾上
黒石市

新屋町
宮城県登米市

)

)

♥

♥

11月の交通事故件数

　■交通事故…11件（負傷者 13人、死者 ０人）

11月の出動件数

　■火災出動…０件　　■救急出動…83件
　■救助出動…２件　　■その他…13件

いつき

)♥

)♥

)♥

)♥

)♥

ふうが 

　
9月に行われたライオンズクラブサッカー大会の

運営費の一部の3万円が寄附されました。長尾市長
は「心豊かな子を育むには本を読むことが重要。新

しい図書を読んで将来夢を持てるよう、有効に活用

したい」と感謝の意を述べました。

11 月 30 日　

尾上ライオンズクラブ（三橋健一会長）

　
防災用のラジオ20台が寄贈されました。寄贈され

たラジオは、市内の株式会社光城精工からキットの

提供を受けて、クラブ員が制作したものです。長尾

市長は「ラジオは防災時に公共施設などで役立てた

い」と感謝の言葉を述べました。

11 月６日

平川市少年少女発明クラブ（小野隆会長）

寄附をいただきました
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いとう

伊藤　
ゆいか 

由依華 ちゃん
H29年12月27日（新館）
元気に育ってね

つるが

鶴賀　
りあ  

理愛  ちゃん
H29年12月16日（柏木町）
大きな怪我をせずすく
すく大きくなってね❤

くどう

工藤　
ゆず

柚 ちゃん
H29年12月７日（南田中）
元気いっぱい！腹いっぱ
い！髪の毛少なめ！

かさい

葛西　
おみ

凰心 くん
H29年12月６日（町居）
わが家のめごちゃん
のびのび大きくなってね

さとう

佐藤　
はずき

蓮月 ちゃん
H29年12月14日（新館）
いつも笑顔で元気をくれ
てありがとう♪♪

 「我が家のアイドル」募集しています♪
　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。

so C
UTE!

さくらば

櫻庭 　
　　
松蔭  くん　

H29年12月１日（碇ヶ関）
１歳おめでとう♪パパと
ママの宝物だよ♡

こがわ

古川　
あき

亜樹 くん
H29年12月18日（荒田）
兄ちゃん大好き♡いつも
笑顔の三男坊

たにさわ

谷澤 　
まつり

茉莉 ちゃん
H29年12月１日（中佐渡）
音楽好きなおてんば娘！
元気に育ってね！

せいとう

清　　
れん

蓮 くん
H29年12月25日（猿賀）
お兄ちゃん大好き！仲
良く一緒に遊ぼうね！

たなか

田中　
ここな  

心菜  ちゃん
H29年12月19日（沖館）
パパママどっち似？♡
すくすく育ってね♡

石山　  椿　くん

H29年12月15日（光城)
イタズラ大好き暴れん坊♡

いしやま　 つばきしょういん

有
料
広
告

有
料
広
告
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　■火災出動…０件　　■救急出動…83件
　■救助出動…２件　　■その他…13件

いつき

)

)

)

)

)

ふうが 

　
9月に行われたライオンズクラブサッカー大会の

運営費の一部の3万円が寄附されました。長尾市長
は「心豊かな子を育むには本を読むことが重要。新

しい図書を読んで将来夢を持てるよう、有効に活用

したい」と感謝の意を述べました。

11 月 30 日　

尾上ライオンズクラブ（三橋健一会長）

　
防災用のラジオ20台が寄贈されました。寄贈され

たラジオは、市内の株式会社光城精工からキットの

提供を受けて、クラブ員が制作したものです。長尾

市長は「ラジオは防災時に公共施設などで役立てた

い」と感謝の言葉を述べました。

11 月６日

平川市少年少女発明クラブ（小野隆会長）
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いとう

伊藤　
ゆいか 

由依華 ちゃん
H29年12月27日（新館）
元気に育ってね

つるが

鶴賀　
りあ  

理愛  ちゃん
H29年12月16日（柏木町）
大きな怪我をせずすく
すく大きくなってね❤

くどう

工藤　
ゆず

柚 ちゃん
H29年12月７日（南田中）
元気いっぱい！腹いっぱ
い！髪の毛少なめ！

かさい

葛西　
おみ

凰心 くん
H29年12月６日（町居）
わが家のめごちゃん
のびのび大きくなってね

さとう

佐藤　
はずき

蓮月 ちゃん
H29年12月14日（新館）
いつも笑顔で元気をくれ
てありがとう♪♪

 「我が家のアイドル」募集しています♪
　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。

HAPPY BIRTHDAY!
12月で１歳になる

我が家のアイドル

HAPPY
12

so C
UTE!

さくらば

櫻庭 　
　　
松蔭  くん　

H29年12月１日（碇ヶ関）
１歳おめでとう♪パパと
ママの宝物だよ♡

こがわ

古川　
あき

亜樹 くん
H29年12月18日（荒田）
兄ちゃん大好き♡いつも
笑顔の三男坊

たにさわ

谷澤 　
まつり

茉莉 ちゃん
H29年12月１日（中佐渡）
音楽好きなおてんば娘！
元気に育ってね！

せいとう

清　　
れん

蓮 くん
H29年12月25日（猿賀）
お兄ちゃん大好き！仲
良く一緒に遊ぼうね！

たなか

田中　
ここな  

心菜  ちゃん
H29年12月19日（沖館）
パパママどっち似？♡
すくすく育ってね♡

石山　  椿　くん

H29年12月15日（光城)
イタズラ大好き暴れん坊♡

いしやま　 つばきしょういん

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

有
料
広
告

有
料
広
告
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今月の表紙
Cover of this month

　11月25日、柏木小学校の４年生が柏
木町コミュニティセンターで地区の伝
統芸能「荒馬踊り」を披露しました。　
　荒馬踊りは豊作を祈願するもので、
次世代への継承のため柏木町荒馬保存
会の会員が指導をしており、毎年、子ど
もたちが学習発表会や地域の行事など
で披露しています。
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いちごいちえ

＼苺一会／
スイーツづくりde交流会

＆ Hirakawaイルミネーションツアー

●日　時／平成31年1月20日（日）　14時～20時
●場　所／アグリいーな田んぼアートの里　観光いちご園(田舎館村)、
　　　　　田舎館村中央公民館、東京会館（平川市）
●対　象／男女各15名　20代～40代の独身者で、弘前市・　
　　　　　黒石市・平川市・藤崎町・板柳町・大鰐町・田舎館村・
　　　　　西目屋村に在住または勤務している方（応募多数の  
　　　　　場合は抽選となります。）
●参加費／女性3,000円、男性4,000円  
●持ち物／エプロン、三角巾（どちらも無くても可。事務局で簡
　　　　　易タイプを提供します。）

申込期限　平成 31年 1月 11 日 ( 金 )　17 時

主催　ひろさき広域婚活支援事業実行委員会（主管／平川市・田舎館村）　協力　学校法人柴田学園　東北女子短期大学

14時　弘前駅城東口集合・バス移動→14時30分　いちご収穫体験→15時30分　スイーツ作り→16時40分　バス
移動→17時　Hirakawaイルミネーション→17時30分　交流会（アルコール・ソフトドリンク含む2時間飲み放題、
トークタイム・ミニゲーム・カップリングシート記入など）→19時30分　バス移動・弘前駅城東口へ→20時　解散

東北女子短期大学　北山育子教授・澤田千晴さん

このイベントに起因する男女間のトラブルなどについて、一切責任は負いません。お越しになる方に安心して参
加していただくため、当日の受け付けでは本人確認（免許証などの提示）と、公序良俗に反しない旨の誓約書に
署名をお願いいたします。当日はアルコールの提供も予定しておりますが、飲酒運転など絶対にしないようお願
いします。マッチングは当日その場で発表せず、成立した方にのみ後日個別に連絡します。カップリングが成立
した方には、その後の交際状況について主催者から定期的に状況確認をさせていただきますので、ご協力をお願
いします。お申し込みいただいた個人の情報は、このイベント以外の目的には使用しません。

電話か電子メールで①氏名②ニックネーム③住所④仕事⑤年齢⑥電話番号をお知らせください。
田舎館村役場 企画観光課　☎ 58-2111（内線244）
E-mail：deai-koryu@vill.inakadate.lg.jp

内　容

講　師

注意事項

申込み
問合せ

スイートな
婚活イベント

開催 !!


