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Ｐ ２･･･ 第 40 回六ヶ所村小学校陸上競技記録会が開催される
Information
Ｐ 10･･･ 国民健康保険税と介護保険料を減免します
Ｐ 11･･･ たのしむべフェスティバル代替イベント中止のお知らせ

【表紙】村小学校陸上競技記録会
（大石総合運動公園陸上競技場）
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村内で行われた催しやできごとを
取材して 皆さんにお届けします

PICK UP TOPICS

村小学校陸上競技記録会 開催

大石陸上競技場で世界新記録が樹立
青森マスターズ陸上競技記録会 開催

工藤さんから三ツ谷さんへバトンが繋がれる

第５回青森マスターズ陸上競技記録会が５月 23 日、大石
総合運動公園陸上競技場で開催されました。20 代から 90 代
の男女約 50 人が参加し、日頃の練習の成果を発揮しました。
M90（男子 90 歳～ 94 歳）４× 400 ｍリレーには、五所
川原市の敦賀又四郎さん（91）、工藤勇蔵さん（92）、鯵ヶ
沢町の三ツ谷光造さん（90）、青森市の田中博男さん（90）
が出場。スタートでは少しバランスを崩しかけるも持ち直し、
バトンパスもミスすることなく駆け抜けました。そして、こ
れまでの世界記録である 12 分 41 秒 69 を大幅に縮める８分
49 秒 01 を叩き出し、世界記録を更新。この偉業に会場は祝
福の拍手で包まれていました。
また、田中さんは M90・200 ｍでも世界記録、M90・60
ｍでは日本記録を樹立しました。

①

②

▶

全力でトラックを駆ける児童たち

＊この話題はロックＴＶ「写真で巡るろっかしょ」
「ロクナビ総集編（６月）
」で放送中です

記録更新を目指してチャレンジ！

第 40 回六ヶ所村小学校陸上競技記録会が６月９日、大石
総合運動公園陸上競技場で開催されました。村内４つの小学
校の４年生から６年生約 240 人が参加し、目標達成を目指
して真剣な表情で競技に臨んでいました。
児童たちは、フィールド競技（ボール投げ・走り幅跳び・
走り高跳び）とトラック競技（100 ｍ・800 ｍ・1000 ｍ・
４× 100 ｍリレー）計７種目の中からいずれかを選び、自
己ベスト更新に挑戦しました。
開会式・閉会式を行わず無観客で実施するなど、新型コロ
ナウイルス対策を伴う開催でしたが、会場は児童たちの熱気
に包まれ、充実した大会となりました。

ボール投げ

走り幅跳び

走り高跳び

全速力の 100 ｍ

大接戦の４× 100 ｍリレー

コールに応える児童

健闘をたたえ合うハイタッチ

応援にも力が入ります

（左から）１走 敦賀さん、２走 工藤さん、
３走 三ツ谷さん、４走 田中さん

とても良い記録を出せて、夢のようだ。
この結果は、メンバーみんなのおかげ。感
謝している。若者たちには「90 歳でもや
ればできるぞ！」ということを覚えておい
て、これを糧に今後も頑張ってほしい。青
森県は短命県といわれているが、私たちが
見本となり、健康にまい進していきたい。

③
④
①笑顔でスタートする敦賀さん②田中さんのラストスパート
③エールを送る観客④抱き合い、喜びを分かち合う選手たち

南小６年

村内道路清掃活動

清掃活動に汗を流す参加者
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日本原燃株式会社（増田尚宏社長）主催の村内道路清掃活
動が５月 27 日に実施され、同社社員や協力会社社員など約
240 人がごみ拾いに汗を流しました。
この活動は、2000 年から継続して行われているものです。
この日は、国道 338 号などの主要幹線道路約 50km の道路
沿いで、約 650kg に上るごみが拾い集められました。
日本原燃㈱の笠井雄喜さんは「たばこの吸い殻やペットボ
トルなどのごみが多かったが、きれいにすることができて良
かった」と話していました。また、協力会社である三菱重工
株式会社の土肥史さんは「感謝の気持ちを込めて取り組んだ。
次回からも参加して、貢献したい」と今後の参加に意欲を見
せていました。

千歳平小６年

長距離が好きなので 800 ｍに挑
戦しました。とにかく前を走る人
に付いていこうという気持ちで走
りました。緊張しましたが、練習
の成果を出せたので満足です。

地域の皆さんへ恩返し
日本原燃㈱主催

ゆの

橋本 優希さん（女子 800 ｍ）

りの
９年ぶ ！
挙
快

こう

髙屋敷 煌くん（男子走り高跳び）
練習での最高記録は 100㎝で、今
日も 100㎝を跳べました。
「頑張っ
てね」と応援してくれたお母さん
に報告したいです。次は 105㎝を
目指します。

千歳平小が女子リレーで大会新記録！

女 子 ４ × 100m リ レ ー で、 千
歳平小学校が 61 秒 02 の大会新
記録を樹立しました。平成 24 年
に同小学校が打ち立てた 62 秒
21 の大会記録を、９年ぶりに更
新。出場した４人の児童は「チー
ムメイトを信じて走りました。みんなで新記録を出せて嬉しい」
と、仲間への信頼と喜びを語っていました。

（上段左から）３走 藤谷しずくさん、４走 田村涼華さん
にこ

（下段左から）１走 佐藤笑心さん、２走 福岡凛さん
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地元でとれた食材を味わう

食育月間『ふるさと産品給食の日』

小川原湖牛コロッケを頬張る児童

「おいしいお米に育ってね」
村の特産物や県産品をふんだんに使った給食が６月 14 日、
村内の小中学校に提供されました。
児童たちは、小川原湖牛と県産ジャガイモを使った小川原
湖牛コロッケや、村産ゴボウで作った六旬館オリジナルド
レッシングを使ったサラダなどを味わいました。おかわりを
している児童も見られ、給食に大満足した様子でした。
尾駮小学校３学年の鈴木悠真くんは「このドレッシングな
ら野菜もおいしく食べられそ
う。コロッケもおいしかった」
と笑顔で話していました。
＊給食で提供されたサラダの作
り方は、ろっか食堂（24 ページ）
で紹介しています

尾駮小５学年が田植えを体験

慎重に苗を植える児童

六高生が東北大会出場を報告
第 74 回青森県高等学校総合体育大会

戸田村長㊧、吉田さん㊥、長尾さん㊨

長尾 香穂さん

第 74 回青森県高等学校総合体育大会陸上競技大会で好成
績を収めた六ヶ所高校（川代由美子 校長）３学年の長尾香
きょうい
穂さん、吉田京維さんが６月 14 日、戸田衛村長に東北大会
出場を報告しました。
村長室では、生徒たちが１人ずつ大会への抱負を述べ、健
闘を誓いました。戸田村長は「コロナにも負けずに、悔いの
無いように思いっ切り頑張ってほしい」と激励しました。
東北大会は６月 19 日から 22 日まで、岩手県北上市で開
催されました。２人は、インターハイ出場を目標に全力を尽
くしましたが、緊張もあり本来の力を発揮できず、思うよう
な成績は収められませんでした。陸上競技部顧問の細谷貴之
先生は「今回は自分を信じる力が少し足りなかった。感謝を
忘れず、大きな人間に成長してほしい」と話していました。

女子走り幅跳び：第２位 ５ｍ 14 〈第 24 位〉
女子三段跳び：第４位 10 ｍ 75 〈第 23 位〉
高校総体での反省点を改善して、自分の実力
を全て出し切りたい。自分に自信をもって、誰
よりも遠くに跳んでインターハイ出場を目指し
て頑張りたい。

吉田 京維さん
＊〈〉内は東北大会の成績
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初めての田植えを楽しみにしていました。苗が
浮いてこないように、しっかりと土の中に植え
るところが難しかったです。田んぼの中に入る
と底がドロドロで、何回か転びそうになったけ
ど、おもしろかったです。自分たちで植えた苗
が成長したら、家庭科の授業でお米にして食べ
るのが楽しみです。

青森市で点火セレモニーが開催される

▼東北大会の様子

②
①走り幅跳び（長尾さん）②円盤
投げ（吉田さん）の様子

②
①苗をじっくり観察する児童
②インタビューをまとめる児童

東京五輪の聖火をつなぐ

聖火をつなぐ鳥山さん㊨

①
男子円盤投げ：第５位 33 ｍ 52 〈第 31 位〉
高校総体での悔しかった思いを全力でぶつけ
たい。インターハイに出場したいので６位以内
を目指し、今まで支えてくれた人たちと自分を
信じて頑張りたい。

5

沼辺 俊祐くん

尾駮小学校（秋戸彩史 校長）５学年の児童 28 人が５月
28 日、千樽地区の田んぼで田植えを体験しました。この体
験は、社会科・総合的な学習の一環として行われたもので、
田植え終了後には、農家の人にインタビューをし、米作りの
知識を深めました。
田んぼに足を入れた児童たちは「冷たい！」と笑顔。泥に
足を取られながらも、苗を
丁寧に植えていました。
児童たちが植えた、うる
ち米まっしぐらは、秋には
稲刈りや脱穀をし、調理実
習で食べる予定です。
①

①

②

東京オリンピックの点火セレモニーが６月 10 日、青森市
青い海公園で開催されました。公道でのリレーが中止された
10 市町村を走る予定だったランナー約 110 人が、30 ｍ程走
り、次のランナーに『トーチキス』で聖火をつなぎました。
さとみ
三沢市を走る予定だった、千歳平地区の鳥山学美さんは「ラ
ンナーに当選したときは家族全員で驚きました。セレモニー
では、オリンピックのすごさを目の当たりにした感覚。トー
チは、さほど重くなかったけど持つのは緊張しました。火が
灯る部分がサクラの形で、とてもかわいかったです。走って
いる時間はあっという間で、夕日に照らされているトーチが
きれいだったのが印象的でした」と
振り返りました。

③

④

①②笑顔を見せ、手を振りながら走る鳥山さん ③サクラの形をしたトーチ ④東京オリンピックのロゴが刻まれたトーチ
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転するときには、救命胴衣を着用し

傷者

１

９

１

＋８

ましょう。

村の物件事故発生状況（令和３年５月末）

《水上オートバイを運転する皆さん》

月の
おれんじカフェ

72

日に尾駮コミュニ

97

７月

日火

イズを行う予定です。
■日時

尾駮コミュニティー
センター

■場所

時半～

印鑑ケース作りと認知症ク

【次回のおれんじカフェ】

立てが完成しました。

に作業が進み、きれいなペン

とのことでしたが、スムーズ

ご作りはあまり経験がない」

ていただきました。皆さん「か

師役をお願いし、丁寧に教え

ごを持参していた参加者に講

いつもすてきな手作りのか

りました。

トテープを使いペン立てを作

おれんじカフェでは、クラフ

ティーセンターで開催された

５月

９

子どもや女性の犯罪被害

衣類を着用しましょう。

・・日傘や帽子、通気性の良い

③外出時の服装や行動

境を確保しましょう。

どで、室温が上がりにくい環

ンやすだれの使用、打ち水な

・・小まめな換気、遮光カーテ

温度調節をしましょう。

・・ エ ア コ ン や 扇 風 機 を 使 い、

②室内を涼しくする

しょう。

や食品を適度に摂取しま

塩分が含まれた経口補水液

医 の 意 見 を 参 考 に し な が ら、

・・ 基 礎 疾 患 の 有 無 や、 主 治

コップ１杯の水を飲む）

入 浴 前・ 入 浴 後 な ど に 必 ず

付けましょう。（例：起床後・

まめに水分を取る習慣を身に

・・喉が渇いていなくても、小

①水分補給と塩分摂取

３つの予防策

●熱中症にならないための

い

ために、水分を取る量が少な

⑤トイレに行く回数を減らす

や塩分を補給できない

きには海に近づかない

・・日陰を利用したり、小まめ

５月末累計

は、登下校中や帰宅時間帯が

①加齢変化により、体の中に

調節が難しい

◎天候の変化に注意し、悪天候のと
に休憩をとりましょう。

累計

多く、とても危険です。次の
５つのポイントを押さえ、防

応などを考えます。必要に応
じて、医療・介護サービスに
関する情報提供や助言を行い
ます。
援センター室までご相談くだ

詳細は、福祉課地域包括支

・医療や介護のサービスを受

●高齢者が熱中症になりやす

で、特に注意が必要です。

するケースや死亡例も多いの

いといわれています。重症化

ことから、熱中症になりやす

覚や、体温調節機能が弱まる

高齢者は、温度に対する感

高齢者の皆さんは
熱中症に注意！

さい。

・家族に認知症の疑いがある
が、病院に行ってくれない

●認知症初期集中支援チーム
とは
認知症の専門医（サポート
専門職がチーム員となり、認

いい つの理由

医）と、医療・介護・福祉の
知症の「早期発見・早期対応」
を目指して活動する、認知症

蓄えることのできる水分量が
少ない

専門のチームです。
●活動内容
人（または疑いのある人）の

③感覚機能が鈍くなり、喉の

②腎臓の働きが低下し、水分
自宅を訪問し、普段の様子や

渇きに気付きにくい

村内に住んでいる認知症の

困 っ て い る こ と な ど を 伺 い、

④食事量が減り、十分な水分

＋ 25

５月中

前年比
令和２年
令和３年

犯意識を高めましょう。

「もしかして認 知 症？」

早めのご相談を
◎こんなことはありませんか

《子どもの水難防止》

本人や家族と一緒に今後の対

５月末累計

乗り入れや遊泳者への接近は、衝突

交通安全の日

令和３年

令和２年

前年比
累計
５月中

事故の危険があるため絶対にやめま

村の人身事故発生状況（令和３年５月末）

水上オートバイでの海水浴場への

④飲酒・妨害運転などの危険運転の防止

する

正しい使用の徹底

きなどは、ライフジャケットを着用

③全座席でのシートベルト着用とチャイルドシートの

◎釣りをするときやボートに乗ると

②自転車の安全利用の推進

ら目を離さない

①歩行者の安全確保と安全運転意識の向上

◎必ず大人が付き添って、子どもか

■運動の重点
な場所では子どもを遊ばせない

夏の交通安全県民運動
◎危険な場所がないか確認し、危険

やめる

けたいが、方法が分からない

・物忘れが多くなってきた

れています。次のことに注意し、水

六ヶ所村民

18

難事故を防止しましょう。

スマホを見たり、音楽を聞
きながら歩いていると、不
審者の接近に気付かない恐
れがあります。
危険を感じたときは、すぐ
逃げて、助けを呼びましょ
う。

海や川などでの事故で尊い命が失わ

t
Poin ④歩きスマホは

助けを求める
楽しい夏場のレジャーでは、毎年

毎月６日は

５

後ろに気を付ける
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サポートします！

死者

13

防犯意識を高めよう

ブザーや笛の音で、不審
者が立ち去った事例があ
ります。
不審者に後ろをつけら
れているかもしれませ
ん。
夜間は特に危険です。
２人以上で行動しま
しょう。

t ②周囲や

認知症初期集中
支援チーム が

しょう。また、水上オートバイを運
20

問福祉課地域包括支援センター室

t
Poin ①防犯ブザーや
防犯笛を持ち歩く
Poin

行動する

t
Poin ⑤周囲に

夏の水難を防止しましょう
５

子どもや女性の犯罪被害防止のために
☎ 72 － 4457

t
Poin ③複数人で
そんなときは

７月 21 日から 31 日は
夏の交通安全県民運動

このページに関する
問い合わせ・申し込みはこちら

交番だより
Safety Information

福祉
Safety Information

Health

族 //

健幸家

ー
ター
ン
ンタ

セ
談セ
談
相
相
健
健
保
保
り
より
だよ
だ

そう
// 目指

健康

このページに関する
問い合わせ・申し込みはこちら
問保健相談センター

☎ 72 － 2794

新型コロナウイルスに関するお知らせ

熱中症予防強化月間

ワクチンの接種スケジュール

近年、熱中症の患者は増加傾向にあります。屋外だ
けでなく、屋内でも熱中症になる可能性があります。
こんな日は
注意！

・気温や湿度が高い ・風が弱い
・急に暑くなった など

熱中症の
予防方法

・小まめな水分補給
・適度な塩分補給や休憩
・日傘や帽子の使用と涼しい服装
・扇風機やエアコンで適温を保つ

環境省のホームページでは、「熱中症警戒アラート」
が随時更新されています。ぜひご活用ください。

■ 65 歳以上のワクチン接種
現在、順次実施しています。７月末頃に接種終了予
定のため、希望者は早めに申し込みをお願いします。
■ 64 歳以下のワクチン接種
順次、接種券を送付しています。７月５日から、
65 歳以上の人と並行して接種を開始します。
＊接種には、本人の同意が必要です
＊接種は、基礎疾患を有する人が優先されます。詳
細は村から送付される個別案内をご覧ください
＊接種者数などの情報は、村ホームページで更新さ
れていますので、ご覧ください

風しん５期追加的対策事業

風しんの抗体検査・予防接種を無料で実施中
風しんの抗体保有率が低く、感染のリスクが高いとされる世代の男性を対象に、令和３年度末までの期間限定
で、抗体検査や予防接種を無料で実施しています。
■対 象 者
■実施期間

昭和 37 年４月２日から
昭和 54 年４月１日生まれの男性
令和４年３月 31 日まで

★抗体検査・予防接種には無料クーポンが必要です
対象者には、令和元年度か
ら令和２年度に、右のクーポ
ンを送付しています。紛失し
た場合は、
再発行もできます。

風しん

希望者は、必ず事前に保健相談センターへ電話予
約をお願いします。
複合健診の日程（受付時間：７：00 ～９：00）
会

場

千歳平地区公民館

日にち

検

索

老人福祉センター

９月４日土・６日月・７日火

保健相談センター

10 月 22 日金・23 日土
29 日金・30 日土

＊赤字はレディースデーです
＊その他の医療機関での受診を希望する場合は、
各医療機関へ直接予約をお願いします

広報ろっかしょ４月号で配布した「健康づくりポイント事業 2021」リーフレット
に誤りがありました。訂正し、おわび申し上げます。
特典１ 施設利用券 利用範囲等
【誤】村内入浴施設・ろっぷ３回分、またはろっかぽっか１回分
【正】村内入浴施設・ろっぷ６回分、またはろっかぽっか２回分
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このページに関する
問い合わせ・申し込みはこちら
問国際教育研修センター

ま さ が っ

M asaga!!!

～韓国で大人気のスイーツ～
韓国国際交流員

ジョ・イムジョン

アンニョンハセヨ～！ 皆さん「 크로플（ク
ロッフル）」という食べ物をご存知ですか？ 「ク
ロワッサン」と「ワッフル」を掛け合わせた、韓
国で流行中の新感覚スイーツです。
おいしいことはもちろん、ご家庭で簡単に作れ
ることも人気の理由です。今回は「クロッフル」
の作り方をご紹介します。
用意するのは、ワッフルメーカー、市販の冷凍
クロワッサン、お好みのトッピングだけです。
まずワッフルメーカー
をしっかり温め、解凍し
たクロワッサンを乗せま
す。あとは５分ぐらい焼
けば、出来上がり！
今回は、アイスクリー
ムといちごをトッピング
しました。生クリームや
ナッツ、チョコなどもお
すすめですよ。
焼き加減やトッピングをお好みでアレンジしな
がら、韓国スイーツ「クロッフル」をぜひ作って
みてくださいね。

étoile
（エトワール）

der
das
Stern
Ei
（シュテアン）
（アイ）

☎ 73 － 8575

별

（ビョル）

star
（スター）

知 ら ね が っ た ～

S hiranegatta!!!
「フレンチキス」
日本では「軽いキス」のことだと思われています
が、実は真逆の意味です。一説によると、本来の「心
のこもったキス」というニュアンスが、誤った解
釈で日本に伝わってしまったとか。軽
い気持ちで「フレンチキスって良いよ
ね」なんて言うと、外国の人は驚くか
も知れませんので、ご注意を（笑）

７月６日火・７日水

泊地区ふれあいセンター ８月 20 日金・21 日土

実施場所や持ち物など、その他の詳細は、保健
相談センターへお問い合わせいただくか、村
ホームページでご確認ください。
六ヶ所

★抗体検査は複合健診でも受けることができます

国際教育研修センタ－

世界のことば
「星 」

７月１日から８月 31 日は

International

イベントのお知らせ
異文化わくわくイベント
■日時

韓国ちょうちん作り

８月６日金
10：00 ～ 12：00 ／ 14：00 ～ 16：00
■場所 国際教育研修センター
■募集人数 各６人（村民限定）
■申込受付期間 7 月 16 日金～ 30 日金
■参加費 110 円
■持ち物 飲み物

ワールドキッチン

アメリカンスィーツ祭り

■日時 ７月 30 日金 ９：30 ～ 13：00
■場所 スワニー 調理室
■募集人数 ６人（村民限定）
■申込受付期間 ７月 12 日月～ 21 日水
■参加費 700 円
■持ち物 エプロン、飲み物、タッパー
＊完成した料理は持ち帰りとなります

＊新型コロナウイルスの感染状況により、中止・延期する場合があります。また、イベント参加者は当日、自宅
で検温を行い、マスクを着用して参加してください。申込受付期間以降のキャンセルは参加費をいただきます
Rokkasho●2021-7 8

Information

六ヶ所村 ☎ 0175（72）2111（代表）
◎村のホームページ（http://www.rokkasho.jp/）

お知らせ

家屋などの現地調査
を実施します

村では、航空写真を活

用した課税台帳の照合を

行い、一部判別ができな

いものや未調査の可能性

がある家屋について、現

りましたら提示を求めて

ください

問税務課

☎７２ー８０１９

お知らせ

不動産取得税の納付
を忘れずに

■不動産取得税とは

家屋を新築・増改築し

たす住宅や住宅用地を取

なお、一定の要件を満

合は忘れずに申請をしま

降も引き続き使用する場

きなくなります。８月以

効期限を過ぎると使用で

☎７２ー８１３６

問政策推進課

ください。

）また
chusho.meti.go.jp
は村ホームページをご覧

便局・コンビニなどで納

得した場合など、不動産

しょう。

付をお願いします。

取得税が軽減される制度

限は、７月
31

日です。有

お知らせ

たのしむべフェスティ
バル代替イベント中止

２０２１たのしむべ

フェスティバルの開催中

止に伴う代替イベントと

して検討をしていた花火

問税務課

☎７２ー８０１９

お知らせ

セーフティネット保証
４号の指定期間延長

■制度概要

があります。

詳細は、左記までお問

い合わせください。

）８１１１

問上北地域県民局県税部

課税課

☎０１７６（

（内線２０７・２０８）

お知らせ

国民健康保険に加入
している皆さんへ

22

地での外観調査を実施し

ます。住民の皆さんのご

たとき、土地や家屋を売

買・交換・贈与などで取

理解・ご協力をお願いし

ます。

得したときに１度だけ課

大会は、県内における新

■調査期間（予定）

セーフティーネット保

税される県の税金です。

型コロナウイルス感染症

■税額

《住宅・土地の場合》

月末

証とは、売上高の減少や

の影響を考慮し、安全に

７月上旬～

突発的な災害などによ

開催することが困難なた

■調査方法

り、経営の安定に支障を

め、開催を中止すること

村が委託した専門業者

生じている中小企業者に

に決定しました。

不動産を取得した時点の

令和３年度の保険証の

対する信用保証協会の公

の 調 査 員 が 現 地 に 伺 い、

更 新 日 は ８ 月 １ 日 で す。

的保証制度です。

んには、ご迷惑をお掛け

固定資産課税台帳価格×

新しい保険証は、７月下

現 在 は、 新 型 コ ロ ナ ウ

しますがご理解をお願い

対象となる家屋について

《住宅以外の家屋の場合》

旬に世帯主さまに送付予

イルス感染症が４号の災

３％

際の家屋を照らし合わせ

不動産を取得した時点の

定です。郵便が届いたら

家屋課税台帳や図面と実

て外観などの確認を行い

固定資産課税台帳価格×

楽しみにしていた皆さ

ます。原則として敷地内

します。

問政策推進課

害 に 指 定 さ れ て お り、 認

定申請をすることができ

☎７２ー８１３６

必ず開封して、内容をご

確認ください。

る 指 定 期 間 が、 ９ 月 １ 日

問（一社）六ヶ所村観光

４％

なお、令和２年度に申

水まで延長されています。

や家屋内への立ち入りは

地域県民局県税部から

請した、限度額適用認定

詳細は、
中小企業庁ホー

行わないこととしていま

送付される「不動産取得

証と限度額適用・標準負

ム ペ ー ジ（ https://www.

す。

＊なお、調査員は、村で

税 納 税 通 知 書 」 に よ り、

担額減額認定証の有効期

協会

発行した身分証を携帯し

納期限までに、銀行・郵
☎７１ー３１１５

ています。不審な点があ
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国民健康保険税と
介護保険料を減免します
国民健康保険税
■対象となる保険税
令和３年４月１日から令和４年３月 31 日までの
間に納期限が設定されている令和３年度分の国民健
康保険税
■対象世帯
次のいずれかに該当する世帯
1世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷
病を負った世帯
2世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込ま
れ、以下のアからウの全てに該当する世帯
ア令和３年中の事業収入などのうちいずれかが、前
年（令和２年）に比べて 30％以上減少する見込み
であること
イ世帯の主たる生計維持者の前年中合計所得金額が
1,000 万円以下であること
ウ世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入
以外の前年の所得（複数の所得がある場合）の合計
額が 400 万円以下であること
■手続方法
減免申請書・事業収入等状況申告書を税務課窓口
へ提出してください。
■手続きに必要なもの
《上記1に該当する世帯》
①印鑑 ②申請者の本人確認書類 ③世帯主のマイナ
ンバーカード ④納税通知書 ⑤世帯の主たる生計維
持者の死亡診断書または医師の診断書などの写し
《上記2に該当する世帯》
①印鑑 ②申請者の本人確認書類 ③世帯主のマイナ
ンバーカード ④納税通知書 ⑤令和２年中の収入が
分かる書類（令和２年分の確定申告書、給与所得の
源泉徴収票など）⑥令和３年中の収入が分かる書類
（令和３年１月以降の収入が確認できる帳簿、給与
明細書など）⑦退職証明書、解雇通知書、雇用保険
受給資格者証など（失業した場合）
■申請期限
申請期限は各期別の納期限と同日です。なお、納
期限を過ぎると減免の対象になりません。
期別 申請期限（納期限） 期別
８月２日月

６

12 月 27 日月

２

８月 31 日火

７

令和４年１月 31 日月

３

９月 30 日木

８

令和４年２月 28 日月

４

11 月１日月

５

11 月 30 日火

問税務課
11
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申請期限（納期限）

１

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯に
対して、国民健康保険税と介護保険料を減免します。

介護保険料
■対象となる保険料
令和３年４月１日から令和４年３月 31 日までの
間に納期限が設定されている令和３年度分の介護保
険料
■対象世帯
次のいずれかに該当する世帯
1世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷
病を負った世帯
2世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込ま
れ、以下の㋐から㋑の全てに該当する世帯
㋐令和３年中の事業収入などのうちいずれかが、前
年（令和２年）に比べて 30％以上減少する見込み
であること
㋑世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入
以外の前年の所得（複数の所得がある場合）の合計
額が 400 万円以下であること
■手続方法
減免申請書・事業収入等状況申告書を福祉課窓口
へ提出してください。
■手続きに必要なもの
《上記1に該当する世帯》
①印鑑 ②申請者の本人確認書類 ③世帯主のマイナ
ンバーカード ④世帯の主たる生計維持者の死亡診
断書または医師の診断書などの写し
《上記2に該当する世帯》
①印鑑 ②申請者の本人確認書類 ③世帯主のマイナ
ンバーカード ④令和２年中の収入が分かる書類（令
和２年分の確定申告書、給与所得の源泉徴収票など）
⑤令和３年中の収入が分かる書類（令和３年１月以
降の収入が確認できる帳簿、給与明細書など）⑥退
職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証など
（失業した場合）
■申請期限
令和４年３月 31 日木
問福祉課 介護・障がいグループ ☎ 72 － 8141

申請はお早めに！
必要なものをお持ちになり、
期限内に申請してください。

随期１ 令和４年３月 31 日木

☎ 72 － 8019
Rokkasho●2021-7 10

お知らせ

②令和３年度保険料の軽
であった人の軽減

◆被用者保険の被扶養者
組合、共済組合などです

険、船員保険、健康保険
れます

た場合は、改めて更新さ

＊世帯の所得が低い人
◎「限度額適用・標準負

後期高齢者医療に加入

減措置について
◆所得が低い人の軽減
軽減（７割軽減）が受け
担 額 減 額 認 定 証 」「 限 度

は、より高い均等割額の

割額が５割軽減され、所
られます

してから２年間は、均等

および世帯主の所得額の
得割額の負担はありませ
被保険者で住民税非課

同一世帯内の被保険者
◎保険料について
合計に応じて、均等割額
ん。
◎「被保険者証」の更新

後期高齢者医療
被保険者の皆さんへ

①令和３年度保険料につ
の 軽 減 が 受 け ら れ ま す。
＊被用者保険とは、全国
税世帯の人は、医療機関

続 き 認 定 さ れ る 人 に は、

得状況などによって引き

交付されている人で、所

広域連合

問青森県後期高齢者医療

☎７２ー８１４３

問健康課

号 が 分 か る も の（ 通 知
内に処分することが義務

ＰＣＢ廃棄物は、期限

生計維持者の収入減少が

症の影響により、主たる

新型コロナウイルス感染

の 納 付 が 困 難 な 場 合 や、

特別な事情により保険料

災害、倒産、失業など

して確認してください。

す。必ず専門業者に依頼

電の恐れがあり危険で

機器などに近づくと、感

します。また、通電中の

への届出や処分をお願い

発見した場合は、県など

れ て い た 化 学 物 質 で す。
年には製

人体に有害であることが
分かり、昭和
造 が 中 止 さ れ ま し た が、
今でもＰＣＢを含んだ機
器が発見されています。
■ＰＣＢが使用された電
気機器の例
①変圧器
②コンデンサー
③安定器（蛍光灯用）
④古いＸ線発生装置
⑤溶接機
⑥昇降機

下旬に送付します。お手

新しい被保険者証を７月

人に、８月から使用する

療機関への医療費の支払

を提示すると、１つの医

標準負担額減額認定証」

の 窓 口 に「 限 度 額 適 用・

また、被保険者で同じ

元に届いたら、記載内容

＊令和２年中の所得状況
世帯に住民税課税所得

いが、高額療養費の自己

によって、８月１日から
金額が１４５万円以上

をご確認ください。
また、

医療機関窓口での自己負
６９０万円未満の被保険

負 担 限 度 額 ま で と な り、

担割合が変わる場合があ
者がいる人は、医療機関

期限切れの被保険者証は

ります
の窓口に「限度額適用認

入院時には食事代が減額

＊新しい被保険者証の有
定証」を提示すると、１

破棄するか返還してくだ

効期限内であっても、所
つの医療機関への医療費

されます。

得や世帯構成の変更、国

の支払いが、高額療養費

さい（郵送可）。

による自己負担割合の見

の自己負担限度額までと

め、村の保有する公文書

現在これらの認定証を

なります。

月以降

直し（令和４年
を予定）などにより、自
己負担割合に変更があっ

■処分期限

と個人情報の開示状況を
次のとおり公表します。
■令和２年度公文書開示

⑦不服申出

⑥不存在

⑤存在応答拒否

④非開示

③一部開示

②開示

①開示請求

０件

０件

０件

０件

０件

１件

８件

９件

状況

⑧処理中

■令和２年度個人情報開

詳 細 は、 県 庁 ホ ー ム

③一部開示

②開示

①開示請求

０件

０件

０件

示状況
はかつて事業を営んでい

ペ ー ジ を ご 覧 に な る か、

＊主に事業用の建物で使

た古い建物（事務所、商

０件
０件

④非開示
⑤存在応答拒否

０件

左記までお問い合わせく

⑥不存在

０件

店、理髪店など）の照明

問青森県環境保全課

⑦不服申出

ださい。
☎０１７（７３４）９５８４

０件
お知らせ

公文書・個人情報の
開示状況を公表
村では、公正で開かれ
た村政の運営を図るた

総務・行政グ
☎７２ー８０１３

ループ

問総務課

い合わせください。

詳細は、左記までお問

⑧処理中

器具から発見される例が
確認されています

用され、安定器について

額適用認定証」の更新

いて
令和３年度は左表の通り
被保険者証をお持ちの

均等割額、所得割率は

健康保険協会管掌健康保

８月から使用する新しい
☎０１７（７２１）３８２１

お知らせ

認定証を７月下旬に送付
します。更新の手続きは、
不要です。
新たにこれら認定証の
交付を希望する人は、被

カードまたは個人番号
付けられており、期限ま

ＰＣＢ廃棄物は
期限内に処分

カードをお持ちの上、健
でに処分しなかった場合

保険者証と印鑑、個人番

康課または各出張所で手

は、法律により罰せられ
ＰＣＢが使用された電

ることがあります。

続きしてください。
◎保険料の減免などにつ

見込まれる場合は、申請

■ポリ塩化ビフェニル

気 機 器 が な い か 確 認 し、

によって保険料の減免な

（ＰＣＢ）とは

７割
43 万円＋ 10 万円×（給与所得者など（＊２）の数－１）以下

５割

どが認められることがあ

いて

⇩
令和３年度
世帯所得額の合計

７割

かつて事業用の電気機

軽減割合

です。

２割
33 万円＋（52 万円×被保険者の数）以下

7.75 割
33 万円以下
33 万円以下かつ被保険者全員の年金収入が年額 80 万円以下
（その他の各種所得がない）
33 万円＋（28.5 万円×被保険者の数）以下

これまでと変わりません。

基礎控除後の所得（＊１）× 8.3％

ります。お気軽にご相談

令和９年３月 31 日
低濃度 PCB 廃棄物

軽減割合
令和２年度
世帯所得額の合計

器の絶縁油などに使用さ

10

変圧器・コンデンサー
高濃度
令和４年３月 31 日
など
PCB
廃棄物 安定器など
令和５年３月 31 日

44,400 円

ください。

安定器（蛍光灯用）

【保険料の計算式】
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処分期限
種類

給与所得者などとは、給与所得を有する人または、公的年金などに
係る所得を有する人が２人以上いる世帯
＊２

所得割額

２割

47

年間保険料
＝（限度額
64 万円）
均等割額

（被保険者全員が納める額）＋ （所得に応じて納める額）

５割
43 万円＋（28.5 万円×被保険者の数）＋ 10 万円×（給与所得者
など（＊２）の数－１）以下
43 万円＋（52 万円×被保険者の数）＋ 10 万円×（給与所得者
など（＊２）の数－１）以下
コンデンサー
溶接機

基礎控除後の所得とは、前年の総所得金額などから基礎控除額
（43 万円）を差し引いた額
＊１

☎ 0175（72）2111（代表） ◎村のホームページ（http://www.rokkasho.jp/）
六ヶ所村役場

Rokkasho Information & news

お知らせ

避難指示で全員避難
災害の防災情報の伝え

■警戒レベル３…高齢者
などの避難
■警戒レベル４…全員避
難
■警戒レベル５…命を守

募集

村 営 学 習 塾「 Ｖ Ｉ Ｌ
ＬＡＧＥアカデミー」
入塾者募集
村では、将来を担う人

方が変わりました。
る安全確保の行動を促す
の学習意欲の向上や苦手

村では、水害や土砂災
け合い、安全・確実に避
分野の克服、学力の向上

材育成に向け、児童生徒

住民の皆さんが的確に避
難しましょう。
を目的に、村営学習塾を

地域の皆さんで声を掛

難できるよう、５段階の
問原子力対策課

害 の 恐 れ が あ る 場 合 に、

警戒レベルに合わせて避
実施しています。

問村営学習塾委託会社
㈲赤沼商販
☎７５ー２１２３
問学務課
☎７２ー８１７２
お知らせ

母子保健事業
場所変更のお知らせ
健康づくりカレンダー

夏期講習・冬期講習・全
と な り ま し た。 変 更 後

事業の開催場所が、変更

に掲載している母子保健

県テストも実施していま
の 開 催 場 所 は、 村 ス ケ

また、
中学３年生には、

す。学力アップ、高校受
中の人は、お気軽にご相
■母子保健事業

ご確認ください。

ページ）を

ジュール（

談ください。
①ベビーマッサージ教室

日以上農業をして

死亡一時金は非課税

③ 農 業 者 年 金 の 運 用 益、

ら控除

料全額が経営主の所得か

合は、加入者全員の保険

②家族で加入している場

金の場合は５万円控除

これからもはみがき
がんばろうね！

問農業委員会事務局
☎７２ー２１１１
（内線３３７・３３８）

能登日依稟 ちゃん
池田 有寿 ちゃん
三浦 澄士 くん

験対策など、入塾を検討

■対象者
②アフタービクス教室

農業者年金に
加入しませんか

お知らせ

☎７２ー８０３５

援室

問子ども支援課 家庭支

い合わせください。

詳細は、左記までお問

④乳幼児健診

村内小学校５・６年生

時

時

③リトミック教室

時～

時～

村内中学校１～３年生
■実施時間
小学生
中学生
＊中学３年生は地区に
よって時間が異なります
詳細は、下記までお問
い合わせください。

ページまたは、建設課窓

時まで

口に備え付けています
日金

■申込受付期間
７月

農 業 者 年 金 に 加 入 し、

歳未満の国

豊かな老後生活に備えま
しょう。

詳細は、村ホームペー
ジをご覧になるか、左記

■加入要件

いる人

年間

民年金第１号被保険者で

歳以上

までお問い合わせくださ
い。
問申込先 建設課
☎７２ー８１３１
７２ー２７４３

メール：
■税制面の優遇措置
rks99004@rokkasho
①支払った保険料全額が

.jp

社会保険料控除の対象
＊所得税・住民税の節税

歯

☎７２ー８１３２

■配布樹木

■申込方法
ご記入の上、建設課まで

19 16

６月の３歳児健診で、
むし歯ゼロの子をご紹介します

ではっぴぃ

難を呼び掛けます。

お知らせ

伐採木を無償配布
村が実施する建設工事
や維持管理に伴い発生し
た伐採木について、建設
発生木材のリサイクル促
進・廃棄処分に係るコス
ト削減を目的に無償で配
布します。
■配布対象者
①村内在住の個人または
用し消費する人

申 し 込 み し て く だ さ い。

申込用紙に必要事項を

②転売や伐採木を材料と

（メール・ＦＡＸ可）

団体で、伐採木を自ら使

した加工品の販売など営

につながります。個人年

第６回農業委員会総会は６月 15
日火に開催されました。今月の総
会は７月 13 日火に開催予定です。
また、各申請書の締め切りは毎月
20 日までです。

＊申込用紙は、村ホーム

21 18

17

よい

■節税効果の目安（課税対象所得 300 万円の場合）
1農業者年金未加入
（300 万円－０円）×税率＝約 60 万円
2農業者年金に加入（月２万円、年額 24 万円）
（300 万円－ 24 万円）×税率＝約 56 万円 約４万円節税！
3夫婦で農業者年金に加入（月各２万円、年額合計 48 万円）
（300 万円－ 48 万円）×税率＝約 51 万円 約 9 万円節税！

19
60

16

□議案第 10 号 農地法第３条の
規定による許可申請について
１件 4,638㎡
□議案第 11 号 農業経営基盤強
化促進法に基づく農用地利用集積
計画の承認について（利用権設定）
１件 60,813㎡
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20

60
問農業委員会事務局
☎ 72 － 2111（内線 337・338）

総数 1,000 本

（気象庁）

■報告第７号 農地の転用事実に
関する照会について
２件 6,685㎡
■報告第８号 農地法第３条の３
第１項の規定による届出について
４件 40,760㎡
■報告第９号 農地法第 18 条第
６項の規定による通知について
１件 11,179㎡

利目的で使用しない人

第５回農業委員会総会が５月
12 日水に開催され、下記案件が
議決・承認されました。

FAX

＊２
＊３

市町村が災害の状況を確実に把握できるものではないなどの理由から、
警戒レベル５は必ず発令される情報ではありません
避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されます
警戒レベル３は、高齢者など以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わ
せ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタ
イミングです
＊１

＊３

災害の
恐れあり

早期注意情報
（気象庁）

今後気象状況
悪化の恐れ

直径５～ 50㎝程度
＊スギ・マツ・天然木は２ｍ、
規格 ケヤキは 1.2 ｍに玉切りした
状態です。必要に応じて自身
で切断や運搬をしてください

＊２

災害の
恐れ高い

大雨・洪水・高潮注意報

大雨・洪水・高潮注意報
（気象庁）
早期注意情報
（気象庁）

気象状況悪化
スギ・マツ・ケヤキ・その他
樹種
天然木

＊１

災害発生
または切迫

農業委員会だより

☎ 0175（72）2111（代表） ◎村のホームページ（http://www.rokkasho.jp/）
六ヶ所村役場
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☎ 0175（72）2111（代表） ◎村のホームページ（http://www.rokkasho.jp/）

工事責任技術者試験が実

令和３年度の排水設備

い合わせください。

になるか、左記までお問

協会ホームページをご覧

②上北地方教育・福祉事

手

務組合事務局庶務課で入

①上北地方教育・福祉事

募集

施されます。

問申込先 上下水道課

務組合ホームページでダ

排水設備工事責任
技術者試験について

■受験資格

☎７２ー２７００

土木工学科などの指定

分）

50 16

学科を修了、実務経験が

３年以上など

■日時

14

時～ 時

時

13

20

日水

時半～

13

10

月

（受付

＊新型コロナウイルス感

染症の拡大状況によって

は、日程を延期または中

止する場合があります

■会場

青森市、弘前市、五所

川原市、八戸市の４会場

より選択

■受験手数料

８千円

（振り込み手数料が別途

必要）

日金まで

30

■申込受付期間

７月

予定です。

■定員 各日５人

土(・日曜日、祝日を除く

◎ 企 画 展「 縄 文 か ら の

＊詳細はチラシやホーム

■持ち物

募集

メッセージ～１万年にわ

ページでお知らせします

郷土館
イベントのお知らせ

たる六ヶ所村の縄文遺跡

群～」

遺跡や出土物を紹介

)
月９日火

■合格発表日

詳細は、青森県下水道

募集

上北地方教育・福祉
事務組合
職員採用試験案内

■募集人員

■申込手続

職員募集要項および受

験申込書の入手方法につ

いて

ウンロード

③郵送で請求する場合

は、封筒の表に「受験申

込 書 請 求 」 と 朱 書 き し、

１２０円切手を貼った宛

名明記の返信用封筒（角

型２号）を同封の上、左

上北地方教

日土
■日時

７月

９時～
時

無料

日土～９月

■参加費

日日

26

記まで請求してくださ

い。

問応募先

ます。

■日時

７月

募集種目

資格

防衛大学校学生 一般

10

一般行政職（高校卒業

程度）若干名

■受験資格

詳細は職員募集要項を

育・福祉事務組合 事務

）５１５４

ご覧ください。

☎０１７６（

局庶務課

日火まで

ー８）

62

■募集期間

７月
27

11

令和３年度自衛官など募集のご案内

防衛医科大学校
医学科学生
防衛医科大学校
看護学科学生

16

（〒０３９ー２５７１

七戸町字蛇坂

■場所

郷土館 研修室

■参加費
24

（当日消印有効）

■試験日

日日（青森市）

▽一次試験

９月

▽二次試験

一次試験合格者に通知

■関連イベント

８月７日土には矢じり

19

55

時半

《全問正解》 《８～９問正解》《６～７問正解》
缶バッヂ
まがりん
森のエビフライ
ストラップ

28

日土には

９時半～

■集合場所 郷土館

人

■参加費 無料

■定員

■持ち物

帽 子、 タ オ ル、 軍 手、

12

づくり、８月

本格コース３００円

簡単コース２００円

手拭きタオル、エプロ

ンまたは汚れても良い服
飲み物、長靴、雨具など

◎第１回縄文クイズラ

正解数に応じてプレゼントがあります

遮光器土偶づくりを開催

◎縄文土器づくり教室

◎お台場・貝塚遺跡巡り

村内で採取した粘土を

使う本格コースと親子で

ツアー

リー大会

Rokkasho●2021-7

尾駮地区鷲森と平沼地

4,958 （-7）

問

世帯数

展示室内にある全

10,081 （-13）

区のお台場（江戸時代の

計

の ク イ ズ に 挑 戦 し よ う。

4,599 （-1）

砲台跡）
、田面木沼貝塚

女性

子どもから大人まで楽し

5,482 （-12）

10

20

郷土館

17

男性

と平沼貝塚を見学しま

人口（前月比）

問申込先

（６月１日現在）

☎７２ー２３０６

ろっかしょの人口

めるイベントです。

５月届け出分。村に届け出をした人
で本紙への掲載を希望した人のみ載
せています。
問住民課 ☎ 72 － 8161

12
す。貝塚では石器や土器

86 歳（泊）
84 歳（倉内）
96 歳（老部川）
85 歳（端）
80 歳（泊）
80 歳（泊）
91 歳（室ノ久保）
103 歳（泊）
83 歳（泊）

（事前申込は不要です。
）

金澤 アキ
佐々木昶男
村木 さだ
沼端與一郎
赤石 ウメ
赤石良太郎
沼尾千代松
玉川 ミイ
村畑吉四郎

片を観察することができ

おくやみ

11

時

寛幸（新城平）
光 （尾駮レイクタウン）

時

小泉
船橋

11

日日・

吉田 和希（泊）
小山内未来（むつ市）

22

日日９時～

ご結婚 おめでとう

８月

ゆ

楽しめる簡単コースがあ

み

福岡 美悠（友紀）尾駮浜

ります。

ふくおか

■日時

あさひ

高村 旭 （悠太）尾駮浜

《成形》 ７月

たかむら

お

８月１日日９時半～

り

沢瀬 莉央（正樹）石油備蓄

《焼き色付け》

さわせ

26

し、縄文の世界の謎に迫

田邊 紬希（裕之）泊

ります。

つむぎ

■期間

たなべ

10

日日

高梨桃恵理（将） 泊

７月 日土～９月

り

■開館時間

え

16

時

たかなし も

９時～

お誕生 おめでとう

■場所

窓

郷土館 多目的ホール

の

■入館料 無料

籍

戸

六ヶ所村役場

18 歳以上 21 歳未満
◎高卒者または高専３年
次修了者（見込含）

海：18 歳以上 23 歳未満
空：18 歳以上 21 歳未満

航空学生
一般曹候補生
自衛官候補生

18 歳以上 33 歳未満

受付期間

試験
場所

試験期日

10 月 27 日水

１次：11 月６日土・７日日

10 月 13 日水

１次：10 月 23 日土

まで ２次：12 月７日火～ 11 日土＊
まで ２次：12 月 15 日水～ 17 日金＊

１次：10 月 16 日土
まで ２次：11 月 27 日土・28 日日
１次：９月 20 日月
２次：10 月 16 日土～ 21 日木＊
９月９日木
まで ３次：海 11 月 19 日金～ 12 月 15 日水＊
空 11 月 13 日土～ 12 月 16 日木＊
１次：９月 16 日木～ 19 日日＊
９月６日月
２次：10 月９日土～ 24 日日＊

10 月６日水

まで

９月 24 日金～ 10 月３日日＊

別
途
各
人
に
連
絡
し
ま
す

一般 18 歳以上 34 歳未満

９月 17 日金
10 月２日土～５日火＊
18 歳以上で国家免許資格
まで
技能
などを有する人
＊試験期日は、いずれか１日を指定されます
◎試験日程は変更する場合があります。細部は下記までお問い合わせください。
問自衛隊青森地方協力本部 三沢募集案内所（〒 033 ー 0037 三沢市松園町三丁目６－ 16 中野プラザビル２Ｆ）
☎ 0176（53）1346（FAX 同）（平日９：00 ～ 17：45） e-mail（aomori.pco.misawa@rct.gsdf.mod.go.jp）
予備自衛官補
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Rokkasho Information & news

７２ー３６９０

☎７１ー１２４０

見学をお願いします。ま

ま同士の間隔を保っての

歌 劇「 フ ィ ガ ロ の 結

日日の

新聞折り込みチラシまた

婚」よりカルメンファン

詳細は、７月

はホームページをご覧く

た、混雑時には入場制限
メール：
kanken@ies.or.jp
を行う場合があります
（〒０３９ー３２１２

六ヶ所村大字尾駮字家ノ

前１ー７）

お知らせ

ださい。

）２７７７

問トントゥビレッジ

☎０１７５（

お知らせ

11

お知らせ

環境研セミナー
「がんと放射線」

身近にある放射線に関

時

トントゥビレッジ
宇宙開発展を開催

各種縮尺模型（実験棟

きぼう、Ｈ２Ａロケット、

48

す る 話 題 を 紹 介 し ま す。

時～

15

ぜひ、ご参加ください。

日金

時半）

16

■日時（要事前申込）

７月

（開場

■場所

スワニー

第１～４大会議室

ンフォトスポットを設置

バリトン歌手と２人の

はやぶさなど）や宇宙開

東京大学医学部附属病

します。また、小学生以

ピアニストによる、コン

■参加費 無料

院放射線科 総合放射線

下のお子さまには、かさ

サートを開催します。

アレコホール
定期演奏会のご案内

腫瘍学講座 特任教授

袋ロケット工作キットを

■日時

日土

時半）

17

14

16
発パネルの展示、バルー

中川 恵一 氏

プレゼントします。

８月
28

■講師

＊講師はＷｅｂでの講演

■期間

18

時（開場

■場所

になります。講演後の質

17

☎ 0175（72）2111（代表） ◎村のホームページ（http://www.rokkasho.jp/）

日土～８月９日月

時半

16

７月

９時半～

青森県立美術館アレコ

ホール

■料金

２歳児歯科健診〈中央公民館〉
（受付）12：30 ～ 12：45

一般２千円

乳幼児相談〈中央公民館〉
（受付）９：45 ～ 10：00

高校生以下千円

26 月 ５歳児発達相談〈スワニー〉
（受付）13：15 ～ 13：30
27 火

11 日 森のくまさんおはなし会〈図書館〉
（０歳から３歳向け）10：00 ～
（３歳から６歳向け）11：00 ～

休館日

＊全席指定、当日券なし

縄文土器づくり教室〈郷土館〉
９：30 ～ 12：00

FAX

28 水

■タイトル

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～

■演奏曲

お知らせ

働く一歩を踏み出す
出張相談のご案内

長期に職業に就けず悩

んでいる人や学校中退者

などに、就職に向けた支

相談は予約制です。来

援を行っています。

タジー（２台ピアノ編）

場の前日までに左記まで

ご連絡ください。

■対象者

ヨイトマケの唄 他

■申込方法

10

時からチ

歳までの人

49

19

日月

歳～

15

７月

ケット販売を開始しま

無料

■相談料

野辺地

ハローワーク野辺地 第２・４木曜日

す。チケットサイトカン

むつ市役所庁舎
ジョブカフェあおも 毎週木曜日
りサテライトスポッ
トむつ内

■会場・開催日（要予約）

開催日
（祝日除く）

フェティのＷｅｂまた

は ☎ ０ １ ２ ０（ ２ ４ ０）

５４０まで申し込みくだ

さい。

詳 細 は、 県 立 美 術 館

ホームページをご覧にな

るか、左記までお問い合

会場
むつ

今月のテーマは「脂質異常症予防と食物繊維につい
て」です。楽しく学んで健康になりましょう！
＊健康づくりポイント事業 2021 対象事業
■日 時
７月 21 日水 10：00 ～ 12：00
■場 所
保健相談センター
■持ち物
米 1 合、エプロン、
三角巾、手拭きタオル
■申込締切 ７月 12 日月

わせください。

栄養教室

▼県立美術館
ホームページ

あおもり若者

複合健診が始まります。新型コロナウイルス対策の
ため、受付時間を指定して案内しています。申し込
みは保健相談センターまでご連絡ください。
■日 時 ７月６日火・７日水（受付）７：00 ～９：00
■場 所 千歳平地区公民館
■対象者 20 歳以上の村民
■料 金 無料
問申込先 保健相談センター ☎ 72 － 2794

31 土

問予約先

複合健診

30 金 ワールドキッチン〈スワニー〉９：30 ～ 13：00

サポートステーション

〈 〉内は開催場所
❀マークは保健相談センター内で行われる事業です

５歳若返り !! 筋力 UP 教室〈ろっぷ〉
（受付）17：00 ～

問青森県立美術館

アフタービクス教室〈スワニー〉
10：30 ～ 11：30

４カ月児健診〈中央公民館〉
（受付）13：00 ～ 13：15

☎０１７（７７５）５３０１

29 木

☎０１７（７８３）５２４３

７カ月児健診〈中央公民館〉
（受付）９：45 ～ 10：00

休館日

ベビーマッサージ教室〈スワニー〉
９：30 ～ 10：30
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お台場・貝塚遺跡巡りツアー〈郷土館集合〉
９：30 ～ 12：30
スワニー・図書館・郷土館・ろっぷ

企画展「縄文からのメッセージ」
〈郷土館〉
10 土
９：00 ～ 16：00 ＊９月 26 日まで開催

19

23 金 【スポーツの日】

25 日

９ 金

13 火

10：00 ～ 12：00

22 木 【海の日】

24 土

５歳若返り !! 筋力 UP 教室〈ろっぷ〉
18：00 ～ 19：30

12 月 スワニー・図書館・郷土館・ろっぷ

20 火
21 水 ❀栄養教室

３歳児健診〈中央公民館〉
（受付）12：30 ～ 12：45

休館日

＊開催期間中の土日祝日

複合健診〈千歳平地区公民館〉
（受付）７：00 ～９：00

19 月 スワニー・図書館・郷土館・ろっぷ

は工作コーナーを設置

異文化わくわくイベント〈国際教育研修センター〉
９：30 ～ 12：00

■場所

18 日

ワッ歯ッ歯！むし歯０教室〈中央公民館〉
（受付）10：40 ～ 10：50
８ 木

17 土

トントゥビレッジ

７ 水

複合健診〈千歳平地区公民館〉
（受付）７：00 ～９：00

16 金

■入館料 無料

６ 火

休館日

＊マスクの着用とお客さ

５ 月 スワニー・図書館・郷土館・ろっぷ

１歳６カ月児健診〈中央公民館〉
（受付）12：45 ～ 13：00

疑も可能です

４ 日

15 木

■申込方法

３ 土

ＦＡＸ、メール、郵送

２ 金 リトミック教室〈スワニー〉９：30 ～ 10：30

１歳児健診〈中央公民館〉
（受付）９：45 ～ 10：00

にて事前に申し込みくだ

14 水 ❀マタニティ教室 10：00 ～ 12：00

企 画・

❀マッスルズコンディション教室
（受付）17：00 ～

行事名

さい。

１ 木

日 曜

行事名

問申込先 （公財）環境

日 曜

＊新型コロナウイルス感染症の影響により、
スケジュールが変更になる場合があります

科学技術研究所

村の保健行事や講座、イベント情報を掲載しています

広報課

７月のスケジュール

六ヶ所村役場

Rokkasho●2021-7 18

地上デジタル 11ch「ロック TV」

2021.
７月号

ロックＴＶスタッフが取材・編集した村の話題な
どをお届けします。
（金曜夕方更新）
Pick
Up!

ロックＴＶ

■７月１日（午前６時）～８月１日（午前６時）
時

番組名

時

番組名

６

00

ロクナビ

15

00

ロクナビ

15

ろっぷスタッフと学ぶ ～ストレッチポール運動～

15

平沼神楽 ～伝統ある神楽を後世へ～

45

応急手当の基礎知識
～ノドにものが詰まった時の手当～

00

ロクナビ

▶広報ろっかしょ

25 「六ヶ所第二中、千歳中統合・結ぶ新たな絆」
～一瞬入魂 今日という日に感謝を込めて～

広報ろっかしょ最新号の掲
載内容などを放送します。

六ヶ所森林鉄道ツアー

７

▶写真で巡るろっかしょ ～取材アルバム～
郷土館主催の六ヶ所森林鉄道ツアー。尾駮林
道を散策しながら事務所跡や枕木、レールな
どを見学しました。豊かな自然と村の歴史を
ご覧ください。
（６月 13 日収録）

広報紙の取材で撮影した写
真を基に、アルバム風に編
集して放送します。広報紙
には掲載できなかった写真
を見ることができます。

◎ふるさと産品給食の日（６月 14 日収録）
◎東北大会出場報告（６月 14 日収録）

８

９

▶令和３年第４回六ヶ所村議会定例会
６月４日から 11 日まで開
か れ た、 令 和 ３ 年 第 ４ 回
六ヶ所村議会定例会の様子
を放送します。

役立つ情報が満載！教えて六ヶ所村！！
各課の行う取り組
みを紹介します。
■第１弾
保健相談センター・
建設課
■第２弾 総務課・政策推進課・福祉課
第１弾は７月１日から 15 日まで、第２弾は７月
16 日から 31 日まで放送します。
（令和３年度制作）

平沼神楽 ～伝統ある神楽を後世へ～
平沼地区に古くか
ら 伝 わ る、 平 沼 神
楽。伝統ある平沼神
楽に焦点を当て、取
材を行いました。次
しんめいまい

したまい

世代につなげていくための活動や神明舞・下舞・
ごんげんまい
権現舞をぜひご覧ください。
（令和２年度制作）

21
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▶健診チャンネル

７月の番組表

行ってみました！健診編
保健師が、健診の受け方に
ついて分かりやすく説明し
ます。

10

11

12

13

■テレビが映らない・受信状況が悪い時の連絡先
六ヶ所村故障受付（毎日８時～ 19 時）
☎ 0120（357）252
■受信設備の新設・移設・各種問い合わせなどの
連絡先
六ヶ所村サポートセンター（平日９時～ 17 時）
☎ 0120（357）727
◎ＢＳデジタル放送（有料）を視聴するには、各
放送局との契約が必要です。連絡先は新聞など
のＢＳ番組表をご覧ください。

14

55

地震・津波情報のあれこれ！

16

00

ロクナビ

15

おはなしの森～総集編～

15

新型コロナウイルスに関するお知らせ（集団感染を防ぐには） 17

00

NEW 令和３年第４回六ヶ所村議会定例会～提案理由～

20

六ヶ所村次世代エネルギーパーク
～今、そして未来のエネルギーを探りに行こう～

20

NEW 役立つ情報が満載！教えて六ヶ所村！！

35

健診チャンネル

50

認知症シリーズ①

45

55

気象情報のあれこれ！

応急手当の基礎知識
～心肺蘇生法（成人）と AED の使い方～

00

ロクナビ

00

NEW 令和３年第４回六ヶ所村議会定例会～一般質問～

15

ロクジロー・メジロちゃんのふれあいしんぜん大使
～千歳平こども園篇～

40

認知症シリーズ③

50

広報、写真で巡るろっかしょ

00

ロクナビ

認知症について知ろう！

18

認知症について知ろう！

45

応急手当の基礎知識 ～応急手当と 119 番通報～

00

ロクナビ

15

新型コロナウイルスワクチン接種について

15

新型コロナウイルスワクチン接種について

20

料理で Let’s 国際交流！

20

転倒・骨折予防体操 ～自宅バージョン～

50 「まんずは、健診さいってみべよ～！」

45

健康体操

55

広報

50

広報、伝えたい六ヶ所の風景

00

ロクナビ

00

NEW 令和３年第４回六ヶ所村議会定例会～提案理由～

15

六ヶ所村でエンジョイ！アウトドアライフ

20

ロクナビ

45

国民年金基礎知識

35

応急手当の基礎知識 ～けがをした時の手当～

21

00

50

低栄養を予防して、元気な毎日を！

NEW 令和３年第４回六ヶ所村議会定例会
～提案理由＆一般質問～

55

広報

22

00

ロクナビ

00

ロクナビ

15

ロクナビ（総集編６月）

15

泊保育所 ～さいごのおゆうぎかい～

45

健診チャンネル

45

応急手当の基礎知識 ～乳児小児の心肺蘇生法～

55

広報

00

NEW 令和３年第４回六ヶ所村議会定例会～一般質問～ 23

00

40

NEW 役立つ情報が満載！教えて六ヶ所村！！

六ヶ所村ヒストリー～縄文時代からの軌跡～
（平成 25 年度制作）

55

写真で巡るろっかしょ

30

00

ロクナビ

気になる施設で大発見！！フローリテックジャパン
（平成 25 年度制作）

15

新型コロナウイルスワクチン接種について

０

20

六ヶ所村でエンジョイ！アウトドアライフ

１

50

認知症シリーズ②

55

広報

２
～
６

認知症について知ろう！

00

六ヶ所村ヒストリー～縄文時代からの軌跡～
（平成 25 年度制作）

30

気になる施設で大発見！！フローリテックジャパン
（平成 25 年度制作）

問総務課 情報システムグループ
☎ 72 － 8015

19

行ってみました！健診編

20

行ってみました！健診編

00

ロック TV 版

00

ロックＴＶからのお知らせ
青森環境放射線モニタリング

六ヶ所村民俗芸能発表会

＊番組では、一部内容を変更して放送する場合があります
＊機器調整のため番組を休止することがあります
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上十三・十和田湖広域定住自立圏域内で開催されるイベント情報をご紹介します！

上十三・十和田湖広域定住自立圏情報
「ぐるっとＮＡＶＩ 上十三・十和田湖広域定住自立圏情報」は、中心市である
十和田市と三沢市をぐるっと囲む圏域町村を、ぐるっと見て歩いてほしいという思
いで名付けられています。圏域住民の交流促進や圏域の活性を図ることもできます。
http://towada-iju.com/kamitousan/

図 書館 の ススメ
一般

スカイツリーの花嫁花婿
青柳

ゆい

「結 弁当」
（限定 100 食）を販売します。高校生が
作る特別なお弁当を、ぜひご賞味ください。
■日時

７月３日土（無くなり次第終了）
９：00 整理券配付 ／ 11：00 弁当引渡し
■場所 百石高校
■料金 800 円
問百石高校 食物調理科調理クラブ
☎ 0178（52）2088

上十三・十和田湖広域定住自立圏

観光ガイドをご覧ください
上十三・十和田湖広域定住自立圏
のイベントやモデルコースなどの情
報を公開しています。ぜひ、ご覧く
ださい。

一般

碧人／著（光文社）

万引き
伊藤

ゆう／著（青弓社）
換金率が高い商品を狙う常習
犯、生活苦から食品に手を出す
高齢者、遊び半分の高校生…。
被疑者像から垣間見える現代社
会の陰。万引きＧメンの著者が、
さまざまな社会問題と直結して
いる万引きの現場の実態を伝え
る。

問上十三・十和田湖広域定住自立圏観光推進協議会
事務局（十和田市商工観光課内）
☎ 0176（51）6771

児童

あしたもオカピ
斉藤 倫／文
fancomi ／絵（偕成社）

FDA 青森・名古屋線が就航 10 周年
フジドリームエアラインズ（FDA）による
青森・名古屋線は、夏は４往復、冬は３往復
運航し、青森から名古屋を 85 分で結びます。
名古屋空港からは、名古屋市中心部・名古
屋駅までの連絡バスが運行されており、名古
屋城や熱田神宮など名古屋市内の見どころに
加え、伊勢神宮など周辺地域へのアクセスに
も便利です。

☎ 72―3405

（土日・祝日） ９：30 ～ 17：00

スカイツリーが見下ろす街で、
恋する男と女が右往左往。誰か
の小さな意地悪が、誰かの大き
な救いになる…かもしれない。
幸せな結婚をするのは誰なの
か？ 『ジャーロ』連載を単行
本化。

OIRASE TOWN

●高校生レストラン
「キッチンいちょうの森」

○六ヶ所村民図書館

【開館時間】（火～金） ９：30 ～ 19：00

↖検索

上十三・十和田湖広域定住自立圏の 10 市町村の移住・定住情報を発信するウェブサイト『移 10 生活』を
ご存知ですか？ このサイトでは、それぞれのまちの特徴や移住・定住を支援する取り組みを紹介していま
す。ふるさとを離れ遠くで暮らしている友人・親族の皆さんに、ぜひご紹介してください！

おいらせ町

テレビ電話でも新刊情報をお知らせしています

10 周年を迎えた青森・名古屋線を引き続
きご利用くださるようよろしくお願いしま
す。
運航ダイヤや運賃の詳細などは、FDA ホー
ムページ（https://www.fujidream.co.jp/）を
ご覧ください。

「よつば月のよるには、どうぶ
つたちのねがいが、かなうんだ
よ」動物園中の鍵を開けて歩き
出したオカピ。いろいろな願い
事を持つ動物に会ううちに、あ
る事に気付き…。シカやウマに
似ている不思議な動物、オカピ
のお話。

ＹＡ

学校では教えてくれないゆかいな漢字
今野

真二／著（河出書房新社）

「四月一日」という苗字は何と
読 む？ 部 首 っ て、 そ も そ も
何？ 難読漢字や漢字のつくり
を楽しく解説。夏目漱石の誤字
をはじめとする歴史上のエピ
ソードや、漢字を使って遊ぶこ
とのヒントになる話も紹介。
＊ＹＡ（ヤングアダルト・ティーンズ）とは？
『若い大人』の 10 代の皆さんにおすすめしたい本です

第 12 回六ヶ所村子ども読書感想文コンクール 作品募集
（編集後記）
○青森市で開催された東京
五輪の点火セレモニー。現
地で直接取材することはで
きませんでしたが、鳥山さ
んのご協力があり記事にす
ることができました。また
とない機会を広報紙を通し
て村民に伝えることがで
き、大変うれしく思います。
そして、広報紙の発行には
村民の皆さんのチカラが必
要 だ な あ と 実 感 し ま し た。
取材に協力してくださる村
民の皆さん、いつもありが
とうございます。
（沼尾）
○トピックスでも紹介して
いる小学校陸上記録会。取
材しながら胸が熱くなりま
した。スポーツ観戦なども
そうですが、誰かが全力を
尽くして限界に挑む姿は輝
い て 見 え ま す。「 自 分 も や
らなきゃ！」という気持ち
が 沸 き 上 が り ま す。 さ て、
７月下旬にいよいよ東京五
輪が始まりますね。ベスト
の状態での開催とはなりま
せんが、選手の皆さんが悔
いなく終えられることを
祈っています。（高橋）
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村民図書館では、村の小・中学生を対象と
した読書感想文コンクールを開催します。
なお、学校ごとの応募となるため、各学校
の指示に従って応募してください。皆さんの
応募をお待ちしています。
問村民図書館

☎ 72 － 3405

また、図書館には「青少年読書感想文全国
コンクールの課題図書」をそろえています。
この機会にぜひご来館ください。
■募集締切
８月 31 日火まで
■入選発表
９月 29 日水
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ろっか食堂
六ヶ所産食材をふんだんに使用！

ホタテのごぼうドレッシングサラダ
Jul.2021
No.436
発行日／ 2021 年 7 月１日 発行／六ヶ所村 編集／総務課 情報システムグループ
〒 039-3212 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附 475 番地 TEL 0175-72-2111 ㈹ FAX 0175-72-2259

調理時間

15 分
■材料【４人分】
ホタテ貝柱水煮
キャベツ
人参
コーン缶
ごぼうドレッシング

食のコラム

キャベツは、ビタミン C が多く感染
症予防や、肌を健やかに保つ効果が期待
できます。ホタテは、貧血予防に役立つ
ビタミン B12 を多く含む他、低カロリー
でダイエット中の栄養補給にもぴったり
です。今回はこれらを、六ヶ所産ごぼう
を使用した「六旬館のごぼうドレッシン
グ」で味付けしました。香り高いごぼう
の風味が加わり、箸がすすむ一品です。
《一人分の栄養価》
エネルギー 27
27kcal、タンパク質 1.7
1.7g
脂質 0.2
0.2g、塩分 0.39
0.39g、食物繊維 1.1
1.1g

★＝六ヶ所産

■作り方

…30g
…160g ★
…30g ★
…15g
…25g

１ホタテ貝柱の水煮はほぐしておく。キャベツは約１㎝幅の千切り、
人参は千切りにして、ゆでて冷やしておく。コーン缶は水を切っ
ておく。
２全ての材料をドレッシングで和える。
☝ここがポイント☝
☝ここがポイント☝
給食では、ホタテ貝柱水煮を使いましたが、ベビーホタテを使い
アレンジするのも良いですね！

▶▶▶給食を運ぶトラック

村のホームページ http://www.rokkasho.jp/

給食を運ぶトラックは２台あり、第１便が
10：20 に、第２便が 10：30 に出発し、学
校に給食を届けます。
第１便は泊小学校と泊中学校へ配送後、給
食センターに戻ってきてから尾駮小学校と第
一中学校へ向かいます。第２便は南小学校、
第二中学校、千歳平小学校へ向かいます。
トラックの運転手は、給食がこぼれないよ
う、安全運転で各校へと配送しています。

今月号の
担当者
学校給食センター
栄養教諭 中田寛子さん
夏に向けて筋トレしよう！
と一念発起。
「腹筋ローラー
を１日 10 回、毎日がんば
る！」と、意気込んだもの
の、３日目にはオブジェに
なっていました…。続けるっ
て難しい…。

▼給食配送車

＊ろっか食堂では、学校給食センターと食生活改善推進員が村の食材を使用した学校給食や健康食を紹介します

