
　二十四節気の立春に入り、そろそろ厳しい

寒さも緩んでくる頃ですが、皆さんは地元の

食材を食べていますでしょうか？

　お米やりんごについては、ほぼ地元産のも

のを消費されていると思いますが、野菜など

はなかなか手に入らない時期なので、難しい

かもしれませんね。

　食材が豊富に流通していなかった頃には、

冬場の食材確保には、魚や野菜の塩蔵、果物

や野菜の乾燥などを活用してきましたが、今

の時代は、国内外の食材が簡単に手に入るた

め、地元の食材を保存して活用することが少

なくなっています。 [問合せ ]　農林課　食産業振興係　☎44-8815

食育
通信

　地元食材が少なく

なっている今の季

節、週に１回だけで

も産地を気にしてお

買い物をしてみてく

ださい。産地直売所

やスーパーの産直コーナーを覗いてみれば、意外な食

材が地元産として並んでいることもあります。

　また、お茶請けのお菓子に、地元の方が作った「干し餅」

や「干し柿」なども食べてみてください。地元の農産物

を加工した、ジャムやジュースもおすすめです。

文化協会だより ／  第6回まるごと平川市文化協会Day

　予想を超える応募があり、発表を延期していた観光協会のロゴマークですが、厳
正な審査を行い、この度決定いたしました！
　こちらのマークは、盛美園や猿賀公園の蓮といった平川市の観光地にあふれる「自
然豊かな風景」に囲まれて和む人を表現しています。
　さらに、Hirakawaの「H」とkankouの「ｋ」の組み合わせが、他にはないシン
プルでメッセージ性の強いデザインということで評価されました。
　今後、市観光協会のロゴマークとして活躍していきます！
　多数のご応募、本当にありがとうございました！

ロゴマーク製作者　長崎県/
　　かしい　　

菓子井 
くみひと

組人 様　(応募者数：85名／応募作品数：119点）

[問合せ]（一社）平川市観光協会　☎40‐2231

　市民のみなさんとの交流を図り、協会の活動を広く知ってい
ただくためのイベントです。
　文化協会会員や応援隊による体験コーナー、飲食販売などが
あります。お子様から大人まで楽しめる企画ですので、ぜひお
越しください。
◇日時　３月17日 ㈰　10時～ 15時
◇場所　文化センター　◇入場料　無料
　※体験によっては材料費をいただく場合もあります。
◇主催　NPO法人平川市文化協会

[問合せ]　同協会　吉田　☎090-6453-6904

　平川市バレーボール協会には、男子の部（成人男性）、女子
の部（成人女性）、家庭婦人の部（ママさん）の3つの組織が
あり、各種大会への出場や運営協力をしております。
　また、小中学生の選手育成にも力を入れており、指導者の派
遣を長年に渡り継続しています。指導者の派遣先は、初心者を
対象としたジュニアバレーボール教室や、尾上ジュニアバレー
ボールクラブ（尾上JVC男女）があり、日々全国大会を目指し
て練習しております。
　大人子供に関わらず、部員募集を随時しておりますので、興
味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

２月の協会だより 

 スポーツ協会だより ／  平川市バレーボール協会

観光協会だより ／平川市観光協会のロゴマークが決定しました！

[問合せ]  B＆G尾上体育館　☎57-4633

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

引き下げ・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
　　　　（青森市長島二丁目1番5号　みどりやビル7階）

▶日時　3月5日㈫　13：30～ 15：30
　　　　3月17日㈰　10：30～ 12：30

▶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　8：30～ 17：15（土日祝、年末年始除く）

●行政・人権相談所を開設します
　行政に関する苦情や意見がある方、または日常生活の中で、

困っていることや人権擁護に関するお悩みについて、行政相談

委員・人権擁護委員が相談をお受けします。ぜひこの機会をご

利用ください。

▶日時　２月22日㈮　10：00～ 15：00
▶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／碇ヶ関地域福祉センター

▶問合せ　市民課　市民係

募　集

●平川市学校給食センター　臨時職員募集

＜自動車運転員兼給食調理員＞

　募集人員／７人
　応募要件／普通自動車免許を保有している方
　賃金／日額7,200円(別途通勤手当支給)

＜給食調理員＞

　募集人員／ 15人
　応募要件／なし

　賃金／日額6,200円(別途通勤手当支給)

○２つの共通事項および申込方法

▶勤務地　平川市学校給食センター
▶就業時間　7：40～ 16：25
▶任用期間　4月1日㈪～ 9月30日㈪まで
※業務の状況により、雇用期間を更新する場合があります。

▶休日など　週休２日制(土曜日・日曜日・祝日)
▶その他　社会保険、雇用保険の適用あり
▶応募書類　履歴書(市販の様式、顔写真必須)
※封筒に履歴書を入れ、持参または郵送してください。

▶応募締切　3月4日㈪必着
▶面接日　3月20日㈬　15：00
▶応募書類の提出先
　〒036-0115　平川市新館野木和63-1
　平賀学校給食センター

▶問合せ　平賀学校給食センター　☎44-2835

●自衛官募集案内

＜幹部候補生（一般）大卒程度＞

　資格／・22歳以上26歳未満
　　　　・20歳以上22歳未満の大卒（見込み含む）
　　　　・修士課程修了者（見込み含む）は28歳未満
　受付期間／３月１日㈮～５月１日㈬
　試験日／５月11日㈯　※飛行要員は５月11日㈯、12日㈰

＜幹部候補生（一般）院卒者試験＞

　資格／・修士課程修了者など（見込み含む）
　　　　　※20歳以上28歳未満
　受付期間／３月１日㈮～５月１日㈬
　試験日／５月11日㈯

＜幹部候補生　歯科・薬剤科＞

　資格／・専門の大卒（見込み含む）
　　　　※20歳以上30歳未満の方
　　　　※薬剤は20歳以上28歳未満
　受付期間／３月１日㈮～５月１日㈬
　試験日／５月11日㈯

＜一般曹候補生（男子）＞

　資格／ 18歳以上33歳未満
　受付期間／３月１日㈮～５月15日㈬
　試験日／５月25日㈯

＜予備自衛官補（一般）＞

　資格／ 18歳以上34歳未満
　受付期限／４月12日㈮
　試験日／４月21日㈰

＜予備自衛官補（技能）＞

　資格／ 18歳以上55歳未満で国家免許を有する方
　受付期限／４月12日㈮
　試験日／４月21日㈰

　受験資格などについては、お問い合わせください。

▶問合せ　自衛隊弘前地域事務所（弘前市城東中央３丁目９-19）
　　　　　☎27-3871
　　　　

おしらせ

●もしもの時に備え、スポーツ安全保険に

加入しませんか

　スポーツ安全保険とはスポー

ツ活動、文化活動、ボランティ

ア活動、地域活動などを行う社

会教育活動（４人以上の団体）

を対象とした保険です。

▶対象となる事故
　団体活動中、団体活動への往復中の事故など。

▶補償内容　傷害保険（通院、入院、後遺障害、死亡）、賠償
　責任保険、突然死葬祭費用保険

▶加入受付期間　平成31年３月１日㈮～平成32年３月30日㈪
▶保険期間　平成31年４月１日㈪～平成32年３月31日㈫
▶掛金　１人年額800円～ 11,000円
　※年齢、活動内容により異なります。

▶申込方法
　ひらかドーム、B&G尾上体育館、碇ヶ関総合支所にある申込
　用紙にて申し込みください。

※インターネットからも申し込みできます。詳しくは（公財）

スポーツ安全協会のホームページをご覧ください。

▶問合せ　スポーツ安全協会青森県支部　☎017-782-6984

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　2019-２ 2019-２　広報ひらかわ　⑰



国民年金通信

学生のために国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります

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）

　所得の少ない学生の方が、国民年金保険料の納付を先送り（猶予）できる制度です。

　保険料を納められないときはそのままにせず、学生納付特例を申請しましょう。

●ショベル・ローダなどを売却します

　ショベル・ローダ１台とロータリ除雪自動車１台を一般競争

入札により売却します。

▶売却車両

①ショベル・ローダ（８ｔ級・バケット付）

　▷初度登録　平成８年11月
　▷型式　50Ｃ１
　▷乗車定員　２人

　▷燃料の種類　軽油

　▷車検有効期限

　　平成32年11月13日
　▷最低売却価格

　　194,400円（税込み）

②ロータリ除雪自動車（80ＰＳ級）
　▷初度登録　平成７年11月
　▷型式　ＨＴＲ81
　▷乗車定員　２人

　▷燃料の種類　軽油

　▷車検有効期限

　平成31年９月14日
　▷最低売却価格

　194,400円（税込み）

▶申込期限　２月27日㈬
▶現場説明会
　①ショベル・ローダ

　　日時／２月22日㈮　10：00
　　場所／碇ヶ関総合支所重機車庫（平川市碇ヶ関三笠山107-３）
　②ロータリ除雪自動車

　　日時／２月25日㈪　13：30
　　場所／尾上除雪機械車庫（平川市猿賀遠林1-22）
▶仕様書縦覧期限　２月27日㈬
▶入札日　２月28日㈭
▶申込み・縦覧場所　管財課管財係（本庁舎４階）
※税金を滞納されている方などは入札に参加できない場合もあ

ります。

※市ホームページに提出書類などを掲載しております。

▶問合せ　管財課　管財係

●自動車税・自動車取得
税の減免制度のお知らせ

　次の方は申請により自動車税・

自動車取得税の減免を受けること

ができます。

○身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育（愛護）手帳、精神障

　害者保健福祉手帳の交付を受けている方

○上の方と生計を一にする方

※これらの手帳の交付を受けている方の生業、通院、通学など

のために自動車を利用している場合で、その障害の程度や自動

車の使用状況などが一定の条件に該当する場合に限ります。

　詳しくは中南地域県民局県税部までお問い合わせください。

※軽自動車税については、市町村の税務担当課にお問い合わせ

ください。

▶問合せ　中南地域県民局県税部　納税管理課
　　　　　☎32-4341（直通）

●りんご共済

31年産総合短縮・特定危険方式申込受付中！
～申込締切は３月25日です～

　りんご共済は、生産者の皆

さまが共済に前もって加入す

ることにより、自然災害など

でりんごが被害を受けた際に

共済金を受け取ることができ

る国の保険制度です。

　台風による落果や、降ひょ

うによる損傷、りんご黒星病による被害などいつ起きるかもし

れない災害から自らの経営を守るため、りんご共済に加入しま

しょう。

▶加入方式
　生産者が個々の経営状況や、園地条件などを踏まえて、加入

方式を選択できるようになっています。

　現在、次の加入方式の申し込みを受け付けています。

　▷総合短縮方式

　・対象となる災害…風、ひょう、霜、病虫害、鳥獣害、自然

　　災害など（雪害は除く）

　・対象となる割合…畑ならし計算型は３割、畑ごと計算型は

　　４割以上の被害から共済金が支払われます。

　▷特定危険方式

　　５つのプランによる災害に対応（１つのプランを選べます）

　　①風プラン　②ひょうプラン　③霜プラン

　　④風・ひょうプラン　⑤風・ひょう・霜プラン

▶対象となる割合
　畑ならし計算型は２割、畑ごと計算型は３割以上の被害から

共済金が支払われます。

▶問合せ　ひろさき広域農業共済組合　☎28-5700

●青森県特定（産業別）最低賃金が改正されました

　金額は次のとおりです。

　①鉄鋼業／時間額　877円
　②電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信

　　機械器具製造業／時間額　806円
　③各種商品小売業 ／時間額　798円
　④自動車小売業／時間額　838円
　詳細は、青森県労働局ホームページからもご覧になれます。

▶問合せ　青森県労働局労働基準部賃金室　☎017-734-4114

●平成30年分の申告・納付の
期限などをお忘れなく！

　平成30年分の申告・納付の期限などは、それぞれ次のとおり
です。

▶申告・納付の期限
　○申告所得税および復興特別所得税・贈与税　３月15日㈮
　○消費税および地方消費税　４月１日㈪

▶振替納税による振替日
　○申告所得税および復興特別所得税　４月22日㈪
　○消費税および地方消費税　４月24日㈬
　期限を過ぎて申告をすると振替納税や延納制度が利用できな

くなるほか、加算税がかかる場合があります。

　また、期限を過ぎて納付をしたり振替日に振替口座の残高不

足などで振替できなかった場合には、延納制度が利用できなく

なるほか、延滞税がかかる場合があります。

▶問合せ　黒石税務署　52-4211（代表）

手続きに必要なもの

●学生証または在学証明書（学生証はコピーでも可能ですが、在学証

　明書は原本を提出してください）

●基礎年金番号がわかるもの（年金手帳など）またはマイナンバーが

　わかるもの

●印鑑（代理人が申請する場合）

　学生納付特例期間の年金は、将来受け取る年金の受給資

格期間には算入されますが、年金額には反映されません。

ただし、保険料を１０年以内に納付（追納）すると年金額

に反映されます。

対象になる方

　大学（大学院）、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校などに

在学する学生で、ご本人の前年所得が基準以下の方です。

　＜対象となる所得のめやす＞　

118万円＋扶養親族などの数×38万円　で計算した額以下である場合 ○

○

×

○

○

×

老齢基礎年金
障害基礎年金、
遺族基礎年金

■「納付」と「学生納付特例」と「未納」の違いは？

納付

学生納付特例

未納

受給資格期間
への算入

年金額への
反映

受給資格期間への算入

○

×

×

●青色申告を始めましょう！
　平成31年から始まった収入保険は、青色申告を行う農業者が
加入できる制度で、全ての農産物を対象に自然災害や価格低下

などによる収入減少が生じた場合に補償する保険です。

　また、青色申告は、税制上のメリットもありますので、早速

取り組んでみましょう。

▶収入保険に関する問合せ
　ひろさき広域農業共済組合　☎28-5700
※青色申告に関することは最寄の税務署へお問い合わせください。

●市自殺対策計画の策定に係る
パブリックコメントを実施しています

▶案件　平川市自殺対策計画（案）
▶募集期間　２月１日㈮～２月28日㈭まで
▶閲覧方法
　１．ホームページ

　２．平川市健康センター 子育て健康課
　３．本庁舎総務課

　４．尾上総合支所 市民生活課
　５．碇ヶ関総合支所 市民生活課
　６．葛川支所
　※２～６については、土・日、祝日を除きます。

▶意見の提出方法
　市パブリックコメント意見提出様式に案件名のほか、氏名お

よび住所（法人などの場合は名称および代表者名、所在地）な

どを漏れなく記入し、次のいずれかの方法で提出してください。

（３月４日必着）

　１．郵便／〒036-0104　平川市柏木町藤山16-1　平川市健
　　　康センター内　平川市役所 子育て健康課 健康推進係
　２．電子メール／ kenkousuishin@city.hirakawa.lg.jp
　３．ファクシミリ／ 0172-44-0068
　４．平川市健康センター 子育て健康課窓口へ持参

▶結果の公表
　氏名、住所を除き、結果を集約したものを市ホームページに

掲載します。

▶問合せ　子育て健康課　健康推進係

●おはなしと朗読の集いinひらかわ
　ことばを声にのせて人に伝える喜びを分かち合い、読書推進に

つなげる集いです。

　小学生から一般の幅広い年代の方の絵本の読み聞かせや朗

読、語りなどをお気軽にお楽しみください。（申し込み不要で

す。直接会場にお越しください）

▶日時　３月３日㈰　9：30～ 12：00
▶会場　文化センター　中研修室　▶入場料　無料
▶主催　平川市読書推進運動協議会　
▶問合せ　同協議会　今井　☎090-4635-4102

●市内小学校児童の卒業メッセージが紹介されます
　弘前市のコミュニティラジオ局「ＦＭアップルウェーブ」で、

小学校を卒業する６年生児童一人一人が将来の夢や小学校での

思い出などを語る特別番組「メモリアルグラデュエーション

2019～小学校卒業生のメッセージ～」が放送されます。
　この番組に、市内の小学校が参加し、卒業生や担任の先生、

校長先生からの贈る言葉と、各学校の校歌が紹介されます。希

望にみち溢れた子どもたちの声、そして懐かしの学び舎を思い

出させる校歌を聴いてください。

　番組は19時から21時30分までの放送です。未来に羽ばた
く子どもたちから元気がもらえる２時間半です。お楽しみに！

▶放送日程
３月14日㈭　大坊小学校
　　15日㈮　猿賀小学校、金田小学校
　　16日㈯　竹館小学校、平賀東小学校
▶問合せ　ＦＭアップルウェーブ　☎38-0788

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
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国民年金通信

学生のために国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります

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）

　所得の少ない学生の方が、国民年金保険料の納付を先送り（猶予）できる制度です。

　保険料を納められないときはそのままにせず、学生納付特例を申請しましょう。

●ショベル・ローダなどを売却します

　ショベル・ローダ１台とロータリ除雪自動車１台を一般競争

入札により売却します。

▶売却車両

①ショベル・ローダ（８ｔ級・バケット付）

　▷初度登録　平成８年11月
　▷型式　50Ｃ１
　▷乗車定員　２人

　▷燃料の種類　軽油

　▷車検有効期限

　　平成32年11月13日
　▷最低売却価格

　　194,400円（税込み）

②ロータリ除雪自動車（80ＰＳ級）
　▷初度登録　平成７年11月
　▷型式　ＨＴＲ81
　▷乗車定員　２人

　▷燃料の種類　軽油

　▷車検有効期限

　平成31年９月14日
　▷最低売却価格

　194,400円（税込み）

▶申込期限　２月27日㈬
▶現場説明会
　①ショベル・ローダ

　　日時／２月22日㈮　10：00
　　場所／碇ヶ関総合支所重機車庫（平川市碇ヶ関三笠山107-３）
　②ロータリ除雪自動車

　　日時／２月25日㈪　13：30
　　場所／尾上除雪機械車庫（平川市猿賀遠林1-22）
▶仕様書縦覧期限　２月27日㈬
▶入札日　２月28日㈭
▶申込み・縦覧場所　管財課管財係（本庁舎４階）
※税金を滞納されている方などは入札に参加できない場合もあ

ります。

※市ホームページに提出書類などを掲載しております。

▶問合せ　管財課　管財係

●自動車税・自動車取得
税の減免制度のお知らせ

　次の方は申請により自動車税・

自動車取得税の減免を受けること

ができます。

○身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育（愛護）手帳、精神障

　害者保健福祉手帳の交付を受けている方

○上の方と生計を一にする方

※これらの手帳の交付を受けている方の生業、通院、通学など

のために自動車を利用している場合で、その障害の程度や自動

車の使用状況などが一定の条件に該当する場合に限ります。

　詳しくは中南地域県民局県税部までお問い合わせください。

※軽自動車税については、市町村の税務担当課にお問い合わせ

ください。

▶問合せ　中南地域県民局県税部　納税管理課
　　　　　☎32-4341（直通）

●りんご共済

31年産総合短縮・特定危険方式申込受付中！
～申込締切は３月25日です～

　りんご共済は、生産者の皆

さまが共済に前もって加入す

ることにより、自然災害など

でりんごが被害を受けた際に

共済金を受け取ることができ

る国の保険制度です。

　台風による落果や、降ひょ

うによる損傷、りんご黒星病による被害などいつ起きるかもし

れない災害から自らの経営を守るため、りんご共済に加入しま

しょう。

▶加入方式
　生産者が個々の経営状況や、園地条件などを踏まえて、加入

方式を選択できるようになっています。

　現在、次の加入方式の申し込みを受け付けています。

　▷総合短縮方式

　・対象となる災害…風、ひょう、霜、病虫害、鳥獣害、自然

　　災害など（雪害は除く）

　・対象となる割合…畑ならし計算型は３割、畑ごと計算型は

　　４割以上の被害から共済金が支払われます。

　▷特定危険方式

　　５つのプランによる災害に対応（１つのプランを選べます）

　　①風プラン　②ひょうプラン　③霜プラン

　　④風・ひょうプラン　⑤風・ひょう・霜プラン

▶対象となる割合
　畑ならし計算型は２割、畑ごと計算型は３割以上の被害から

共済金が支払われます。

▶問合せ　ひろさき広域農業共済組合　☎28-5700

●青森県特定（産業別）最低賃金が改正されました

　金額は次のとおりです。

　①鉄鋼業／時間額　877円
　②電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信

　　機械器具製造業／時間額　806円
　③各種商品小売業 ／時間額　798円
　④自動車小売業／時間額　838円
　詳細は、青森県労働局ホームページからもご覧になれます。

▶問合せ　青森県労働局労働基準部賃金室　☎017-734-4114

●平成30年分の申告・納付の
期限などをお忘れなく！

　平成30年分の申告・納付の期限などは、それぞれ次のとおり
です。

▶申告・納付の期限
　○申告所得税および復興特別所得税・贈与税　３月15日㈮
　○消費税および地方消費税　４月１日㈪

▶振替納税による振替日
　○申告所得税および復興特別所得税　４月22日㈪
　○消費税および地方消費税　４月24日㈬
　期限を過ぎて申告をすると振替納税や延納制度が利用できな

くなるほか、加算税がかかる場合があります。

　また、期限を過ぎて納付をしたり振替日に振替口座の残高不

足などで振替できなかった場合には、延納制度が利用できなく

なるほか、延滞税がかかる場合があります。

▶問合せ　黒石税務署　52-4211（代表）

手続きに必要なもの

●学生証または在学証明書（学生証はコピーでも可能ですが、在学証

　明書は原本を提出してください）

●基礎年金番号がわかるもの（年金手帳など）またはマイナンバーが

　わかるもの

●印鑑（代理人が申請する場合）

　学生納付特例期間の年金は、将来受け取る年金の受給資

格期間には算入されますが、年金額には反映されません。

ただし、保険料を１０年以内に納付（追納）すると年金額

に反映されます。

対象になる方

　大学（大学院）、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校などに

在学する学生で、ご本人の前年所得が基準以下の方です。

　＜対象となる所得のめやす＞　

118万円＋扶養親族などの数×38万円　で計算した額以下である場合 ○

○

×

○

○

×

老齢基礎年金
障害基礎年金、
遺族基礎年金

■「納付」と「学生納付特例」と「未納」の違いは？

納付

学生納付特例

未納

受給資格期間
への算入

年金額への
反映

受給資格期間への算入

○

×

×

●青色申告を始めましょう！
　平成31年から始まった収入保険は、青色申告を行う農業者が
加入できる制度で、全ての農産物を対象に自然災害や価格低下

などによる収入減少が生じた場合に補償する保険です。

　また、青色申告は、税制上のメリットもありますので、早速

取り組んでみましょう。

▶収入保険に関する問合せ
　ひろさき広域農業共済組合　☎28-5700
※青色申告に関することは最寄の税務署へお問い合わせください。

●市自殺対策計画の策定に係る
パブリックコメントを実施しています

▶案件　平川市自殺対策計画（案）
▶募集期間　２月１日㈮～２月28日㈭まで
▶閲覧方法
　１．ホームページ

　２．平川市健康センター 子育て健康課
　３．本庁舎総務課

　４．尾上総合支所 市民生活課
　５．碇ヶ関総合支所 市民生活課
　６．葛川支所
　※２～６については、土・日、祝日を除きます。

▶意見の提出方法
　市パブリックコメント意見提出様式に案件名のほか、氏名お

よび住所（法人などの場合は名称および代表者名、所在地）な

どを漏れなく記入し、次のいずれかの方法で提出してください。

（３月４日必着）

　１．郵便／〒036-0104　平川市柏木町藤山16-1　平川市健
　　　康センター内　平川市役所 子育て健康課 健康推進係
　２．電子メール／ kenkousuishin@city.hirakawa.lg.jp
　３．ファクシミリ／ 0172-44-0068
　４．平川市健康センター 子育て健康課窓口へ持参

▶結果の公表
　氏名、住所を除き、結果を集約したものを市ホームページに

掲載します。

▶問合せ　子育て健康課　健康推進係

●おはなしと朗読の集いinひらかわ
　ことばを声にのせて人に伝える喜びを分かち合い、読書推進に

つなげる集いです。

　小学生から一般の幅広い年代の方の絵本の読み聞かせや朗

読、語りなどをお気軽にお楽しみください。（申し込み不要で

す。直接会場にお越しください）

▶日時　３月３日㈰　9：30～ 12：00
▶会場　文化センター　中研修室　▶入場料　無料
▶主催　平川市読書推進運動協議会　
▶問合せ　同協議会　今井　☎090-4635-4102

●市内小学校児童の卒業メッセージが紹介されます
　弘前市のコミュニティラジオ局「ＦＭアップルウェーブ」で、

小学校を卒業する６年生児童一人一人が将来の夢や小学校での

思い出などを語る特別番組「メモリアルグラデュエーション

2019～小学校卒業生のメッセージ～」が放送されます。
　この番組に、市内の小学校が参加し、卒業生や担任の先生、

校長先生からの贈る言葉と、各学校の校歌が紹介されます。希

望にみち溢れた子どもたちの声、そして懐かしの学び舎を思い

出させる校歌を聴いてください。

　番組は19時から21時30分までの放送です。未来に羽ばた
く子どもたちから元気がもらえる２時間半です。お楽しみに！

▶放送日程
３月14日㈭　大坊小学校
　　15日㈮　猿賀小学校、金田小学校
　　16日㈯　竹館小学校、平賀東小学校
▶問合せ　ＦＭアップルウェーブ　☎38-0788

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
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