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第4回田舎館村議会定例会が12月2日から7日まで開かれました。6日には山﨑洋議員、平川重廣議員、鈴木孝一議員
が一般質問を行いましたので、主な内容を要約してお知らせします。

一般質問

山﨑　洋 議員
①子育て支援について
問 中学校3年生までの医療費無料
化が実施されたが、インフルエンザ
予防接種について助成は行われてい
ない。近隣市町村では中学校3年生
まで半額助成を実施している所があ
り、村でも来年度から助成を実施す
る考えはないか。
答（村長）村では現在、中学校3年
生を対象にインフルエンザ予防接種
の助成を行っているが、まち・ひ
と・しごと創生総合戦略の「結婚・
出産・子育て・教育充実プロジェク
ト」における取り組みの一つとし
て、今後検討したい。
②防雪柵の設置について
問 大根子～大袋間の道路の内、周
辺が水田となっている部分では暴風
雪の影響で見通しが悪くなり道路外
への車両転落や車両の立ち往生が発
生しているが、これらの事案は把握
しているか。また、事故防止の対策
として防雪柵を設置する考えはある
か。

答（村長）近年は少雪傾向であり、
村では暴風雪による立ち往生等の通
行障害や、交通規制に発展した事案
は確認されていない。ご質問の区間
では平成25年2月に、非常に強い
暴風雪が発生し視界が悪くなったた
め吹き溜まりに車が乗り上げてしまっ
たことによる通行障害は認識してい
る。村内各路線では、除雪作業後の
暴風雪で突発的に吹き溜まりができ
る部分が多いと思われるが、突発的
に発生する事案に対応するためにこ
のような路線全てに防雪柵を設置す
ることは、費用が多額になるため難
しい状況であると考えている。

平川　重廣 議員
①川部駅北部踏切道の改良について
問 川部駅北部踏切を通る道路の改
良は長年の懸案であり、予算を計上
して早急に着工していただきたい。
着工時期を示せるか。
答（村長）県道136号常盤新山線
から川部駅北部踏切までの村道は近
年交通量が増加していながら、道路
幅が狭く側溝もないため車や歩行者
のすれ違いが難しく、改良の必要性
を感じている。道路改良事業には用
地買収が必要で、まずは関係者から
協力が得られなければならない。協
力が得られた後、用地等の測量調
査、買収、設計、着工と、事業を進
めるには時間を要するため、来年度

可決された主な案件
予算関係
・平成28年度田舎館村一般会計補正予算
・平成28年度田舎館村国民健康保険特別会計補正予算
・平成28年度田舎館村後期高齢者医療特別会計補正予算

・平成28年度田舎館村介護保険特別会計補正予算
・平成28年度田舎館村下水道事業会計補正予算
・平成28年度田舎館村水道事業会計補正予算

条例関係
・田舎館村議会議員の議員報酬、期末手当及び旅費に関す
る条例の一部を改正する条例
・田舎館村特別職の職員の給料等に関する条例の一部を改
正する条例

・田舎館村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する
条例を廃止する条例の一部を改正する条例

・田舎館村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

そ の 他
・財産の取得について
・青森県市町村総合事務組合規約の変更について

・田舎館村固定資産評価審査委員会委員の選任について
・専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて
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から測量調査等が実施できるよう検
討したい。
②公共施設等の利用方法について
問 先般行われた選挙ではほとんど
の施設が土足禁止となっていたが、
高齢者が入場する際、スリッパへの
履き替えが負担になっているように
見受けられた。施設の通路と会場に
マットを敷き、土足の状態で利用で
きないか。
答（委員長）投票所として使用する
施設の中には畳の部屋を使用してい

るところがあり、管理者から了承を
得られるか課題となる。また、投票
日が雨や雪などの悪天候になった場
合、土足入場によって施設が汚れる
可能性や、マットに残った水分で足
を滑らせる危険が考えられるため、
対策として、投票所の玄関に椅子を
置き、スリッパの履き替えを座って行
えるように対応したいと考えている。

鈴木　孝一 議員

①観光事業について
問 観光客が田んぼアート観覧に訪
れた際、観光バス乗務員の入館料に
ついての優遇措置はどのようになっ
ているか。また、村外から田んぼアー
ト見学に訪れた方より、駐車場の案
内図が見あたらず駐車に困ったとい
う話を聞いたが、第1田んぼアート
に駐車場の案内図はあるか。
答（村長）展望デッキの完成によ
り、これまでのような混雑が緩和さ
れ、団体で来場された方々が田んぼ
アートをゆっくりと観覧できるよう
になったため、来年度から観光バス
乗務員の入館料無料化を実施し、観
光コースとしてより多くの方にご来
場いただけるようPRしたいと考え
ている。また、第1田んぼアートの
駐車場案内図については、役場周辺
駐車場へ方向指示看板と駐車場表示
看板を設置、7月以降の混雑時には
係員を配置し駐車場への誘導を行っ
ているため、会場全体図を使っての
駐車場案内はしていない。

平成29年行政連絡員
　1月27日、田舎館村行政連絡員会議が役場3階委員会室で行われ、各集落の行政連絡員に委嘱状が渡されました。
　平成29年の行政連絡員は次のとおりです。

高　　樋 工藤　忠弘 大　　曲 山本　正志 前田屋敷 工藤　義明

十二川原 品川　新一 諏 訪 堂 田澤　勝行 土 矢 倉 平澤喜代丸

枝　　川 工藤　　一 大 根 子 葛原　　誠 堂 野 前 福原　敏彦

垂　　柳 佐藤　　浩 豊　　蒔 ※職務代理者 新　　町 佐藤　健一

田 舎 舘 肥後　武樹 大　　袋 葛西　廣直 東 光 寺 中村　清光

八 反 田 阿保　光延 川部・和泉 平川　忠博 二 津 屋 金枝　岩雄

畑　　中 佐藤　金敏 境　　森 白戸布治博 高　　田 工藤　雅德

　　　　　　　　　　　※豊蒔集落については2月中旬に決定される予定です。

平成29年農事連絡員
　1月20日、田舎館村農事連絡員会議が役場3階委員会室で行われ、各集落の農事連絡員に委嘱状が渡されました。
　平成29年の農事連絡員は次のとおりです。

高　　樋 鎌田　和幸 大　　曲 阿保　喜行 境　　森 成田　孝憲

十二川原 工藤　錦一 諏 訪 堂 田澤　文清 前田屋敷 田村　道雄

枝　　川 工藤美勇記 大 根 子 鈴木　　誠 堂 野 前 清藤　博英

垂　　柳 小野　新一 豊　　蒔 葛原　政嘉 新　　町 小山　清孝

田 舎 舘 工藤一市郎 大　　袋 葛西　正人 東 光 寺 小野　謙市

畑　　中 岩間　　貢 川部・和泉 中山　房悦 二 津 屋 金枝　正明

八 反 田 相馬　　繁 土 矢 倉 平澤　春輝 高　　田 福原　峰人
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話 題 い ろ い ろ

絶好のゲレンデコンディション

　中央公民館主催のスキー教室が弘前市そうまロマントピ
アスキー場で行われ、児童と保護者14人が参加しました。
田舎館スキー倶楽部会員が講師を務め、参加者は初心者か
ら上級者まで班に分かれて実技を学びながら、スキーを楽
しみました。

俵を転がして福を呼び込む1　
　８

　大根子集落でカパカパと福俵が行われました。神主、大
黒様の衣装を身にまとった子ども会会員12人は3班に分
かれて集落を巡り、家々で「舞い込んだ、舞い込んだ」と
歌いながら俵を転がして福の到来を願いながら、軒先にカ
パカパ (人形)を立てかけていました。

1　
　11

　八反田集落で裸参りが行われました。年縄の奉納に先立って権現様が集落を巡り、出迎えた住民に「頭かじり」を行い
ました。その後、男衆が年縄と鏡餅を担いで八反田会館から八幡宮まで練り歩き、八幡宮の参道を通って神殿へ奉納。男
衆は神事で今年1年の五穀豊穣、無病息災を祈願し、奉納された年縄は鳥居に飾り付けられました。

元旦の伝統行事1　
　1

　11月17日～12月26日の期間で日本弘前青森文化物
産フェアが台湾で開催され、米生産グループ稲華会が生
産したつがるロマンが販売されました。フェアは台湾全
島に展開している遠東百貨(デパート)8店舗でそれぞれ
行われ、田んぼアートをパッケージにした米は、現地で
も好評を得ていました。

村産米が台湾で初販売

　1月2日、刀匠・中畑貢 (号・國廣)さんによる日本
刀の打ち初めが田舎舘集落の自宅鍛冶場で行われまし
た。作業には、弘前市で開催された刀に関する講演会
の受講者6人が招かれて参加し、一般人が刀打ちを体験
する新しい試みがなされました。中畑さんは烏

え ぼ し

帽子と
直
ひたたれ

垂を身にまとい、熱した鋼に打撃を加えて強度を増や
し鋼に含まれた不純物を取り除く「折り返し鍛錬」とい
う作業を参加者と行って、理想としている平安、鎌倉時
代の刀作りを目指し決意を新たにしました。

日本刀の打ち初めに新たな試み
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お知らせ

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
今月の納税相談

と　き ところ

夜間納税相談 ２月22日（水）
午後５時～午後７時

税務課窓口
休日納税相談 ２月26日（日）

午前９時～午後４時

▽問い合わせ／税務課徴収係(内線123）

人権行政相談
○と　き／3月15日（水）　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）

ごみの収集について
今月の粗大ごみ収集日
　２月22日（水）
土曜日のごみ受け入れについて
　黒石地区清掃施設組合では住民の利便性向上を図るた
め、土曜日の午前中に限りごみ受け入れを行っていま
す。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。
○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
▷問い合わせ／厚生課環境衛生係（内線153）

平成29年度「白寿大学」学生募集！！
　教育委員会では、平成29年度「白寿大学」の学生を
募集します。あなたも “大学” で学んでみませんか？
○対象／村内在住で60歳以上の方ならどなたでも
○趣旨／高齢者の健康増進と、学習機会の充実を図る
○学習内容／
　講演会、水泳、散策、軽スポーツ、施設見学など
○開講期間／4月～平成30年3月
○開講場所／文化会館ほか
○受講料／個人負担（講座ごとに集金します。）
○申込方法
　お住まいの地域、氏名、住所、電話番号を下記までお
知らせください。
○申込締切／3月27日（月）
▷申し込み・問い合わせ／中央公民館（内線501、502）
　☎58－2250（直通）　FAX 58－2394

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／12月7日（水）
　議員全員協議会
　内容／西十和田トンネル建設促進市町村議長同盟会

（仮称）への参加の是非について
▷問い合わせ／議会事務局（内線311）

国民年金だより
国民年金保険料は口座振替が便利でお得です
　国民年金保険料の納付には口座振替がご利用できま
す。口座振替には、当月分保険料を当月末に振替納付す
ることにより月々50円割引される早割制度や、現金納
付よりも割引額が多い6ヶ月前納、1年前納、2年前納
もありお得です。
　口座振替をご希望の方は、納付書または年金手帳、通
帳、金融機関届出印、認印をご用意のうえ、住民課保育
年金係または年金事務所にある申出書によりお手続きく
ださい。申出書の提出は住民課保育年金係または年金事
務所のほかに、ご希望の金融機関窓口に提出してお手続
きいただくことも可能です。
○申込期限／

前納種類 前納期間 申込期限 口座振替日

6ヶ月
4月～9月 2月末 4月末

10月～翌年3月 8月末 10月末

1年 4月～翌年3月 2月末 4月末

2年 4月～翌々年3月 2月末 4月末

現金及びクレジットカードによる2年前納が始まります
　4月より、口座振替に加えて現金及びクレジットカー
ドによる納付についても、割引額の大きな2年前納をご
利用いただけるようになります。
①現金（納付書）
　任意の月から翌年度末までの前納が可能になります。
○留意点／
・年金事務所へ事前に申出書の提出が必要です。
・最大で、4月から翌々年3月までの2年分が前納でき
ますが、この場合の申込期限は2月末となります。
・２年前納の申出書を提出後、4月に2年前納用納付書
が送付されます。
・納付額が30万円を超える場合、コンビニエンススト
アでの納付はできません。
・５月以降に前納する場合、翌々年3月分までの23ヶ
月分といった前納が可能です。5月以降に納付を希望
する月から翌々年度末までの納付をご希望の場合は、
年金事務所へご相談ください。
②クレジットカード
　4月分から翌々年3月分までの保険料を4月末に納付
していただきます。
○留意点／
・住民課保育年金係または年金事務所へ事前に申出書の
提出が必要です。また、申込期限は2月末となります。
・クレジットカードを提示して直接納付するのではな
く、被保険者自身が事前に申し込むことにより、それ
以降、継続的にクレジットカード会社が日本年金機構
に立替納付を行うものです。
・分割払いやリボルビング払い等はご利用できません。
▷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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コミュニティ（宝くじ）助成事業でスポーツ備品を整備しました
コミュニティ助成事業（一般コミュニティ助成事業）とは
　この事業は、（一財）自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として、コミュニティ団体等が行うコミュニティ
活動に必要な備品等の整備に対して、宝くじの受託事業収入を財源として実施する助成事業です。
　田舎館村子ども会育成連絡協議会では、このコミュニティ助成事業を活用し、サッカーゴールや卓球台などのスポー
ツ備品を整備しました。
○助成団体／田舎館村子ども会育成連絡協議会
○助成金額／2,500千円

▷問い合わせ／企画観光課企画係（内線241）

今月のお知らせ

農家相談を実施します
　農業委員会では下記の日程で農家相談を実施します。
農地をめぐる紛争や農業に関する悩みごとでお困りの方
は、お気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は守
ります。
○と　き／2月17日（金）午前9時～午後3時
○ところ／役場3階第1委員会室
▷問い合わせ／農業委員会（内線131）
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青森県交通災害共済の支給制度が新しくなります！
　交通災害共済は、日本全国どこで起きた交通事故でも、弔慰金またはケガの程度に応じて見舞金をお支払いする制度です。
　不慮の事故に備えて、家族そろって加入しましょう。
○主な変更点／
①10等級制から4等級制へ
　（新）共済見舞金等金額表

等　級 災害の程度 金　額
1 死亡した場合 1,000,000円
2 自動車損害賠償保障法施行令別表第１級から第3級各号に掲げる障害の場合 500,000円
3 重傷（30日以上の治療を要する場合） 70,000円
4 軽傷（30日未満の治療を要する場合） 30,000円

②特例見舞金の導入
　交通事故証明書がない場合は災害の程度に関わらず「特例見舞金」として10,000円を支給します。
③治療中でも請求でき、早期受給が可能
○共済期間／4月1日～平成30年3月31日の1年間
○請求期間／事故にあった日から1年以内、2等級の対象となる後遺障害が残った場合は2年以内
○会　　費／年間1人350円
○申込方法／総務課防災交通係で随時受付
　2月中は部落会、交通安全母の会、小・中学校、保育所（園）などの村内各
団体が加入の取りまとめを行っていますので二重加入にならないようご注意
ください。
○共済見舞金の請求に必要なもの
①交通事故証明書　　④死亡したときは死体検案書又は死亡診断書
②医師の診断書　　　⑤印鑑
③会員証　　　　　　⑥口座振替ができる金融機関の通帳
※①、②、④については原則として原本が必要ですが、保険会社等の原本証明がある場合はコピーでも差し支えありません。
万が一、事故にあったら
　事故にあった時は警察署または最寄りの交番に必ず届け出てください。同乗者や相手方のいない自損事故、自転車、
バイク等の転倒なども必ず警察に届けましょう。警察に届出をしないと交通事故証明書が発行されませんのでご注意
ください。
▷問い合わせ／総務課防災交通係（内線221）

民生委員、児童委員及び主任児童委員が新しく決まりました
　各委員の一斉改選に伴い、新たに下記の方々が決まりましたのでお知らせします。
○任期／平成28年12月1日～平成31年11月30日
○委員名簿（平成28年12月1日現在）／

担当地区 氏　　名 担当地区 氏　　名 担当地区 氏　　名 担当地区 氏　　名
高樋・十二川原 品川　容子 八反田 阿保　健一 川　部 鎌田祐三郎 堂野前 （欠員）
十二川原・枝川 工藤　奎子 大　曲 中山百合子 一戸　　鋭 新　町 藤田　廣子
垂　柳 小野　　修 諏訪堂 田澤ミツ子 和　泉 福士　　昇 東光寺・二津屋 （欠員）

田舎舘 肥後　武樹 大根子 浅利アキ子 境　森 八木橋眞理子 高　田 青出　　雅
菊地やす子 豊　蒔 一戸富士實 前田屋敷・土矢倉 工藤　泰子 主任児童委員 白澤　敦子

畑　中 稲葉　達子 大　袋 葛西　　猛 前田屋敷 中田　睦子 （欠員）
（欠員）

▷問い合わせ／厚生課福祉係（内線154）

収入保険制度に関するお知らせ
　政府の農林水産業・地域の活力創造本部において、青
色申告を行っている農業者を対象とした収入保険制度の
導入が決定されました。新たに青色申告を始めるために
は、個人の場合、3月15日（水）までに最寄りの税務署
に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
この申請を行えば、平成29年分の所得から青色申告を
行うことができます。
　青色申告は、自分の経営を客観的に把握することもで
き、税制上の利点もあります。
▷問い合わせ／東北農政局青森県拠点地方参事官室
　（青森法務総合庁舎内）　☎017－775－2151

村お達者くらぶ開催のお知らせ
　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。
○とき・ところ／
3月10日（金）午後1時30分

～午後3時

村中央公民館大広間
3月17日（金） 前田屋敷老人福祉センター大広間
3月24日（金） 川部温泉大広間
○テーマ／体力測定と軽体操
○参加費／無料
　無料送迎いたします。希望する方は各開催日の1週間
前までにお知らせください。
▷問い合わせ／村地域包括支援センター　☎58－3704

その他お知らせ

イメージキャラクター  ONEくん
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黒石税務署からのお知らせ
確定申告書作成会場のご案内
　黒石税務署では申告書作成会場を下記のとおり開設し
ます。なお、会場は大変混雑し長時間お待ちいただく場
合がありますので、国税庁ホームページの「確定申告書
等作成コーナー」を利用したご自宅での申告書作成をぜ
ひお試しください。なお、電話でお問い合わせの際は、
自動音声案内で2番を選択してください。
○開設期間／2月16日（木）～3月15日（水）
　　　　　　（土・日を除く）
　　　　　　午前9時～午後5時
○ところ／黒石税務署1階会議室
○ホームページアドレス／
　https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/
　shotoku/kakutei.htm
▷問い合わせ／黒石税務署　☎52－4111

相続登記はお済みですか
未来につなぐ相続登記
　土地や建物などの不動産を相続する際の相続登記（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。相続登記をせず長い間放置した場合、相続人の死
亡により相続権のある人が増え遺産分割の協議がまとま
りにくくなり、残された人達に負担や費用をかけてしま
うほか、所有者が不明で不動産の交渉が滞ることや災害
発生時の復旧工事が遅れてしまうなど様々な問題が発生
することがあります。トラブルを未然に防ぐためにも、
相続登記は早めにしましょう。
無料相談（予約制）
○受付期間／毎週月～金曜日（祝日を除く）
　　　　　　午前10時～午後4時
▷問い合わせ／青森県司法書士会総合相談センター
　　　　　　　☎0120－940－230

自動車税・自動車取得税の減免制度について
　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、または
その方と生計を一つにする方がこれらの手帳の交付を受
けている方の生業、通院、通学等のために自動車を使用
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ときは、自動車税・自動車取
得税の減免を受けることができます。詳しくは下記まで
お問い合わせください。なお、軽自動車税については、市
町村の税務担当課が窓口となりますのでご注意ください。
▷問い合わせ／中南地域県民局県税部納税管理課
　　　　　　　☎32－4341

スポーツ安全保険に加入しませんか？
　スポーツ、文化、ボランティア活動など幅広く適用さ
れます。4名以上の団体でご加入ください。

対象となる
事　　故

・団体活動中の事故
・往復中の事故
　（自動車事故による賠償責任は適用外）

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 3月1日（水）～平成30年3月30日（金）

保険期間 4月1日（土）午前0時～
平成30年3月31日（土）午後12時

掛　　金 1人年額800円～11,000円
※団体の活動内容・年齢などによって異なります。

▷問い合わせ／スポーツ安全協会青森県支部
　　　　　　　☎017－782－6984

いちご研修生募集
　村の第1田んぼアートに隣接する温泉熱を利用した
「いちごハウス」で、本格的ないちご栽培に取り組める
方を対象に2年間の研修を行います。栽培方法やハウス
の組み立てなど、いちご生産者が親切丁寧に指導しま
す。経験は不問で、村外の方でも応募可能です。応募者
には個別に面談を行いますので、詳細については下記へ
お問い合わせください。
○研修期間／2年間
○対象／いちご栽培で自立した農業経営を目指す方
○申込締切／2月28日（火）
▷問い合わせ／田んぼアートの里ブランド化推進協議会
　　　　　　　☎55－6016

自動車の名義変更や廃車手続きはお早めに！
　例年3月は月末にかけて、名義変更や廃車手続きなどで
運輸支局の窓口が大変混雑することにより長時間お待ちい
ただく場合があり、申請者の皆様にご不便をおかけしてお
ります。手続きは混雑が少ない3月14日（火）以前にお願
いします。なお、軽自動車については軽自動車検査協会が
窓口になり、手続き方法が違いますのでご注意ください。
○受付時間／午前8時45分～正午、午後1時～午後4時
　　　　　　（土・日・祝日を除く）
○ホームページアドレス／
　http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/am/am-index.htm
▷問い合わせ／東北運輸局青森運輸支局
　　　　　　　 ☎050－5540－2008

除排雪中の事故を防止しよう
　除排雪中の事故を防止するため、次のことに気をつけ
ましょう。
・屋根の雪下ろしは命綱を付け、滑り止めの付いた靴を
履きましょう。
・軒下からの雪落としは、雪の下敷きにならないよう注
意しましょう。
・はしごを使う時は確実に固定しましょう。
・除雪作業の際は家族や近所の人に声を掛けましょう。
・晴れの日は屋根の雪がゆるんでいます。
・除雪機を点検する時は必ずエンジンを停止しましょう。
▷問い合わせ／黒石警察署地域課　☎52－2311

今月のお知らせ
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▽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 12月21日～1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

・脳を最適化すれば能力は2倍になる
 樺沢紫苑／著　文響社
・サントリー対キリン 永井隆／著　日本経済新聞出版社
・やさしいチョコレートのお菓子 飯塚有紀子／著　雷鳥社
・がん消滅の罠 完全寛解の謎 岩木一麻／著　宝島社
・これは経費で落ちません！ 青木祐子／著　集英社

・芥川症 久坂部羊／著　新潮社
・青森わが愛 西村京太郎／著　KADOKAWA
・夢の叶え方を知っていますか？
 森博嗣／著　朝日新聞出版
・はじめまして、ペッパーです！ 

やすいすえこ・かしわらあきお／著　フレーベル館
・ひげらっぱ 
 ザ・キャビンカンパニー／著　ひさかたチャイルド
 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

社

鈴　木　美
み

　葵
あ

 ちゃん
（弘信・美樹）和　　泉

福　士　心
ここ

　琉
る

 ちゃん
（元紹・明日香）和　　泉

山　田　苺
まい

　乃
の

 ちゃん
（恭平・有沙）和　　泉

工　藤　　諒
りょう

　 くん
（祥昭・美哉子）畑　　中

阿　保　杏
あん

　俐
り

 ちゃん
（和明・彩）八 反 田

岩　間　信
しん

　弦
げん

 くん
（賢志・真紀）和　　泉

花　田　真
み

　成
なり

 ちゃん
（寿・育子）八 反 田

田　澤　　純
じゅん

　 くん
（浩司・瑞穂）諏 訪 堂

おくやみ申し上げます

中　村　せつゑ（82歳）  堂 野 前
工　藤　勝　義（93歳）  前田屋敷
福　士　花　恵（85歳） 前田屋敷 
小　野　　榮　 （70歳）  垂　　柳
白　戸　哲　造（81歳）  境　　森
岩　間　金　藏（85歳）  川　　部
工　藤　和　彦（70歳）  田 舎 舘
寺　澤　　彰　 （66歳）  川　　部

お誕生おめでとうございます

人口と世帯
（平成29年 1月末日現在）

男 3,801人 （－3）

女 4,247人 （＋1）

計 8,048人 （－2）

世帯数 2,720世帯 （－2）

（　）は前月との比較

県内の交通事故概況
（平成29年 1月末日現在）

1　　月
県　内 村　内

件  数 312（312） 4 （4）

死  者 8 （8） 0 （0）

傷  者 409（409） 5 （5）
（　）は１月からの累計
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名前：須藤海
かい

音
と

くん
学級：6年 2組
地区： 豊蒔
一言：「1年生の時から水泳をやっていて、
中学校に進学してからも続けたいと思いま
す。より速いタイムで泳げるよう練習では
綺麗なフォームを心掛けて頑張ります！」

小学生による
　今月の題字

村の木　サイカチ

村の花　稲の花

  あとがき
　冬場によくおこる静電気に、毎年悩まさ
れています。ドアノブ、机の引き出し、手
すり、買い物でお釣りをもらう時など、身
の回りにある大半のものに反応し困ります。
水道の蛇口で感電した時は、眠くもないの
に目が覚めました！この時期は違う意味で緊
張感を持ちながら日々生活しています。

平成28年2月19日生
父…文人さん　母…那奈さん
「父ちゃんと母ちゃんの宝物で
す！！早く3人で飲みに行き
たいな♥」

鈴木 菜
な

湖
こ

ちゃん

大根子

平成28年2月19日生
父…昌明さん　母…結さん
「愛嬌たっぷりの洸は2人の
お姉ちゃんに可愛がられて
います。元気に大きくなっ
てね♡」

花田　洸
ひろ

くん

八反田

平成28年2月1日生
父…孔志さん　母…唯さん
「愛嬌を武器にこれからも、
もっとたくさんの人を笑顔
にしてね♡」

田澤 旺
おう

雅
が

くん

諏訪堂

平成26年2月5日生
父…亮さん　母…沙耶さん
「3歳おめでとう！毎日お姉
ちゃんがんばっています☆」

髙橋  凛
りん

ちゃん

Happy Birthday 2月生まれのおともだち
東光寺

※広報では、3月生まれのお子さんの写真を募集中です。（2月20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。

魔を払い、
平穏を願う

　１月２日、垂柳集落で垂柳獅子踊保存会に
よる悪魔払いが行われました。先導役のおが
しこと３体の獅子、囃子隊は神明宮に参拝後
集落を巡り、家々で舞を披露しました。会員
のほかに、小学校獅子踊りクラブの６年生児童
３人が初めて参加し門付けに同行。地域行事
の伝統を感じながら、獅子とともに家内安全、
無病息災を願いました。

志を新たにし、飛躍を誓う

　1月8日、文化会館文化ホールで成人式を行い、対象者84人
のうち60人が出席しました。式では村民憲章を読み上げ、村民
歌を斉唱、鈴木汐音さんが新成人を代表してはたちの誓いを述
べ、「一層心を引き締め、豊かな人間性と忍耐強い精神力を養い
ながら1歩1歩前進したい。」と決意を新たにしました。式終了
後は中央公民館大ホールで記念パーティーを行い、出席者は旧
友や恩師との再会を喜びながら、近況を語り合っていました。

今月の
表紙


