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なんでも行政相談
日　時…８月26日㈮ 午前９時～正午
場　所…役場相談室２
行政相談委員…伊 藤 定 照、藪 田 由 比 子
※ 行政相談は、住民から寄せられた苦情や意見・要望を、
住民と関係行政機関との間に立って、公正・中立な立場
から必要なあっせんを行い、その解決や実現の促進を図
ります。

※ 中止の場合は防災無線で周知します。

　主催 町社会福祉協議会

中 里 地 域 小 泊 地 域

８月17日㈬
　　　　塚 本　初 子
　　　　宮 越　優 子

８月17日㈬
　　　　荒 関　徳 勝
　　　　山 本　　 弘

相談場所　役場相談室２　
相談時間　午前９時～正午

相談場所　すくすくしたまえ館
相談時間　午前９時～正午　　

　当日の顕彰者の申請を受付します。

⃝開催日時
　　　９月15日 ㈭　午前10時～

⃝開催場所
　　　町総合文化センター　「パルナス」

⃝参加者
　　 　会場の都合などにより老人クラブ会員

と令和４年９月15日現在65歳以上の人
とさせていただきます。

⃝顕彰対象者（当日顕彰される人）
・88歳長寿者
　　 昭和8年9月16日から昭和9年9月15日

の間に生まれた人
　　 （88歳長寿者は申請の必要がありません。

該当者には後日通知します）
・婚姻50年　金婚夫婦
　　 昭和46年9月16日から昭和47年9月15

日までの間に婚姻入籍した夫婦
・婚姻60年　ダイヤモンド婚夫婦
　　 昭和36年9月16日から昭和37年9月15

日までの間に婚姻入籍した夫婦
　 　「婚姻50年金婚夫婦」と「婚姻60年ダ

イヤモンド婚夫婦」に該当すると思われる
人は、８月26日㈮までに福祉課か小泊支
所までご連絡ください。

　 　また、既に金婚、ダイヤモンド婚に該当
するのに申込みをしていなかった夫婦も問
合せ先までお知らせください。

　先の大戦において亡くなられた方々を追悼
し平和を祈念するため「令和４年度中泊町戦
没者追悼式」を次のとおり行います。
⃝日　時
　　　８月26日 ㈮　午前11時～
⃝場　所
　　　中央公民館大ホール
　戦没者遺族で参加希望の場合は、８月22
日㈪までに福祉課福祉推進係へお申込みくだ
さい。
　なお、町遺族会会員の人は別途遺族会事務
局で取りまとめますので、申込みは不要です。

令和４年度 敬老会開催 町戦没者追悼式を行います
問  福祉課福祉推進係 内  1515
問  小泊支所 ☎  64－2111

問  福祉課福祉推進係 内  1515
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　令和５年度の供用開始を予定している（仮称）中泊町総合福祉健康センターの工事は、７月に敷地東側
のブロック積み工事と建物の基礎杭工事が終わりました。８月は建築の基礎工事を進めていきます。

　風力発電量全国１位の青森県で県内の小学生と保護者と一緒に、楽しく風車を作成・海辺へ浮かべる実験イ
ベントを開催します。ぜひ、お気軽にご参加ください！
⃝日　時…９月11日㈰ 午後１時～午後４時　※終了時刻が前後する場合があります。
⃝場　所…小泊マリンパーク　※天候状況により開催場所が変更となる場合があります。
⃝対象/定員…県内の小学生とその保護者、15組（30名）　　⃝費　用…無料
⃝備　考…汚れても良い服装でお越しください。

　当調査は、お住まいの地域の観光に対する考え
方や思いを知るためのものです。いただいた回答
は、津軽地域の観光促進のための参考とさせてい
ただきます。
特 典…アンケートにご回答いただいた方の中から

抽選で毎月10名様に津軽地域の特産品詰合せ
セット（5,000円相当）をプレゼント。

※ アンケートの回答は実施期間内で
　一人１回までとさせていただきます。
調査期間…令和５年１月末まで

　町農業委員会では、８月～10月に町内の農地をパト
ロールし、遊休農地や違反転用の発生防止に取り組みま
す。
　遊休農地を発見した際には、所有者に今後の意向調査
を行い、農地再生のために必要なあっせんや利用関係の
調査などを行います。また、違反転用が発覚した際には、
農地への回復などを指導・勧告します。
　農地パトロールにご理解・ご協力をお願いします。
　農地のことでお困りのことがありましたら問合せ先ま
でご相談ください。

（仮称）中泊町総合福祉健康センター工事の進捗状況のお知らせ

親子で作ろう‼ わくわく‼ 浮かぶ風車の工作体験 in 中泊
問  総合戦略課企画係 内  2024

計画に関すること 問  総合戦略課企画係 内  2025 ／ 工事に関すること 問  環境整備課 内  1914、1916

問  NPO法人青森風力エネルギー促進協議会 ☎  017－734－1311

※左は派立商店街通り沿い方向から、右は町防災倉庫沿い方向からの写真 （７月25日現在）

農地パトロールを実施します
問  農政課農地係 内  1713・1714

意識調査へのご協力のお願い
問  （一社）Clan PEONY津軽 ☎  0172－88－6090

申込QRコード

参加無料
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　在職中の方を対象とした試験対策講習を実施
します。
⃝日　時
　　　９月５日㈪、７日㈬、９日㈮、12日㈪、
　　　14日㈬
　　　午後６時～午後９時

⃝場　所…弘前高等技術専門校
　　　　　　（弘前市大字緑ヶ丘1丁目9－1）

⃝定　員…10名

⃝受講料…1,300円

⃝募集期間…７月12日㈫ ～ ８月15日㈪

⃝申込み方法
　　FAX・郵送か電話でお申込みください。
　※ 受講申込書は当校ホームページからダウン

ロードできます。詳細は当校ホームページ
まで。

　弘前高等技術専門校ホームページは次のとお
りです。
　https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/
job/hi-gisen_zaishokusha.html

　手続きが行われないと、税額の変更が反映され
ず、本来送るべき方へ納税通知書が送付されない
可能性があります。また、手続きが遅くなってし
まうと納付の遅れにつながり、督促手数料や延滞
金が発生する場合がありますので、お早めの手続
きにご協力お願いします。
家屋を取り壊したとき
　住宅、倉庫、車庫、店舗などの家屋を全て、ま
たは一部を取り壊した場合は、「家屋滅失届」の
提出が必要です。必ず取り壊した年の年末までに
手続きをお願いします。
　固定資産税は、毎年１月１日の状況で課税され
るため、家屋を取り壊した翌年度から課税されな
くなります。取り壊しを行った年度はそのまま課
税となりますので、ご了承ください。
　登記済・未登記にかかわらず、家屋を取り壊し
た場合は、「家屋滅失届」を提出後、現地確認を
いたしますので立ち会いをお願いします。
家屋の所有者を変更するとき
　登記されていない家屋の所有者を売買、贈与、
相続などで変更する場合は「未登記家屋所有者変
更届出書」の提出をお願いします。
家屋の新増築したとき
　家屋を新築または増築された場合、家屋調査が
必要となりますので、完成後に税務課までご連絡
をお願いします。
固定資産の所有者が死亡したとき
　固定資産の所有者または相続人が死亡された場
合は、新たに固定資産税の通知書などの送付先を
定めるために相続人代表者か現所有者を申告する
必要があり、「固定資産相続人代表者兼死亡者名
義の固定資産現所有者指定届書」の提出をお願い
します。なお、住所変更など、何らかの理由で送
付先を変更する場合も提出が必要となります。

「第１回自動車整備技能
登録試験対策講習」

受講生募集のお知らせ

固定資産に関する手続きのご案内
問  税務課課税係 内  1213

の納期限です。忘れずに納めましょう。
※ 口座振替をされている人の引き落とし日は、８月

25日㈭です。残高をご確認ください。
※ 町税の納付は、便利で安心確実な口座振替をご利

用ください。
問  税務課庶務徴収係 内  1215・1216

８月31日は
町県民税　　　　２期
国民健康保険税　２期

問  弘前高等技術専門校在職者訓練担当者
☎  0172－32－6805
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　広報７月号にてお知らせした高等学校の通学費
助成の対象を拡大します。
　くわしくは、町ホームページをご覧ください。

〈助成対象経費〉
　旧…津軽鉄道線、ＪＲ五能線、弘南バス
　新… 津軽鉄道線、ＪＲ五能線、弘南バス、高等

学校が運行する通学を目的とした生徒専用
スクールバス

　職場における熱中症により、全国で毎年約20人が亡
くなり、約1,000人が４日以上仕事を休んでいます。熱
中症予防対策の徹底のため「STOP‼熱中症　クールワ
ークキャンペーン」を展開しています。
　熱中症予防のため、暑さ指数（WBGT値）を把握する、
涼しい休憩場所を確保する、定期的に水分・塩分を取る
などの熱中症予防対策を徹底しましょう。
◇ くわしい予防対策は「クールワークキャンペーン」で

検索。

　マイナンバーカードをまだお持ちでない人に、７月下旬から９月上旬にかけて、オンライン申請用Ｑ
Ｒコード付きマイナンバーカード交付申請書が封入された封筒が送付されます。

　スマートフォンなどで申請書のQRコードを読み取ることで簡単に申請ができます。また、写真を添
付して郵送で申請することも可能です。
　くわしくは町民課戸籍住民係までお問合せください。

　マイナポイントのことは、総合戦略課ＤＸ推進係までお問合せください。
　この機会にぜひマイナンバーカードを取得してください！
　以下のような人には、今回ＱＲコード付きマイナンバーカード交付申請書は送付されません。 
　⑴　 75歳以上の人で、令和２年度または令和３年度に後期高齢者医療広域連合からマイナンバーカー

ド交付申請書が送付されている人
　⑵　令和４年１月１日以降に出生または国外から転入された人 
　⑶　在留期間の定めのある外国人住民の人
　⑷　 配偶者からの暴力（ＤＶ）、ストーカー行為など、児童虐待やこれらに準ずる行為の被害者として、

住民票の住所と異なる居所情報を登録している人

　マイナンバーカードを持っている人は、最大20,000円分のポイントがもらえる
マイナポイント第２弾に申込みが可能です。マイナポイントをもらえるのは令和４
年９月末までに申請したマイナンバーカードなので、早めの申請がおすすめです。

職場での熱中症予防対策の徹底を図りましょう
問  総合戦略課企画係 内  2024

高等学校通学費の助成対象を拡大します
問  五所川原労働基準監督署監督・安衛課 ☎  35－2309

QRコード付きマイナンバーカード交付申請書が届きます！
問  町民課戸籍住民係 内  1317　　問  総合戦略課DX推進係 内  2026

QRコード付きマイナンバーカード申請書 封筒イメージ
〈封筒 表〉

〈封筒 裏〉
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　今月は、小泊地域は、下前上地区・下前中地区を、中里地域は、深郷田地区・大沢
内地区の活動を紹介します。

中 泊 町 兼 任 集 落 支 援 員 事 業
問  総合戦略課 内  2023

日 本 海

下前中地区
下前上地区

深郷田地区

大沢内地区

町 役 場

すくすくしたまえ館

小　泊　地　域

中　里　地　域
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■兼任集落支援員…磯野　譲（下前上町内会長）
■事業開始年度……令和４年度
　　　　　　　…… 皆で協力し地区の環境美化に取り組みたいと思った。 

また、人口減少の加速とともに、空き家も急速に増加し
ているため住民の助け合いが重要であると思った

■地区の課題……… 猿などの有害鳥獣による農作物への被害が多く、畑作を
諦める住民が増えている。それにより、荒れ地も増加し
ている。

　　　　　　　　　人口減少・空き家の増加
　　　　　　　……１．集落点検 （地区の現状把握）
　　　　　　　　　２．環境美化活動（ごみ拾い・除草作業）
　　　　　　　　　３．掲示板の設置
　　　　　　　…… 本事業を契機にコミュニティ活動を活発にし、活気のあ

る地区にしたい。
　　　　　　　　　 地区懇談会などでは意見を出し合い、より暮らしやすい

地区にするため、様々な施策に取り組んでいきたい。

■兼任集落支援員…成田　彰義（下前中町内会長）
■事業開始年度……令和４年度
　　　　　　　…… 地区住民の高齢化が進み、様々な課題が出てきたため、

皆で協力し合い解決できればと考えた。
　　　　　　　　　 また、空き家の増加や単身世帯の増加により、隣近所の

協力が重要になってきたため。
■地区の課題……… 空き家の増加
　　　　　　　　　除雪作業が困難（高齢者世帯）
　　　　　　　　　空き家の除草や除雪
　　　　　　　……１．集落点検（地区の現状把握）
　　　　　　　　　２． お盆などの帰省の際に路上駐車が多発し、ごみ収集

車が通行できなくなるため、ごみ収集時間に限り車の
移動をお願いする看板の設置。

　　　　　　　　　３．避難経路の点検
　　　　　　　　　４．高齢者の見守り（声掛け）
　　　　　　　…… 下前上町内会、下前浜町内会と協力することで、様々な

事業が可能となる。下前地域全体で協力し合い、安心し
て暮らせる地区にしたい。

下 前 上 地 区

下 前 中 地 区

成田　彰義さん

長内ヱツ子さん
（下前中町内会 事務局）

磯野　譲さん

成田つり子さん
（下前上町内会 監事）

■事業を取組む
　に至った経緯

■事業を取組む
　に至った経緯

■令和４年度の
　主な活動

■令和４年度の
　主な活動

■目指す地区の
　将来像

■目指す地区の
　将来像

小泊地域兼任集落支援員
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■兼任集落支援員…松谷　卓待（深郷田町内会 委員）
■事業開始年度……令和３年度
　　　　　　　…… 集落点検により、地区の現状や課題を把握できると思っ

たから。
　　　　　　　　　 また、住民の防災意識が高まっており、防災事業の展開

もできると考えたため。
■地区の課題………地区住民の高齢化
　　　　　　　　　世代間交流の減少
　　　　　　　……１．農業継承と若者定住促進事業
　　　　　　　　　　　 使用しなくなった農業用ハウスを活用し、椎茸の原

木栽培やシャインマスカット栽培の実施（来年度以
降は、収穫イベントを開催予定）

　　　　　　　　　２．空き家の除草や高齢者世帯の草刈りなどの受託事業
　　　　　　　…… 世代を問わず、いつでも皆が笑顔で挨拶を交わせるコミ

ュニケーションがとれている地区にしたい。
　　　　　　　　　 地区住民の防災意識が高まっていることから、防災事業

にも取り組んでいきたい。

■兼任集落支援員…田中　耕司（大沢内町内会 会計）
■事業開始年度……令和３年度
　　　　　　　…… 地区住民の高齢化が進み、共同作業をする機会が減少し、

コミュニケーション不足となっている。新型コロナウイ
ルス感染症が更に追い打ちをかけた。

　　　　　　　　　 この事業をきっかけとして、以前のように地区住民が協
力し様々な事業に取り組めればと思った。

■地区の課題……… 新型コロナウイルス感染症の影響もあり、集会所の利用
が減少し、維持管理が困難な状況である。

　　　　　　　　　 人口減少や地区住民の高齢化の進行に伴い、町内活動に
協力できる住民が減少している。

　　　　　　　……１． 地区内の用水路や排水路に転落防止などの措置を講
じる（転落防止看板の設置など）

　　　　　　　　　２．地区内の除草作業
　　　　　　　　　３．高齢者単身世帯の見回り
　　　　　　　…… 本事業を活用し、地区住民が協力し様々な施策に取組み

いつまでも安心して暮らせる地区にしたい。

松谷　卓待さん

田中　耕司さん

打越　義光さん
（深郷田町内会 会長）

大川　仁志さん
（大沢内町内会 会長）

深 郷 田 地 区

大 沢 内 地 区

■事業を取組む
　に至った経緯

■令和４年度の
　主な活動

■目指す地区の
　将来像

■事業を取組む
　に至った経緯

■令和４年度の
　主な活動

■目指す地区の
　将来像

中里地域兼任集落支援員
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※天候次第で、中止や競技内容が変わることがありますので、ご了承ください。

15：25～

17：45～18：45

参加者大募集
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　まちづくりの参考にするために令和３年４月から役場本庁舎と小泊支所に設置された「意見・政策提
案箱」にご意見をいただいた人で、広報への掲載を希望された人の質問と回答を掲載します。
●質問
・ 先日の健診会場は初めての場所で慣れない中、誘導が不十分だと感じた。健診での誘導を耳が遠い人

でもわかりやすいようにしてほしい。
A、 健診会場は、特定の会場がないため、都合により使用できない時は主会場とは別の会場にかわるなど、
ご不便をおかけしているのが現状です。また、会場の広さに見合ったスタッフ数の確保に課題があり、
誘導まで手が回りきっていないところです。ご指摘のとおり、広い会場での誘導の在り方、ご提案の
あった整理券番号の表示なども検討させていただきます。

・広報紙などに再生紙を使えばいいのではないか？
A、 広報なかどまりは古紙配合率60%の再生紙を使っております。また、その他宣伝紙にも再生紙を利
用しております。

・入札の待ち時間が長いので改善してほしい。
A、 防雪柵の設置撤去及び除排雪業務の入札がある10月と、施設管理業務の入札がある３月が入札件数
が多い月となっています。この月に関しては、以前から複数回に分けて入札を執行してきたところで
すが、令和２年度３月の入札執行にあたり入札回数をさらに増やし４回にわけた（午前９時～、午前
10時～、午後１時30分～、午後３時～）ところ、例年より待ち時間も短くなり、スムーズに入札が執
行されたと感じています。
　 　今回のご意見を受け、10月・３月の入札以外でも入札件数が多い場合は、入札参加業者の皆さま
の待ち時間を少しでも短縮できるよう、入札回数を複数回にし、時間をずらして受付・入札執行する
方向で検討していきます。

・入札待合室での入札参加業者の大声による歓談を改善してほしい。
A、 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からも、待合室での会話は控えていただくよう、参加業
者の皆さまにご協力を呼び掛けていきたいと考えています。

　町意見・政策提案箱では、町内外を問わず、メール、FAX、郵便でも受け付けますので、今後もお
気軽に皆さんからのご意見・ご提案をお寄せください。
【お願い】
　◆次のような内容は受付できないことがあります。ご了承ください。
　　（例）○商品、サービスの宣伝などや営利目的のもの
　　　　○国際情勢や社会情勢など、町に直接かかわりのないもの
　　　　○特定の個人・団体などに対する誹謗中傷など
　　　　○伝えたい意見や提案などが不明確なもの
　◆速やかな回答に努めますが、事実の確認や調査のため、お時間をいただくことがあります。
　◆  回答は原則として意見・政策提案文書の提出方法と同じ方法で行います。別の手段を希望する場
合は、その旨を明記してください（電話で回答してほしい、など）。

　◆「意見・政策提案書」裏面の記載事項をご確認のうえご提出ください。

町意見・政策提案箱へ寄せられたご意見と回答内容
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■ 採用試験…９月18日㈰ 実施　　受付期間…８月26日㈮まで

■ 採用日……令和５年４月１日
　　※詳細は、つがる西北五広域連合ホームページ（http://www.tsgren.jp/）をご確認ください。
■ 申込み先…つがる西北五広域連合病院運営局人事課

　県では、平成13年４月に施行された「土
砂災害防止法」に基づき、土砂災害（急傾斜
地の崩壊、土石流、地すべり）のおそれのあ
る区域を「土砂災害警戒区域等」に指定し、
危険の周知、特定開発行為の制限、建築物の
構造規制などを行っています。
　中里地域（旧中里町）では、平成27年度に、
土砂災害警戒区域等の指定に必要な「基礎調
査」を実施したところですが、法律で概ね５
年ごとの調査が義務付けられているため、改
めて土砂災害により被害を受けるおそれのあ
る区域の地形、地質、土地利用状況に関する
調査を行います。
　この調査に伴い、身分証明書を携帯した調
査員が、皆様所有の斜面や渓流に立ち入りさ
せていただくことがありますので、ご理解と
ご協力をよろしくお願いします。
⃝調査期間…令和４年８月～
　　　　　　令和５年３月まで
⃝調査箇所…中里地域
⃝調 査 者…株式会社ニッソク
　　　　　　青森県青森市栄町１－１－21
　　　　　　☎017－763－0171

　「自分たちの地域は自分たちで守る」消防団員を
募集しています。
　消防団員は、火災発生時の消火活動のほか災害時
の救助活動など、地域防災力の向上に貢献していま
す。
　町内在住・在勤で18歳以上の健康な方であれば、
どなたでも大歓迎です。興味のある方は、問合せ先
までご連絡ください。

【待遇】①年額報酬……15,600円～
　　　 ②出動報酬……最大8,000円
　　　 ③退職報償金…200,000円～
　　　 ④活動服などの貸与

「暮らす街から守る街へ」

　個人事業税は、物品販売業、請負業、不動産貸付
業、医業、理容業などの一定の事業を営む個人の方
に、原則として前年中の事業の所得をもとに課税さ
れる県の税金です。
　県税部から送付される納税通知書により、８月と
11月の二期に分けて納めていただきます。
　今年度の第一期分の納期限は８月31日㈬です。
納期限までに、お近くのコンビニエンスストアや金
融機関で納付してください。

職　種 採用予定人員 受　　験　　資　　格
看護師・助産師 20名程度

・ 昭和58年４月２日以降に生まれた人で左記職種の免許
を有する人

・ 令和５年４月30日までに免許を取得する見込みのある
人

薬 剤 師 １名程度

診療放射線技師 １名程度

臨 床 検 査 技 師 ２名程度

言 語 聴 覚 士 １名程度

令和４年度 つがる西北五広域連合
病院事業医療職員採用試験（第２回）

問  つがる西北五広域連合病院運営局人事課 ☎  26－6363 内  2327

中泊町消防団員大募集

個人事業税の納付

土砂災害警戒区域等の
基礎調査を実施します 問  総務課消防防災係 内  2016

問  西北地域県民局県税部課税課 ☎  34－2111

問  西北地域県民局地域整備部河川砂防施設課
☎  35－2107
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　在職中の人を対象とした試験対策講習を実施し
ます。
⃝日時… ９月27日㈫、29日㈭、
　　　　10月４日㈫、６日㈭
　　　　午後６時～午後９時
⃝場所…弘前高等技術専門校
　　　　（弘前市大字緑ヶ丘１丁目9－1）
⃝定員…20名
⃝受講料…1,000円
⃝募集期間…８月９日㈫ ～ ９月５日㈪
⃝申込み 方法…FAX・郵送・電話でお申込みくだ

さい。
　※ 受講申込書は当校ホームページからダウンロ

ードできます。詳細はホームページをご覧く
ださい。

⃝日　時…９月24日㈯ ～ 25日㈰
　　　　　午前10時～午後4時
⃝会　場…青森県動物愛護センター
⃝イベント
　　犬のしつけ方教室、うさぎふれあい体験、
　　 乗馬体験、工作コーナー、動物のお医者さん

なりきり体験　他

　夏場は温度や湿度が高く、食中毒を引き起こす
細菌が増えやすい時期です。
　家庭やお店での食中毒を予防するため、次の３
原則を徹底しましょう。
　細菌やウイルスを
①つけない
・手指、食品、調理器具はしっかり洗う。
・食品の保管は、容器に入れ、蓋やラップをする。
②増やさない
・調理は手早く、完成後はすぐに食べる。
・すぐに食べないときは、冷蔵庫で保管する。
③やっつける
・加熱調理の際は、十分に加熱する。
・調理器具は、こまめに消毒する。

　ひろさき若者サポートステーションは、働くこ
とに悩みを抱える若者やそのご家族のための相談
窓口です。
　一人ひとりに合わせた働き方を見つけ「就職か
ら職場に定着するまで」のすべてを支援します。
就職氷河期世代の方の就職・正社員化の相談も可
能です。
　自分に向いている仕事がわからない、ブランク
があり就職できるか不安、働いても長続きしない、
自信がない、人と話すことが苦手…などの悩みに
対応します。相談無料。
⃝対象者…15歳から49歳の若者とそのご家族

⃝日時…10月３日㈪　　午後１時30分～午後４時ごろまで
⃝場所…青森地方・家庭裁判所（青森市長島1丁目3番26号）
⃝内容… 簡易裁判所の民事調停手続の模擬調停（調停手続の各場面を実演して解説する）、調停制度のパ

ネルディスカッションによる意見交換など
⃝対象…一般　25人（先着順、参加無料）
　　　　※今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては内容も含め変更の可能性あり
⃝申込み方法…９月12日㈪　午前９時から問合せ先へ電話による申込み
　　　　　　　（申込み受付時間…平日の午前９時から午後４時30分まで）

「職業訓練指導員試験事前講習（指
導方法）」受講生募集のお知らせ

動物愛護フェスティバル2022
「ペットと共に 一歩ずつ 一緒に」

開 催

夏場の食中毒に注意！
－食中毒予防の3原則－

働くことに悩む若者のための相談窓口

法の日週間行事・調停制度発足100周年記念行事開催
問  青森地方裁判所事務局総務課庶務係 ☎  017－722－5421

問  弘前高等技術専門校 ☎  0172－35－5104 問  五所川原保健所 ☎  34－2108

問  ひろさき若者サポートステーション ☎  0172－35－4851

問  青森県動物愛護センター ☎  017－726－6100
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図書 館情 報

○一般・テーマ
　　《夏休み応援特集！》
　 　みなさんの夏休みを応援します！自由研究

や課題はもちろん、夏休みを楽しく過ごせる
ような本を集めました。

○児童・テーマ
　　《夏の絵本》
　 　夏にぴったりの絵本を集めました。

『残月記』 小田雅久仁/著　双　葉　社
『ついでにジェントルメン』
 柚木　麻子/著　文 藝 春 秋
『星を掬う』 町田その子/著　中央公論新社 
『頭のよさとは何か』
 中野　信子/著　プレジデント社
『大人の流儀11』  伊集院　静/著　講　談　社

　６月23日㈭に『社会科の学習で地域の働く人
達にインタビュー』と題し薄市小学校３年生４
名の児童が図書館を訪れました。館内を見学し
楽しい時間を過ごしました。

■内容 …５人のピアニストと５台のピアノが
奏でる圧巻のパフォーマンス。県内中
高生と10人で演奏する『ボレロ』を
はじめ、更にスケールと深みの増した
５台ピアノの世界をお届けします。

■演奏曲
　組曲『惑星』『ボレロ』～５台20手編～　他
■日時
　９月18日㈰・19日（月・祝）
　開場…午後６時　　開演…午後６時30分
　〈19日（月・祝）公演はライブ配信あり〉

■場所
　青森県立美術館アレコホール
　　（青森市安田字近野185）
■料金
　 一般3,000円／高校生以下2,000円（事前

購入のみ、別途手数料330円）
　 視聴券1,500円（ライブ配信、別途手数料

198円）
　くわしくは問合せ先か
　県立美術館公演ページまで

『10ぴきのおばけとすすおばけ』 にしかわおさむ/作　ひかりのくに
『アイドルになれるまほうのとびら』 真瀬ひかる/作　永 岡 書 店 
『ばあばにえがおをとどけてあげる』 イザベル・フォラス/作　評　論　社 
『みんなのためいき図鑑』 村上しいこ/作　童　心　社 
『チョコレートタッチ』 パトリック・スキーン・キャトリングﾞ/作　文研ブックランド

☎  69－1111

今月のMiniコレクション 話　　　題

新 刊 情 報  [ 一 般 ]

新 刊 情 報  [ 児 童 ]

アレコホール特別演奏会　５台ピアノコンサート「10hands Vol.2」開催
問  青森県立美術館　☎  017－783－5243


