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　風しんは、風しんウイルスによって、発熱や発疹、リンパ節の腫れなど
が生じる病気です。風しんに感染してもほとんどは軽傷のうちに治ります
が、妊娠中の女性が感染した場合、生まれてくる赤ちゃんが先天性風しん
症候群になってしまい様々な障害が生じるおそれがあり、近年、大人の風
しん感染の増加とともに注意が呼びかけられています。
　広報いなかだて8月号では、これから妊娠を希望する女性やそのご家族、
職場の方へ、大人の風しん予防についてお知らせします。

なぜ、大人の風しんが増えているの？
　平成24～25年に、20～40歳代の男性を中心に全国的に感染が広がりま
した。
　大人の風しんが増えている理由には、子どもの頃に感染したことがある
か、または風しんの予防接種歴の有無が深く関係しています。風しんに感
染した場合、生涯続く免疫が体内に作られるため、以後感染することはな
いとされています。また、この免疫はワクチンによって獲得することもで
きることから、子どもの頃に予防接種を受けておらず、これまで風しんに
感染したことがない方は、大人になってからでも感染するおそれがあり
ます。

　風しんの予防接種は、昭和52年に中学生の女子を対象とした学校での集団接種によって始まりましたが、その後数
回にわたって制度の改正があり予防接種の対象者や接種回数などが変わったため、その間に予防接種を受けなかった
方が発生し、特に昭和37～62年生まれの方は接種率が低く、風しんに感染する可能性が高い年代となっています。

大人の風しんが及ぼす妊婦への影響とは
　大人の風しんで最も心配されているのが、妊娠中の女性への感染です。現在、20～40歳代の女性の約15%は、風
しんに対する十分な免疫を持っていないと考えられています。妊娠中、特に妊娠20週頃までの女性が風しんに感染す
ると、母体を通じて赤ちゃんも風しんウイルスに感染してしまい、出生後、難聴や視覚障害、心臓の病気、身体や精
神の発達障害などの先天性風しん症候群が生じてしまうおそれがあり、妊娠初期に感染するほどその確率は高いと言
われています。

生まれてくる赤ちゃんのために

防ごう！大人の風しん

出典・参考資料：政府広報オンライン



風しんを予防するためには
　風しんに感染したことがなく予防接種も受けたことがない方は、これから予防接種を受けることが最も確実な予防
方法です。予防接種は1回の接種で95％の方が免疫を獲得しますが、2回の接種を行うことで99％以上の予防効果が
期待され、より確実な予防ができます。
　特にこれから妊娠を希望する女性で風しんの免疫がない場合は、赤ちゃんの先天性風しん症候群を予防するため、
妊娠前に予防接種を受けることが大切です。免疫がないままの出産後でも、また妊娠の可能性があればすぐ予防接種
を受けましょう。なお、予防接種は授乳中でも受けることができます。また、夫やご家族、同じ職場の方々も感染を
防ぐために予防接種を受けることを検討しましょう。
　風しんに感染したことがあるか、予防接種を受けたことがあるか曖昧な方は、ご自分の母子手帳の記録から確認す
ることができるほか、医療機関で抗体検査を受け免疫の有無を調べることもできます。
　一人ひとりが風しん予防に取り組むことによって、社会全体の感染拡大防止にもつながります。

抗体検査と予防接種の費用助成をぜひご利用ください
　村では妊娠中の女性への感染や、赤ちゃんの先天性風しん症候群を予防するため、抗体検査及び予防接種の費用助
成を行っています。
○抗体検査対象者／
（1）妊娠を予定する女性
　　（現在、夫またはパートナーがいらっしゃる方で、近い将来に妊娠を予定している方）
（2）妊婦の夫及び同居のご家族
○予防接種（麻しん風しんワクチンまたは風しんワクチン）対象者／
　抗体検査の結果、免疫レベルが低い（HI法抗体価16倍以下、EIA法抗体価8.0IU/ml未満）とされた方
○助成内容・助成額／
　（1）抗体検査費用（必須）：上限6,700円

　　　　↓　（1）の抗体検査の結果、免疫レベルが低かった方のみ

　（2）予防接種費用：上限9,147円
※妊娠中及び妊娠している可能性のある方は予防接種ができません。また、予防接種をした女性は少なくとも
2ヶ月間は妊娠できませんのでご注意ください。

※妊娠の経験がある方で、間近の妊婦健診時に行った抗体検査の結果免疫レベルが低かったため、新たに予防
接種を希望される場合はお問い合わせください。

○助成期間／平成29年4月1日～平成30年3月31日の接種及び申請分
　なお、期間内の申請が間に合わない場合は厚生課健康推進係へお知らせください。
○医療機関／指定医療機関はありませんので、希望する医療機関に直接お申し込みください。
○申請に必要な書類等／
　（1）領収書原本、対象者が抗体検査及び予防接種を受けたことがわかる書類
　　　•抗体検査のみの場合は、氏名、支払金額、検査日、検査結果、医療機関名がわかるもの
　　　•抗体検査と予防接種をした場合は、抗体検査のみの場合の書類に加え、予防接種の支払金額、接種日、予防

の種類がわかるもの
　（2）振込する通帳
　（3）印鑑（認め印）

▽申請・問い合わせ／厚生課健康推進係（内線152、153）
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話 題 い ろ い ろ

　6月、（株）興農ファームあおもりで村内と黒石市の
圃場約13haに定植したブロッコリーの収穫作業が行
われました。高田地区にあるこの圃場の一部では、平
成28年度に国の農地耕作条件改善事業による暗渠排
水が整備されており、水田の汎用化と高収益作物への
転換が図られています。6月28日、暗渠排水の整備
区域内にある同社所属の鈴木孝尚さん（高田）の畑で
は、作業員3人が成長したブロッコリーのサイズを確
認しながら、包丁を使って約2,000株を刈り取ってい
ました。6月に収穫期を迎えた同社のブロッコリーは
4月に順次定植したもので、収穫を終えた7月以降は
耕起を行って秋に収穫する分の定植を行う予定であり、鈴木さんは「暗渠排水の導入によって土地の水捌けが良く
なった分、野菜栽培に適した水田の汎用化ができたほか、耕起を効率良く行うことができるなど導入の恩恵は大き
いと思う。」と話されていました。

　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。切手は近年の田んぼアートや役場庁
舎、米こめくんなど10枚構成、1,400シート限定で、村
内をはじめとした県内77局の郵便局で販売されています。

　村は平成26年6月25日から通算して、村内の交通死亡事
故数の3年間皆無を達成しました。7月7日、この達成に伴う
知事表彰が青森県庁で行われ、表彰状の伝達を受けました。出
席した副村長は表彰後の懇談で、村民への啓発活動の継続や、
交通安全協会、交通安全母の会との連携などを確認しました。

田んぼアート切手が発売

3年間皆無を達成

　中学校グラウンドで第55回村民体育レクリエーション大会を
行い、各地区の村民約1,000人が参加しました。炎天の中、参加
者は熱中症に気をつけながら借り物競走や綱引きなど14種目の
競技に参加したほか、村内保育所（園）や子ども園の児童による
アトラクションやAOMORI花嵐桜組による演舞も行われました。

　遊稲の館でatomギターサークルコンサートが行われ、約60人
が来場しました。コンサートではフォークソングやオリジナルソン
グなど19曲が披露されたほか、会場となった遊稲の館をテーマに
したオリジナルソングも披露され、来場者はアコースティックギ
ターの音色に懐かしさを感じながら、コンサートを楽しみました。

水分補給をしっかりと

懐かしいフォークソングを披露6　
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7　
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汎用化した水田からブロッコリーを収穫



I n f o rm a t i o n
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

休日納税相談 8月27日（日）
午前9時～午後4時 役場税務課

夜間納税相談 8月30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（2期）、国民健康保険税（2期）、介護保険料
（2期）、後期高齢者医療保険料（2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124）
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）

今月の粗大ごみ収集日
　8月23日（水）
▷問い合わせ／住民課生活環境係（内線165）

国民年金だより
国民年金保険料の追納制度について
　国民年金保険料の全額または一部免除、障害年金を受
けている期間や生活保護の生活扶助を受けている期間な
ど本人からの届出により保険料が全額免除される法定免
除、保険料の納付猶予、学生納付特例を受けた期間があ
ると、保険料を全額納付したときに比べ、老齢基礎年金
の年金額が少なくなります。そこで、将来受け取る老齢基
礎年金の年金額を増やすために、10年以内であればこれ
らの期間の保険料をさかのぼって納めることができます。
○追納に関する注意事項／
•免除等を受けた期間の翌年度から数えて、3年度目以
降に追納する場合は加算額が上乗せされます。

•一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を
納付していない場合は追納できません。

•老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。
•追納は、免除等を受けた期間のうち、原則古い期間の
保険料から納めることになります。

•追納するためにはお申し込みが必要です。
▷申し込み・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

人権行政相談
○と　き／9月13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）

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
ることとしております。
○と　き／9月15日（金）　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22年9月18日以前に生まれた方）
○参加申込／各単位老人クラブまで、または厚生課福祉
係でも受け付けしています。
○顕彰予定者／
•白寿【1人】（99歳：大正7年4月2日～大正8年4月1
日に生まれた方で、当日までご健在の方）
•米寿【56人】（88歳：昭和4年4月2日～昭和5年4月
1日に生まれた方で、当日までご健在の方）
•金婚【35組】（結婚50年目：昭和43年1月1日～同年
12月31日に婚姻の届出をし、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場合は、8月
18日（金）までに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）

第25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次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3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500）　
　　　　　　　☎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）

役場閉庁日の火葬許可証発行について
　9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／9月2日（土）、9日（土）、17日（日）、23日
（土）、30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）
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今月のお知らせ

除雪ドーザを売却します
　村では、除雪ドーザを一般競争入札により売却します。
○売却物件／除雪ドーザ（13ｔ級）　　○車名・型式／コマツ建機販売㈱・W039
○走行距離・稼働時間／約56,139㎞・約7,994時間　※走行距離、稼働時間とも6月7日現在のものです。
○車検有効期限／一時抹消登録済（登録識別情報等通知書有り）　　○特記事項／バッテリー交換必要
○最低売却価格／360,000円（税抜）　※契約する際は、消費税込額となります。
現場説明会
○と　き／8月28日（月）　午前10時～　　○ところ／除雪センター
入札について
○と　き／9月7日（木）
　午後1時15分～午後1時40分　受付、午後2時　開始
○ところ／役場3階委員会室
○仕様書縦覧期間／仕様書は総務課管財係で縦覧できます。
　8月16日（水）～9月1日（金）（土・日を除く）
○申込方法／総務課に備え付けの参加申込書に必要書類を添えてお申し
込みください。なお、持参のみ受け付けいたします。

○申込期間／8月23日（水）～9月1日（金）
○入札参加資格／①地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない方、②税等の滞納がない方、③暴力団員によ
る不当な行為の防止等に関する法律第3条及び第4条による指定を受けた指定暴力団等及びその構成員並びにその構
成員が役職員をつとめる団体でないこと。

▷申し込み・問い合わせ／総務課管財係（内線223）

入札結果のお知らせ
　入札結果をお知らせします。詳しい内容について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6月29日 第10号 大曲6号線舗装補修工事 2,959,200円 2,840,400円 大曲地内 東青建設㈱ 平成29年8月21日
平成29年6月29日 第11号 大袋19号線舗装工事 2,721,600円 2,613,600円 大袋地内 東青建設㈱ 平成29年8月21日
平成29年6月29日 第12号 畑中諏訪堂線舗装補修工事 6,534,000円 6,296,400円 田舎舘地内 ㈱阿保建設 平成29年9月29日
平成29年6月29日 第13号 前田屋敷境森線舗装補修工事 10,508,400円 9,990,000円 前田屋敷地内 ㈱福原組 平成29年10月20日
平成29年6月29日 第14号 大根子大袋線舗装補修工事（第１工区） 13,057,200円 12,474,000円 大袋地内 青南建設㈱ 平成29年11月15日
平成29年6月29日 第15号 大根子大袋線舗装補修工事（第２工区） 17,452,800円 16,740,000円 大袋地内 ㈲桜庭建設 平成29年11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29年6月29日 老人福祉センター改修工事設計監理業務 18,252,000円 16,740,000円 前田屋敷地内 ㈱中嶋五郎設計事務所 （設計業務）平成29年11月30日（監理業務）平成31年3月20日
平成29年6月29日 農業振興地域整備計画策定支援業務 6,286,000円 6,102,000円 田舎館村 東北建設コンサルタント㈱ 平成30年3月20日
平成29年6月29日 都市計画基礎調査業務 1,695,600円 1,576,800円 田舎館村 東北測量㈱ 平成30年2月28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）

第25回稲刈り体験ツアー参加者大募集（村内先行受付）
○とき／10月1日（日）　午前8時30分　受付開始、中央公民館にて　　○ところ／役場東側水田
 午前9時30分　開会式　　　　　　　　　　　○参加料／無料（おにぎり、豚汁付）
○注意事項／稲刈り鎌、軍手、長靴、汗ふきタオルなどをご用意のうえ、汚れてもよい服装でお越しください。
　なお、当日は雨天決行です。村内先行受付の締め切り後、9月上旬から一般参加の受け付けを開始します。
○申込締切／8月28日（月）
○申込先／各地区の総代（集落会長）。ただし、村内各団体等（保育所（園）等、小学校、中学校、企業など）の参加は、
企画観光課商工観光係へ直接お申し込みください。申込締切前に定員に達した場合、お断りすることがあります。
また、当日の人数変更は受け付けません。

▷問い合わせ／企画観光課商工観光係（田舎館村むらおこし推進協議会事務局）（内線242、243）

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／7月3日（月）、4日（火）
　総務文教常任委員会・産業経済常任委員会
　合同視察調査
　内容／定住促進事業について（六戸町）
　　　　他3町（青森県内）
▷問い合わせ／議会事務局（内線311）
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チャイルドラインあおもり弘前地区からのお知らせ
　チャイルドライン0120－99－7777は18歳までの
子どもが、悩みごとや嬉しかったことなどを匿名で話す
ことができる子ども専用電話です。チャイルドラインあ
おもり弘前地区では、電話の受け手ボランティアを募集
しており、9月中に全10回のボランティア養成講座を
開催します。子どもたちの声でつながる心の居場所づく
りに、あなたも参加してみませんか。講座の日程や内容
について詳しくはお問い合わせください。
○対　象／18歳以上の方
○参加費／講座1回につき大人1,000円、学生300円
○申込締切／9月1日（金）
▷申し込み・問い合わせ／
　チャイルドラインあおもり弘前地区
　☎090－3129－4581（伊丹）

自衛官募集案内
○試験日程等／

募集種目 資　格 受付期限 試験日

航空学生
高卒（見込み含）
航空：21歳未満
海上：23歳未満

9月8日（金）

9月18日（月）

一般曹候補生

18歳以上
27歳未満

9月16日（土）
・17日（日）

自衛官候補生
（男子）

9月22日（金）
～29日（金）

自衛官候補生
（女子） 9月22日（金）

　受験資格など詳細については、お問い合わせください。
▷問い合わせ／自衛隊青森地方協力本部弘前地域事務所
　　　　　　　☎27－3871

いちごフェスタ開催のお知らせ
　田んぼアートの里ブランド化推進協議会では、村産い
ちごの販売促進と村農産物の PRを目的として、いちご
フェスタを開催します。
○と　き／8月26日（土）、27日（日）
　　　　　午前10時～午後4時
○ところ／道の駅いなかだて
○行事内容／いちごスイーツ特設ブース、米俵かつぎ大
会、おにぎりとポン菓子のふるまい、田舎館こども園
和太鼓演奏・AOMORI花嵐桜組よさこい演舞・田中
けいと歌謡ショー（26日）、にゃんごすた～ミニライ
ブ・青森県内ご当地アイドルミニライブ（27日）、他
▷問い合わせ／田んぼアートの里ブランド化協議会
　　　　　　　☎55－6016

田舎館村健康サポート教室開催のお知らせ
　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、村健康サポート教室を開催します。
○とき・ところ／
9月４日（月）

午後1時30分
～午後3時

村中央公民館大広間

9月11日（月） 前田屋敷老人福祉センター
大広間

9月25日（月） 川部温泉大広間

○テーマ／椅子で健康体操　講師：鬼武由美子先生
○参加費／無料
▷申し込み・問い合わせ／村地域包括支援センター
　　　　　　　　　　　　☎58－3704

子育て女性の「働きたい！」を応援します
　（株）JMTCでは青森県から「子育て女性就職応援事
業」を受託し、子育て女性の就職活動や仕事について個
別カウンセリングを行います。
○と　き／8月15日（火）、22日（火）
　　　　　午後3時～午後5時
○ところ／JMTC弘前教室
▷問い合わせ／（株）JMTC　☎0120－978－726

子宮がん・乳がん・骨密度検診について
　村では、女性を対象にした各種検診を行っておりま
す。9月に実施するものが今年度最後の集団検診となり
ますので、受診を希望される方はお申し込みください。
なお、すでにお申し込みをされていて、受診票がお手元
にない場合はご連絡ください。
○と　き／9月3日（日）
　午前8時30分～午前10時30分　受付
　午前8時30分～　乳がん・骨密度検診
　午前10時30分～　子宮がん検診
　※子宮がん検診のみ受診される方は、午前10時以降

の受け付けをお勧めします。
○ところ／中央公民館
○検診項目／対象年齢等は「健康ごよみ」をご覧ください。
　子宮がん・乳がん（マンモグラフィ検査）・骨密度
▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線152、153）

体力テストの協力者を募集します
　日々の健康増進のため、自分の基礎体力を調べてみま
しょう！
○と　き／9月25日（月）　※約1時間程度
○ところ／村民体育館
○調査対象／4月1日時点で40～79歳の男女
○調査項目／
　【40～64歳】握力、上体起こし、長座体前屈、反復横
跳び、シャトルラン、立ち幅とび
　【65～79歳】握力、上体起こし、長座体前屈、開眼片
足立ち、10ｍ障害歩行、6分間歩行
○申込締切／9月21日（木）
○その他／協力者への謝礼等の支払いはありません。
　測定結果は、後日郵送にてお知らせいたします。
▷申し込み・問い合わせ／中央公民館（内線500）　
　　　　　　　　　　　　☎58－2250（直通）
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津軽の話題満載

津軽広域連合だより
 vol.
68

　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！

第 36 回暗門祭 西目屋村
　西目屋村では秋の恒例イベント「暗門祭」をアクアグ
リーンビレッジＡＮＭＯＮで行います。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
盛りだくさんです。また、川原会場では県下登山ばやし
白神大会が行われるほか、当日参加可能な催しもありま
すので、この機会にぜひ西目屋村にお越しください。
と　き　９月17 日（日）
ところ　アクアグリーンビレッジANMON
問い合わせ　目屋観光協会　☎85-2800

　

５thクラフト小
こ

径
み ち

2017 板 柳 町
　今年で５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、
作家の方々との交流を楽しんでみませんか。ホームペー
ジhttp://craftkomichi.wordpress.comも随時更新中！ 
と　き　９月30日（土）午前10時 ～ 午後４時
　　　　10月１日（日）午前９時 ～ 午後４時
ところ　中央アップルモール（板柳町役場近く）
入場料　無料
問い合わせ　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 問い合わせ

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。

同実行委員会事務局（黒石商工会議所内）
 ☎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2017 黒石ねぷた、よされなどの黒石の夏祭りが一堂に集
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

19日 虹の湖ロックフェスティバ
ル2017

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！ 同実行委員会 ☎090-1065-2469

20日 ファッション甲子園2017 日本全国から高校生が夢や希望を胸に弘前に集まり、
高校生ファッションNo.1を競います。 同実行委員会事務局 ☎33-4111

20日 第48回津軽花火大会 幻想的な灯篭流しのあと、約4,000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

26・27日 いなかだて村いちごフェスタ 村産いちごを使ったスイーツが道の駅いなかだてに
大集合！ステージイベントもあります。

田んぼアートの里ブランド化推進協議会
 ☎55-6016

9月

2・3日 ひらかわフェスタ2017 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。

同実行委員会（平川市経済部農林課）
 ☎44-1111

9・10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、様々なイベ
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日 カルチュアロード2017 歩行者天国になる土手町通りでは、多彩な催しや出
店が盛りだくさんです。 同実行委員会事務局 ☎34-2657

23・24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、
様々な 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
 ☎40-7105

30日 砂沢遺跡シンポジウム 重要文化財を持つ砂沢遺跡について、最新調査成果
を含めたシンポジウムを開催します。 弘前市教育委員会文化財課 ☎82-1642

10月

1日 第25回稲刈り体験ツアー 第1田んぼアート「ヤマタノオロチとスサノオノミコ
ト」の稲刈り体験ができます。 田舎館村企画観光課 ☎58-2111

3～5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 ☎57-2016

6～9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

8日 りんごの里板柳まるかじり
ウオーク2017

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

14日
～11月７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）

21・22日 全国伝統こけし工人フェス
ティバル

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

21・22日 白神山地ビジターセンター
ふれあいデー

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

21日
～11月５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）

27～29日 津軽の食と産業まつり 津軽の「食」と「産業」をテーマに地元生産品などを紹
介します。 同運営協議会事務局 ☎33-4111



▽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。
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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

・なんとめでたいご臨終 小笠原文雄／著　小学館
・自律神経が整えば休まなくても絶好調
 小林弘幸／著　ベストセラーズ
・猫だからね そにしけんじ／著　幻冬舎
・荒神 宮部みゆき／著　新潮社

・また、桜の国で 須賀しのぶ／著　祥伝社
・BUTTER 柚木麻子／著　新潮社
・十二人の死にたい子どもたち 冲方丁／著　文藝春秋
・星の子 今村夏子／著　朝日新聞出版
・うんこちゃんけっこんする のぶみ／著　ひかりのくに
・かいけつゾロリのかいていたんけん
 原ゆたか／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

社

人口と世帯
（平成29年 7月末日現在）

男 3,769人 （－3）

女 4,215人 （－2）

計 7,984人 （－5）

世帯数 2,727世帯 （－4）

（　）は前月との比較

県内の交通事故概況
（平成29年 7月末日現在）

7　　月
県　内 村　内

件  数 259（1,809） 2（15）

死  者 4 （22） 0 （0）

傷  者 304（2,228） 3（23）
（　）は１月からの累計

　最近、市販のスープを使って「冷やし醤油ラーメン」を作ってよく食べています。ひんやりし
て美味しいので昼夜を問わずいけます！ついつい味を濃く作ってしまいますが、スープを飲め
ば水分と塩分を補給できるので今年の暑い夏もなんとか乗り切れそうです☀

  あとがき

お誕生おめでとうございます

石　岡　蓮
は

　琉
る

 くん
（正人・優美）川　　部

ご結婚おめでとうございます

岩　滝　勇　康 田 舎 舘
小　舘　理恵子 弘 前 市

おくやみ申し上げます

福　士　ハツエ（85歳） 前田屋敷
清　藤　信　一（72歳） 川　　部
三　橋　清　三（80歳） 田 舎 舘
鹿　内　行　雄（86歳） 和　　泉
八木橋　きくゑ（89歳） 境　　森
太　田　カネオ（92歳） 新　　町
花　田　節　夫（69歳） 八 反 田

（



　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。今
年の第1田んぼアート「ヤマタノオロ
チとスサノオノミコト」は測量点数が
歴代最多の約14,500点となり、紫色
（紫大黒、紫穂波）、黄色（黄大黒）、
濃緑色（緑大黒）、白色（ゆきあそび、
青系赤174号）、赤色（べにあそび、
赤穂波）、橙色（あかねあそび）、緑色
（つがるロマン、青天の霹靂、華想い、
あさゆき）の7色13種類の稲を使用
して描きました。第2田んぼアート
「桃太郎」は測量点数が約7,200点と
なり、紫色（紫大黒）、黄色（黄大黒）、濃緑色（緑大黒）、白色（ゆきあそび、青系赤174号）、赤色（べにあそび、赤穂波）、
橙色（あかねあそび）、緑色（つがるロマン）の7色9種類の稲を使用して描きました。第2田んぼアートのほかに弥生の里
展望所では、昨年から公開している石アート「惜しまれる人 石原裕次郎」に加え、新たに「Princess Diana」と「第3回
田んぼアート短文芸コンテスト最優秀作品」を公開していますので、田んぼアートのご観覧と併せてぜひお楽しみください。
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村の木　サイカチ

村の花　稲の花

田んぼアートが見ごろを迎えています
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6年1組
鈴木晴

はる

くん（川部）
「趣味はスケートボードで、ほ
ぼ毎日練習をしています。夏休
みの目標はクロールで100ｍを
泳げるようになりたいです。」

小学生による
　今月の題字

■次号の発行は９月14日（木）の予定です。

村では7年ぶりの開催今月の
表紙

　6月24日、津軽地区身体障害者福祉協議会主
催による第11回津軽地区身体障害者スポーツ大
会が村民体育館で行われました。村をはじめ、
弘前市、平川市、藤崎町、大鰐町、西目屋村か
ら約130人が参加し、市町村対抗でボール送り
やカローリングなど5種目を競い合いながら、
交流を深めました。優勝：弘前市、準優勝：田
舎館村、3位：藤崎町

８月生まれのおともだち
Happy Birthday

平成24年8月10日生
父…豪さん　母…かすみさん

「おしゃべりとオシャレ大好き！
弟と仲良く元気に成長してくだ
さい☆」

平成22年8月1日生
父…和さん　母…麻美さん

「初めての夏休み　お祭り大好き
娘♡元気いっぱい楽しもうね♪」

平成22年8月31日生
父…進さん　母…真奈美さん

「元気いっぱいで弟の面倒を見
てくれる優しいお兄ちゃん！い
つもありがとう！」

平成24年8月26日生
父…潤也さん　母…茜さん

「いつも明るい3姉妹の次女です
♪お誕生日おめでとう！大好き
な外遊び、たくさんしようね♪」
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※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18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。


