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令和３年

ー「陸奥湾の海と山をつなぐ植樹祭」にて ー

新型コロナウイルスワクチン集団接種情報
令和３年７月20日現在の情報をお知らせします！

■実施会場：旧青森県立青森東高等学校平内校舎
■実施時期：

接種対象者
① 60～64歳の方
② (対象となる)基礎疾患がある方
③ (対象となる)高齢者施設などに従事されている方

④12歳～59歳の方

１回目接種日

２回目接種日

７月10日(土）

７月31日(土）

７月11日(日）

８月１日(日)

８月７日(土)

８月28日(土)

８月８日(日)

８月29日(日)

８月21日(土)

９月11日(土)

８月22日(日）

９月12日(日）

※①～③の方には、接種日・受付時間を指定してお知らせしています。
※④のうち、16歳～59歳の方には、接種日・受付時間を指定してお知らせしています。
12歳～15歳の方は、予約が必要です。
※65歳以上の方で、まだ接種されていない方も表のいずれかの日に接種できます(要予約）。
※２回目は、すでに１回目の接種が終了している方が対象です。
※ワクチンの供給状況によって変更になる可能性があります。
■接 種 券：接種に必要な「接種券」を、①～③の方には、６月18日に送付しました。
④の方には、７月16日に送付しました。

問 平内町コロナワクチンコールセンター(平日８：30～16：00)
℡７１８ー１７２７

投票所の新型コロナウイルス感染症対策
衆議院議員の任期が10月に迫り、今年中に総選挙が執行されることになります。
明推協では、有権者の皆さんが安心して投票へお越しになれるよう、町選管と協力して下記の
とおり感染症対策を講じる予定です。
■各投票所における対策について
・手指消毒用アルコールを設置します。
・事務従事者および立会人のマスク(フェイスシー
ルドなど)着用を徹底します。
・使い捨ての鉛筆を一人ひとりに配布して投票用
紙に記載してもらいます。
・投票用紙記載台などの定期的な消毒を行います。
・定期的な換気を行います。

■投票所へお越しになる方へのお願い
選挙は地域の将来を託す代表者を選ぶ重要な
機会です。ご自身の予防対策も行ったうえで
投票所へお越しください。
・マスク着用と咳エチケットの徹底にご協力を
お願いします。
・ご帰宅後は、アルコール消毒や手洗い、うが
いなどをお願いします。

なお、先の国会で通称コロナ患者郵便投票法案が施行され、新型コロナウイルス感染症のため
に自宅療養を余儀なくされている方などが特例で郵便投票を行うことができるようになりました。
選挙期間中に該当になる方には個別にご案内します。
問 平内町明るい選挙推進協議会事務局(平内町選挙管理委員会内)
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園児がホタルの幼虫を放流！
６月３日(木)、小湊保育園(畑山弘樹園長)の園児12人が、
小湊字赤川の水辺にゲンジボタルの幼虫とおたまじゃくしを
放流しました。
放流した場所は、小湊地区農地水保全の会(新岡博会長代
行)が皆さんにもっと水辺の自然を楽しんでほしいという思
いから、地元の人にはホタルの出現スポットとして知られる
場所を拡張し、鑑賞しやすく整備したものです。
水保全の会の会員からホタルやおたまじゃくしの生態につ
いての説明を聞いた後、園児たちは手渡された試験管やバケ
ツを水際まで慎重に運んで放流しました。
今回放流されたホタルは、来年の７月頃淡い光を放って飛
び交う姿が見られる予定です。

▲試験管を傾けて幼虫を放流する園児

声を合わせてよいしょ！よいしょ！ 園児が“地引網体験”
６月９日(水)、もうらだいすき海岸で山彦幼稚園(蝦名崇子
園長)の園児12人が「地引き網漁」を体験しました。
同イベントは、子どもたちが海での仕事を理解し、海から
の恵みに感謝することを目的に茂浦漁業研究会(須藤昭一会
長)が毎年実施しているものです。
園児たちは、海岸の清掃をした後、沖合約50メートルか
ら仕掛けられた網を、保護者なども加わり「よいしょ！よい
しょ！」のかけ声とともに懸命に引き続けました。約10分後、
引き揚げた網の中には、巨大なタコやトゲクリガニ、タイ、
メバルなどがかかり、園児たちは、勢いよく跳ね回る魚を
歓声をあげながら捕まえていました。
体験後、園児たちは同研究会の漁師さんたちに感謝の言葉
を述べ、「むつわんかるた」を暗唱し、陸奥湾の魚とホタテ、
美しい海を守ることを誓いました。

▲声を合わせて網を引く園児
※むつわんかるたとは、美しい自然環境を将来にわたり
守っていくために、子どもたちが楽しみながら環境問
題について学ぶ機会を提供することを目的に、連携中
枢都市圏事業(青森市、平内町、外ヶ浜町、今別町、
蓬田村)の一環として作成されたものです。

第11回 陸奥湾の海と山をつなぐ植樹祭開催！
６月20日(日)、内童子地区国有林「社会貢献の森」にて、
陸奥湾のホタテを高温から守る植樹祭実行委員会および
NPO法人白神山地を守る会(永井雄人代表)主催で植樹祭が
開催されました。
この活動は、猛暑でホタテガイが大量にへい死した際、漁業
者から問題提起されたのをきっかけに始まり、「森を豊かに
して、海を守る」をテーマに、10年以上続けられてきました。
今年は、高校生や大学生を含め185人が参加し、250本のイ
タヤカエデやミズナラ、クロモジの苗木が、山の斜面に１本
１本丁寧に植え付けられました。
参加した高校生は「トンガを使ったのが初めてで大変でし
た。木を植えることが海につながるという話を聞いて、参加
して良かったと思いました」と話していました。

▲トンガで穴を掘り、深さを確認する参加者
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長年の功績を称え、三津谷氏、新岡氏、田村氏が叙勲を受章！
令和３年春の叙勲において、元平内町議会議員の
三津谷公雄氏が「旭日双光章」を、前消防団長の新
岡博氏が「瑞宝双光章」を、第36回危険業務従事者
叙勲において、元消防署長の田村政幸氏が「瑞宝単
光章」を受章されました。
三津谷氏は、平成４年３月の初当選以来、７期28年
の長きにわたり平内町議会議員として在職し、その
間４期にわたって議長としての重責を担い、議会の
円滑な運営に尽力されました。

▲旭日双光章を受章した三津谷氏

新岡氏は、昭和45年に小湊分団に入団。平成28年
に消防団長に就任し、49年５か月もの長きにわたり消
防団活動に尽力されました。
田村氏は、昭和45年４月11日に消防職員に採用。
平成21年４月１日から消防署長を務められ、41年11
か月もの長きにわたり消防行政に尽力されました。
三津谷氏、新岡氏、田村氏はそれぞれ長年の功績
が認められ、今回の受章となりました。

▲船橋町長(右)に瑞宝双光章受章の報告をした新岡氏(中央)

▲瑞宝単光章を受章した田村氏

ドイツの春の味“ホワイトアスパラ”を平内で楽しむ
泉流寺(無井純一住職)の農園では、約10年前から協力者と共に、
高級食材とされるホワイトアスパラをドイツの伝統的な栽培方法を
踏襲することを心掛け、無農薬で栽培しています。
無井住職は「小学校の教師をしていたころ、ドイツの教材に魅了さ
れたのがきっかけで、ドイツを訪れるようになり、ホワイトアスパラ
にもその頃出会いました。
50歳の時に平内に移住して、ドイツ人留学
生を受け入れるようになり、留学生と住民との交流のため、ドイツ料
理の教室を開くようになりましたが、その際必要になったホワイトア
スパラが手に入らなかったので、自分で作ることを考えました。今で
は、５月上旬から６月上旬の収穫期には、即日契約レストランに届け
られていてますが、輸入物とは違って、甘くて苦みのないホワイトア
スパラは大変好評です。もっと多くの人に知ってもらい、協力してく
れる人や栽培してくれる人が増えてほしいです」と話していました。
また、協力者の一人である小形春佳さんは「無井さんにホワイト
アスパラを使った料理を考案してみてはどうかと声をかけられて、
色々試してみた結果、平内の特産であるホタテにもとても合う食材
だと思いました」と話していました。
無井住職は、子どもたちにもホワイトアスパラの魅力を伝えたい
と、数年前から活動を行っており、６月２日(水)には、山彦幼稚園(蝦
名崇子園長)の園児11人が収穫体験をしました。
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▲園児とホワイトアスパラを収穫する無井住職

▲小形さんが考案した
ホワイトアスパラづくしのお弁当

平内町で「交通死亡事故皆無900日間」を達成！
当町において、６月20日(日)午前０時をもって
「交通死亡事故皆無900日間」を達成したことに
伴い、６月23日(水)、青森県警察本部長より平内
町交通安全対策協議会(船橋茂久会長)へ感謝状が
贈呈されました。また、同本部長および青森県交通
安全母の会連合会長の連名にて、平内町交通安全
母の会(今まゆみ会長)へ表彰状が贈呈されました。
町では、今後も両会と連携・協力して交通死亡
事故皆無の継続を目指す取り組みを続けていき
ます。

▲左から関県警交通部長、山田副町長、今会長、三上平内交番所長

あたたかい善意 ありがとうございました！
５月28日(金)、平内町交通安全母の会(今まゆみ
会長)より、東小学校へ道路横断時の安全確認を
促すストップマークシールおよび交通安全旗を
寄贈していただきました。
ストップマークシールや交通安全旗は、同校の
校外指導部の活動にて活用されます。
町内の学校などでストップマークを活用したい
との希望がありましたら、役場町民課生活環境係
までご連絡ください。
問 役場 町民課 生活環境係 ℡７５５－２１１３

７月５日(月)、小湊郵便局、清水川郵便局、東
田沢郵便局、西平内郵便局より、小・中学校のコ
ロナ対策に役立ててほしいと手指消毒液を寄贈し
ていただきました。
これは、明治４年(1871年)に創業した日本郵政
グループの「郵政創業150年」の記念事業の一環
で、令和２年12月に平内町内郵便局が町と「包括
的連携協定」を締結したご縁があり、行われる運
びとなりました。
寄贈された消毒液は、即日管内各小・中学校に
届けられました。

▲左から工藤寛之教頭、工藤隆幸校長、江戸校外指導部長、今会長、
相坂氏(母の会会員)

▲左から、今田局長(清水川)、高森局長(西平内)、岩谷局長(小湊)
渡辺教育長、工藤局長(東田沢)

新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力ください！
青森県内における感染状況は、新規感染者の発生が散発的になるなど、落ち着きを見
せてきましたが、県内においてもN501Y変異株の発生割合が増加しており、感染が再び
広がるおそれもあり、引き続き警戒が必要となっています。
三村知事からの「県民へのメッセージ」、青森県感染症対策コーディネーターの大西基
喜先生からの「最近の感染拡大事例の説明」など、配信されている動画をご視聴になり、
感染拡大防止にご協力くださいますようお願いします。
(https://www.pref.aomori.lg.jp/koho/covid19kakudaiboushi.html)

2021年８月
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平内町老人クラブ連合会「パークゴルフ大会」開催！
７月１日(木)、平内町老人クラブ連合会(奥山茂会長)が、
中止となった東津軽郡老人スポーツ大会の各町村で行う
代替事業として、パークゴルフ大会を開催しました。
梅雨の晴れ間の中、老人クラブ会員61人が、Ａ・Ｂ・Ｃの
３コース27ホールでプレーし、熱戦を繰り広げました。
競技終了後、参加した会員は「スポーツ大会が出来なかっ
たのは残念だが、パークゴルフも楽しかった」「来年はスポー
ツ大会でも活躍して優勝したい」と話していました。
結果は以下のとおりです。
【男子の部】 優勝 本堂耕三郎(沼館若松会)
【女子の部】 優勝 本堂 正子(沼館若松会）
【ホールインワン】 對馬 豊吉(二平中老栄会)、辻村
辻村 庄吉(寺下町白菊会)、奥崎

▲狙うはホールインワン！

義雄(寺下町白菊会)、
松代(新生町プラチナ会）

第１元町町内会が小湊駅前に花を植えました！
７月３日(土)、第１元町町内会(蝦名守会長)が、今年で５
年目となる環境整備事業で、小湊駅前の花壇に花植え作業を
行いました。
当日はあいにくの曇り空でしたが、町内会会員10人が参加
し、雑草の草取りから始め、鍬で土を耕し、ボンファイヤー、
モハベレット、アリッサム、マリーゴールドなどの色鮮やか
な花々を手際よく植えました。
また、花壇周辺の雑草もきれいに刈り取り、持ち寄ったア
ヤメを植えたり、アジサイの手入れも行いました。
蝦名会長は「環境美化に協力し、地域に寄り添う活動の一
環として行っています。また、小湊の玄関口となる駅前なの
で、電車利用のお客さんたちに花を見ていただき、少しでも
癒しになればと思います」と話しました。

▲手際よく花を植えていく参加者

老人クラブで社会奉仕活動を実施！
７月６日(火)、内童子長寿会(竹達薫会長)と田茂木松葉会
(相坂一会長)が、社会奉仕活動として、合同で平内町学校歴
史伝承庫(旧内童子小学校)の草刈り作業を行いました。
午前８時30分から正午まで、会員が持参した一輪車や草刈
り鎌、刈払機で作業を行い、施設の周りをきれいにしました。
今後も両クラブでは、交流を図りながら楽しい老人クラブ
活動を運営していく予定です。

▲暑い中、作業を続ける参加者

仲間と一緒に楽しく生きがいのあるシニアライフを！
老人クラブはおおむね60歳以上の方であれば、どなたでも加入できます(60歳未満でも可)。
ご入会希望の方は、平内町老人クラブ連合会までご連絡ください。
問 平内町老人クラブ連合会(平内町社会福祉協議会内)
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℡７５５ー３９５６

問 平内中央病院 事務管理部
℡７５５－２１３１

平内中央病院 NEWS

絵画を寄贈していただきました！
当町にお住まいで、馬の画家として知られる一戸義規氏(新生町)
より、４月から小児科が再開したお祝いとして、平内中央病院に
油彩画を寄贈していただきました。
油彩画のタイトルは「うたたね」です。親馬のそばで仔馬が眠る
姿が描かれており、優しく穏やかな気持ちにさせてくれます。
この油彩画は、診察に訪れた子どもたちを優しく見守ってくれる
ことを願って、小児科外来に展示しました。

「医療費」などの納め忘れはありませんか？
当院では、未納となっている医療費自己負担分入金のお願いのため、お知らせを送付するほか、電
話で連絡しています。
この窓口未収金は、これらの取り組みによって改善がみられるものの、依然として大きな額となっ
ています。
当院としては、生活が苦しくても地道に分割払いを続ける患者さんもいる中、不公平をなくすため
にも、以下のような悪質な滞納者には法的措置も含めて対応しています。
■悪質と判断される滞納者の例
① 支払い能力を有していると認められる者

② 再三の面接・電話・訪問による納入交渉にも
かかわらず支払いを行わない者

③ 分納誓約書により支払い約束を交わしても支
払いを行わない者

④ 納入相談などの面接を拒否する者

⑤ 内容証明郵便による最終催告に応じない者

お支払い方法や一度に納付することが困難な場
合には、分割納付やご自宅への徴収など適宜対応さ
せていただきますので、お気軽にご相談ください。
健全な病院運営のためにも、皆さまのご理解と
ご協力をお願いします。

医療費のお支払いは受診日もしくは、
請求から「３日以内」にお願いします！

侵入者の目線、行動パターンを知っておくことが、安心して生活できる
環境づくりにつながります。
普段からできる防犯対策について、より実践的なテクニックを紹介します。

新常識⑦
Ｑ．固定電話の留守番電話機能を設定していると、空き巣に狙われるのではと心配。
Ａ．侵入者は侵入する家を決める際に、電話をかけて不在かどうか確かめる場合が
あります。そのため、留守番電話の応答メッセージに「〇月×日まで留守にして
おります」などの不在期間を知らせる内容を入れるのはやめましょう。
また、特殊詐欺対策のため、普段から留守番電話機能を設定している人は「振り
込め詐欺などの対策のため、在宅中でも留守番電話に設定しております」などの
応答メッセージを入れ、不在かどうか悟られないようにしましょう。
※公益財団法人全国防犯協会連合会発行 『住居侵入犯罪最強防犯読本』より一部抜粋
問 平内地区防犯協会事務局(役場 町民課 生活環境係内)

℡７５５ー２１１３

2021年８月
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保健
健康 り
だよ

生活習慣を見直して
「高血圧」を予防しましょう！

血圧が高い状態が続くと、常に血管に負担がかかり、徐々
に血管をむしばんでいき、動脈硬化が進行します。そして、あ
る日突然、脳卒中や心筋梗塞など命に関わる危険な病気を引
き起こす可能性があります。
肥満や塩分のとり過ぎ、運動不足、喫煙、大量飲酒などは
血圧を上げる要因となるので、生活習慣を見直しましょう。

１日の食塩の目標量

男性7.5ｇ未満、女性6.5ｇ未満
（日本人の食事摂取基準2020年版より）
2020年から変更になりました！

◆血圧には２種類あります！
収縮期血圧（最高血圧）

拡張期血圧（最低血圧）

いわゆる「上の血圧」
心臓が収縮して、最も
強く血液を送り出そう
とするときの血圧

いわゆる「下の血圧」
心臓がゆるんで、送り
出した血液が心臓に
戻ってくるときの血圧

◆高血圧予防のためにやってみましょう！
普段の自分の血圧を知る

塩分のとり過ぎに注意！

高血圧になっても自覚症状は
ほとんどありません。
「健診で血圧がたまたま高め
だっただけ」と見過ごしていま
せんか？
普段から血圧測定をすること
によって、高血圧の早期発見に
つながります。

和食はしょうゆやみそなどを使った料理が多く、塩分
が多くなりがちです。令和元年の日本人の食塩摂取量
は、成人男性10.9ｇ、成人女性9.3ｇと男女ともに目
標量より約３ｇ多くなっています。少しずつうす味に
慣れましょう！
＜減塩のコツ＞

高血圧の診断基準(単位：mmHg)
収縮期血圧

拡張期血圧

家庭血圧

135以上

85以上

診察室血圧

140以上

90以上

＊日本高血圧学会は、家庭血圧と診察時の血圧(診察室血圧)が
異なる場合は、家庭血圧を優先することを提唱しています。

適度な運動をする
ウォーキングは手軽にできる運動です。自分のペース
で歩いてみましょう。運動する時間がない人は、「駐
車場は、あえて入口から離れた所に止める」など普段
の生活の中でこまめに体を動かしましょう。

８
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・煮物や汁物は、だしをしっかりきかせる。
・塩分を控えて、酢や柑橘類、香辛料、香味野菜
などを加える。
・めん類の汁は残す。(ラーメンは塩分約5～6g)
禁煙・適量飲酒にする
たばこに含まれるニコチンは、血管を収縮させ、
血圧を上昇させます。職場や外出先での受動喫煙にも
注意しましょう。また、お酒は1日１合まで、週２日
は休肝日をつくりましょう。

熱

中

症

私達の体は体温が上がっても汗や皮膚温度が上昇する
ことで体温が外へと逃げる仕組みになっています。しかし、
高温多湿な環境にいることで徐々に体内の水分や塩分の
バランスが崩れて体温調節機能がうまく働かなくなり、
熱中症になることがあります。熱中症は、７月から８月に
かけて救急搬送される方が多く、屋外だけでなく屋内で
も起こっているので注意しましょう！
◆熱中症の症状

軽度

中度

・めまい
・たちくらみ
・筋肉痛

・頭痛
・吐き気
・体のだるさ

重度
・けいれん
・高体温
・まっすぐ歩けない

◆対処法
・涼しい場所に避難させ、体を冷やす。
(足の付け根、首、わきの下）
・水分・塩分の補給。
・意識がないときは、救急搬送

■受付時間：各会場 13:00～15:00
月

日

東滝コミセン★

８月３日(火)

浅所コミセン

８月４日(水)

勤労青少年ホーム(7/8実施分) ★

８月10日(火)

勤労青少年ホーム(7/12実施分) ★

８月11日(水)

口広コミセン

８月19日(木)

勤労青少年ホーム(7/20実施分) ★

８月24日(火)

※★印の会場で特定健診を受診し、
「特定保健指導」の
対象となった方には、説明会の前にお手紙を送付
していますので、ご確認ください。
健診の結果「要精検(=精密検査が必要)」と判定され
た方は、必ず医療機関で精密検査を受けましょう！
☆☆ ひらない健康ポイント事業の対象です ☆☆
健康増進課

健康増進係

◆熱中症対策
① こまめに水分補給をしよう！
マスクを着用していると熱がこ
もりやすく、のどの渇きを感じに
くくなります。のどの渇きを感じ
ていなくても、人と十分な距離を
とって適宜マスクをはずし、こま
めに水分補給をしましょう。
② 室内での温度調整に気をつけよう！
遮光カーテン、すだれなどを使って、室温が上
がりにくい環境にしたり、時々換気をしながら扇
風機やエアコンを活用して温度調整しましょう。

通気性・吸湿性のよい服装にし、日陰でこまめ
に休憩しましょう。また、体調が悪い時は、炎天
下での外出や作業は控えましょう。

８月に行われる「特定健診結果説明会」の日程をお
知らせします。健診は受けるだけでなく、結果から今
までの生活習慣を振り返り、これからどのように改善
していくか考えるきっかけとなります。
説明会では、保健師と管理栄養士が健診結果の見方・
健康づくりのポイントについて説明します。

問 役場

防

③ 外出時は服装などに気をつけよう！

「特定健診」結果説明会

実施会場

予

℡７１８ー００１９

８月は食品衛生月間です！
夏期は、例年、カンピロバクターや腸管出血性大腸
菌、黄色ブドウ球菌といった細菌による食中毒が多く
発生します。飲食店だけではなく、ご家庭でも食中毒
に気をつけることが大切です。
細菌による食中毒を防ぐポイントは、次の３つです。

食中毒予防の３原則！
菌をつけない(清潔）

材料を洗浄し、手指や調理器具などを洗浄・
消毒しましょう。

菌をふやさない(迅速）

食品の温度管理に気をつけて保存し、調理
後はできるだけ早くに食べましょう。

菌をやっつける(加熱）

食品は、中心部まで十分加熱してから食べま
しょう。
問

東青地域県民局 地域健康福祉部
保健総室(東地方保健所) 生活衛生課
℡７３９ー５４２１

2021年８月
2021年８月

９
9

暮らしの中の

税

町では税を
どう役立てているの？

まちづくりの
ために
道路の建設や整備
漁港の整備
上下水道の整備

町や県が活動するためのお金は、地方税のように、そこ
に住んでいる人が町や県に納めた税と、地方交付税などの
ように、国から交付されるお金の２つでまかなわれていま
す。町や県では、まちづくりや安全で快適な暮らしのため
など、身近で生活に欠かせないものに大切な税金が使われ

生活や安全を
守るために

ています。

休日、夜間の急病
などの対応
災害、火災などから
住民を守る

◆ 税金の種類
所得税、相続税、贈与税、消費税、酒税、
たばこ税、印紙税、登録免許税 など

国税

地
方
税

県税

県民税、自動車税、地方消費税、不動産
取得税、県たばこ税、ゴルフ場利用税
など

町税

町民税、固定資産税、軽自動車税、国民
健康保険税、町たばこ税 など

快適な暮らしの
ために
自然環境の保護
ごみの収集
リサイクル
役場

問

税務課

℡７５５－２１１５

「税金」のない世界は怖い？ 「税金」の仕組と役割を学びました！
６月28日(月)、東小学校(工藤隆幸校長)の６年生を対象に、
当町税務課職員が講師となって「租税教室」を開催しました。
「租税教室」では、租税の意義や役割を正しく理解し、納税
者として社会や国の在り方を主体的に考える力を育むことを
目的とし、税金の種類や使い道、国の財政などについて、ク
イズや税金のない世界を描いたアニメを見たり、
１億円のレプ
リカを児童たちに持ってもらい、税金の大切さについて学び
ました。
講義後、児童たちからは「税金のない世界を見て、税金の
大切さがわかった」
「大人になったら、しっかり納税したい」
などの感想がありました。

▲"１億円"のレプリカで重さ10㎏を体感する児童

「個人事業税」の納付について
「個人事業税」は、
一定の事業を行う個人の方に対し、
前年の所得をもとに課税される県の税金です。地域
県民局県税部から送付される納税通知書により、原
則として８月と11月の２期に分けて納付していただき
ますので、期限までにお近くの金融機関・コンビニ・
県税部の窓口などで納めてください。

10 HIRANAI

また、口座振替を利用できますので、８月中旬まで
に納税者本人の通帳と預金届出印を持参のうえ、お
近くの取扱金融機関または県税部にお申し込みくだ
さい。
問

東青地域県民局県税部課税第一課
℡７３４－９９７６

役場information

～ 各課からの情報コーナー ～
地域整備

木造住宅耐震診断の受診を支援します！

お知らせ

町では、災害に強く安全性の高いまちづくりを推進することを目的として、「平内町木造住宅耐震
診断支援事業」を実施します。
支援を希望する方は、対象住宅に該当するかをご確認のうえお申し込みください。
■対象住宅：次に掲げる要件全てに該当する町内に
建っている住宅
① 昭和56年５月31日以前に建築され、かつ、同年
６月以降に増改築されていない住宅
② 一戸建て専用住宅又は併用住宅であって、地上
階数が２以下のものであること
（延べ床面積の1/2以上が住宅、かつ、その他の
用途に供する部分の床面積が50㎡以下）
③ 在来軸組構法または伝統的構法によって建築さ
れた木造住宅
④ 建築基準法(昭和25年法律第201号)に違反して
いないこと
⑤ 現に居住していること
⑥ 町税を滞納していないこと

■診断費用：自己負担額11,000円(延べ床面積が200
㎡を超える場合は額の加算があります)
■募集件数：２件(先着順)
■募集期限：令和３年10月29日(金)
※期限内に募集件数に満たない場合は、
11月30日(火)まで延長し、
２件に達し
た時点で募集を終了します。
■申込方法：役場 地域整備課に設置している所定の
申込書によりお申し込みください。
■必要書類：①申込書、②案内図、③建築時期および
延べ床面積が確認できるもの、④外観
写真２面以上、⑤概略平面図
※詳細は、役場地域整備課建設係にお問い合せください。
問 役場

地域整備課

建設係

生 涯 学 習 情 報

℡７５５ー２１１６

平内町教育委員会
℡７５５－２５６５

町民ひとり１学習・１スポーツ・１ボランティアを実践しよう

生涯学習カレンダー ８月
４日(水)

７日(土)
19日(木)

◆ひらないカレッジ「ふるさと歴史講座
～浅所小学校白鳥観察記録と浅所海岸の環境～」
(開発センター10:00～12:00)

◆図書館おはなし会
(図書館

お話しコーナー 10：00～）

◆心配ごと相談日

(青少年ホーム10：00～15:00）

22日(日)

◆B&Gプール最終日(無料開放日)

25日(水)

◆ひらないカレッジ「～見て知ろう 放射線の基礎
知識～」
(開発センター10:00～12:00)

以下の行事は中止・延期となりました
15日(日)


◆ 一般書(新刊の一部を抜粋して紹介) ◆
①リボルバー

原

田

マ

③正欲

朝

井

リョウ

②月下のサクラ
④甘美なる誘拐
⑤臨床の砦

⑥悪魔には悪魔を

⑦ヒポクラテスの悔恨
⑧MR

⑨新「捨てる！」技術
⑩志村けん論

柚
平
夏
大
中

月
居
川
沢
山

久坂部

辰
鈴

巳
木

裕

ハ
子

紀

一

在

昌

草
七

介
里

羊

渚
旭

◆平内町成人式(令和４年１月９日(日)に延期)
◆ひらない夏まつり2021(中止)

今月の図書館休館日は ８日・ ９日・ 22日
2021年８月
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役場information
福

祉

お知らせ

～
～ 各課からの情報コーナー
各課からの情報コーナー ～
～

「子育て世帯生活支援特別給付金」「児童扶養手当」
「特別児童扶養手当」の支給について

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）
■対象者
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化す
る中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏
まえた生活の支援を行う観点から支給するものです。
なお、ひとり親世帯には県から世帯生活支援特別
給付金(ひとり親世帯分)が支給されています。
①令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養
手当の支給を受けている者であって、令和３年度
分の住民税均等割が非課税である方
申請不要です。役場から個別にお知らせを
お送りした後で、手当の振込先口座に支給
されます(ただし公務員は申請が必要です。
詳しくは勤務先へお問い合わせください)。
②①のほか、対象児童(※)の養育者であって、次の
いずれかに該当する方

※対象児童：
令和３年３月31日時点で18歳未満の子(障害
児については20歳未満)、令和３年４月以降
令和４年２月末までに生まれる新生児も含む
・令和３年度分の住民税均等割が非課税である方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計
が急変し、令和３年度分の住民税均等割が非課
税である者と同様の事情にあると認められる方
(家計急変者)
申請が必要です。町ホームページより申請書
をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、
郵送で提出してください。なお、役場福祉介
護課窓口でも受付できます。
■支給額：児童１人あたり50,000円
問 役場

福祉介護課

福祉係

℡７５５－２１１４

児童扶養手当
■対象者
次のいずれかに該当する18歳に達する年度末まで
の児童(特別児童扶養手当の対象となる程度の障害が
ある場合は20歳未満の児童)を監護している母、また
は監護しかつ生計を同じくする父、および父または
母に代わって対象となる児童を養育している養育者
(児童と同居し、生計を同じくしていること)に支給さ
れます。
①父母が婚姻を解消した児童
②父または母が死亡した児童
③父または母が政令で定める障害状態である児童
④父または母の生死が明らかでない児童
⑤父または母から１年以上遺棄されている児童
⑥父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
⑦父または母が１年以上拘禁されている児童
⑧母が婚姻によらないで懐胎した児童
⑨その他(棄児・孤児など) など

■支給月額(令和３年４月～)
◆全部支給：１人目は43,160円、
２人目は10,190円、
３人目以降は6,110円。
◆一部支給：１人目は10,180円～43,150円、
２人目は
5,100円～10,180円、
３人目以降は3,060
円～6,100円。
※手当は、所得制限額を超えると支給されません。
■今年度支給月：５・７・９・11・１・３月
※２か月分ずつ奇数月(年６回)に支給
■注意事項
児童扶養手当を受給している方(全部停止者を含む)
は、毎年８月中に現況届の提出が必要です。手続き
を行わなかった場合は、手当の支給が停止されます
のでご注意ください。
問 役場

福祉介護課

福祉係

℡７５５－２１１４

特別児童扶養手当
■対象者
精神や身体に障害のある20歳未満の児童を監護・
養育している父母または養育者に支給されます。
なお、対象となる児童が児童福祉施設などに入所
(通所を除く)している場合は支給されません。
①身体障害者手帳の１級～３級または４級の一部、
もしくはこれと同程度の障害を有する方(障害の種類
によっては、上記の等級の身体障害者手帳を交付
されていても支給されないことがあります。)
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②愛護手帳「Ａ」または「Ｂ」のうち重度の方、
もしくは同程度の障害を有する方
③精神障害により日常生活に著しい制限を受ける方
■支給月額(令和３年４月～)
１級 52,500円
２級 34,970円
※手当は、所得制限額を超えると支給されません。
問 役場

福祉介護課

福祉係

℡７５５－２１１４

介護保険
お知らせ

介護保険負担限度額認定の改正および
更新手続きについて

■令和３年８月からの制度改正点
負担限度額認定の利用者負担段階が細分化され、各負担段階ごとの制度対象者要件が変更されました。また、
施設入所時と短期入所時(ショートステイ)利用時での食費の費用負担額が変わりました(下線部が変更点です)。
利用者
負担段階

第１段階

所得の状況

生活保護受給者
老齢福祉年金受給者

居住費

預貯金などの
資産の状況
※２

ユニット
ユニット
型個室的
型個室
多床室

単身1,000万円以下
夫婦2,000万円以下

820円

490円

従来型
個室
※3

多床室

食費
※４

490円
(320円)

0円

300円

本人の年金収入額＋
世
単身650万円以下
490円
第２段階 帯 その他の合計所得金額が
820円
490円
370円
夫婦1,650万円以下
(420円)
80万円以下
全
員
本人の年金収入額＋
単身550万円以下
1,310円
第３段階 が
その他の合計所得金額が
1,310円 1,310円
370円
①
夫婦1,550万円以下
(820円)
非
80万円超120万円以下
課
本人の年金収入額＋
税
単身500万円以下
1,310円
第３段階
その他の合計所得金額が
1,310円 1,310円
370円
②
夫婦1,500万円以下
(820円）
※１
120万円超

390円
(600円)
650円
(1,000円)
1,360円
(1,300円)

※1 別世帯に配偶者がいる場合は、別世帯の配偶者も非課税である必要があります。
※2 65歳未満の方の預貯金等の資産要件は単身1,000万円、夫婦2,000万円以下です。
※3 （）内の金額は、介護老人福祉施設と短期入所で利用した場合の金額です。
※4 （）内の金額は、短期入所で利用した場合の金額です。
■令和３年度の更新手続きについて
負担限度額認定の有効期間は申請日の属する月の
初日から次の７月31日までとなっており、８月１日
以降も対象施設に入所する方や短期入所する方は、
有効期間が切れる前に更新手続きが必要です。
６月時点で認定を受けている方には更新の案内を
６月下旬に送付しています。そちらの書類にご記入
のうえ役場福祉介護課介護保険係の窓口にて申請し
てください。
書類の記入が不安な場合や預貯金額欄を空欄で提
出する場合は、書類と預貯金の金額がわかるものを

役場福祉介護課介護保険係の窓口にご持参ください
(郵送での申請も可能です)。
申請様式などについては町ホームページにも掲載
しています。
更新申請の結果、負担限度額認定を受けた場合は
必ず認定証を利用施設へ提示してください。
なお、対象施設に入所していない方やショートス
テイを利用する予定がない方は更新の必要はありま
せん。利用する際に申請してください。
問 役場 福祉介護課 介護保険係
℡７５５－２１１４

ひらない敬老まつり中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、参加者および関係者の健康・安全を第一に考慮した結果、
今年度もひらない敬老まつりを中止することとしました。開催を楽しみにしていた皆さまには、心苦しい
限りですが、ご理解ご了承くださいますようお願いいたします。
問 役場

福祉介護課

℡７５５－２１１４

2021年８月
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役場information

～
～ 各課からの情報コーナー
各課からの情報コーナー ～
～

皆さまの健康づくりを応援する

健康増進

「平内町保健協力員」を紹介します！

お知らせ

保健協力員は、町からの委嘱により、地域の皆さまの健康づくり
のために活動しています。
特定健診・がん検診の受診勧奨、早朝検診での受付や会場案内(コ
ンシェルジュ)、健康展など、町の健康づくり事業へ協力しています。
研修会に参加しながら地域の健康リーダーとなり、また身近な相
談役として行政と地域との橋渡し役として活動しています。
何かご相談したいことがありましたら、皆さまの地域の保健協力
員にお声がけください。

▲健康展の骨密度測定

保健協力員名簿(任期：令和２年４月１日～令和４年３月31日)
地

区

一平中
新生町
二平中
赤坂台

寺

本

下

町

町

町

一元町
二元町
川原町
浜

盛

子

田

氏

倉本

名

節子

船橋シズ子

佐々木晴美

伊瀬谷れい子
阿部

辻村

山口

悦子

百子

京子

須藤

良子

辻村

江子

辻村美代子

蝦名

愛子

三星

松代

小田切悦子

高橋

哲子

佐々木ツギヱ
須藤美代子

福原

中村

荒内

幸子

節子

きゑ

地

区

一勝田町
二勝田町
東沼館
西沼館
緑

町

福

島

福

館

平

川

東

和

浅

所

間

木

東

滝

氏

名

畑井夛惠子

逢坂

スサ

佐々木友子

地

白

お知らせ

中東田沢

山田由紀子

下東田沢

蝦名ゆり子

一内童子

野内畑

工藤

初枝

船橋

睦子

二内童子

鏡子

大和山

名越

山田

幸子

木村

カツ

辻村

泰子

木村しつゑ

垂井

飯田

信子

サツ

濱田久美子

大水志美子

遠嶋いく子

宿野部とみゑ
細川

絹子

外童子

藤
山

沢
口

小豆沢
中
板

野
橋

氏

名

柴田まつ子

笹原

智子

田中

てる

加藤枝利子

加藤

時子

渡邊

美枝

佐々木直子

倉本アサ子

山口眞佐子

仲出川るみ子
逢坂ゆみ江

大水

次子

本堂

順子

千代谷きみ子
木村

啓子

倉内百合子

倉内由紀子

田村とき子

地

区

茂

浦

浦

田

稲

浪

土

生

打

屋

松野木

薬師野

清水川

一小林

二小林

三小林

一口広

二口広

折

戸

狩場沢

陸奥ヶ浦

氏

逢坂

須藤

豊島

健康増進係

中村

蝦名

亀田

亀田

問 役場 健康増進課 年金後期医療係 ℡７１８－００１９
日本年金機構 青森年金事務所 ℡７３４－７４９５
(音声案内２番を押して、再度２番を押してください)

郁子

照美

昭子

直美

洋子

京子

令子

船橋

美雪

太田

良子

船橋美智子

江戸

栄子

荒川由美子

熊谷

木立

℡７１８－００１９

保険料の支払いについてお悩みの方は
役場健康増進課年金後期医療係か
青森年金事務所へご相談ください
お金が
なくて
払えない

明美

山崎せき子

逢坂

須藤由美子

健康増進課

名

木村とみ子

国民年金保険料が一部免除された方へのお願い

保険料の一部免除(４分の３免除・半額免除・４分の１
免除)制度は「一部納付が必要な保険料」を納付しないと、
免除期間ではなく「未納期間」となります。
手続きをして免除を受けた期間を無駄にしないために
「一部納付が必要な保険料」の納付をお願いいたします。
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砂

上東田沢

問 役場

国民年金

区

仁子

優子

後期高齢
お知らせ

後期高齢者医療
被保険者の皆さまへ

振込口座の変更届出について
高額療養費などの給付申請の際に届出した振込口座
に変更(解約・金融機関の店舗統廃合など)があった
ときは、必ず役場 健康増進課へ届出してください。
※届出がないと振り込みができなくなりますので、
お早めの届出をお願いします。
交通事故などにあったとき
交通事故や暴力など、第三者(自分以外の人)の行為に
よって負傷され、被保険者証を使って治療を受けた
ときは、必ず役場 健康増進課へ届出してください。
また、自損事故や、業務中の事故で労災が適用
されない場合も届出が必要です。
パンフレット「いきいき健康づくりのために」
の活用について
青森県後期高齢者医療広域
連合では、被保険者の皆さんの
日頃の健康管理に活用していた
だくため、パンフレット「いき
いき健康づくりのために」を
作成し、被保険者証の交付時に
同封しています。
ぜひお役立てください。

国

保

お知らせ

(注)

現在発行している「限度額適用認定証」 の有効期
限は令和３年７月31日です。
８月からは前年の所得状況により負担区分が見直
されるため、既に同認定証の交付を受けている方も、
８月１日から使用される場合は、申請が必要です。
また、70歳以上の方については、現役並み所得者
(課税所得690万円未満)と住民税非課税世帯の方のみ
交付されます。
それ以外の現役並み所得者(課税所得690万円以上)
と一般の区分にあたる70歳以上の方については、医療
機関へ高齢受給者証(保険証と一体化)を提示すること
で、負担割合に応じた自己負担限度額までの窓口負担
となりますので、限度額適用認定証は不要です。
■申請場所：役場

お知らせ

健康増進課

国民健康保険係

■申請に必要なもの：
保険証、本人確認ができるもの(運転免許証など)、
マイナンバーがわかるもの。
※同一世帯員以外の方が申請する場合は、別途委任
状が必要です。
(注)住民税非課税世帯の70歳以上75歳未満の方で、
所得区分が低Ⅰ・低Ⅱの方、70歳未満の非課税
世帯の方については、
「限度額適用・標準負担額
減額認定証」となります。

問 役場 健康増進課 年金後期医療係 ℡７１８－００１９
青森県後期高齢者医療連合 ℡７２１－３８２１

生活環境

「限度額適用認定証」
の申請について

問 役場 健康増進課 国民健康保険係
℡７１８－００１９

ペットを飼っている方へ

災害時の備えはできていますか？

日頃から健康管理をしましょう！
避難場所には、多くの動物が集まることがあります。
日頃から動物の習性にあった飼い方を心がけ、健康
を保ち、動物同士の感染症を予防するため混合ワクチ
ン、ノミ・ダニ予防を行いましょう。
犬の場合は、年に１回狂犬病予防注射をしましょう。
ペット用の防災グッズも忘れずに！
いざというときのため、数日分の水や食料、トイレ
用品、予備の首輪や食器などを持ち出しできるように
まとめておくことも重要です。

避難場所で迷惑をかけないためにも
基本的なしつけはしっかりと！
避難場所には、動物が苦手な人も避難してきます。
犬は無駄吠えをさせない、ケージでの生活に慣れさ
せるなど、基本的なしつけを行いましょう。
避妊・去勢手術をしていないペット
は、発情期の鳴き声などで人に迷惑
をかけてしまう可能性があります。
避難場所などでのトラブル防止のた
め手術は済ませておきましょう。
問 役場

町民課

生活環境係

℡７５５ー２１１3

2021年８月
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暮らしの情報広場
青森県商工会連合会
職員採用試験について
青森県商工会連合会職員採用「新規大卒」試験を
以下のとおり実施します。
■申込締切日：10月20日(水)必着

ＰＣＢ廃棄物の期限内の処分を
お願いします！
ポリ塩化ビフェニル(ＰＣＢ)は、かつて事業用の
電気機器の絶縁油などに使用されていました。しか
し、人体に有害であることが分かり、昭和47年に製

■試験期日：
【１次試験】10月29日(金)
【２次試験】１次試験合格者にのみ通知(面接)

造が中止されたものの、今でもＰＣＢを含んだ機器

■採用人数：若干名

デンサー、照明器具に組み込まれている安定器など

■受験資格等：
(１) 学校教育法における大学(短期大学含む)を
令和４年３月31日までに卒業見込みの者で
あり、令和４年４月１日現在で40歳以下の者
(２) 普通自動車運転免許を有する者、または令和
４年３月31日までに同免許取得可能な者
(３) 令和４年４月１日より県内商工会での勤務、
または青森県商工会連合会に勤務できる者
(４) 簿記３級以上の資格を有する者、または採用
後１年以内に同資格を取得できる者
※詳細はHP(http://www.aomorishokoren.or.jp/)
または担当までお問い合わせください。
問

青森県商工会連合会
職員採用試験担当者

総務組織課
℡７３４－３３９４

アレコホール定期演奏会2021
「今、心の歌を。」
～一つの声と二つのピアノで紡ぐ～
バリトン歌手と二人のピアニストによる、県立美術
館初の歌をメインとしたコンサートを開催します。
■演奏曲：歌劇「フィガロの結婚」より
カルメンファンタジー(２台ピアノ編)
ヨイトマケの唄 他
■日

時：８月28日(土)

■場

所：青森県立美術館アレコホール

■料

金：一般2,000円 高校生以下1,000円
（全席指定、当日券なし）

■申

開場17:30

開演18:00

込：チケットサイトカンフェティのWEB
または電話(0120-240-540)

※詳細は県立美術館公演ページ
(www.aomori-museum.jp/ja/
event/20210828)または担当
までお問い合わせください。
問

青森県立美術館
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℡７８３－５２４３

が発見されています。
ＰＣＢが使用された電気機器には、変圧器やコン
があります。これらは主に事業用の建物で使用され、
安定器についてはかつて事業を営んでいた古い建物
(事務所、商店、理髪店など)の照明器具から発見さ
れる例が確認されています。
また、古いＸ線発生装置や溶接機、昇降機の制御
盤にも小型のＰＣＢを含んだコンデンサーが使用さ
れていた例が確認されています。
ＰＣＢ廃棄物は、期限内に処分することが義務付
けられており、期限までに処分しなかった場合、法
律により罰せられることがあります。ＰＣＢが使用
された電気機器がないか確認し、発見された場合は、
県などへの届出や処分をお願いします。
※通電中の電気機器などに近づくと、感電のおそれ
があり大変危険です。
必ず専門の業者に依頼して確認してください。
◆ＰＣＢ廃棄物の処分期限
種

高濃度
PCB廃棄物

類

処分期限

変圧器・
コンデンサー
など

令和４年３月31日

安定器など

令和５年３月31日

低濃度PCB廃棄物

令和９年３月31日

詳しくは
青森県HP PCB

で検索してください。

QRコードからも検索できます。

問 青森県環境保全課 ℡７３４－９５８４

令和３年度 青森県立平内高等学校・
青森東高等学校平内校舎
同窓会総会・懇親会 中止のお知らせ

県外にお住いのご家族、ご友人にお伝えください！

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和
３年度同窓会総会・懇親会を中止することとしま
した。
閉校後最初の同窓会総会・懇親会ということもあ
り、苦渋の決断ではございますが、何卒ご理解くだ
さいますようお願いします。
なお、令和２年度決算報告書、事業計画書などは、
青森東高等学校ホームページ内の「平内校舎卒業生
の方へ」に掲載しています。

青森県へのＵターンや移住を検討されている方の
ために個別相談やセミナー、トークイベントなどを
実施する県主催のイベントに平内町も出展します。
県外在住のご家族やご友人など、移住をお考えの
方がいる場合には、ぜひお伝えください！
なお、平内町は別会場からオンラインにて出展し、
移住相談をお受けします。

青森県U・Iターン
×交流フェア開催！

■開催日時：８月28日(土) 10:00～18:00
■会

問 平内高等学校・東高等学校平内校舎同窓会事務局
℡０９０－６６２４－８０３１

■申込先：青森県地域活力振興課
移住・交流推進グループ

「子育て支援センター」行事予定
日程

活動・場所

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、
時期や開催方法が変更となる場合があります。

内容

８月３日(火) ぴよぴよ絵本サークル 絵本や紙芝居などの
９：45～11：15
支援センター
読み聞かせ
８月18日(水)
９：45～11：15

親子ふれあいワーク
支援センター

８月25日(水)
９：45～11：15

すくすくクラブ
支援センター

※詳しくは、青森県移住・
交流ポータルサイト
「あおもり暮らし」を
ご覧ください。

ママ友集まれ！
育児や地域の情報交換
園内ホールで遊びます

▲詳細はこちら

身体測定
ボールプール遊び

問 青森県地域活力振興課 移住・交流推進グループ
℡７３４－９１７４
eﾒｰﾙ：ijukoryu@pref.aomori.lg.jp

問 平内町地域子育て支援センター(東和保育園内)
℡７５８－１２１４

月受付分

６

ご結婚おめでとう
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お誕生おめでとう

男 … 5,022 人 ( － 11 人 )
女 … 5,483 人 ( － 14 人 )

計 … 10,505 人 ( － 25 人 )

世帯数…4,870 世帯 ( － 10)
(

) は、前月との比較

お悔やみ申し上げます

本籍地

人口と世帯

令和３年７月１日現在

場： ＵＤＸギャラリー
(東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原駅前）
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鶏の唐揚げ＆中華卵スープ付き

12種おかずの籠盛り幕の内弁当

クセになる味！麻婆ホタテ定食

1,000円

1,300円

10月までの期間限定メニュー！

カプレーゼ風ホタテの冷製パスタ

1,200円

その他のメニュー

◆ ホタテ＆タラの貝焼き味噌定食(1,000円)

(1,800円)
◆ 新・ご当地グルメ「平内ホタテ活御膳」

◆ 野菜たっぷり！ホタテ塩炒め定食(980円)

◆ ホタテ＆野菜の和風カルパッチョ膳(1,400円)

◆ ホタテバター焼き醤油ラーメン(880円)

◆ ホタテの鉄板ステーキ付き寿司御膳(1,600円)

◆ ホタテ＆マグロの串カツカレー(980円)

※価格はすべて税込み表示

♪ 今月のcooking ♪

[サバ缶と野菜のトマト缶煮]

《 材料(２人分) 》

g
al / 塩分1.8
１人分 293kc

トマト缶は完熟したトマトの皮を湯

むきして、果汁と一緒に缶詰にしたも

ので、生のトマトよりも栄養価が高く、
うま味たっぷり。トマトの赤い色素の
リコピンには抗酸化作用があり、血管
をしなやかにし、細胞の老化を防いで
くれます。トマト缶を常備して料理に
活用しましょう。

〇サバ水煮缶・ 180g

〇トマト水煮缶・ 200g

〇玉ねぎ・ 50g

〇パプリカ・ 40g

〇ブロッコリー・ 40g

〇にんにく・１かけ

〇オリーブ油・大さじ１

〇トマトケチャップ・大さじ２

〇塩・こしょう・各少々
《 作り方 》

① 玉ねぎはうす切り、パプリカは２cm角に切り、にんにくはみじん切り
にします。ブロッコリーは小房に分け、サッとゆでます。

② フライパンにオリーブ油とにんにくを入れて弱火で熱し、にんにくが
色づいてきたら、玉ねぎ、パプリカを加えてしんなりとなるまで炒め
ます。
③ トマト缶、ケチャップを加えて混ぜ、全体がなじんだらサバ缶を缶汁
ごと加え、弱火で５分ほど煮ます。ブロッコリーを加えて混ぜ、塩と
こしょうで味をととのえて、器に盛りつけたら完成です。

広報ひらない 令和３年８月号／第７４６号／令和３年８月１日発行
印刷／青森コロニー印刷
編集／平内町役場 企画政策課／〒039－3393 青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊63 ℡017－718－1325(内線231)
◆ホームページ http://www.town.hiranai.aomori.jp/
◆メール kouhoutoukei@town.hiranai.aomori.jp
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ホタテの塩焼き＆フライ・肉じゃがetc.

Ａugust

令和２年度までは “和” にこだわってメニューが構
成されていましたが、幅広い客層に平内産のおいし
いホタテを堪能してほしいという思いから、令和３
年度からは、“洋” “中” のメニューも開発されました。
ご家族ご友人お誘いあわせのうえ、ぜひお越しく
ださい。

No.746

陸奥湾の「ホタテの日」である６月18日(金)より、
ほたて広場に隣接している"食"がテーマの施設ひらな
いまるごとグルメ館「ホタテ一番」で新メニューを
提供するのに先だって、６月17日(木)にグルメ館関係
者・マスコミ向けに新メニューのお披露目会が開催
されました。

広報

６月18日より新メニュー登場!!

ひらない

「ひらないまるごとグルメ館」

