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【６月５日(火）福浦小中学校運動会】
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原田地区⽛桜の苗木植樹⼧
５月13日(日)、原田地区で地区住民20名が
参加し、腰掛八幡宮境内と村道原田小学校線
に接続する法面、ゆうなぎの里施設内の３か
所にソメイヨシノと八重桜の苗木それぞれ25
本を植樹しました。
花見の時期には、新たな地区の憩いの場と
して活用が期待されます。

春の叙勲

受章

５月22日(火)、青森県庁において平成30
年春の叙勲の伝達式が行われ、津田勝良氏
が受章されました。
津田氏は昭和41年消防団に入団し、昭和
63年から佐井村消防団第２分団分団長を務
められ、約40年の長きにわたり消防防災活
動に尽力され、その功績が認められたもの
です。

側溝清掃・汚泥回収の協力に感謝！
６月９日(土)、環境衛生事業の一環として、両佐井地区住民のみなさんの協力のもと、側溝
清掃を実施しました。当日は、朝早くから、佐井小学校野球部・音楽部の保護者など８名にご
協力をいただき、汚泥を回収することができました。
今後も住民のみなさんが安全で快適な生活が送れるよう、行政と地域、各団体、町内のみな
さんが一体となって美化活動を展開していくことが⽛美しい村づくり⽜につながっていくこと
と思います。
両佐井地区住民および保護者のみなさん、ありがとうございました。

汚泥回収の様子（古佐井地区)
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第13回

うに祭りの開催

６月16日(土)、17日(日)の２日間、佐井村観光協会主催による⽛第13回佐井村うに祭り⽜が
開催されました。１日1,000杯限定のうに丼やあかもく汁を求め、イベント開始前から長い行
列ができ、昨年以上のご来場により両日ともうに丼を追加するほどの盛況となりました。

第33回佐井村国民健康保険ゲートボール大会

◆結果は次のとおりです。
優 勝 チームＡ ヒバ（代表 伊勢 政幸）
準優勝 チームＢ ミサゴ（代表 奥本 算人）
第３位 チームＣ スカシユリ（代表 伊勢 和幸）

佐井村小学生ふるさと大使
６月22日(金)、佐井小学校10名、福浦
小学校１名、牛滝小学校１名の６年生12
名に⽛佐井村小学生ふるさと大使⽜の委
嘱状が交付されました。
佐井村連合小学校修学旅行は、９月５
日(水)から９月７日(金)までの３日間、
北海道方面を訪れ、その期間内に⽛ふる
さと佐井村⽜のＰＲをする⽛ふるさと大
使⽜として活動します。委嘱期間は９月
30日までです。
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６月20日(水)、山村広場で高
齢者の健康づくり推進を目的
に、⽛第33回佐井村国民健康保
険ゲートボール大会⽜が開催さ
れ、３チームにより優勝が争わ
れました。
どのチームも日頃の成果を
存分に発揮し、見事なスティッ
クさばきで、会場は大いに盛り
上がりました。

下北地方中体連夏季大会
６月９日(土)～10日(日)、むつ市で第69回下北地方中学校体育大会夏季大会が開催されました。
村内３校が４競技に出場し、陸上、卓球、バドミントン競技の入賞者が７月15日(日)～16日(月・
祝)に青森県内で開催される県大会への出場権を得ました。
◆ 陸上 ◆ 会場：むつ運動公園
【男子】
共通男子砲丸投
２位 東出 太陽（佐井３） 12ｍ54
男子四種混成競技
２位 長谷川航太（牛滝３） 1,641点
【女子】
〈女子総合〉
３位 佐井中学校 44点
〈フィールドの部〉２位 佐井中学校
〈トラックの部〉６位 佐井中学校 22点
２年女子100ｍ
３位 加藤 舞美（佐井２） 14秒67
２・３年女子1500ｍ
８位 渋谷 姫菜（佐井３） ５分46秒42
共通女子100ｍハードル
１位 細川 稚尋（佐井２） 17秒46
７位 竹内 うり（牛滝１） 26秒48
共通女子走幅跳
１位 福田那々子（佐井２） ４ｍ41
共通女子砲丸投
１位 木部亜寿香（佐井３） 12ｍ09
３位 石黒穂乃花（佐井３） 10ｍ30
共通女子４×100ｍリレー ２位 佐井中学校
55秒35
（木部亜寿香、福田那々子、細川稚尋、加藤舞美）

22点

◆ バドミントン ◆ 会場：近川中学校
【女子】
個人戦
１位 田中明日香 （福浦３）
◆ 卓球 ◆
【女子】
団体戦
個人戦

会場：田名部中学校
１位
１位
３位
９位

佐井中学校 ４勝０敗
⽿須藤恋那③、金沢紫世③、樋口美穂③、太田小雪②、⾁
⾀宮川嘉乃②、竹内伶①、金沢羽純①
⾂
竹内
伶（佐井１）
２位 太田 小雪（佐井２）
金沢 紫世（佐井３）
５位 須藤 恋那（佐井３）
樋口 美穂（佐井３）

◆ 野球 ◆ 会場：むつ運動公園
１回戦 佐井中 ０－１ 風間浦中

第69回青森県中学校体育大会夏季大会
陸上：青森県総合運動公園（青森市）
卓球：十和田市総合体育センター（十和田市）
バドミントン：スポカルイン黒石（黒石市）

お詫びと訂正
先月号で掲載した、むつ市春季陸上競技選手権大会の結果において入賞者の記載漏れがあ
りましたので、下記のとおり訂正しお詫び申し上げます。
第38回むつ市春季陸上競技選手権大会
【一般女子】
100ｍ
第１位 加藤 実花（大間高２年） 13秒26
200ｍ
第１位 加藤 実花（大間高２年） 28秒34
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青森県警察官採用募集！

駐在メモ

熊

～この街に

要注意！

登山や山菜採りで、入山する
機会が増えるシーズンになりま
した。
熊よけの鈴、ラジオなど、熊
対策をしっかりして被害に遭わ
ないよう十分注意をしてくださ
い。
縫道石山の登山道入り口に熊
よけの鈴を設置していますの
で、活用してください。

あなたの強さ・優しさを～

１件

駐在日誌 ～管内事件・事故発生状況～

５月
【事 件】建造物損壊
【事 故】なし

泥棒は常にあなたの隙を狙っています！

事件･
事故には遭わないよう、
起こさないよう、みんなで
気をつけましょう。
鍵かけ運動推進中！

職 種

受 験 資 格 な ど

警察官Ｂ

受 付 期 間 ７月13日(金)～８月31日(金)
第１次試験 ９月23日(日)
［青森市、八戸市、弘前市］
受験資格
昭和61年４月２日から平成13年４月１日までに生まれた方。
ただし、学校教育法による大学を卒業した方または平成31
年３月31日までに大学を卒業する見込みの方を除く。

職 種

受 験 資 格 な ど

警察事務

受 付 期 間 ８月６日(月)～８月31日(金)
第１次試験 ９月23日(日)
［青森市、八戸市、弘前市］
受験資格
平成９年４月２日から平成13年４月１日までに生まれた方。

手続きなどの詳細については
大間警察署警務課 ☎３７－２２１１
佐井駐在所
☎３８－２２１８
にお問合せください。

うんたん

～今月の雲丹の活動～
•雲丹（うんたん）は大忙し！
毎週どこかに出かけていた雲丹（うんたん）
。村内各学校の運動会の応援に行ったり、うに祭り
に出没したり、アップルパレス青森でのイベントに駆けつけたりと、さまざまなイベントにお邪魔
させていただきました。
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アルコールとのかしこいつきあい方
アウトドアでの行事が増えたり、季節限定のビアガーデンが開店したりと、開
放的な夏は飲酒量が増える時期です。それに伴って、急性アルコール中毒を発症
するケースも増えてきます。節度ある適切な飲酒量を理解し、楽しく健康的な毎
日を過ごしましょう。
アルコールが心身に与える影響とは・・・
アルコールを飲むことで、血行促進やリラックス効果などのメリットがあります。
しかし、習慣的な過量の飲酒はアルコール依存症やがん、肝疾患、脳卒中、うつ病などの精神疾
患のほか、多くの病気と関連します。また、寝酒は睡眠の質を落とします。
それぞれの立場や年代で注意すべきポイント
【妊 婦】 妊娠中のアルコール摂取の安全量は確立されていません。アルコールは胎盤を通って
赤ちゃんに影響を与え、脳や神経発達、からだの発育を妨げます。授乳中もアルコール
が母乳に移行するので禁酒すべきです。妊娠を意識した段階から禁酒するようにしま
しょう。
【未成年】 未成年者の飲酒は、法律で禁じられています。未成年者は脳や臓器が未熟なため、成
人に比べてアルコールの分解が遅く、急性アルコール中毒の危険性や臓器障害・依存症
が進みやすくなります。
【中高年】 さまざまなイベントやつきあいで飲む機会が多くなる年代で、不適切な飲酒量になり
がちです。意識して飲酒量をコントロールするようにしましょう。
節度ある適切な飲酒量は、純アルコール量（お酒の量に対する純アルコールの重さ）に換算する
と、平均して１日あたり男性は20ｇ、女性は10ｇまでです。
これ以上飲んでいるという方は、量を減らす必要があります。
《お酒の種類別、純アルコール量の目安》
お酒の種類
ビール・発泡酒類
（度数５％の場合）
焼酎・泡盛（度数25％の場合）
チューハイ（度数７％の場合）
日本酒（度数15％の場合）
ウイスキー（度数40％の場合）
梅酒（度数10％の場合）

お酒の量
コップ１杯（180㎖）
１缶（350㎖）
１缶（500㎖）
１合（コップ１杯180㎖）
水割り（１対１）コップ１杯
１缶（350㎖）
１缶（500㎖）
１合（コップ１杯180㎖）
シングルグラス１杯
ダブルグラス１杯
コップ１杯（180㎖）

純アルコール量
７ｇ
１４ｇ
２０ｇ
３６ｇ
１８ｇ
２０ｇ
２８ｇ
２２ｇ
１０ｇ
１９ｇ
１４ｇ

10
Sai 2018.7

Sai village

大間病院
内科医長 村井

正隆

熱中症の初期症状として、頭痛、立ちく

熱中症と予防について

おう き

おう と

けんたいかん

らみ、嘔気・嘔吐、生あくび、倦怠感、筋肉

大間病院に４月か

の硬直（こむら返り）
、大量の発汗、強い口

ら赴任した村井正隆

渇感が挙げられます。さらに進行すると

で す。清々 し い 初 夏

ぐったりと反応しなくなったり、けいれん

を感じる今日この頃、

したりすることがあります。

みなさんいかがお過
ご し で し ょ う か。夏

上記の初期症状がみられた際には以下の

が 到 来 し、気 温 と 湿

ような対策が望ましいとされています。

度が上昇するにつれ、熱中症で搬送される
方が多くなります。今回は熱中症に関して

①こまめな水分補給（スポーツドリンクや

記事を書きました。みなさんの熱中症予防

オーエスワンなどの経口補水液）
。

への理解を深め、これからの季節を安全で

②休憩をこまめにとること。

楽しく過ごす一助となれば幸いです。

③シャワーやタオル、 氷 嚢 での身体の冷

ひょう のう

却。
④部屋の風通しを良くする。

昨年の５月から９月までの熱中症による
救急搬送数は全国で52,984人であり、青森

⑤日陰などの涼しい

県でも354人が救急搬送されました。熱中

場所や涼しい施設

症の半数は65歳以上の高齢者ですが、残り

を利用する。

半数は65歳以下の世代が占めており、これ
からの季節では誰でも熱中症になる可能性

熱中症は予防が非

があります。

常に重要です。日ご

一般的に熱中症による救急搬送は、真夏

ろから自分の体調に

日（最高気温が30度以上）になると発生し

気を配り、体の不調

始め、猛暑日（35度以上）では急激に増加

に早めに気づくことができれば適切な対処

するといわれていますが、８月の真夏日で

で熱中症を防ぐことが可能となります。暑

なくとも熱中症は起こりえます。特に注意

さ対策をしっかり行い、安全で楽しい夏を

したい時期は梅雨の晴れ間や、梅雨明けの

過ごしましょう。

蒸し暑くなった時期です。暑い日が続く
しょねつじゅん か

と、次第に身体が暑さに慣れる⽛暑熱 順 化⽜
と呼ばれる変化が身体の中で生じますが、
梅雨の晴れ間や梅雨明けは身体がまだ暑さ
に慣れていないため上手に汗をかくことが
できず放熱量が低くなります。そのために
体温をうまく調節できないまま熱中症とな
る方も多く見受けられます。
11
Sai 2018.7

Sai village

～火事・救急・救助は119番～
危険物安全週間
６月３日(日)から６月９日(土)までの危険物安全週
間に伴い、危険物施設の立入検査や従業員を対象とし
た消火訓練を行い、事故防止の徹底と保安に対する意
識の強化を図りました。
みなさんも家庭にある危険物を取り扱う場合には十
分注意してください。

みなさんの家の住宅用火災警報器は大丈夫ですか？
新築住宅は平成18年６月１日、既存住宅については平成20年５月31日から設置の義務化が
適用されています。古くなった住宅用火災警報器は電子部品の寿命や電池切れなどで火災を
感知しなくなることがありますので、日頃のお手入れを忘れずにお願いします。設置する場
所は基本的に⽛寝室⽜となっていますが、一階のほかに二階の部屋も寝室として使用するご家
庭には⽛二階の寝室⽜と⽛階段（踊り場）⽜に設置しなければなりません。
また、青森県内においても火災が発生した際に、設置していた住宅用火災警報器が作動し住
民が避難して命が助かった事例があります。万が一に備え、尊い命や家族、財産を守るために
も住宅用火災警報器を設置しましょう。

下北消防救助技術競技会
６月８日(金)、大畑消防署訓練施設で下北広域消防救助技術競技会が開催されました。
佐井消防分署からはロープブリッジ渡過訓練とほふく救出訓練に出場し、ロープブリッジ
渡過訓練で２位、ほふく救出訓練で３位となり、７月５日(木)に青森県消防学校で開催される
県大会の出場を決めました。
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国

お知らせ
民 年 金 だ よ り

むつ年金事務所

☎22-2278

国民年金保険料免除申請について
保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害
基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。
経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が
免除・猶予となる⽛保険料免除制度⽜や⽛納付猶予制度⽜がありますので、住民登録をして
いる役場国民年金担当窓口で手続きをしてください。申請書は窓口に備え付けてありま
す。
平成30年度の免除申請などの受付は、平成30年７月２日から開始され、平成30年７月分
から平成31年６月分までの期間を対象として審査を行います。
また、平成26年４月から法律が改正されて、２年１か月前の月分まで遡及して免除申請
をすることができるようになりました。
失業などにより保険料を納付することが経済的に困難になったものの、申請を忘れてい
たために未納期間を有している方などは、役場国民年金担当窓口または年金事務所へご相
談ください。
【申請書提出後の注意】
審査後に決定通知書を送付します。決定通知書が届くまでの間は、文書や電話、訪問に
より保険料の納付をご案内する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、納付のご案内は、日本年金機構から委託された民間事業者が、平日だけでなく、土
日や夜間も行っています。
【お問合せ】住民福祉課 住民係 担当：宮澤

後期高齢者医療被保険者のみなさまへ
○⽛後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証⽜について
限度額適用・標準負担額減額認定証は、平成30年７月31日が有効期限ですが、平成29年
中の所得状況などにより、平成30年度も引き続き認定される方には、新しい認定証（有効
期限が平成31年７月31日まで）が郵送されますので、更新手続きの必要はありません。
平成30年度住民税非課税世帯の方で、新たに認定証の交付を希望する方は、被保険者証
と印鑑を持参のうえご来庁ください。
【お問合せ】住民福祉課 国保係 担当：金沢
税務係 担当：横浜

国民健康保険税（第１期）、後期高齢者医療保険料（第１期）の納期は、

７月３１日(火)です。忘れずに納付しましょう！
※納期ごとの納付が困難な方は、分割による納付も可能です｡
お気軽に住民福祉課へご相談ください。
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お知らせ
児童扶養手当について
児童扶養手当は、日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する満18歳に達する日以後最初の３
月31日までの児童を監護している父または母、父母に代わってその児童を養育している方に支給され
る手当です。
請求者（児童を監護している父または母、養育者）および同居している扶養義務者など（請求者の親
や兄弟など）の所得制限により、手当の一部または全部が支給停止となる場合があります。
【支給対象となる児童の要件】
〇父母が婚姻を解消した児童
〇父または母が死亡した児童
〇父または母が重度の障害の状態にある児童。
〇父または母の生死が明らかでない児童
〇父または母から引き続き１年以上遺棄されている児童。
〇母が婚姻によらないで出産した児童。
〇父母ともに不明である児童。 など
【手当の額（平成30年４月から）】
児童の数

全額支給の場合（月額）

一部支給の場合（月額）

児童１人のとき

42,500円

42,490円から10,030円の範囲

児童２人のとき（加算額）

10,040円

10,030円から5,020円の範囲

児童３人のとき（加算額）

３人目から児童１人増す
ごとに6,020円を加算

３人目から児童１人増すごとに6,010
円から3,010円を加算

【手当の支給日】
手当は認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、４月、８月、12月（原則とし
て各月とも11日）の年３回、支給月の前月までの分が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
【一部支給停止措置について】
児童扶養手当支給要件に該当した日から７年、または、受給開始から５年のいずれか早い方の期間が
経過した際、就労などが困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲が見られない場合、手当の２分の
１が支給停止になります。
ただし、就業・求職活動中などの場合は、所定の届出を行えば、一部支給停止にはなりません。
上記の届出については、対象者に事前にお知らせしますので、定められた期間内に届出を行ってくだ
さい。届出が遅れると、５年等が満了する月の翌月分から一部支給停止になりますのでご注意くださ
い。
※児童扶養手当の請求手続きなどについては、担当までお問合せください。
【お問合せ】住民福祉課 住民係 担当：宮澤

青森県インターネット公売実施中
県では、ヤフー株式会社が運営するインターネットオークションを利用して、県税滞納者から差し押
さえした財産の売却を行う⽛インターネット公売⽜を実施しており、不動産をはじめ、自動車や貴金属、
携帯型ゲーム機などが公売の対象となり、落札されています。
青森県以外にも全国の地方自治体から多数出品されていますので、ぜひご参加ください。公売に参
加するためには、ヤフー株式会社のＩＤを取得し、メールアドレスの認証が必要になります。
詳しくは、県税ホームページ（http://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/top.html）をご覧になるか、地
域県民局県税部までお問合せください。
【お問合せ】下北地域県民局県税部 納税管理課 ☎２２－８５８１（内線２１０、２１１）
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お知らせ

運動の目的

ひろく県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナー
の実践を習慣づけるとともに、県民自身による道路交通環境の改善を推進することに
より、交通事故防止の徹底を図ることを目的とする。

運動の重点

１
２
３
４

子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
自転車の安全利用の推進
全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
飲酒・暴走運転の根絶

夏期は、子どもや高齢者の交通事故、自転車利用中の交通事故、飲酒運転
による交通事故が多く発生しています。
歩行者や自転車利用者のみなさんは、反射材用品を身に付け、道路を渡
るときは左右の安全確認をしましょう。
シートベルトやチャイルドシートは全ての座席で着用しましょう。
ドライバーのみなさんは、スピードを控え、お酒を飲んだら絶対に運転
しないでください。
交通ルールとマナーを守り、悲惨な交通事故をなくしましょう。

函館～大間航路の夏期運航スケジュールについて
津軽海峡フェリー株式会社では夏期のお客様の利便性向上を図るため、下記の期間中、函館～大間航
路では増便運航いたします。また、増便運航に伴いターミナル・売店・食堂の営業時間が変更になりま
すので、ご利用の際は、下記運航スケジュールならびに営業時間をご確認ください。
【夏季特別ダイヤ】出発日：平成30年７月14日～16日、８月１日～19日
便
６
８
12

函館発
９：30
15：00
19：45

大間着
11：00
16：30
21：15

船舶
大函丸
大函丸
大函丸

便
５
７
11

大間発
７：00
12：20
17：25

函館着
８：30
13：50
18：55

船舶
大函丸
大函丸
大函丸

大間着
11：00
18：00

船舶
大函丸
大函丸

便
５
９

大間発
７：00
14：10

函館着
８：30
15：40

船舶
大函丸
大函丸

【通常ダイヤ】
便
６
10

函館発
９：30
16：30

【営業時間変更期間】
日 付

ターミナル開館時間

売店⽛SEAちゃん大間店⼧
営業時間

食堂⽛海峡日和 大間店⼧
営業時間

７月14日～16日

5：00～21：30

６：00～18：00
（通常営業）

８月１日～19日

5：00～21：30

5：30～18：00

９：00～18：00
(ラストオーダー17：30)
（通常営業）

日 付

ターミナル開館時間

売店⽛SEAちゃん大間店⼧
営業時間

食堂⽛海峡日和 大間店⼧
営業時間

７月１日～13日
７月17日～31日
８月20日～31日

5：30～19：00
（通常営業）

６：00～18：00
（通常営業）

9：00～18：00
(ラストオーダー17：30)
（通常営業）

【通常営業時間】

【お問合せ】津軽海峡フェリー株式会社
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大間支店

☎３７－３１１１

お知らせ
赤十字活動資金のご支援について
日本赤十字社青森県支部は、明治20年、
⽛青森県委員部⽜として設立され、今般、創立130周年を迎え
たことから、これを記念して⽛青森県赤十字大会⽜を開催いたします。
この記念すべき年を契機に、青森県における赤十字活動の更なる推進を図って参りたいと存じます
ので、赤十字活動資金のご支援についてご検討くださいますようお願い致します。
〇功労者への表彰授与について
銀色有功章

個人・法人

会費（社費）
、寄付金の一時支援額またはこれまでの支援累計額が20万円以上に
達したとき。

金色有功章

個人・法人

会費（社費）
、寄付金の一時支援額またはこれまでの支援累計額が50万円以上に
達したとき。

社長感謝状

個人・法人

金色有功章受章後の会費（社費）
、寄付金の一時支援額またはこれまでの支援累
計額が50万円以上に達した都度。

〇受付期間について
区

分

受付の締切

青森県赤十字大会における受章を希望される場合

平成30年７月27日(金)まで

青森県赤十字大会における受章を希望されない場
合、または表彰を辞退される場合

年間を通して受付いたします｡

【お問合せ】
日本赤十字社青森県支部組織振興課
日本赤十字社青森県支部佐井村分区

☎０１７－７２２－２０１１
事務局：住民福祉課住民係 担当：宮澤

平成30年度青森県戦没者追悼式参列者募集
先の大戦において亡くなられた青森県出身戦没者の御霊を追悼し、併せて平和を祈念するため、平成
30年度青森県戦没者追悼式参列者を次のとおり募集します。
日
時
８月28日(火)午前10時から
場
所
リンクステーションホール青森（青森市文化会館）大ホール
対 象 者
戦没者の遺族
募集人員
15名
申込締切
７月20日(金)
申 込 先
佐井村役場 住民福祉課
【お問合せ】住民福祉課 住民係 担当：竹内

佐井村住民提案型事業の採択について
住民のみなさんが日頃から考えている、地域資源をいかしたコミュニティ事業や、地域活動の活性化、
地域課題の解決に向けた取り組みに対して、佐井村では経費の一部を助成しています。
今年度応募のあった事業に対して、以下のとおり助成金の交付を決定しましたので公表します。
団体名

事業名

事業費

助成金交付額

原田地区会

原田地区内環境整備事業

220,792円

176,000円

佐井村卓球協会

卓球講習会

292,800円

200,000円

矢越青年団

矢越地区バス待合所整備事業

305,616円

200,000円

アルサス活性化協議会

第７回⽛佐井村カラオケ大選手権⽜

250,000円

200,000円

アルサス活性化協議会

佐井村⽛おさかなまつり2018⽜

340,000円

200,000円

【お問合せ】総合戦略課

企画政策係

担当：東出
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佐井村農業委員会【臨時職員】を募集します
○職
種：農地調査員
１名
○業務内容：農地現地確認調査および農地台帳等整理事務
○勤 務 先：佐井村役場および佐井村内
○応募資格：普通自動車の免許を有し、車両を所有している方で、心身ともに健康である方
○雇用期間：平成30年８月１日(水)から平成30年11月30日(金)（更新あり・１回）
○提出書類：履歴書 １通、運転免許証（写し）
○提 出 先：佐井村役場（農業委員会事務局）
○提出期限：平成30年７月20日(金)午後５時厳守
○賃
金：臨時職員の給与の取扱要綱による
○採用試験など
日
時：平成30年７月25日(水) 午後４時
場
所：佐井村役場２階⽛第二委員会室⽜
試験科目：面接
○そ の 他：提出書類は、郵送可とする。（※ただし書留で７月20日(金)必着）
【お問合せ】産業建設課 農林水産係 担当：長島

佐井村婚活イベントを開催します
佐井村婚活イベント⽛夕陽deバーベキュー

楽園のダイ

ニング⽜を開催します。
村内の男性を募集しますので、積極的な参加をお願いし
ます。
【開催日】８月18日(土)～19日(日)
【対象者】佐井村在住の20～50歳くらいの独身男性
【参加費】6,000円
※参加女性は、20～45歳くらいまでの村外独身女性です。
詳細については、広報７月号と一緒に配布したチラシを
ご確認ください。
【お問合せ】
総合戦略課

企画政策係

担当：東出、福田
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ポーラスター時刻変更のお知らせ

さい

平成30年７月１日～８月31日の４便の運航時刻が変更となります。運航時刻表をご覧のうえ、お間違
えのないようご利用ください。
夏期運航１（７月１日～８月31日まで）

Sai village
平成30年７月 第587号

１便
３便
２便
４便

佐井発
７：00
12：30
青森発
９：40
16：00

運航時刻表

福浦発
７：25
12：55
脇野沢発
10：40
17：10

牛滝発
７：40
13：10
牛滝発
11：20
17：50

脇野沢発
８：30
14：00
福浦発
11：40
18：05

青森着
９：30
15：00
佐井着
12：10
18：30

牛滝発
７：40
13：10
牛滝発
11：20
17：00

脇野沢発
８：30
14：00
福浦発
11：40
17：15

青森着
９：30
15：00
佐井着
12：10
17：40

夏期運航２（９月１日～９月30日まで）
１便
３便
２便
４便

佐井発
７：00
12：30
青森発
９：40
15：10

福浦発
７：25
12：55
脇野沢発
10：40
16：20

脇野沢営業所
牛滝営業所
福浦営業所
佐井営業所

☎４４－２２３３
☎３８－５０１８
☎３８－５１３０
☎３８－２５９０

７月１日から、役場が敷地内全面禁煙となります
健康増進法により、役場など官公庁施設は受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めな
ければならないとされています。
喫煙は、癌や呼吸器疾患、循環器疾患、糖尿病などの生活習慣病に大きく影響し、子どもの喘息や気管
支炎の原因にもなります。
村では、住民の健康を維持・増進し、健康寿命を延ばすことを使命として、７月１日から役場の敷地内
を全面禁煙とすることにしました。
来庁者のみなさんのご理解とご協力をお願いします。

そう た

奏太
（太 生

くん

◎お誕生おめでとう

横浜

さん

さん

（美枝子

◎ご結婚おめでとう

⎛佐々木耕平
美里

磯 谷

岩手県
原 田
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みんなで続けていこう！ 交通死亡事故ゼロ 次の目標は2,500日

記

録

2,063日

（７／１現在)

７月の早め点灯時刻は午後６時 です

６月 日現在

）

）

）

）

さん

原 田

⎝米沢

さん

原 田

◎おくやみ申し上げます

さん

さん

義春

宮田

さん

牛 滝

（弘 子

萬谷美知男

さん

（文 明

( )内は前月比

さん

男 1,041(±０） 計 2,071(－２)
女 1,030(－２）世帯数 968(＋２)

文雄

５月31日現在

坂井

個人のプライバシーを尊重する意味で、
掲載して欲しくない方は、届出の際、担当
に申し出てください。

〒039-4711 青森県下北郡佐井村大字佐井字糠森20
ホームページ：http://www.vill.sai.lg.jp

佐井村の人口

戸籍の窓口

発行／佐井村 編集／佐井村広報編集委員会
TEL 0175-38-2111 FAX 0175-38-2492

•運賃に変更はありません。
【お問合せ】シィライン株式会社
本 社 ☎０１７－７２２－４５４５
ＦＡＸ
０１７－７２２－５２４３

