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今年も大盛況！

平成28年8月号・いなかだて2

話 題 い ろ い ろ

　4月に靖国神社相撲場で行われた第9回全国鎮守の森こ
ども相撲大会、個人戦小1（3月末時点）の部に出場した小
学校2年の工藤光晟さん（田舎舘）が、村長へ優勝を報告し
ました。工藤さんは「相撲の練習は厳しいけど楽しい、次
の試合も勝ちたい」と力強く話されました。

　役場3階リハーサル室で、中学校3年生が修学旅行で実施し
た、田んぼアートPR活動報告が行われました。
　アンケートの結果では、田んぼアートの知名度が高いことや、
テレビの効果が大きいことがわかり、生徒は「田んぼアートの
素晴らしさをあらためて知ることができた」と発表しました。

個人戦優勝を報告6　
　27

ごみの多くは車中から7　
　14

　（一社）青森県解体工事業協会による県下一斉清掃活動が
行われました。同協会津軽支部加盟の20社から参加した約
20人は、垂柳遺跡周辺、国道102号バイパス道路の側道を
巡回し、投げ捨てられ散乱していたごみを拾い集めました。

楽しい夏の思い出づくり

　畑中保育所で納涼祭が行われました。祭りのはじめに、年
長組と年中組による米こめソングのダンスが披露されました。
　その後、児童は保護者とともに、ヨーヨーすくいやお絵
かきせんべいなど模擬店を巡り、夏の楽しいひとときを過
ごしました。

田んぼアートの知名度を調査 田んぼアート切手が発売

　中学校グラウンドで、第54回村民体育レクリエーショ
ン大会が行われました。各地域から合わせて約1,000人
の村民が参加し、14の競技や3保育所（園）児童によるア
トラクションをとおして交流を深めたほか、AOMORI花
嵐桜組による演舞も披露されました。

　日本郵便（株）東北支社より、オリジナルフレーム切手
「いなかだて田んぼアート」が発売され、村長室で切手の
贈呈式が行われました。切手は2,000シート限定で、村内
をはじめとした県内77ヶ所の郵便局で販売されています。

運動会で村民が交流7　
　3
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７月中旬から第１、第２田んぼアートがともに見ごろを迎えています。
田舎館村展望台４階展望デッキで開催された第１田んぼアート「真田丸より 石田三成と真田昌幸」見ご
ろ宣言式では、ゲストに、石田三成役を演じた俳優の山本耕史さんを迎え、村長をはじめ関係者とともに
テープカットを行いました。
弥生の里展望所で開催された第２田んぼアート「シン・ゴジラ」見ごろ宣言式では、テープカットのほ
か、参加した村内 2保育園の児童と尾上総合高校の生徒が、ゲストとして現れたゴジラと記念撮影を行い
ました。
弥生の里展望所では第２田んぼアートのほかに、昨年から公開している俳優の故 高倉健さんの石アー

トに加え、新たに故 石原裕次郎さんと、昨年行われた第２回田んぼアート短文芸コンテスト最優秀作品
の石アートが完成し公開しています。遊具施設周辺には、商工会青年部から寄贈された米こめくん顔出し
パネルが新たに登場しています。
田んぼアートをご観覧の際は、ぜひご一緒にお楽しみください。

米こめくん顔出
しパネルが登場

楽しみください。
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第2田んぼアート見ごろ宣言式

3つの石アートを公開中

俳優 山本耕史さんが来村

第1田んぼアート見ごろ宣言式7　
　17
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今月の納税相談
と　き ところ

休日納税相談 8月28日（日）
午前9時～午後4時

税務課窓口
夜間納税相談 8月31日（水）

午後5時～午後7時

▽問い合わせ／税務課徴収係（内線123）

今月の納税
　村県民税（２期）、国民健康保険税（２期）、後期高齢
者医療保険料（２期）、介護保険料（２期）

▽問い合わせ／村県民税…税務課税務係（内線124）
 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料
 …厚生課国保係（内線151、157）
 　　　　　　介護保険料…厚生課介護保険係（内線156）

熊本地震義援金についてのお礼とご報告
　役場2階総務課前に設置した募金箱に、皆様からお寄せ
いただきました義援金の総額は147,762円となり、青森
県町村会義援金受付口座に振り込みましたことをご報告い
たします。皆様からの温かいお気持ちに感謝いたします。
　ご協力ありがとうございました。

▽問い合わせ／総務課庶務係（内線222）

ごみの収集について
今月の粗大ごみ収集日
　8月24日（水）
土曜日のごみ受け入れについて
　これまで、黒石地区清掃施設組合では土・日曜日のご
みの受け入れは行っておりませんでしたが、住民の利便
性向上を図るため、下記のとおり土曜日の午前中に限り
ごみ受け入れを開始します。
　なお、ごみの処分には1㎏あたり10円の処分手数料
がかかりますが、50㎏未満は無料です。ごみは、村が
発行しているポスター「ごみの正しい出し方」等を参考
に分別して搬入してください。
○開始日／10月1日（土）から
○受付時間／午前8時30分～正午
○対象ごみ／燃やせるごみ・燃やせないごみ・粗大ごみ
　※一般廃棄物処理業者は燃やせるごみのみ対象となります。

▽問い合わせ／厚生課環境衛生係（内線153）

人権行政相談
○と　き／9月14日（水）
○じかん／午前9時～正午
○ところ／役場1階相談室

▽問い合わせ／住民課住民係（内線164）

お問い合わせの際は、各課の内線番号をお伝えください。

役場 ☎58-2111（代表）役場からのお知らせ

今月のお知らせ
お知らせ

国民年金だより
障害基礎年金をご存知ですか？
　障害基礎年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金
で、下記の受給要件すべてに該当する方が受給できます。
○受給要件／
　（ア）障害の原因となった病気やけがの初診日が、次のいずれかの期間にあること。
 ①国民年金加入期間
 ②国内に住んでいる方で、20歳前または60歳以上65歳未満の年金未加入期間
 　※老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
　（イ）障害認定日または20歳に達したときに、障害の原因となった病気やけがによる障害程度が、国民年金法施行令

別表の障害等級表（身体障害者手帳の等級とは異なる）に定める１級または２級に該当していること。
　（ウ）保険料の納付要件を満たしていること。

20歳前に初診日がある場合、納付要件は不要ですが所得制限があります。
○初診日について
　障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師（以下「医師等」）の診療を受けた日をいいます。
　同一の病気やけがで転医があった場合は、最初に医師等の診療を受けた日が初診日となります。
○障害認定日について
　障害の状態を定める日のことで、障害の原因となった病気やけがの初診日から1年6カ月を経過した日、または1年
6カ月以内にその病気やけがが治った（症状が固定した）日をいいます。
障害年金の初診日を確認する方法が広がりました
　障害年金の請求は、受給要件を満たしているか確認するために、初診日を明らかにすることができる書類（診断書等によ
る医療機関の証明）が必要でした。平成27年10月1日から省令が改正され、初診日を証明する書類が添付できない場合で
あっても、初診日を証明するに参考となる書類により、本人が申し立てた日を初診日と定めることができるようになりました。
　この改正により、下記（ア）、（イ）の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
　（ア）初診日について第三者（隣人、友人、民生委員等）が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
　（イ）初診日が一定の期間内にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
○再申請について
　過去に、初診日不明のため障害年金の請求が却下された方が今後再申請される場合、初診日は上記の新たな取り扱
いに基づいて審査します。

▽問い合わせ／住民課保育年金係（内線161）　弘前年金事務所　☎27－1339
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I n f o rm a t i o n

児童扶養手当の加算額が変わります
　平成28年8月1日から児童扶養手当法の一部が改正さ
れ、児童扶養手当の第２子の加算額及び第３子以降の加
算額が変わります。なお、8月～11月分の手当は12月
に支給されます。8月に支給される手当は、加算額変更
前の4月～7月分ですのでご注意ください。

全部支給 一部支給
（所得に応じて決定）

第1子 42,330円 42,320円～9,990円

第2子加算額 5,000円→
10,000円

5,000円→
9,990円～5,000円

第3子以降
加算額

3,000円→
6,000円

3,000円→
5,990円～3,000円

物価スライド制の導入について
　物価スライド制とは、物価の上がり下がりを表した
「全国消費者物価指数」に合わせて、支給する手当額を
変える仕組みです。第1子の手当額はすでに物価スライ
ド制を導入していますが、平成29年4月から第2子以降
の加算額にも導入します。

▽問い合わせ／住民課保育年金係（内線161）

排水設備工事責任技術者試験の実施について
　適正な排水設備工事を行うために責任技術者の資格試
験が下記のとおり実施されます。なお、受験資格につい
ては一定の要件がありますので、お問い合わせください。
○と　き／10月19日（水）
○ところ／青森会場（青森県観光物産館アスパム）
　　　　　弘前会場（弘前文化センター）
　　　　　五所川原会場（五所川原市中央公民館）
　　　　　八戸会場（八戸市総合福祉会館）
○受験料／8,000円（振込手数料が別途必要）
○実施機関／青森県下水道協会
○申込書配布場所／建設課下水道係
○受付期間／8月15日（月）～8月31日（水）
　　　　　　午前8時15分～午後5時（土・日・祝日を除く）
○申込方法／申込書に所定の書類を添えて、直接建設課まで

▽問い合わせ／建設課下水道係（内線233）

敬老会開催のご案内
　村では敬老の日にちなみ、今年も敬老会を開催します。
70歳以上の方々の長寿を喜ぶとともに、当日は白寿、
米寿、金婚の方にそれぞれ記念品を贈り、お祝いするこ
とにしております。
○と　き／9月15日（木）午前10時30分～
○ところ／村民体育館
○対象者／村内在住の70歳以上の方
　（昭和21年9月19日以前に生まれた方）
○参加申込／各単位老人クラブまで、または役場厚生課
でも受付しています。
○顕彰予定者／
・白寿【１名】（99歳：大正6年4月2日から大正7年
4月1日の間に生まれた方で、当日までご健在の方）
・米寿【55名】（88歳：昭和3年4月2日から昭和4年
4月1日の間に生まれた方で、当日までご健在の方）
・金婚【35組】（結婚50年目：昭和42年1月1日から
同年12月31日の間に婚姻の届出をし、当日までと
もにご健在のご夫婦）
　なお、プライバシー保護の観点から名簿の掲載はいた
しません。顕彰予定者には別途通知をしておりますが、
該当すると思われる方で通知が届いていない方は、8月
19日（金）までに下記へご連絡くださるようお願いします。

▽問い合わせ／厚生課福祉係（内線155）

村議会委員会等活動記録
　下記の日程で委員会等活動がありましたので、お知ら
せいたします。
○と　き／7月7日（木）
　議員全員協議会
　内容／故 鈴木喜代春氏を偲ぶ会開催について
　議会運営委員会
　内容／平成28年第2回議会臨時会会期日程について

▽問い合わせ／議会事務局（内線311）

入札結果のお知らせ
　下記のとおり入札結果をお知らせします。詳しい内容は総務課管財係で公表しています。

入札日 工事番号 工事名 予定価格 落札価格 工事箇所 業者名 工期
平成28年６月29日 第13号 田舎舘線舗装補修工事（第１工区）6,534,000円 6,264,000円 田舎舘地内 東青建設㈱ 平成28年９月30日
平成28年６月29日 第14号 田舎舘線舗装補修工事（第２工区）5,799,600円 5,562,000円 田舎舘地内 ㈱阿保建設 平成28年９月30日
平成28年６月29日 第15号 畑中諏訪堂線舗装補修工事（第１工区）9,223,200円 8,910,000円 大曲地内 ㈲桜庭建設 平成28年10月14日
平成28年６月29日 第16号 畑中諏訪堂線舗装補修工事（第2工区）8,629,200円 8,208,000円 大曲地内 ㈱福原組 平成28年10月14日
平成28年６月29日 第17号 田舎館小学校電気設備改修工事 3,236,760円 3,009,960円 大根子地内 ㈲中央電気工事 平成28年９月30日

入札日 業務名 予定価格 落札価格 事業場所 業者名 業務終了日
平成28年6月29日 村道補修調査設計業務 4,071,600円 3,780,000円 田舎館村管内 東北建設コンサルタント㈱ 平成28年９月16日
平成28年6月29日 汚水管清掃・調査業務（農業集落排水処理区域内）1,616,760円 1,566,000円 大袋地内 豊産管理㈱ 平成28年８月５日
平成28年7年19日 教育用パソコン機器更新業務 3,358,508円 3,164,400円 田舎館中学校 ㈱ビジネスサービス弘前支店 平成28年８月31日
※予定価格及び落札価格は消費税込額です。

▽問い合わせ／総務課管財係（内線223）
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その他お知らせ

今月のお知らせ

高齢者・障害者の人権あんしん相談
　青森地方法務局及び青森県人権擁護委員連合会では、
下記の強化週間中、平日の相談時間を延長し、土・日曜
日も電話相談を行います。相談は無料で、秘密は守りま
す。ひとりで悩まず、ご相談ください。
○と　き／9月5日（月）～9日（金）
 午前8時30分～午後7時
 9月10日（土）、11日（日）
 午前10時～午後5時
　なお、通常の相談時間は平日午前8時30分～午後5時
15分までとなります。

▽問い合わせ／青森地方法務局　☎0570－003－110

「津軽の名人・達人」ふれあいまつり開催のお知らせ
　今年もヒロロに、「津軽の名人・達人」が集結します。
皆様の学校、幼稚園、福祉施設などから依頼があったと
きに、名人・達人がどのように指導するのかぜひご覧く
ださい。皆様のご来場をお待ちしております。
○と　き／8月27日（土）、28日（日）
　　　　　午前10時～午後4時
○開催場所／ヒロロスクエア
○参加料／無料、ヒロロ駐車場は3時間まで無料です。
○おもなイベント（予定）／
無料健康相談、初心者のためのこぎん刺体験、手回し
発電機で遊ぶおもちゃ、折り紙製作体験、昔っこ語り、
マジックショー、ギター弾き語り、彩書道（カラフル
な習字体験）、足育など

「津軽の名人・達人」とは
　生涯学習を通じて地域に貢献したいという思いから、
伝統文化、学術、芸術、芸能、技術、趣味などの経験者
が指導者として志願し、登録者名簿に名を連ねている
方々です。津軽広域連合では、登録者を募集していま
す。お気軽にお申込みください。
応募について、詳しくはホームページをご覧ください。
○ホームページアドレス／http://tsugarukoiki.jp/

▽問い合わせ／津軽広域連合　☎31－1201

名誉村民 故 鈴木喜代春氏企画展開催のお知らせ
　故 鈴木喜代春氏のこれまでの足跡と功績を振り返る
企画展を開催いたします。皆様の多数のご観覧をお待ち
しております。
○と　き／8月22日（月）～9月15日（木）
　　　　　8時15分～午後5時（土・日・祝日を除く）
○ところ／役場1階エントランスホール
○内　容／青森県近代文学館企画展パネル、著書、原稿などの展示
○観覧料／無料

▽問い合わせ／中央公民館（内線500）
　　　　　　　☎58－2250（直通）

第24回青森県民駅伝競走大会開催のお知らせ
　今年も青森県民駅伝競走大会が下記の日程で開催され
ます。村からも、選りすぐりの選手たちが出場しますの
で応援をよろしくお願いします！
○と　き／9月4日（日）正午スタート
○ところ／青森市内特設コース

▽問い合わせ／中央公民館（内線502）
　　　　　　　☎58－2250（直通）

農地のあっせん情報について
　農業委員会では担い手へ向けた農地の利用集積と、遊
休農地の発生防止のため、農地を貸したい、売りたいな
どの情報を提供しています。農地の情報については、農
業委員会で閲覧できます。詳しい内容は、お問い合わせ
ください。

▽問い合わせ／農業委員会（内線131）

SL列車「SL銀河青函DC号」が走ります！
　平成28年7月1日から9月30日までの期間で青森県・
函館デスティネーションキャンペーンが実施されていま
す。その中核イベントとして、SL列車「SL銀河青函
DC号」がJR奥羽本線青森駅－弘前駅間を走行します。
　列車の運行により、近隣に大きな音や振動が生じた
り、黒煙によるすすが飛散する場合がありますので、窓
を閉じる等の対策をし、洗濯物などを外に干す際はご注
意ください。

○営業運転日／9月17日（土）、19日（月）
○川部駅到着時刻／上り：午前11時32分
　　　　　　　　　下り：午後 3時47分
　　　　　　　　　※停車時間はどちらも２分程度です。
　川部駅からの観覧については、企画観光課へお問い合
わせください。訓練運転、営業運転ともに運行時刻、駅
到着時刻は同じです。列車運行については、下記実行委
員会事務局へお問い合わせください。

▽問い合わせ／企画観光課商工観光係（内線243）
　　　　　　　SL銀河青函DC号運行実行委員会事務局
　　　　　　　（青森県観光連盟）☎017－722－5080

TOSHIBA
タイプライターテキスト
　　　　　　　列車運行については、下記実行委員会事務局へお問い合わせください。
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村地域包括支援センターからのお知らせ
村お達者くらぶ開催について
　65歳以上の方を対象に、加齢に伴う転倒予防・認知
症予防を目的として、　村お達者くらぶを開催します。
○8 月テーマ／お口の健康教室
　講師：歯科衛生士 三上めぐみ先生
○とき・ところ／

8月19日（金） 午後1時30分
～午後3時 川部温泉大広間

○9月テーマ／津軽の昔話
　講師：おはなし会ひまわり
○とき・ところ／

9月9日（金）

午後1時30分
～午後3時

村中央公民館大広間

9月16日（金） 前田屋敷老人福祉
センター大広間

9月23日（金） 川部温泉大広間

○参加費／無料
家族介護者のつどいin田舎館村
　　～家族に介護が必要になっても、
　　　　　認知症になっても田舎館村で暮らしたい～
　地域で生活する介護者の方を応援するため、家族介護
者のつどいを開催します。
○と　き／9月12日（月）午前10時～正午
○ところ／川部温泉大広間
○テーマ／高齢者の年金生活について
　講師：金融広報アドバイザー 中田鶴子先生
○参加費／無料
○申込締切／9月5日（月）

　無料送迎いたします。希望する方はそれぞれの申し込
みの際に併せてお知らせください。

▽申し込み・問い合わせ／村地域包括支援センター
　　　　　　　　　　　　☎58－3704

ボウリングクラブ会員大募集
　田舎館ボウリングクラブでは会員を募集中です！
　未経験の方や女性の方も大歓迎で、一から指導いたし
ます。見学だけでも結構ですので、お気軽にご連絡ください。

▽問い合わせ／横谷　☎090－7066－4577

りんご研究所参観デーのお知らせ
○と　き／9月7日（水）午前9時～午後4時
　　　　　9月8日（木）午前9時～午後3時
○ところ／りんご研究所　黒石市牡丹平字福民24
○行事内容／
・特設コーナー「りんごの未来、育種でサポート」
・研究成果の資料展示、試験ほ場の公開、相談コーナー
・りんご史料館「老いたるりんごの物語」油彩画展
・りんごの試食販売
○併設催事／
・農業機械まつり
・農業資材、書籍、地域物産などの展示販売
りんご講演会
○と　き／9月7日（水）午前10時～午前11時30分
○テーマ／
・りんごの未来、育種でサポート
・りんごの周年供給体制の再構築に向けた取り組み
・今年の黒星病の発生状況と今後の対策

▽問い合わせ／青森県産業技術センターりんご研究所
　　　　　　　☎52－2331

農林総合研究所参観デーのお知らせ
○と　き／9月7日（水）午前9時～午後4時
　　　　　9月8日（木）午前9時～午後3時
○ところ／農林総合研究所　黒石市田中82－9
○行事内容／
・研究成果パネル展示、紹介
・試験ほ場、施設見学ツアー、農業･園芸なんでも相談
・青天の霹靂などいろんなお米の試食
・野菜の試食販売、花の展示販売
・クイズラリー
・インターネットを使った施肥、防除技術のデモ体験
　（施肥なび、GoogleMap BLASTAM）
○併設催事／
・日本一健康な土づくり運動の紹介
・書籍、各種物産の展示販売
・ドローン飛行実演、操縦体験
成果発表会
○と　き／9月7日（水）、8日（木）
　　　　　午前10時30分～11時30分
○テーマ／
・リモートセンシングを活用した「青天の霹靂」生産技術
・転炉スラグを用いた土壌病害の被害軽減技術
・水稲育苗ハウスを利用したトマト栽培の研究紹介

　バスでご来場された方には、研究員同乗でほ場案内を
行います。受付の際にお申し込みください。また、予約
も承りますので、下記までお問い合わせください。

▽問い合わせ／青森県産業技術センター農林総合研究所
　　　　　　　☎52－4346

I n f o rm a t i o n
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津軽の話題満載

津軽広域連合だより
 vol.
64

　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・障害程度
区分判定審査のほか、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。

いろんなイベントに出掛けよう！

第35回暗門祭西目屋村 西目屋村

　９月18日（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沢山です。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
あるので、この機会にぜひ、西目屋村にお越しください。
日　時　９月18日（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　目屋観光協会　☎85－2800

４thクラフト小径2016 板柳町 板 柳 町

　今年で４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、
作家の皆さんとの交流を楽しんでみませんか。ホーム
ページも随時更新中！　
http://craftkomichi.wordpress.com
日　時　10月１日（土）10：00～16：00
　　　　10月２日（日） ９：00～16：00
場　所　中央アップルモール（板柳町役場近く）
入場料　無料
問合せ　同実行委員会　☎090－3405－4672

8・9・10月の主なイベント
と　き イベント名 内　　　容 問合せ先

8月

15~20日 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。 黒石よされ実行委員会事務局 ☎52-4316

16日 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。 黒石観光協会 ☎52-3488

17日 ふるさと元気まつり2016 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。 黒石青年会議所 ☎52-3369

17日 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。 大鰐町企画観光課 ☎48-2111
20日 第47回津軽花火大会 幻想的な灯篭流しのあと、約5,000発の花火が打ち上げられ、

夏の夜空を美しく彩ります。 藤崎町商工会 ☎75-2370

21日 ファッション甲子園 日本全国の学生が夢や希望を胸に弘前に集い、高校ファッション
NO.1を競う大会です。

ファッション甲子園実行委員会
（弘前商工会議所） ☎33-4111

21日 虹の湖ロックフェスティバル2016 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。
虹の湖 ROCK FESTIVAL 実行委員会
 ☎090-1065-2469

9月

14~16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 ☎57-2061

17･18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。

同実行委員会（黒石商工会議所内）
 ☎52-4316

17･18日 黒石じょんから軽トラ市 軽トラックの荷台で黒石の野菜・果物・加工品などを販売するイ
ベントです。 黒石観光協会 ☎52-4316

18日 カルチュアロード2016（弘前市）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。
カルチュアロード実行委員会事務局
 ☎090-4314-1751

24･25日 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。

弘前市りんご公園まつり事業実行委
員会事務局 ☎40-7105

10月

1･2日 ひらかわフェスタ2016 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。

ひらかわフェスタ2016実行委員会
（平川市経済部農林課） ☎44-1111

2日 第24回稲刈り体験ツアー 第1田んぼアート「真田丸より 石田三成と真田昌幸」の稲刈り体
験ができます。

田舎館村企画観光課商工観光係
 ☎58-2111

7~10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。 黒石観光協会 ☎52-3488

9日 りんごの里板柳まるかじりウォーク
2016 7、13、23ｋｍの３コース！りんごもぎとり体験もあります。 板柳町教育委員会生涯学習課

 ☎72-1800
13日
~11月6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。
黒石市商工観光課
 ☎52-2111(内線407)

14~16日 津軽の食と産業まつり（弘前市）津軽の「食」と「産業」をテーマに地元生産品などを紹介。野外テント村や催しも多数。
津軽の食と産業まつり運営協議会事務局
 ☎33-4111

15･16日 全国伝統こけし工人フェスティ
バル（黒石市）

全国の伝統こけし工人が一堂に集結。特徴ある全国各地のこけ
しの展示即売会を行います。 津軽こけし館 ☎54-8181

15･16日 白神山地ビジターセンターふれ
あいデー（西目屋村）

大型映像で見る特別臨時上映や体験コーナー、グルメなど様々
な催しが行われます。

白神山地ビジターセンター
 ☎85-2811

10月中旬 田舎館村の明るい未来を築く婚活 稲刈り作業を体験しながら未来のパートナーと出会い、交流を深
めましょう！

田舎館村企画観光課企画係
 ☎58-2111

22日
~11月6日 金平成園一般公開 かつて津軽地方を風靡した大石武学流。その作風を伝える貴重

な庭園が一般公開されます。
黒石市文化スポーツ課
 ☎52-2111(内線622)
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お誕生おめでとうございます

中　山　虹
こ

　空
う

 くん
（博登・由香）東 光 寺

中　田　こずえ ちゃん
（賢・麻祐子）前田屋敷

山　本　乙
おと

　葉
は

 ちゃん
（満教・千保子）畑　　中

葛　西　晃
あき

　永
と

くん
（敬貴・直美）川　　部

ご結婚おめでとうございます

阿　保　　隆 八 反 田
倉　戸　淑　恵 青 森 市

稲　葉　佑　太 畑　　中
柿　崎　瑞　穂 青 森 市

秋　元　航　也 中 泊 町
山　本　　愛 和　　泉

田　澤　浩　司 諏 訪 堂
新　谷　瑞　穂 藤 崎 町

菊　地　恵　太 八 反 田
増　田　麻　乃 板 柳 町

おくやみ申し上げます

小　野　忠　男（87歳） 畑　　中
田　澤　寛　樹（79歳） 諏 訪 堂
亀　谷　美代子（90歳） 川　　部
田　澤　　勉　（86歳） 諏 訪 堂
八木澤　正一郎（58歳） 田 舎 舘
三　浦　夫示雄（66歳） 川　　部

▽問い合わせ／総務課庶務係　☎58－2111（内線222）

☎58-2151防災無線を
聞き逃したら!!

　防災無線で放送された内容を聞き逃した時は、右記の電話番号に
かけると聞くことができます。ぜひご利用ください。

戸 の籍 窓 6月21日～7月20日受付
本村に現住所のある方を掲載しております。 敬称略

・99％の会社はいらない
  堀江貴文／著　ベストセラーズ
・政府はもう嘘をつけない  堤未果／著　KADOKAWA
・総理 山口敬之／著　幻冬舎
・花がたみ 夏 樹らん／著　日本図書刊行会
・陸王 池井戸潤／著　集英社

・筋金入りのヘタレになれ
 島田雅彦／著　ベストセラーズ
・希望荘 宮部みゆき／著　小学館
・てんぐのてんちゃん ぴよよよーん
 フィリケえつこ／著　学研プラス
・さよなら ママがおばけになっちゃった！ 
 のぶみ／著　講談社
・およげないさかな せなけいこ／著　ポプラ社
 ほか

新刊図書のご案内図 書 室 だよ り

▽問い合わせ／中央公民館　☎58－2250

（
（
（
（
（
人口と世帯

（平成28年 7月末日現在）

男 3,805人 （＋4）

女 4,251人 （＋8）

計 8,056人（＋12）

世帯数 2,716世帯 （＋6）

（　）は前月との比較

県内の交通事故概況
（平成28年 7月末日現在）

7　　月
県　内 村　内

件  数 261（2,032） 1（21）

死  者 5 （20） 0 （0）

傷  者 312（1,957） 2（30）
（　）は１月からの累計
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名前：田澤莞
かんだい

大くん
学校：6年 1組
地区： 諏訪堂
一言：「光田寺サッカースポーツ少年団に所
属していて、練習以外でも、動画で試合観戦を
しています。中学校ではテストの成績に順位が
つくので、上位を目標に勉強をがんばります。」

村の木　サイカチ

村の花　稲の花

川部熊野宮神社
宵宮

今月の
表紙

※広報では、 9月生まれのお子さんの写真を募集中です。（8月19日締切）❶氏名（ふりがな）❷生年月日❸住所❹両親の氏名
　❺コメントなどを書いて、企画観光課企画係まで郵送またはご持参ください。写真は後日お返しします。

平成25年8月10日生
父…雄貴さん　母…亜衣さん

「秋にお姉ちゃんになるよ! ！そ
れまで大好きなパパ独りじめする
ぞー!!!」

成田 優
ゆ ず な

絆ちゃん

境　森

平成26年8月17日生
父…健太郎さん　母…加奈子さん
「じぃじのイチゴだ～いスキ!!元気
にのびのび育て、我が家の宝物♡」

太田 龍
りゅうたろう

太郎くん

枝　川

平成22年8月1日生
父…和さん　母…麻美さん

「弟想いの優しいお姉ちゃん♡まだまだ甘
えん坊だけど、来年から小学生だね♪
楽しいことがたくさんありますように♡」

須藤 琴
こ と ね

音ちゃん

大　袋

Happy Birthday 8月生まれのおともだち

小学生による
　今月の題字

6月24日、村内の交通死亡事故数が平成26年6月25日から通
算して、2年間皆無を達成しました。7月6日、この達成に伴い、
交通死亡事故皆無達成表彰が青森県警察本部で行われ、交通安全母
の会に表彰状と記念品、交通安全対策協議会へ感謝状がそれぞれ伝
達されました。出席した村長と、交通安全母の会会長代理の稲葉妙
子さんは表彰後の懇談で、7月5日時点の事故発生状況を見ながら
今後の交通事故抑止について、県警本部長より激励を受けました。

月24日 村内の交通死亡事故数が平成26年6月25日か

村内の交通死亡事故が
　　　　　2年間皆無を達成！

　７月１６日、川部熊野宮神社で宵宮が行わ
れました。この宵宮は毎年旧暦の７月１３日
に開催され、村指定文化財エゾエノキ大樹
をはじめとした木々に囲まれた境内には、
金魚すくいや輪投げ、焼きそば、アイスな
どの露天が並び、夕涼みに繰り出した人た
ちで賑わいをみせました。

  あとがき
　7月下旬からようやく梅雨が明け、夏
休み、海、ねぷた、花火大会、お盆と
津軽の夏が本番を迎えます。
　私の夏季の目標は、今年の春に買って
からほとんど使っていない自転車で、海
か山か、とりあえず1日遠出をすることです！
　目指せ、運動不足解消！！




