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話 題 い ろ い ろ

8/5 田んぼアート特別観覧

　田舎館中学校２年生生徒を対象に田んぼアートの特
別観覧を実施しました。今回の特別観覧は、田植えの
際に協力していただいたことに対するお礼の意味を込
めて実施したものです。この日は夏休み期間中という
こともあり、見学を希望する生徒約30名がそれぞれ
会場へ足を運び出来栄えを確認していました。
　観覧に訪れた白戸心

み さ

彩さん（前田屋敷）は「絵柄がき
れいだった。田植えの時に自分たちが植えたところも
きれいだったので安心した。見学に来てよかった」と
胸をなでおろしていました。
　20日には協力していただいた地域住民も招き、観
覧を実施しました。

8/16 平穏を願うお盆の恒例行事

　前田屋敷地区で神明宮の敬神会による権現様が行われました。この行事は前田屋敷ねぷた愛好会の協力を受け毎年
行われているもので、権現様と呼ばれる獅子頭と神主役の会員が地区内の家々を巡りました。神主役の祈祷による家
内安全祈願のほか、出迎えた住民の頭を獅子頭がかじり、無病息災を願いました。

8/7 コロナ収束の願いを込めて

　二津屋地区会による花火打ち上げが二津屋農村公園周辺で行われました。コロナ禍で例年打ち上げを行っていた地
区の夏祭りが中止となる中、昨年からは住民を元気づけ、一日も早いコロナ収束を祈願することを目的に行われてい
ます。参加者は手持ち花火を楽しみながら、夜空に輝く打ち上げ花火を感動した様子で眺めていました。
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　村内各地でねぷたの運行や展示が行われました。
　関係者は同様に「新型コロナウイルス感染症の影
響で昨年に引き続き、ねぷた運行が中止となる団体
が多い中で、少しでも地域住民を元気づけたい。特
に子どもたちにとって夏の思い出として残してあげ
たい」とねぷたへの思いを話していました。

夏の風物詩

7／31～8／1　川部ねぷた愛好会が地区内を運行7／31～8／1　川部ねぷた愛好会が地区内を運行
（津軽新報社提供）（津軽新報社提供）

8／1～6　前田屋敷ねぷた愛好会によるねぷた展示8／1～6　前田屋敷ねぷた愛好会によるねぷた展示

8／12　ファミリーマート田舎館畑中店で行われたファミ8／12　ファミリーマート田舎館畑中店で行われたファミ
ねぷ祭り内でのねぷた展示と津軽響心會による囃子演奏ねぷ祭り内でのねぷた展示と津軽響心會による囃子演奏

8／4　令和ねぷた8／4　令和ねぷた皆皆
かいかい

が役場周辺を運行が役場周辺を運行

8／8　垂柳ねぷた親和会による前ねぷた展示8／8　垂柳ねぷた親和会による前ねぷた展示

8／13　大根子ねぷたの会が地区内を運行8／13　大根子ねぷたの会が地区内を運行

話 題 い ろ い ろ
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I n f o rm a t i o n
お知らせ

納税相談
と　き ところ

休　日
９月26日（日）
午前９時～午後４時

役場１階
税務課

夜　間
９月29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）

今月の粗大ごみ収集日
　９月22日（水）
▷問い合わせ／住民課生活環境係（内線165）

今月の納税
　固定資産税（３期）、国民健康保険税（３期）、介護保
険料（３期）、後期高齢者医療保険料（３期）
▷問い合わせ／
　固定資産税…税務課固定資産係（内線121）
　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
10月18日（月）～24日（日）は行政相談週間です
　毎日の暮らしの中で、役所が行う仕事に関する苦情や
意見、要望などがあった時の最も身近な相談相手は行政
相談委員です。道路・河川、年金、医療保険、老人福
祉、登記、労働基準、雇用保険、自動車検査・登録、窓
口サービスなど、役所が行う仕事について、
・苦情や要望を直接申し出にくい、どこへ話したらよい

かわからない
・制度や仕組みを知りたい
・困りごとがあるが、どこに相談してよいかわからない
など、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／10月21日（木）　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）

役場閉庁日の埋火葬許可証発行
　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／10月２日（土）、９日（土）、16日（土）、
　　　　　23日（土）、30日（土）
　　　　　午前８時15分～正午
○ところ／役場１階住民課
▷問い合わせ／住民課住民係（内線163、164）

民生委員・児童委員の変更（大袋地区）
　このたび大袋地区の委員
が変更となり、秋元優子さ
んが７月５日付で委嘱され
ました。生活不安や介護、
障害者福祉、子育てのこと
など皆様からの相談に応
じ、社会福祉の制度やサー
ビスについての情報を提供するほか、必要な場合には関
係機関への連絡も行います。委員には守秘義務が課せら
れており、相談内容の秘密は守られます。
▷問い合わせ／厚生課福祉係（内線155）

みんなで声かけ！！安全確認
秋の農作業安全確認運動

　収穫作業が最盛期を迎える秋季は、農作業事故が多く
なります。次のことに注意し、安全な農作業を心がけま
しょう。
○実施期間／10月31日（日）まで
・定期的な機械の点検を心がけましょう。
・慣れた作業でも油断せず、注意して行いましょう。
・必ず、作業の合間に十分な休憩を取りましょう。
・自分を過信しすぎず、無理のない作業をしましょう。
・一人での作業は避けましょう。やむを得ず一人で行う

場合は、家族に作業場所を伝え、
携帯電話を持ちましょう。

・家族や周りの人など、地域全体で
注意を呼び掛けましょう。
▷問い合わせ／産業課産業係（内線142）

お問い合わせの際は、各課の内線番号をお伝えください。
☎58-2111（代表）役場からの情報
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I n f o rm a t i o n

こころとからだの相談
　本人やご家族の方を対象に、心や身体の問題による悩
みや生活上困っていること、福祉サービスなどの相談に
応じます。相談は無料で、秘密は守ります。
　なお、相談される方は事前に電話でお申し込みくださ
い。
○と　き／10月19日（火）
　　　　　午後１時30分～午後３時30分
○ところ／役場１階相談室
○相談員／精神保健福祉士（ケースワーカー）
▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線152、153）

マイナポイントの申請（期間延長）
　上限5,000円分のマイナポイントがもらえるマイナポ
イント事業（広報令和３年８月号 P.７既報）の期間が
３ヶ月延長になり、４月末までにマイナンバーカードの
交付申請を行った方は、12月末までマイナポイントの
申請とキャッシュレス決済サービスの利用によってマイ
ナポイントを貰うことができるようになりました。
　申請方法については役場２階企画観光課へお問い合わ
せください。
▷問い合わせ／企画観光課企画係（内線241）

野生鳥獣による農作物の被害を防ごう
　村内ではタヌキやアナグマなどによる農作物への被害
が年々増加しています。被害防止のために、地域では次
のことを心がけましょう！
①生ごみを放置しない。（園地に果実や野菜を放置しない）
②軒下や屋根裏に侵入できないようにする。
③見かけても刺激を与えない。
④地域で草刈りを行い、見通しのよい環境にする。
被害・侵入の形跡があった場合は
　役場１階産業課へご連絡ください。現地の巡回や箱ワ
ナの設置を行います。
▷問い合わせ／産業課産業係（内線142）

入札結果
　詳しくは役場２階総務課か、村のホームページで公表しています。予定価格と落札価格は消費税等込みの額です。

入札日 工事名 予定価格 落札価格 工事場所 業者名 工期

7/28 第20号：旧西児童クラブ空
調設備設置等工事 1,880,335円 1,782,000円 大根子 ㈱阿保建設 11/30

7/28 第21号：パンザマスト等撤
去工事 1,540,000円 1,474,000円 畑中 ㈱丸勝小野商事 10/29

7/28 上水工第2号：水道メーター
取替工事 2,541,000円 2,385,780円 高樋ほか GON設備 9/30

入札日 業務名 予定価格 落札価格 業務場所 業者名 終了日

7/28 田光橋橋梁補修設計業務 5,632,000円 5,225,000円 畑中 ㈱大和コンサルタント 12/28

7/28 下水道管路清掃及び調査業
務 3,663,000円 3,179,000円 畑中ほか ㈱弘前浄化槽センター 9/30

入札日 物品名 予定価格 落札価格 納入場所 業者名 納期

7/28 凍結防止剤散布機 1,300,000円 1,102,200円 建設課 弘前総合車輌㈱ 11/30

▷問い合わせ／総務課管財係（内線223）
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今月のお知らせ ▽問い合わせ／総務課庶務係（内線222）

☎58-2151防災無線を
聞き逃したら！！

　次の電話番号にかけると、防災無線で放送された内容
を聞くことができます。ぜひご利用ください。

木村 碧
あ お と

斗くん
H30/1/28生

寺田 六
り っ か

華ちゃん
H29/12/13生

北山 絢
あ や た

大くん
H30/1/29生

花田 優
ゆ い

衣ちゃん
H29/12/29生

八反田

高　田堂野前

二津屋

成田 悠
ゆ う と

人くん
H30/1/5生

工藤 千
ち か

佳ちゃん
H29/12/17生

北山 想
そ う た

大くん
H30/1/29生

福士 日
に こ

瑚ちゃん
H29/11/27生

川　部

十二川原堂野前

川　部

山谷 麻
ま ひ ろ

広くん
H30/1/15生

成田 怜
り ょ う

央くん
H29/11/23生

福士 和
わ こ

瑚ちゃん
H29/12/28生

前田屋敷

前田屋敷

前田屋敷

葛西 陽
は る ま

真くん
H29/11/24生

阿保 多
た び

陽くん
H29/8/15生

中村 結
むすび

ちゃん
H29/11/7生

川　部

大　曲

大根子

「元気でなにより！このま
ま健康で成長してね♡」

「歯も、男もみがきま
す ! !」

「歯みがき頑張る ! !」

「これからも歯みがき頑
張っていこうね！」

「歯みがき頑張ります」

「むし歯なしでうれしい☆こ
れからも歯みがき頑張るぞ」

「はみがき大好きあおと♡こ
れからもガンバローね♡」

「歯みがき頑張ろうね♡」「もっと歯みがき頑張る
ぞ！」

「歯みがき頑張るよ☆」

「歯みがき頑張っていこ
うね♡」

「これからも歯みがき頑
張ろうね！」

「歯みがき頑張ります」

「歯みがきもっと頑張る
よ♡」

〔７月30日実施　３歳児健診〕

ぼくたち・わたしたち むし歯ゼロだよ！

▷問い合わせ／厚生課健康推進係（内線153）
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I n f o rm a t i o n

しっかり積み立て、がっちりサポート　ご存じですか？農業者年金
Ｑ１　農業者年金とは？

　国民年金の上乗せ年金として、農業者だけが加入できる年金制度です。60歳未満の国民年金第１号被保険者
（保険料納付免除者を除く）で、年間60日以上農業に従事する方が加入でき、保険料は月額20,000円（令和４年
１月１日から35歳未満は10,000円）～67,000円で自由に選べます。また、39歳未満で農業所得が900万円以下
の場合、認定農業者で青色申告者等の条件を満たせば、政策支援加入で保険料の国庫補助が受けられます。

Ｑ２　安心して加入できる制度なの？
　少子高齢化時代に強い積立方式の年金です。
　現在の農業者年金制度は、自らが積み立てた保険料とその運用益により、将来受け取る額が決まります。加入
者や受給者数に左右されにくい、長期的に安定した制度です。

Ｑ３　税制面でメリットがあるってほんと？
　公的年金ならではの優遇措置として、支払った保険料は全額が社会保険料控除の対象になり、所得税や住民税
の節税に効果的です！また、将来受け取る農業者年金も、公的年金等控除の対象です。

▷問い合わせ／農業委員会（内線131）

国民年金だより　国民年金保険料の追納制度
　国民年金保険料は次のような免除等を受けた期間があると、保険料を全額納付したときよりも老齢基礎年金の年金
額が少なくなります。
　将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすために、10年以内であれば免除を受けた期間の保険料をさかのぼって
納めること（追納）ができます。また、社会保険料控除により所得税・住民税が軽減されますのでご検討ください。追
納による年金額の試算もできますので、お気軽にお問い合わせください。
○追納の対象となる免除・猶予の制度／
　全額または一部免除、法定免除（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）、保険
料の納付猶予、学生納付特例
○申込方法／マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるものを用意して、役場１階住民課か弘前年金事務所に申請し

てください。
○追納に関する注意事項／
・産前産後免除に該当した期間は、保険料を納付したものとして将来の年金額に反映されますので、追納の必要はあ

りません。
・一部免除を受けた期間に、残りの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、原則として古い期間の保険料から納めることになります。
・３年度以上前の保険料を追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、早めの追納をお勧めし

ます。
▷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

農地の借り受け・貸し付けを募集中　農地中間管理事業で有利に規模拡大！
　（公社）あおもり農業支援センターでは、青森県から指定を受け、農地中間管理事業を実施しています。
　この事業は、出し手（経営規模を縮小する農家）からセンターが農地を借り入れ、受け手（規模を拡大する農家）へ、
まとまった農地を貸し付けるものです。
　受け手の公募はセンターのホームページ http://aomori-nogyoshien.jp/に掲載するほか、役場１階産業課でも随時
受け付けしています。また、出し手として農地をセンターに貸したい方も役場１階産業課にお問い合わせください。
　なお、農作業受委託を利用権設定に切り替える場合は、受託していた受け手へ優先的に貸し付けることができます
ので、ご相談ください。
▷問い合わせ／産業課産業係（内線143）　　あおもり農業支援センター　☎017－773－3131
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今月のお知らせ
行政情報の
ラジオ放送 ▽問い合わせ／企画観光課企画係（内線244）、（株）エフエムジャイゴウェーブ　☎43－8210

コミュニティー FM
JAIGO WAVE  76.3ＭＨｚ　平日　10：45、11：25、12：45（金曜12：55）、13：05（金曜13：35）

65歳以上の健康サポート教室
　加齢に伴う転倒予防・認知症予防に、ぜひお役立てく
ださい。無料送迎がありますので、ご希望の方は開催日
の１週間前までにお申し込みください。
○と　き／10月18日（月）　午後１時30分～午後３時
○ところ／ふれあいセンター大広間
○テーマ／イスに座って健康体操　
○参加料／無料
▷問い合わせ／村地域包括支援センター
　　　　　　　☎58－3704

弘前大学教育学部附属小・中学校
令和４年度入学者選考等合同説明会

　受検を希望される方は、ご参加ください。当日、出願
書類を配布いたします。詳しくは10月１日以降、各校
のホームページに掲載いたします。
○と　き／10月21日（木）　午後２時30分～
○ところ／附属小・中学校体育館
○ホームページアドレス／
・小学校 https://home.hirosaki-u.ac.jp/fushou/　
・中学校 http://www.fuchu.edu.hirosaki-u.ac.jp/
▷問い合わせ／小学校　☎32－7202
　　　　　　　中学校　☎32－7201

家族介護者のつどい
　無料送迎がありますので、ご希望の方は開催日の１週
間前までにお申し込みください。
○と　き／10月22日（金）　午前10時～正午
○ところ／ふれあいセンター大広間
○テーマ／高齢者の消費者被害防止　
○参加料／無料
▷問い合わせ／村地域包括支援センター
　　　　　　　☎58－3704

10月１日～７日は公証週間
　公証人は法務大臣から任命された法律の専門家とし
て、国民の権利保護と私的紛争の予防に取り組んでいま
す。相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
①公正証書から契約書、遺言書、養育費の給付契約書な

どを作り、大切な財産や、子どもの未来を守ります。
②任意後見契約書により老後の安心を確保します。
③会社等を設立するための定款を認証します。
④私署証書において、文書の存在を証明します。
○ところ／弘前第一生命ビル７階
　　　　　（弘前市駅前２丁目２－３）
▷問い合わせ／弘前公証役場　☎34－3084

暮らしの情報

弘前地区消防事務組合　甲種防火管理再講習　該当する施設は受講を！
　講習の詳細は、弘前地区消防事務組合のホームページ http://www.hirosakifd.jp/でもご覧いただけます。
○と　き／11月９日（火）　午前９時30分～正午
○ところ／岩木文化センター「あそべーる」（弘前市賀田１丁目18－４）
○受講料／無料。ただし、事前に書店等でテキストの購入が必要です。
○申込方法／消防本部予防課、最寄りの消防署・分署で受け付けします。なお、申込期間内でも定員（70人）になり次

第、受け付けを終了します。
○申込期間／10月11日（月）～15日（金）
○その他／新型コロナウイルス感染症対策のため、講習会はマスクの着用をお願いします。
▷問い合わせ／消防本部予防課　☎32－5104

eLTAX（エルタックス）が便利です
　青森県では、eLTAX（地方税ポータルシステム）https://www.eltax.lta.go.jp/を利用したインターネットによる法
人県民税、法人事業税、特別法人事業税の申告や法人設立届や異動届などを受け付けしています。
　eLTAXを利用すると、申告書等を窓口に持参したり、郵送したりする必要がありません。ぜひ、ご利用ください。
▷問い合わせ／中南地域県民局課税第一課　☎32－1131
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借金に関する無料相談
　相談員が借金の状況をお伺いし、必要に応じて弁護士
等に引き継ぎを行います。秘密は守りますので、お気軽
にお話しください。
○と　き／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
▷問い合わせ／東北財務局青森財務事務所
　　　　　　　☎017－774－6488

主役は高校生！「弘南鉄道文化祭」開催
　弘南鉄道を舞台に、高校生によるパフォーマンスや車内での作品展示などを行うイベントを開
催します。パフォーマンスはオンライン（YouTube）生番組で配信しますので、自宅でぜひご覧
ください。
　イベントの詳細については、弘南鉄道文化祭のページ https://www.kounan-bunkasai.jpを
ご覧ください。右記 QRコードからアクセスすることも可能です。
○イベント／①10月２日（土）に YouTube生配信番組を放送します。電車の車内や駅舎で撮影した高校生によるダン

スやバンドなどのパフォーマンス動画配信をメインに、イベント全体を紹介します（番組は、生配信終
了後も YouTubeから閲覧可能です）。

　　　　　　②弘南鉄道車内で、高校生が制作したマンガやイラスト、撮影写真、文芸作品などを展示します。
　　　　　　　また、一部の駅では駅舎アートを実施予定です。
　　　　　　③８月に開催した「#弘南鉄道しか勝たん インスタグラム写真キャンペーン」の第２弾があります。
　　　　　　　電車・駅舎・線路などが写った写真にメッセージを添えて投稿してください。
○開催期間／10月１日（金）～31日（日）
▷問い合わせ／中南地域県民局地域連携部　☎32－2407

中小企業者等事業継続支援金
　青森県では新型コロナウイルス感染症による厳しい経営環境の中で事業継続に意欲的に取り組む中小企業者に支援
金を給付します。詳細については県のホームページ https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/shoko/jigyokeizoku_
shienkin.htmlをご覧いただくか、下記の電話相談窓口へお問い合わせください。
○対　象／県内に事業所があり、次の要件を全て満たしている大企業以外の法人または個人事業主
①事業収入に伴う税の申告をしており、かつ新型コロナウイルス感染症の影響で令和３年１月～６月までの連続する

２ヶ月（農林、漁業は３ヶ月）の合計事業収入が前年または前々年のいずれかの同期比で30%減少していること。
②現に事業活動を行っており、今後も継続する意思があること。
③令和元年または令和２年における年間事業収入が法人60万円以上、個人事業主30万円以上であること。
○支援金額／１事業者あたり　法人60万円　個人事業主30万円
○申込締切／10月31日（日）　当日消印有効
▷問い合わせ／青森県中小企業者等事業継続支援金電話相談窓口
　　　　　　　☎0120－740－361

司法書士に聞いてみよう！　無料法律電話相談会
　相続や登記、成年後見など司法書士が電話で相談に応じます。なお、青森県司法書士会（相続登記・遺言相談0120－
760－230、総合相談0120－940－230）では以下の日程以外でも無料相談の予約を承っています。
○と　き／10月２日（土）　午前10時～午後３時
▷問い合わせ／青森県司法書士会　☎017－752－0440（当日専用）

I n f o rm a t i o n
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今月のお知らせ

親子体操普及員養成講座
　当日のプログラムや持ちものなど、詳しくは青森県医
師会のホームページ http://www.aomori.med.or.jp/
common/sukoyaka.htmlをご覧ください。
○と　き／10月23日（土）　午前９時～午後４時30分、

10月24日（日）　午前９時～午後３時の２日間
○ところ／青森公立大学
○講　師／佐藤弘道さん（元 NHK体操のお兄さん）ほか
○定　員／50人
○受講料／5,000円
○申込締切／10月８日（金）
▷問い合わせ／青森県医師会健やか力推進センター
　　　　　　　☎017－763－5590

定例労働相談会
　労働者と事業主との間に生じた労働問題（解雇、賃金
引き下げ、長時間労働、パワハラなど）に対し、青森県
労働委員会の委員が無料で相談に応じます。
○とき・ところ／
10月５日（火）
午後１時30分～午後３時30分

東奥日報新町ビ
ル４階

10月10日（日）
午前10時30分～午後０時30分

弘前市総合学習
センター２階

10月24日（日）
午前10時30分～午後０時30分

東奥日報新町ビ
ル４階

▷問い合わせ／あおもり労働相談ダイヤル　
　　　　　　　☎0120－610－782

青森県立弘前高等技術専門校
令和４年度入校生募集

○科目・定員／自動車システム工学科20人、建築シス
テム工学科20人　　
○訓練期間／２年間
○応募資格／公共職業安定所に求職申し込みをしており

受講指示、受講推薦か支援指示を受けられる見込み
で、高校を既卒か令和４年３月に卒業見込みの方、ま
たはこれと同等以上の学力を有する方
○申込期間／10月12日（火）～11月17日（水）
○試験日／11月26日（金）
▷問い合わせ／弘前高等技術専門校　☎32－6805

弘前圏域成年後見制度普及・啓発講座
○とき・ところ／午後１時30分～午後４時

10月15日（金） スポカルイン黒石大会議室

10月21日（木） ヒロロ４階弘前市民文化交流館
ホール

○テーマ／成年後見制度の実際と活用
○参加料／無料
○申込方法／住所、氏名、電話番号、出席する会場を記

入のうえ、FAXまたはメールでお申し込みください。
○申込締切／10月８日（金）
▷問い合わせ／弘前圏域権利擁護支援センター
　　　　　　　☎26－6557　FAX40－2768
　　　　　　　 h8-kenri@titan.ocn.ne.jp
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戸 の籍 窓

広報をアプリや
ウェブで

スマホ・タブレットのアプリで読む 記事をウェブで確認

▽問い合わせ／企画観光課企画係（内線244）

（

７月21日～８月20日受付
村に現住所がある方を掲載しています。� 敬称略

新刊のご案内図 書 室 だよ り

・今日がもっと楽しくなる行動最適化大全
� 樺沢紫苑／著　KADOKAWA
・実践！オフィスの効率化ファイリング
� 長野ゆか／著　同文舘出版
・「心」がわかるとモノが売れる
� 鹿毛康司／著　日経BP
・スタンフォードの権力のレッスン
� デボラ・グルーンフェルド／著　ダイヤモンド社
・マンガでわかるLGBTQ+
� パレットーク／著　講談社

・プロセスエコノミー　あなたの物語が価値になる
� 尾原和啓／著　幻冬舎
・逆ソクラテス� 伊坂幸太郎／著　集英社
・兇人邸の殺人� 今村昌弘／著　東京創元社
・あなふさぎのジグモンタ
� とみながまい・たかおゆうこ／著　ひさかたチャイルド
・そのときがくるくる
� すずきみえ・くすはら順子／著　文研出版
� ほか

お誕生おめでとうございます

三　上　遼
はる

　綺
き

 くん
（怜士・あゆみ）垂　　柳

鈴　木　奈
な

　瑚
こ

 ちゃん
（純・美沙子）前田屋敷

ご結婚おめでとうございます

小笠原　　俊 八 戸 市
小　林　静　香 新　　町

三津谷　春　生 弘 前 市
工　藤　　瞳 枝　　川

おくやみ申し上げます

蓮　見　テ　ル（88歳） 川　　部
田　澤　藤　夫（71歳） 八 反 田
中　山　　滿　 （86歳） 二 津 屋
葛　西　昭　男（85歳） 大 根 子
中　村　節　子（68歳） 東 光 寺

（

人口と世帯
（８月末日現在）
男 3,608 （－2）

女 3,997 （＋7）

計 7,605 （＋5）

世帯 2,829 （＋4）
（　）は前月との比較

交通事故概況
（８月末日現在）
県　内 村　内

件�数 169（1,516） 1 （19）

死�者 0 （15） 0 （1）

傷�者 215（1,815） 1 （21）
（　）は1月からの累計

○とき／午前９時～午後９時（年末年始を除く）

▽問い合わせ／中央公民館　☎58－2250
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村の木　サイカチ

村の花　稲の花

■次号の発行は10月14日（木）の予定です。

品川想
そ な
那さん（十二川原）

「空手・ピアノ・習字を習っ
ていて、中学校でも続けてい
きたいです。将来の夢はお母
さんと同じ医者になることで
す」

田舎館小学校6年生
　今月の題字

今月の
表紙

　8月4日、畑中保育所でミニねぷたの運行が行
われました。沿道から保護者が見守る中、浴衣や
法
はっぴ
被を着た児童約50人が鉦

かね
や太鼓を鳴らしなが

ら、「やーやどー」と元気いっぱいの掛け声ととも
に役場など保育所周辺を約40分間かけてねり歩
きました。

いざ出陣！！

Happy Birthday 9月生まれのおともだち

県大会優勝を報告しました県大会優勝を報告しました

　８月11日、第41回全日本バレーボール小学生大
会青森県大会で優勝を飾った村スポーツ少年団のいな
ほキッズが村長に大会優勝を報告しました。中弘南地
区の第１代表として出場し、８月１日にマエダアリー
ナで行われた大会決勝では車力VBC（西北五地区）を
21－11、21－4で破り見事初優勝を果たしました。
新型コロナウイルス感染症の影響で全国大会は中止と
なってしまいましたが、キャプテンの福士虹

に こ
香さん

（新町）は「全国大会に出場できないのは残念だけれ
ど、入団した時から県大会優勝を目標にして練習して
きたので優勝することができてとてもうれしい。今後
も東北大会や全国大会をかけた別の大会が控えている
ので出場できるように練習していきたい」と今後の更
なる活躍を誓っていました。

高　田畑　中

R1/9/6生
「２歳の誕生日おめでとう！み
んなのアイドル、これからもス
クスク大きくなってね疫」

鈴木 陽
は る と

翔くん

R2/9/29生
「毎朝天気予報を見るのが好き
です♪笑顔でみんなを明るくし
てくれてありがとう☆」

阿保 壮
そ う ま

真くん

H25/9/11生
「頼れるお姉ちゃん！！のびのび
育ってちょうだいな♡」

岩間 優
ゆ は な

花さん

川　部

※10月生まれのお子さん募集（9／21締切）❶氏名（ふりがな）❷生年月日�❸住所�❹保護者氏名�❺コメントを添え、写真
を企画観光課企画係へ持参か郵送（写真は後日返送）、または電子メールでpublic-info@vill.inakadate.lg.jpに画像をお
送りください。


