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18日には献血が行われ、田舎館ライオンズ
クラブと村の赤十字奉仕団が記念品を贈呈

グランプリはアコースティックギターとブルース
ハープで弾き語りを披露した田口智さん

ゲスト審査員としてライスボールが出演し、
ミニライブも披露

準グランプリはバンド演奏を披露したミル
フィッシュ。2年連続入賞を果たしました

審査員特別賞は一輪車とミュージカルを
披露した劇団GFD。入賞に団員は大喜び！

芸能発表会

村交通安全関係団体は1日目に三色餅を、
2日目は交通安全りんごを無料配付

収穫感謝祭＆シクラメン市
11月18日と19日、役場敷地内で収穫感謝祭＆シク

ラメン市を開催しました。村民体育館にはシクラメンを
はじめ多種多様な花約5,000鉢が並び、来場者はじっ
くりと品定めをしながら気に入った花を買い求めていま
した。
文化会館文化ホールでは1日目に村民パフォーマンス

選手権を行い、8組の出場者が弾き語りやダンス、バン
ド演奏などで会場を沸かせたほか、2日目には芸能発表
会を行い、児童、生徒のピアノ演奏やダンス、村内文化
団体による舞踏やカラオケなど、児童から高齢者まで幅
広い出演者によって32演目が披露されました。19日に
は短歌、俳句、川柳の各部門へ合計335作品の応募が
あった第4回田んぼアート短文芸コンテストの表彰式も
行われ、県内外の受賞者が出席しました。中央公民館を
はじめとする各会場では、パッチワークや書道などの作
品展示やフリーマーケット、映画上映などたくさんの催
しが行われ、多くの来場者で賑わいを見せました。

村民パフォーマンス選手権



話 題 い ろ い ろ

働く人に感謝の気持ちを

　勤労感謝の日にちなんで、田舎館こども園の年長児24人
が村長室を訪問しました。児童は村長へ「いつもお仕事お
疲れ様です！」と元気よく労いの言葉を贈り、紅葉の葉が
貼り付けられたカラフルなメッセージボードを手渡しまし
た。

ゆるキャラと電車でおでかけ

　津軽南地域新幹線開業効果研究会と弘南鉄道（株）主催によ
るキャラ電の日が弘南鉄道弘南線で開催されました。米こめ
くんを含む総勢10体のキャラクターが弘南線各駅からそれぞ
れ合流し、参加者はキャラクターと共に文字探しゲームやク
イズなどのほか、平賀車両基地の見学などを楽しみました。

　小学校体育館で第7回小中音楽交流会が開催されました。小学校児童は21日に行われた小学校音楽発表会で発表した
合唱や演奏を披露し、中学校生徒は学年順に合唱を披露しました。22日に行われた中学校合唱コンクールで最優秀学級
となった3年2組の合唱や吹奏楽部の演奏も行われ、児童と生徒は相互に音楽を鑑賞しながら交流を図りました。

児童、生徒が音楽で交流10　
　 24

10　
　29

　大袋部落会主催の河川環境美化活動が、平川河川公園で
行われ村内から約30人が参加しました。参加者は河川敷で
伐採された雑木に電動ドリルを使って穴を開け、ナメコやエ
ノキタケの菌を打ちこみキノコ栽培の原木にしたほか、雑木
に土を盛って伏せ焼きを行い、炭を作りました。

伐採した雑木を活用

　東北電力（株）と（株）ユアテックから村へLEDD街路灯5基
が寄贈され、役場村長室で東北電力弘前営業所所長の川瀬
様とユアテック弘前営業所所長の立花様から村長へ目録が
贈呈されました。寄贈された街路灯は、東光寺と大根子地
内へ設置されます。

地域の安全のために10　
　 26

10　
　28
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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

休日納税相談 12月24日（日）
午前9時～午後4時

役場税務課

夜間納税相談 12月27日（水）
午後5時～午後7時

▷問い合わせ／税務課税務収納係（内線123）

今月の納税
　村県民税（4期）、国民健康保険税（6期）、介護保険料
（6期）、後期高齢者医療保険料（6期）
▷問い合わせ／
村県民税、国民健康保険税…税務課税務収納係（内線123）
介護保険料…厚生課介護保険係（内線156）
後期高齢者医療保険料…住民課国保年金係（内線161）

人権・行政相談
○と　き／平成30年1月17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）

水道凍結にご注意ください！！
　今年も水道の凍結が心配される時期となりました。
　水の抜き忘れなどにより水道管の破裂事故が発生して
います。つい忘れがちですが、水道凍結防止帯や水抜き
栓の確認を必ず行ってください。水抜き栓は半開きの状
態ですと地下部分で漏水（中間漏水）する恐れがありま
す。水道料金が高くなる原因となりますので、水抜き栓
の開閉は最後までしっかり回ったことを確認し、十分注
意してください。凍結や破裂等した場合の修理は、村指
定給水装置工事事業者へ依頼してください。
冬期間の水道料金等は認定料金となります
　冬期間（12月～3月）は積雪等で検針が困難になるた
め、前3ヶ月の平均使用水量またはその他の事情を考慮
して、認定水量で請求します。過不足分については、4月
の検針結果に基づき4月以降の精算となります。
▷問い合わせ／建設課業務係（内線233）

平成29年度成人式のお知らせ
○と　き／平成30年1月7日（日）　午後2時
○ところ／式典：文化会館文化ホール
　　　　　記念パーティー：中央公民館大ホール
○対象者／平成9年4月2日～平成10年4月1日生まれ

の方
▷問い合わせ／中央公民館（内線501、502）
　　　　　　　☎58－2250（直通）

国民年金だより
平成29年に国民年金保険料を2年前納した場合の社会
保険料控除について
　2年前納により納めた国民年金保険料を所得から控除
する場合、以下のどちらかの方法を選び申告してくださ
い。
①全額を納めた年に控除
　日本年金機構から届いた「社会保険料（国民年金保険
料）控除証明書」下部にある3年分3枚の証明書を、切り
離さずに添付してください。申告額は、控除証明書に記
載されている「①納付済額」です。
②3年に分けて、各年分の保険料に相当する額を各年に
控除
　日本年金機構から届いた「社会保険料（国民年金保険
料）控除証明書」下部にある3年分3枚の証明書のうち、
平成29年分の1枚を切り離し、添付してください。残
りの2枚は平成30年、平成31年の申告に使用しますの
で大切に保管してください。申告額は、控除証明書の
「各年に分けて申告する場合の証明額」欄に記載されて
いる金額です。
　なお、平成29年に分割で申告をした場合、平成30年
に、平成30年分と平成31年分をまとめて申告すること
はできませんのでご注意ください。
▷問い合わせ／住民課国保年金係（内線162）
　　　　　　　弘前年金事務所　☎27－1339

福祉灯油給付事業を実施します
　低所得の高齢者世帯への経済的影響を軽減するため、
田んぼアート観覧収入の一部を活用し、福祉灯油を給付
します。
○対象
　村内在住で平成30年1月1日までに70歳以上に到達
する高齢者のみで構成される世帯であって、平成29年
度における村民税非課税世帯。ただし、高齢者介護施設
等に入所されている世帯及び生活保護世帯を除きます。
○支給方法等
　灯油54Ｌ（ポリタンク3個分）と引き換えることがで
きる田舎館村福祉灯油券（18Ｌ×3枚）を対象世帯へ送
付します。対象世帯は以下の灯油券取扱業者に券を提出
し、灯油と引き換えることとします。
○灯油券取扱業者／
•津軽みらい農業協同組合田舎館給油所　☎58－2215
•（有）山本石油店（配達のみ対応）　☎58－2339
○引換有効期限／平成30年2月28日（水）
▷問い合わせ／厚生課福祉係（内線154）
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平成30年度保育所等の入所申込について
支給認定申請（入所申込）について
　平成30年度4月から入所を希望される方を対象に、次のとおり受け付けをします。
○申込方法
　次の書類を厚生課福祉係か入所を希望する施設へ期間内に提出してください。書類は厚生課福祉係及び村内各保育
所等にあります。
①支給認定申請書兼保育利用申込書　
　※支給認定申請と入所申込は、同時に行うことができます。
②就労（予定）証明書または就労状況申告書（両親分）
　※事業所等に雇用されている場合は就労（予定）証明書、農業・自営業・内職等は就労状況申告書になります。
③平成29年1月2日以降に転入された方は、両親の平成29年度所得課税証明書（前住所地で発行）
○受付期間／平成30年1月4日（木）～31日（水）
○村内保育所等一覧／

施　設　名 住　所 定　員 対象年齢 開所（園）時間 電話番号
（株）アイナック　
畑中保育所 畑中字藤本17 90人

生後8週間～ 午前7時～午後7時

☎58－2100

（福）日の出会
田舎館こども園 川部字上船橋52－8 120人 ☎58－2254

（福）幸成会
光田寺保育園 堂野前字西田37－2 70人 ☎58－2222

○保育料について
　保育料は、原則的に入所児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母を家計の主宰者とし、平成30年4月～8月
分については平成29年度の村民税所得割合計額により決定し、9月～翌年3月分については平成30年度の村民税所得
割合計額で決定します。なお、ひとり親世帯は父または母の村民税所得割額となります。
　ただし、父母の収入によって世帯の生計が成り立っていないと認められる場合は、同居の扶養義務者（祖父母等）を
家計の主宰者とし、その方の村民税所得割額を算定し保育料を決定します。
　以上により判断し難い場合は、状況等を総合的に勘案し判断します。
○利用調整について
　保育を必要とする事由の度合いに応じて優先順位を決定し、順位の高い子どもから順に希望する保育所等に入所で
きるよう調整します。利用調整の結果により、第1希望の保育所等に入所できないことがありますので、あらかじめ
ご了承ください。
保育の必要性の認定（支給認定）について
　保育所、認定こども園、幼稚園などの施設を利用する場合は、教育・保育の必要性に応じて3区分いずれかの支給
認定を村から受ける必要があります。申請に基づき、村が以下の3区分により認定を行い、認定証を発行します。ま
た、保育所、認定こども園（保育部分）は、保護者の仕事や病気等により保育を必要とする児童に対して、保護者に代
わって保育を行う児童福祉施設です。そのため、「集団生活に慣れさせるため」等の理由だけでは入所できません。
認定
区分 対　　象 利用できる

施設・事業
•幼稚園（3歳～5歳）…幼児期の教育を行う学校
•保育所（0歳～5歳）…就労等のため家庭で保育のでき
ない保護者に代わって保育する施設

•認定こども園（0歳～5歳）…教育と保育を一体的に行
う施設

•地域型保育（0歳～2歳）…19人以下の少人数の単位で
子どもを預かる事業

１号
認定

満3歳以上の教育を希望する就学前
の子ども

幼稚園、
認定こども園

２号
認定

満3歳以上で保護者の就労や疾病な
どにより、保育を必要とする子ども

保育所、
認定こども園

３号
認定

満3歳未満で保護者の就労や疾病な
どにより、保育を必要とする子ども

保育所、認定こども
園、地域型保育

○保育を必要とする事由
　2号認定・3号認定を受けるためには、次の保育を必要とする事由のいずれかに該当する必要があります。
　ただし、1号認定の場合は必要ありません。
①自宅外で働いている場合　　　　　　　　　　　　　　　⑥災害等により、復旧作業にあたっている場合
②家事以外の仕事（自営業・内職）をしている場合　　　　 ⑦保護者が求職活動中、または起業準備中の場合　
③妊娠中、または出産後間もない場合　　　　　　　　　　⑧保護者が就学、または職業訓練を受講している場合
④病気等の場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑨虐待やDVのおそれがある場合
⑤長期にわたって同居家族の看護（介護）をしている場合

▽問い合わせ／厚生課福祉係（内線155）
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田舎館村表彰式・平成30年新年互礼会開催のお知らせ
　村では、村の政治、経済、文化など功労のあった方に対して、表彰条例に基づき表彰式を行います。また表彰式終
了後は、村表彰受賞者と今年度の叙勲等受章（賞）者の方をお祝いするとともに、村政に関わる各団体や住民の方々が
一堂に会する場として新年互礼会を開催いたします。各地区、団体、会社等単位での申し込みも可能です。多数のご
参加をお待ちしております。
○と　き／平成30年1月4日（木）
　　　　　午前10時30分　受付開始、午前11時　表彰式、表彰式終了後　新年互礼会
○ところ／表彰式：文化会館文化ホール、新年互礼会：中央公民館大ホール
○会　費／3,000円（当日受付）　　○申込締切／12月22日（金）
○今回お祝いする受賞（章）者の方 （々敬称略）
•民生委員児童委員…福士昇（和泉）、青出雅（高田）
•消防団員…佐藤光春（高樋）、肥後和彦（田舎舘）、船木一（田舎舘）、中村直樹（東光寺）、葛西輝幸（東光寺）
•農事連絡員…田澤正栄（諏訪堂）　　
•緑綬褒章（食生活改善推進員）…工藤幸（高田）　•総務大臣表彰（監査事務功労）…福士昇（和泉）
▷申し込み・問い合わせ／総務課人事係（内線225）

入札結果のお知らせ
　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29年11月6日 第26号 消火栓新設等工事 1,922,400円 1,857,600円 田舎舘地内外 ㈲小林設備 平成29年12月28日
平成29年11月6日 第27号 UFOサイクル解体撤去工事 8,532,000円 8,143,200円 高樋地内 ㈱丸勝小野商事 平成30年 1 月31日
平成29年11月6日 第28号 高樋5号線外側溝整備工事 7,300,800円 7,020,000円 高樋地内 ㈲丸英佐藤工務店 平成30年 3 月16日
平成29年11月6日 第29号 高樋線外側溝整備工事 6,706,800円 6,480,000円 高樋地内 ㈱阿保建設 平成30年 3 月16日
平成29年11月6日 第30号 大根子5号線外側溝整備工事 4,017,600円 3,855,600円 大根子地内 東青建設㈱ 平成30年 2 月23日
平成29年11月6日 第31号 十二川原堂野前線外防雪柵設置及び撤去工事 3,088,800円 2,937,600円 高樋地内外 ㈱丸勝小野商事 平成30年 3 月26日
平成29年11月6日 第32号 二津屋高田線外防雪柵設置及び撤去工事 6,469,200円 6,156,000円 東光寺地内外 ㈱福原組 平成30年 3 月26日

※予定価格及び落札価格は消費税等込額です。
▷問い合わせ／総務課管財係（内線223）

村議会委員会等活動記録
　以下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／11月2日（木）
　総務文教常任委員会
　内容／所管課の事業等について
　産業経済常任委員会
　内容／所管課の事業について
▷問い合わせ／議会事務局（内線311）

役場閉庁日の火葬許可証発行について
　平成30年1月の役場閉庁日で、火葬許可証発行の受
け付けができる日時をお知らせします。担当職員は自宅
待機していますので、お手数ですが事前に役場へ電話連
絡をお願いします。
○と　き／1月1日（月）、3日（水）、6日（土）、13日（土）、

20日（土）、27日（土）　午前8時15分～正午
○ところ／役場住民課住民係
▷問い合わせ／住民課住民係（内線163、164）

年末年始休業のお知らせ
　次の施設を以下のとおり休業（休館）させていただきます。

施設名 休業（休館）期間 電話番号
役場 12月29日（金）～平成30年1月3日（水） 58－2111
中央公民館 12月29日（金）～平成30年1月3日（水）

58－2250
文化会館

12月28日（木）～平成30年1月4日（木）村民体育館
光田寺体育館
克雪トレーニングセンター
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ごみの収集について
今月の粗大ごみ収集日
　12月27日（水）
年末年始のごみ収集日
　年末年始のごみ収集は次のとおり実施いたしますので、
ご協力をお願いします。

可
燃
ご
み

収集曜日 年末最後の
収　集　日

年始最初の
収　集　日

月・木曜日地区 12月28日（木） 1月 4 日（木）
火・金曜日地区 12月29日（金） 1月 5 日（金）

ごみ処理施設爆発事故について
　8月21日、燃やせないごみを処理する施設で、カセットコンロ用カートリッジ式ガスボンベが原因と思われる爆発
事故が発生しました。可燃性ガスが多量に残ったガスボンベ等が、他のごみと一緒にごみ袋に入れられ、ごみを破砕
処理する際にガスボンベ等の残留ガスが漏れ、機械内部で爆発したものです。今回の爆発により施設の設備機器が大
破し、稼働できない状態が続いており、復旧には莫大な費用と時間がかかります。可燃性ガスなどを使用しているガ
スボンベやスプレー缶、ライター等を廃棄する場合は、必ずガスを使い切るかガスを抜いてから廃棄してください。
○危険物分別収集を開始します
　12月25日（月）より、危険物分別収集を実施します。燃やせないごみのステーションに危険物分別回収専用ネット
を設置します。対象となる使用済みのカセットコンロ用ガスボンベ、可燃性ガス使用の各種スプレー缶、ライターは
燃やせないごみとは別に分別しネットに入れてください。
　レジ袋などで集めたごみをそのままごみ袋に入れると危険物が紛れていても確認できないため、中身が見えるよう
にしてごみを出すようにお願いします。レジ袋もできるだけ分別し、資源ごみの「その他のプラスチック」に出すよう
にしましょう。ごみ袋には集落名・氏名を必ず記入して出すようにしてください。
▷問い合わせ／住民課生活環境係（内線165）　　黒石地区清掃施設組合　☎53－1222

不
燃
ご
み

収集曜日 年末最後の
収　集　日

年始最初の
収　集　日

月曜日地区 12月25日（月） 1月 8 日（月）
火曜日地区 12月26日（火） 1月 9 日（火）
水曜日地区 12月27日（水） 1月10日（水）
木曜日地区 12月28日（木） 1月 4 日（木）
金曜日地区 12月29日（金） 1月 5 日（金）

ぼくたち・わたしたち むし歯ゼロだよ！
〔10月27日実施　3歳児健診〕

福士 穣
じょうじ

司くん
平成26年2月13日生

工藤　礼
れい

くん
平成26年4月5日生

佐藤 美
み お

緒ちゃん
平成26年2月12日生

金枝 頼
らい

生
き

くん
平成26年3月17日生

髙橋　凛
りん

ちゃん
平成26年2月5日生

福原 萌
め い

衣ちゃん
平成26年2月28日生

北澤 凪
なぎ

人
と

くん
平成26年3月10日生

中田かえでちゃん
平成26年3月5日生

小野 竜
たつ

輝
き

くん
平成26年4月22日生

木村 心
こ

春
はる

ちゃん
平成26年4月21日生

工藤 優
ゆう

花
か

ちゃん
平成26年4月16日生

阿保 凛
りん

香
か

ちゃん
平成26年3月26日生

前田屋敷

前田屋敷

新　町

二津屋

東光寺

堂野前

新　町

前田屋敷

垂　柳

堂野前

田舎舘

八反田

「りんごが大好きで、
歯みがきも大好き♡」

「いつも大きなお口
です！！」

「ピンクの歯ブラシで、毎日
がんばってみがきます！！」

「これからも歯みがき
がんばろうね。」

「歯みがき、これから
もがんばるぞー！！」

「歯みがき毎日がんば
りましょう。」

「これからも歯みがき
がんばろうね！！」

「これからも歯みがき
毎日がんばろうね！」

「歯みがき毎日がんば
るぞ！！」

「歯みがき大好き。が
んばる！！」

「虫歯ゼロ、良かった
ね！やったー♡」

「歯みがきがんばって、また
むし歯ゼロを目指すぞー！！」
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借金に関するご相談は
　東北財務局青森財務事務所では、借金に関する無料相
談窓口を設置しております。相談員が借金の状況をお伺
いし、必要に応じて弁護士や専門機関に引き継ぎを行い
ます。秘密は厳守しますので、お気軽にご相談ください。
○受付期間／毎週月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　　　　午前8時30分～正午
　　　　　　午後1時～午後4時30分
○ところ／青森合同庁舎3階　東北財務局青森財務事務所
▷相談・問い合わせ／東北財務局青森財務事務所
　　　　　　　　　　☎017－774－6488

放送大4月入学生募集のお知らせ
　放送大学では、平成30年度第1学期（4月入学）の学
生を募集しています。
　放送大学はテレビ等の放送や、インターネットを利用
して授業を行う通信制の大学です。働きながら学んで大
学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々な目的で
幅広い世代、職業の方が学んでおり、心理学・福祉・経
済・歴史・文学・情報・自然科学など幅広い分野を学べ
ます。
　資料を無料で差し上げていますので、お気軽にお問い
合わせください。
○出願期限／平成30年3月20日（火）
○ホームページアドレス／ http://www.ouj.ac.jp
募集学生の種類について
　15歳以上の方なら、1科目から学習する選科履修生・
科目履修生として入学することができます。
　18歳以上で大学入学資格をお持ちの方なら、学力試
験はなく全科履修生として入学でき、4年以上在学して
124単位以上を修得し卒業すると、学士（教養）の学位
を取得できます。
　ひとつの分野を体系的に学びたい方には、「放送大学
エキスパート」を実施しています。
○教養学部／
•科目履修生（6ヶ月在学し、希望する科目を履修）
•選科履修生（1年間在学し、希望する科目を履修）
•全科履修生（4年以上在学し、卒業を目指す）
○大学院／
•修士科目生（6ヶ月在学し、希望する科目を履修）
•修士選科生（1年間在学し、希望する科目を履修）
▷資料請求・問い合わせ／
　放送大学青森学習センター　☎38－0500
　八戸サテライトスペース　☎0178－70－1663

村地域包括支援センターからのお知らせ
村健康サポート教室開催について
　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、村健康サポート教室を開催します。
○と　き／平成30年1月15日（月）　午後1時～午後3時
○ところ／村ふれあいセンター大広間
○テーマ／押し花教室
○参加費／無料
家族介護者のつどい in田舎館村
　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。興味のある方のご参加をお待
ちしております。
○と　き／平成30年1月29日（月）　午前10時～正午
○ところ／村ふれあいセンター大広間
○テーマ／認知症の基礎知識と正しい受診方法について
　　　　　（弘前愛成会病院認知症疾患医療センター）
○参加費／無料

　無料送迎いたします。希望する方はそれぞれの開催日
1週間前までにお申し込みください。
▷問い合わせ／村地域包括支援センター　☎58－3704

青森地方・家庭裁判所からのお知らせ
法とこころをつなぐ家庭裁判所と家庭裁判所調査官
　家庭裁判所は、少年非行や家庭に関する紛争を扱いま
す。非行少年の立ち直りや、家庭の問題解決のために
は、少年や家族の心理や人間関係、生活環境などの考慮
が欠かせません。そこで、心理学などの専門的な知識や
技法を持った家庭裁判所調査官が重要な役割を果たして
います。
家庭裁判所調査官の活動
○少年事件
　少年や保護者と会い、心理テストや家庭、学校の訪問
を行って様々な視点から情報を集め、非行の原因やどう
すれば立ち直ることができるのかを考え裁判官に伝えま
す。
○家事事件
　離婚などの争いの中にいる方や子どもと会い、子ども
の幸せを最優先にした解決方法を考え裁判官に報告する
とともに、保護者に子どもの思いを伝えて助言するなど
家族関係の再構築に向けて取り組みます。
家庭裁判所調査官になるには
　裁判所職員採用総合職試験に合格し、家庭裁判所調査
官補として採用された後、約2年間研修を受け、修習後
任命されます。調査官の仕事や採用試験について詳しく
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://www.courts.go.jp/saiyo/index2.html
▷問い合わせ／青森地方・家庭裁判所事務局総務課
　　　　　　　☎017－722－5421

その他お知らせ
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自死遺族のつどいを開催します
　大切な人を突然の自死で亡くされると、遺された方々
は自責や罪悪感などの複雑な心理に悩まされ、周囲から
の言葉や態度に傷つき、時には偏見や誤解を感じてしま
うことがあります。つどいでは、大切な人を自死で亡く
す経験をされた方が集まり、お互いの思いを語り合うこ
とができる場です。また、参加の際はその場にいるだけ
でも、参加者の話を聴くだけでもかまいません。
　つらくなったら、その場を離れることも可能です。
　なお、個人のプライバシーは守られます。
○と　き／平成30年1月13日（土）
　　　　　午後1時30分～午後3時30分
○ところ／青森市民ホール1階会議室1
○対　象／家族や友人、恋人など大切な人を自死で亡く
された方

▷申し込み・問い合わせ／
　青森県立精神保健福祉センター　☎017－787－3957

婚活イベントの情報を配信しています
　青森県では、結婚したい人の出会いを応援することを
目的に、あおもり出会いサポートセンターを設置してい
ます。登録会員には協賛団体が企画、実施する婚活イベ
ントなどの情報をメールマガジンで配信していますので
ぜひご利用ください。登録方法ついて詳しくは、ホーム
ページをご覧ください。
○登録条件／20歳以上の独身者で青森県内にお住まい
の方

○登録料／無料
○ホームページアドレス／ http://adsc.jp/
企業間婚活WEBマッチング登録募集中！
　サポートセンターでは新たな出会いの場を創出するた
め、企業×企業の企業間婚活を実施しています。異なる
会社（異業種）の人との交流を希望する独身社員グルー
プ同士でマッチングを行い、新たな出会いや企業間交流
をお手伝いします。利用方法や交流について詳しくは
ホームページをご覧ください。
○登録条件／同企業等の同姓独身者2人以上によるグ
ループ登録

▷問い合わせ／あおもり出会いサポートセンター
　　　　　　　☎017－721－1250

創業・起業を応援します！
　創業・起業をお考えの方に向けて、関係機関が一堂に
集まり支援制度等に係わる説明会を開催します。また、
創業・起業の専門家や経験者から、創業についての考え
方や創業体験談を聞くことができるワンポイントセミ
ナーも開催します。創業・起業に関心のある方や検討し
ている方、創業・起業して間もない方などお気軽にご参
加ください。
○参加料／無料
弘前会場
○と　き／12月18日（月）　午後4時～午後6時
○ところ／弘前市総合学習センター大会議室
○申込締切／12月14日（木）
青森会場
○と　き／12月21日（木）　午後4時～午後6時
○ところ／青森県観光物産館アスパム5階白鳥
○申込締切／12月19日（火）
▷申し込み・問い合わせ／青森県商工労働部地域産業課
　　　　　　　　　　　　☎017－734－9374

青森県後継者育成セミナーのお知らせ
　事業拡大を考えている経営者（後継者）や起業をお考
えの方に向けて、ビジネス・コア・コンサルティング代
表で中小企業診断士の坂本篤彦氏を講師に迎え、円滑な
事業承継や経営拡大、異業種参入、起業のポイントなど
をわかりやすく解説するセミナーを開催します。
○参加料／無料
弘前会場
○と　き／12月18日（月）
　　　　　午後1時30分～午後3時30分
○ところ／弘前市総合学習センター大会議室
○申込締切／12月15日（金）
青森会場
○と　き／12月21日（木）　
　　　　　午後1時30分～午後3時30分
○ところ／青森県観光物産館アスパム5階白鳥
○申込締切／12月19日（火）
▷申し込み・問い合わせ／青森県商工労働部地域産業課
　　　　　　　　　　　　☎017－734－9374

仕事休もっ化計画
業務は各自責任を持って、仕事はチームで効率的に
　年次有給休暇は、労働基準法で定められている労働者
に与えられた権利です。仕事は計画的に進めることが大
切ですが、年次有休休暇についても、職場と調和を図り
ながら計画的に取得しましょう。
休もっ化計画
①仕

ワ ー ク ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス

事と生活の調和のために計画的に年次有休休暇を取
ろう。

②土・日・祝日にプラスワン休暇で、連続休暇にしよう。
③話し合いの機会をつくり、年次有休休暇を取りやすい
会社にしよう。
▷問い合わせ／青森労働局雇用環境・均等室
　　　　　　　☎017－734－6651
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津軽の話題満載

津軽広域連合だより
 vol.
70

　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・障害支援
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！

弘前 フィンランド
クリスマスマーケット 弘 前 市
　追手門広場（下白銀町）でクリスマスを過ごしません
か。
洋館イルミネーション（旧弘前市立図書館）
と　き　12月1日（金）～25日（月）　午後4時～午前0時
内　容　クリスマスデコレーションの空間演出
クリスマスマーケット＆オーロラ投影
と　き　12月22日（金）～24日（日）
　　　　午前11時～午後9時（初日は午後4時～9時）
内　容　クリスマス商品の販売、飲食店の出店、オーロ

ラ映像の投影、音楽ライブほか
共通事項　入場料無料
問い合わせ　弘前市広聴
広報課デザインウィーク
担当　☎40-0494

冬の田んぼアート2018 田舎館村
　雪原をスノーシューで
歩いて踏み固め、その凹
凸に差し込む光と影で描
くスノーアート。　
　平成28年～29年はス
ノーアート第一人者のサ
イモン・ベックさんが制
作したスノーアートを公
開しましたが、平成30年はサイモン・ベックさんから
技術継承を受けたスノーアーティスト集団It’s OK.制作
のスノーアートを公開します。
　期間中は好評の夜間ライトアップや、雪や冬を楽しめ
る体験プログラムも実施します。
　冬の田舎館村に、ぜひお越しください。 
と　き　平成30年2月9日（金）～12日（月・祝）
ところ　弥生の里展望所（道の駅いなかだて内）
問い合わせ　田舎館村企画観光課　☎58-2111

12・1・2月の主なイベント
と　き イベント名 内　　　容 問い合わせ

12月
～2月2日 ひらかわイルミネーション

プロムナード
約10万個のイルミネーションで光り輝く幻想的な世界を
お楽しみください。 平川市商工観光課 ☎44-1111

23日
～3月18日 大鰐温泉スキー場オープン 毎週土曜日は中学生以下1日券が500円！ぜひお越しく

ださい。 大鰐温泉スキー場管理事務所 ☎49-1023

1月

1日 常盤八幡宮年縄奉納行事
（藤崎町）

元旦の朝、重さ400kgもある巨大な年縄を八幡宮に奉
納し、新年の五穀豊穣や家内安全を祈願する伝統行事。 常盤地区コミュニティ協議会 ☎65-2959

2日 こけし初挽き（黒石市） 正月の恒例行事。白装束を身にまとった工人が新年最初
のこけしを作ります。 津軽こけし館 ☎54-8181

3日 新春マラソン（板柳町） 新春の朝、町内を走るマラソン大会。お楽しみ抽選会
もあります。 板柳町生涯学習課 ☎72-1800

20日・21日 第２回
相馬まるごとフェスタ

ヒロロで相馬地区の魅力をまるごとお届けします。特
産品販売、手作り体験、芸能披露など。 弘前市相馬総合支所総務課 ☎84-2111

2月

上旬 雪の降るさと2018
（黒石市）

たくさんの雪だるまに灯されたローソクが会場を彩り
ます。雪を使った催しが盛りだくさん。 津軽伝承工芸館 ☎59-5300

2日 平賀はしご酒まつり 参加店の中から指定された店舗をはしごして抽選会に
挑戦。豪華商品をゲットしよう。 同実行委員会事務局 ☎44-3055

3日（予定） 板柳はしご酒らりー どのお店に行くかは当日のお楽しみ。豪華賞品が当た
る抽選会もあります（予定）。 板柳町商工会 ☎73-3254

4日 旧正マッコ市 参加店で早朝に買い物をするとマッコ（お年玉）がもら
えます。恒例の福まきも大人気です。 黒石商店街協同組合 ☎53-6030

9日～12日 第42回
弘前城雪燈籠まつり

みちのく五大雪まつりのひとつで、雪燈籠や大雪像が
幻想的。昼も夜も楽しめます。 弘前市立観光館 ☎37-5501

10日 全日本ずぐり回し
選手権大会

津軽地方独特のこま「ずぐり」回しの全国大会。子ども
から大人まで、優勝を競います。

黒石こみせまつり実行委員会
（黒石商工会議所内） ☎52-4316

11日 りんごの里
いたやなぎ雪まつり

雪上ゲーム大会、もちつき、みかんまきなど、雪に親
しみ冬を楽しむまつりです。 板柳町産業振興課地域振興係 ☎73-2111

17日・18日
（予定）

第6回岩木山スキーフェスティバル
（ウインタースポーツ岩木山）

歩くスキーやチューブそりなど、冬季スポーツを楽し
めます。

同実行委員会
（弘前市文化スポーツ振興課内） ☎40-7115

17日（予定） 黒石じょんから
宵酔酒まつり

飲みどころ「よされ横丁」周辺の店をまわり、ゴールす
ると抽選で豪華な景品が当たります。

同実行委員会
（黒石観光協会内） ☎52-3488

18日 第24回乳穂ヶ滝氷祭 豊凶占い、豊作祈願などの伝統行事が行われるほか、
ステージショーが催されます。 目屋観光協会 ☎85-2800

22日 猿賀神社七日堂大祭 柳の大枝を盤上に打ち付けて豊凶を占う柳からみ神事
や、ごまの餅まきが行われます。 猿賀神社 ☎57-2016

音楽ライブほか

※写真はイメージです。



▽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、次の電話番号に
かけると聞くことができます。ぜひご利用ください。
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お誕生おめでとうございます

中　村　心
あい

　咲
ら

 ちゃん
（裕・聖子）東 光 寺

髙　木　恵
め り あ

利愛 ちゃん
（利崇・愛里）大　　曲

菊　地　一
いっ

　惺
せい

 くん
（恵太・麻乃）八 反 田

ご結婚おめでとうございます

工　藤　倫　之 弘 前 市
佐々木　延　香 畑　　中

鹿　内　祐　介 畑　　中
藤　川　紋　子 弘 前 市

おくやみ申し上げます

岩　間　鏡　子（67歳） 畑　　中
佐々木　みどり（91歳） 畑　　中
山　谷　平一郎（89歳） 前田屋敷
須　藤　四　郎（67歳） 大　　袋
櫻　庭　ミ　チ（96歳） 畑　　中
奈良岡　雅　之（59歳） 新　　町
小　野　キ　ヌ（84歳） 畑　　中
相　馬　藤　子（88歳） 田 舎 舘
八木澤　克　美（84歳） 田 舎 舘
二　階　ツギエ（87歳） 堂 野 前
京　野　定　雄（89歳） 川　　部
鈴　木　ハ　ツ（84歳） 川　　部
平　田　隆　造（89歳） 畑　　中
工　藤　由　吉（83歳） 高　　田
中　山　キ　ヌ（93歳） 東 光 寺

戸 の籍 窓 10月21日～11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

・身の丈にあった勉強法 菅広文／著　幻冬舎
・君たちはどう生きるか
 吉野源三郎／著　マガジンハウス
・寝てもとれない疲れをとる本 中根一／著　文響社
・脳で悩むな！腸で考えなさい 藤田紘一郎／著　青萠堂
・革命のファンファーレ 西野亮廣／著　幻冬舎

・ふたご 藤崎彩織／著　文藝春秋
・キラキラ共和国 小川糸／著　幻冬舎
・マスカレード・ナイト 東野圭吾／著　集英社
・ノラネコぐんだん　アイスのくに
 工藤ノリコ／著　白泉社
・くるみのなかには たかおゆうこ／著　講談社
 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

秋

人口と世帯
（平成29年11月末日現在）

男 3,774人 （－2）

女 4,211人 （－5）

計 7,985人 （－7）

世帯数 2,736世帯 （＋1）

（　）は前月との比較

県内の交通事故概況
（平成29年11月末日現在）

11　　月
県　内 村　内

件  数 264（2,905） 6（30）

死  者 2 （35） 1 （1）

傷  者 342（3,600） 6（43）
（　）は１月からの累計

　弘前デザインウィークの一環で弘前城にて展示されたリンゴアートは、日本最大級とあっ
て圧巻の規模でした。赤、ピンク、白…！この色合いだと村産シクラメンでも再現できそう！？
開花時間、室温管理、陳列面積…実現は相当ハードルが高そうですね。

  あとがき
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村の木　サイカチ

村の花　稲の花
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小学生による
　今月の題字

■次号の発行は12月28日（木）の予定です。

第2田んぼアート
「桃太郎」刈り取り

今月の
表紙

　10月19日、尾上総合高校全校生徒による第2
田んぼアートの稲刈りを行いました。生徒は職員
から稲刈りの指導を受けながら図柄や背景部分
を刈り取り、棒がけを行いました。3年生は3回
目の参加となり手慣れた様子で作業を行ってい
たほか、1、2年生も刈り取りや束ね作業、棒が
けと分担して作業に取り組んでいました。約1時
間30分ほど作業を行い、稲刈り体験を通して農
業や郷土の魅力について知識を深めました。

6年2組
佐藤海

かい

翔
と

くん（田舎舘）
「野球を2年生から始め、レギュ
ラーとして頑張ることができま
した。中学校では部活と勉強を
両立できるように頑張ります。」

平成28年12月29日生
父…元紹さん　母…明日香さん
「食べるのが大好きなココル。我
が家の天使ちゃんです☆お兄ちゃ
ん、お姉ちゃんと仲良しだね♪」

福士 心
ここ

琉
る

ちゃん

和　泉

平成28年12月16日生
父…大輔さん　母…貴子さん
「いたずら大好きなやんちゃ
坊主です。寒さに負けず、元
気に育ってね！」

品川　葵
あおい

くん

畑　中

平成28年12月26日生
父…弘信さん　母…美樹さん

「元気いっぱいのおてんば娘。
家族にたくさん愛されて天真爛
漫な女の子に育ってね！！」

鈴木 美
み

葵
あ

ちゃん

和　泉

平成25年12月16日生
父…裕さん　母…聖子さん
「歌と踊りが大好き！ 10月に
産まれた妹にもたくさん歌っ
てくれます♡」

中村 彩
あや

蓮
は

 ちゃん

Happy Birthday
東光寺

※広報では、2月生まれのお子さんの写真を募集中です。（1月19日締切）❶氏名（ふりがな）❷生年月日❸お住まいの行政区❹住所❺両親の氏名
　❻コメントを書いて、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。また、電子メールでもご応募可能です。本文
に❶～❻を記載し、画像データを添付してpublic-info@vill.inakadate.lg.jpへお送りください。

12月生まれのおともだち

きれいに書いたひらがなが
多数入賞

　10月13日、小学校で第29回全国ひらがな・かきか
たコンクール入賞の伝達式が行われました。コンクール
は4月に中央公民館研修室で行われた教育委員会主催に
よるひらがな・かきかた講座で、書家の渡邉眞理子さん
の指導を受け児童が書いた作品を応募したもので、小学
校1～5年生の20人が応募し、特別賞（ダイヤモンド賞）
をはじめ、金賞や銀賞、銅賞を多数受賞しました。児童
が書いた応募作品は、12月末まで中央公民館ロビーに
展示していますのでぜひご覧ください。特別賞（ダイヤ
モンド賞）：3年・鈴木実

み こ

紅さん、金賞：2年・村田八
や

宥
ひろ

さん、工藤瑞
みず

希
き

さん、3年・村上榎
か の ん

乃音さん、銀賞：3年・
佐々木茉

ま ほ

帆さん、權藤くるみさん、4年・成田來
くる

実
み

さん、
白戸葉

は な こ

奈子さん、5年・間山皐
さ ら

良さん、佐々木杏
あん

菜
な

さん、
銅賞：1年・花田こはるさん、間山浬

り む

睦くん、2年・中
村環

わ か

日さん、須藤芽
め

吹
ぶき

さん、品川想
そ な

那さん、五十嵐遥
はる

斗
と

くん、村上美
み

響
おん

さん、3年・間山霜
しょう

佳
か

さん、阿保莉
り

恩
おん

さん、
4年・福士大

やま

翔
と

くん


