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【８月14日(火)～15日(水）磯谷八幡宮大祭典】
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宮川尚消防団長に⽛消防功労者総務大臣表彰⽜
７月９日(月)、東京消防庁で⽛平成30年度消防功労
者総務大臣表彰⽜が行われ、７名の消防団員が受賞さ
れました。青森県内では２名が受賞し、佐井村からは
宮川尚消防団長が受賞されました。
宮川団長は、昭和51年に佐井村消防団に入団、以来
43年余の永きにわたり村民の安心安全のため尽力され
ています。
また、平成11年から団長を務め、平成28年には団員
数減少を懸念し⽛協力団員制度⽜を確立させるなどの
功績が認められました。

あすなろまつり
７月21日(土)、佐井村高齢者生活福祉セン
ターあすなろで⽛あすなろまつり⽜が開催され
ました。
佐井小学校音楽部による合奏やダンス、日赤
奉仕団による舞踊が披露されました。また、余
興として、佐井カラオケ愛好会のみなさんや利
用者によるカラオケ、社協職員による⽛ひげダ
ンス⽜
、⽛ダンシングヒーロー⽜で会場は大いに
盛り上がりました。

矢越青年団⽛バス待合所製作⽜
７月上旬、矢越青年団が佐井村住民提案型事業を活
用し、バスの待合所を製作しました。
また、７月22日(日)、青年団とはまなす子ども会が
合同でバス待合所の壁に、願掛岩や佐井村のゆるキャ
ラ⽛雲丹（うんたん）
⽜を描きました。
今回製作したバスの待合所は、冬期間に小中学生が
利用するスクールバスと地区住民が利用するコミュニ
ティバスの待合所として活用されます。
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⽛平成30年７月豪雨災害義援金⽜ご協力ありがとうございました
７月27日(金)、佐井中学校赤十字委員会委員長の七戸文寧さんが役場を訪問し、日赤佐
井村分区長へ義援金を手渡しました。
赤十字委員会では⽛赤十字委員会だより⽜を発行するなど、被災された方々が１日も早
く元の生活に戻ることができるよう校内で募金活動をする計画を立て、全校生徒に協力を
呼びかけたそうです。
佐井中学校では、昨年の九州北部地方大雨災害の際もいち早く募金活動を行い義援金を
届けてくれました。
日赤佐井村分区に届けられた義援金は日赤
青森県支部へ送金し、被災された方々へ届け
られます。佐井中学校のみなさん、ご協力あ
りがとうございました。
なお、日赤佐井村分区では、引き続き村内
４か所に募金箱を設置し、義援金の募金活動
をしていきますので、みなさんの温かいご支
援をどうぞよろしくお願いします。
【募金箱設置場所】
なないちまる・スーバニアハウス・佐井郵便局・役場住民福祉課窓口

第11回ゆうなぎの里夏祭り
７月28日(土)、社会福祉法人吉幸会⽛特別
養護老人ホームゆうなぎの里⽜で夏祭りが
開催されました。
オープニングでは、佐井村保育所４・５歳
児による遊戯、佐井中学校全校生徒による
合唱や吹奏楽部による演奏、そのほか余興
として、佐井村地婦連・磯谷子ども会などに
よる踊り、矢越青年団による歌謡ショー、カ
ラオケ大会などの多数の演目に、観客から
大きな拍手が送られました。
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青森県民体育大会
【卓球】三戸町アップルドーム
優勝（５年ぶり２回目）
１回戦
佐井村 ３－０ 田舎館村
２回戦
佐井村 ３－０ 南部町
準々決勝 佐井村 ３－２ 藤崎町
準決勝
佐井村 ３－２ 板柳町
決 勝
佐井村 ３－２ 六ヶ所村
【陸上】八戸市東運動公園陸上競技場
男子Ａ5000ｍ
７位 菊池 晃一 17分57秒
男子Ａ砲丸投げ
１位 坂井
聖 10ｍ76
男子Ｂ砲丸投げ
５位 石澤 尚人 10ｍ12
男子Ｃ砲丸投げ
２位 小笠原昭彦 10ｍ89
男子Ｃ走り高跳び
２位 長島 幸雄 １ｍ50
男子Ｃ走り幅跳び
３位 長島 幸雄 ４ｍ89
女子Ａ100ｍ
４位 西谷 眞奈 14秒60
女子Ａ砲丸投げ
１位 伊藤
祥 10ｍ51【大会新】
女子Ａ走り幅跳び
４位 長島
楓 ３ｍ87

男子
Ａ＝34歳まで
Ｂ＝35～44歳
Ｃ＝45歳以上

女子
30歳まで
31歳以上
制限なし

子どもねぶた合同運行
８月13日(月)、古佐井地区の日の出子ども
会・はやぶさ子ども会、大佐井地区の青空子ど
も会・あすなろ子ども会の４子ども会がねぶた
の合同運行を行いました。
約１時間半にわたり佐井小学校、旧診療所、
ぽぽらすをまわり、地域の方々や帰省されたみ
なさんに喜んでいただきました。

第44回佐井村子ども会地域安全球技大会
８月19日(日)、佐井小学校で平成30年度第44回佐井村子ども会地域安全球技大会が開催されま
した。
村内の子ども会から約30人が参加し、４種目で競い合うとともに交流を深めました。

ドッジボール

集合写真
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大間地区地域安全野球大会

第39回東北中学校陸上競技大会

７月29日(日)～30日(月)、風間浦村民野球場で
平成30年度大間地区地域安全野球大会が開催され
ました。佐井小学校と佐井中学校の野球部が出場
し、中学校の部で佐井中学校野球部が優勝しまし
た。

８月９日(木)、岩手県北上市で第39回
東北中学校陸上競技大会が行われまし
た。男子共通砲丸投げに、佐井中学校３
年 東出太陽くんが出場し、12ｍ80㎝の
記録で３位の好成績を収めました｡

東北少年新人軟式野球大会むつ支部予選
８月11日(土)～12日(日)、むつ運動
公園および風間浦村民野球場で、第16
回東北少年新人軟式野球大会むつ支部
予選が行われ、佐井中学校野球部が優
勝しました。
佐井中学校野球部は、９月１日(土)
～２日(日)に青森市浪岡で行われる県
大会に出場します。

地区・町内会対抗ソフトボール大会
８月５日(日)、佐井中学校で地区・町内会対抗ソフトボール大会が開催されました。
村内から６チームと東芝プラントシス
テム㈱チームが出場し、優勝を争うとと
もに交流を深めました。
【試合結果】
優 勝 新浦町内会
準優勝 大新緑町内会
ＭＶＰ 加賀 知輝さん（新浦）
ホームラン賞 岡村 弦音くん（新浦）
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８月15日(水)、アルサスしおさいホールで平成30年度佐井村成人式を行いました。新成人代表とし
て西谷眞奈さんが力強く答辞を述べました。また、式典終了後、シンガーソングライターの板橋かずゆ
きさんによるミニコンサート⽝光⽞を行い、新成人へエールを送っていただきました。

船越 一輝 さん

東出

大畑 礼美 さん

海 さん

館脇

心 さん

佐藤 雅希 さん

奥川 隆太 さん

横浜 彦太 さん

家洞 昌太 さん

宮野栄一郎 さん

細間 俊介 さん

竹内 彩香 さん

須藤 流那 さん

坂井

萌 さん

熊谷 彩夏 さん

紀伊 綾香 さん

宮野加奈子 さん

西谷 眞奈 さん

中村樹美佳 さん

田中 理沙 さん

館脇奈津美 さん

答辞を述べた西谷眞奈さん

平成30年度成人式集合写真
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駐 在日誌

２件

～管内事件・事故発生状況～

７月
【事 件】なし
【事 故】物件事故

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！
泥棒は常にあなたの隙を狙っています！

電子マネーを悪用した特殊詐欺にご用心！

特殊詐欺の犯人は被害者をだまして電子マネーの番号を聞
き出し、その番号をインターネット上で換金して不当な利益
を得ています。
電子マネーには、Amazonギフト券、楽天ポイントギフト
カード、ウェブマネー、ビットキャッシュなどがあり、コンビ
ニエンスストアなどで購入することができます。
⽛電子マネーを買って番号を教えろ⽜は詐欺です‼
不審な電話があった場合は、絶対に電子マネーを購入せず、
下記の電話番号に相談してください。
警察安全相談電話 ☎０１７－７３５－９１１０
または☎＃９１１０
大間警察署 ☎３７－２２１１
佐井駐在所 ☎３８－２２１８
駐在メモ

熊には引き続き注意を！

熊の出没が依然多い状況が続いています。
秋の山菜採りシーズンを迎えるにあたり、熊と遭遇する可能性が非常に高くなります。
熊よけ鈴、ラジオを活用するなど、自分の存在を熊に知らせ、熊に襲われないように注意し
てください。
また、熊に遭遇した際に、走って逃げたり、大声をあげたり、石を投げたりすることは危険
です。
熊を驚かせることなく、静かに後ずさりしてその場を離れましょう。

ゆるキャラ®グランプリ2018に雲丹（うんたん）登録中！
全国のまちおこしを頑張るゆるキャラが参加し、人気ナンバー１を競
う⽛ゆるキャラ®グランプリ⽜が開催中です。インターネットでパソコ
ンやスマートフォン、タブレット、携帯電話から投票できます。
みんなで、佐井村のゆるキャラ⽛雲丹（うんたん）
⽜を応援しましょう！
投票は１日１票、毎日できますので、よろしくお願いします。
詳しい投票方法は公式サイトをご覧ください。
投票締切は11月９日(金)です。
ゆるキャラ®グランプリ2018公式サイト http://www.yurugp.jp/
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９月は健康増進普及月間です
働き盛りの若すぎる死を減らし、健康な状態で生活できる期間の⽛健康寿命⽜の延伸を図ってい
くために、国民一人ひとりが運動・食事・禁煙など個人の生活習慣の改善の重要性について理解を
深め、実践をしていく期間です。
みなさんも、この機会に自分にできそうなことを考えて、健康づくりに取り組んでみませんか。
運動にしても、食生活にしても無理をして短期間で何とかしようと⽛がんばりすぎ⽜てはいけま
せん。多くの場合２～３か月で失敗します。生活の一部として上手に取り入れ、無理なく長続きで
きるよう少しずつ取り組んでみましょう。

普段の行動にあてはまるものはありませんか
食事①
濃い味付けが好き

食事②
朝・昼ごはんは簡単にすま
せる

食事③
早食い、パン、麺類などを
好む

血圧、高くありませんか？
→だしなどを利用し薄味に慣
れていきましょう。みそ汁
は１日１杯でじゅうぶんで
す。しょうゆは⽛かける⽜
のではなく⽛つける⽜習慣
を。

疲れやすくありませんか？
→単品メニューは栄養が偏り
がちで、早食いしやすくな
ります。主食・主菜・副菜
をそろえましょう。無理な
ら野菜のおかずを一皿増や
しましょう。

血糖値、中性脂肪、高くあり
ませんか？
→野菜やきのこ類、海藻類を
ご飯やパン、麺類などの炭
水化物より先に食べましょ
う。よく噛んで食べること
も血糖値の急上昇をおさえ
ることができます。

食事④
晩酌が欠かせない

食事⑤
栄養ドリンクを頻繁に飲
む

食事⑥
なんとなくおやつを食べて
しまう

肝臓、悲鳴をあげていません
か？
→一緒につまむものの塩分に
気をつけましょう。２日連
続、休肝日をつくりましょ
う。ビールに始まり焼酎、
日本酒など⽛ちゃんぽん⽜
していませんか。

本 当 に 疲 れ、と れ て い ま す
か？
→ビタミン類が含まれている
砂糖入りのジュースだと考
えてください。野菜や果物
でじゅうぶんカバーできま
す。血糖値や中性脂肪が上
がる原因となります。

コレステロール、血糖値、高
くありませんか？
→３分の１、半分の量にして
みましょう。残りは次の日
に。お菓子をチーズやナッ
ツ類に変えてみましょう。
食べる時間は日中にしま
しょう。

運動
運動はムリ、腰や膝が悪いから、時間がない

薬
もう薬を飲んでいるから大
丈夫

→家の周りを歩いてみる。座ったままでラジオ体操やテレビの
体操をしてみる。テレビをみながらストレッチをしてみる。
調理中に少しつま先立ちをしてみる。イスにすわりながら膝
上げ運動や上体ねじりをしてみる。

→治療は薬だけではありませ
ん。生活習慣の改善もあわ
せて治療の効果がありま
す。
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大間病院
内科医長 四ッ谷

で汚染された場合に

怪我に注意 ～破傷風～

は、まずは傷の洗浄が
重要です。消毒液では

子どもの予防接種でおなじみですが、ご存
じですか？

千尋

なく、流水で洗浄する

破傷風菌（Clostridium tetani）

が引き起こす病気です。破傷風菌は土の中に

ことが必要です。
傷の程度や年齢、予

生息しており、傷口から体内に侵入します。
毒素によって口が開けられない、全身にけい

防接種をいつ受けたかによって、追加でワク

れんが起きるなどの神経障害が生じます。致

チン接種が必要になることがあります。

死率（死亡にいたる確率）は20％以上といわ

破傷風については、昭和43年以前生まれの

れ、大変危険です。

人に⽛計３回の接種で免疫を付けて⽜と推奨。

日本での発症は近年、年間約120人といわ

その後は免疫維持のため、10年ごとに１回の

れています。予防接種を受けていないか、効

追加接種が望ましいとしたサイトを中心に

果が切れてしまった中高年の方の発症が主で

なってまとめた中山久仁子医師は、⽛接種の

す。

有無は母子手帳で確認を。記録がなければ免

小児に対しては定期接種（DPT-IPV、DPT、

疫が不十分と考え、３回の接種を勧めます⽜
と話しています。

DTなど）が行われています。昭和43年以前

詳しいことは大間病院までお問合せくださ

に生まれた50歳以上の方はワクチンが未接種
であり注意が必要です。けがや事故、傷が土

い。

大間病院見学会が行われました
７月24日(火)～25日(水)、大間病院で、北通り３町村の小
学生を対象とした将来の医療従事者を支援するための大間病
院見学会を行いました。
院内の見学や医療体験を行い、参加者のみなさんは熱心に
取り組んでいました。
今回も医療に興味を持っていただく良い機会となり、好評
でした。来年も開催予定ですので、ぜひ参加してください。
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～火事・救急・救助は119番～
９月９日は救急の日です
９（きゅう）と９（きゅう）の語呂合わせから⽛きゅうきゅうのひ⽜つまり⽛救急の日⽜で
す。国民のみなさんに救急業務について理解と認識を深めていただき、応急手当の普及・啓発
を図る目的で1982年（昭和57年）に厚生労働省が制定しました。
みなさんの家庭には救急箱はありますか？ ⽛ある⽜と⽛ない⽜とでは、全然違います。そ
こで救急箱の中身について触れたいと思います。
☆救急箱の中身☆
○三角巾
○ばんそうこう ○はさみ
○消毒ガーゼ
○安全ピン
○綿棒
○ピンセット
○懐中電灯
○体温計
○外傷用消毒液
○常備薬（かぜ薬など…）
○きれいなタオル ○包帯（４号、６号が便利）

☆注 意 点☆
①救急箱はいつも同じ場所に置く。
②ばんそうこうなど、使ったらすぐに補
充する。
③年に１回は点検し、古くなった薬やガー
ゼは交換する。

•万が一の事態に備えて救命講習会を受講し
ませんか？ 講習会ではケガの手当や心肺
蘇生法（胸骨圧迫・人工呼吸）、ＡＥＤの使
い方などを学ぶことができます。
詳しくは佐井消防分署救急係までお問合せ
ください。

福浦少年消防クラブ夏休み体験学習
８月７日(火)、福浦少年消防クラブ員３名
が佐井村消防センターにおいて⽛福浦少年消
防クラブ夏休み体験学習⽜を行いました。
最初に行われた入隊式では、クラブ員は表
情も硬く緊張していた様子でしたが、時間が
経つにつれ自然と笑みがこぼれ緊張がほぐれ
たなか、救急法や放水体験などを行い、消防
に関する知識の向上を図りました。
また、職員と共に日頃の訓練を体験するだ
けでなく一緒に食事をするなど消防職員との
団結を深めました。
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国

お知らせ
民 年 金 だ よ り

むつ年金事務所

☎22-2278

マイナンバーによる手続きが開始されました
平成30年３月５日から、市区町村および年金事務所の窓口では、国民年金の加入手続き
や国民年金保険料の免除申請、老齢基礎年金の請求手続きが、マイナンバーを使用して行
えるようになりました。
マイナンバーで手続きを行うときは、マイナンバーカードなどのマイナンバーを確認で
きる書類と、本人の身元が確認できる書類を市区町村または年金事務所の窓口に提示する
必要がありますので、確認できる書類を窓口に持参してください。
※マイナンバーの記載が困難な場合は、引き続き基礎年金番号を使用して各種手続きを行
うこともできます。
※国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書など、一部マイナンバーを使用できない手
続きもあります。

マイナンバーで手続きを行う際は、以下の書類を持参してください
マイナンバーにより各種手続きを行う場合は、マイナンバー法による本人確認を行う必
要があります。
①マイナンバーが正しい番号であることの確認（番号確認）
②マイナンバーを提出する方がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認（身元（実
存）確認）を以下の書類などで確認させていただきます。
【番号確認書類】マイナンバーカード､通知カード､マイナンバーが記載された住民票の写
し｡
【身元(実存)確認書類】マイナンバーカード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳などの顔
写真付の官公署が発行したもの。または、健康保険証と年金証書、
社員証と年金手帳など、２点を組み合わせたもの。
※詳細につきましては、事前に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

おくやみの掲載について
死亡届が役場窓口へ提出された際、届出人の方へ、おくやみの掲載を希望されるか確認
を取っています。
おくやみの掲載は、①村広報紙②サイボード③新聞（３社）となっており、いずれも無料
です。
サイボードには、喪主や通夜・葬儀の日程などを詳しく掲載することができますのでご
利用ください。
なお、土・日・祝日の届出の場合、サイボードへの掲載は休み明けとなりますのでご了承
ください。（通夜・葬儀がすでに終わっていても２日間掲載します）
【お問合せ】住民福祉課
13
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住民係

担当：熊谷

お知らせ
斎場のご利用について
死亡届が役場窓口へ提出された際、届出人の方へ火葬の希望日時を確認のうえ、斎場使
用許可書を発行しています。
火葬は、死亡時刻から24時間経過後可能となり、当村の火葬の開始時刻は次のとおり１
日２回となっています。（所要時間は約２時間です）
また、役場へ死亡届を提出された当日の火葬はできません。翌日以降となりますのでご
了承ください。
なお、ご遺体の腐敗が進んでいるなど、やむを得ない事情がある場合は、担当までご相
談ください。
火葬開始時刻
午前10時

午後２時

※１月１日、８月13日は、休場日となっています｡
【お問合せ】住民福祉課 住民係 担当：竹内、熊谷

法人県民税・事業税・地方法人特別税の申告書について
平成30年４月１日以後に提出する申告書における代表者・経理責任者の記名について次
のとおり変更されています。
（従 来）代表者および経理責任者の自署押印が必要
（変更後）代表者の記名押印、経理責任者の記名が必要
平成30年４月１日以前に作成された申告書の用紙も引き続き使用することができます
が、経理責任者の押印は不要です。
【お問合せ】下北地域県民局県税部課税課 ☎２２―８５８１ 内線２０７

消費税の軽減税率制度に関する説明会の開催についてのご案内
むつ市、東通村、大間町、佐井村および風間浦村とむつ税務署では、事業者の方を対象と
して、消費税の軽減税率制度に関する説明会を開催します。
多くの事業者の方に関係のある制度です。事業者の方への支援措置（補助金関係）の概
要についての説明もございますので、ぜひ説明会にお越しください。
なお、会場の都合上、席に限りがありますことをあらかじめご了承ください。
〇平成30年９月６日(木) 午前10時30分～ むつ市役所内大会議室
午後２時～
むつ市役所内大会議室
〇平成30年９月11日(火) 午前10時30分～ 大間町総合開発センター
午後２時～
大間町総合開発センター
【お問合せ】むつ税務署 調査部門 法人課税担当 秋田谷 光利
☎２２－３２９４（音声案内で２番を押してください）
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日頃から、土砂災害のおそれのある区域などを確認しておきましょう！
土砂災害から身を守るためには、日頃の備えと早めの避難が必要です。
たとえ、砂防堰堤などの対策施設があっても、その能力を超えるような災害が起こり得ますので、
日頃から、土砂災害ハザードマップなどで土砂災害のおそれのある区域や避難場所などを確認し
ておくとともに、台風などの大雨のときは、市町村からの避難情報に注意するほか、身の危険や周
囲に異変を感じたら、ただちに避難するようにしましょう。
なお、土砂災害のおそれのある区域や、土砂災害警戒情報など、土砂災害に関する情報は、青森
県庁ホームページから、“防災情報（砂防）
”で検索するとご覧いただけます。
【お問合せ】総務課 管財係
下北地域県民局地域整備部 河川砂防施設課 ☎２２－１２３１
参考ＵＲＬ
防災情報（砂防) http://www.pref.aomori.lg.jp/kotsu/build/dosha_keikai_itiran.html
土砂災害警戒区域等マップ http://www.sabomap.jp/aomori/
青森県土砂災害警戒情報システム https://www.dosya-keikai.pref.aomori.jp/index.html

運動の
期 間

９月21日(金)から
９月30日(日)まで（10日間）

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交
通事故防止
夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中
の交通事故防止
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
飲酒運転の根絶

敬老の日には｢反射材｣を贈ろう！
敬老の日に⽛安全⽜という贈り物はいかがですか。
大好きなおじいちゃんおばあちゃんに、夜間の交通事故防止
に効果の高い反射材を贈りましょう。
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１．試験種別、職種、採用予定人員および採用予定年月日
職

種

採用予定人員

採用予定年月日

社会福祉士

若干名

平成31年４月１日

看

若干名

平成31年４月１日

護

師

臨床検査技師

１名

随

時

採

用

薬

師

１名

随

時

採

用

臨床工学技士

１名

随

時

採

用

剤

２．受験資格
職

種

受

験

資

格

社会福祉士

社会福祉士免許がある方、平成31年３月31日までに免許を取得する見込みの方で、
申込時点で満40歳以内の方

看

師

看護師免許がある方、平成31年３月31日までに免許を取得する見込みの方で、申
込時点で満48歳以内の方

臨床検査技師

臨床検査技師免許がある方または平成31年４月30日までに免許を取得する見込み
の方で、申込時点で満40歳以内の方

薬

薬剤師免許がある方または平成31年４月30日までに免許を取得する見込みの方
で、申込時点で満40歳以内の方

護

剤

師

臨床工学技士

臨床工学技士免許がある方で、申込時点で満40歳以内の方

ただし、いずれの職種も日本国籍を有しない方、自力により通勤ができない方、介護者なしに職務の遂行
が困難な方および地方公務員法第16条に規定する次に掲げる方は、受験できません。
①成年被後見人または被補佐人
②禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの方
③一部事務組合下北医療センター職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しな
い方
④日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを
主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに参加した方
３．試験の方法および内容
職

種

社会福祉士・看護師・臨床検査技
師・薬剤師・臨床工学技士

試 験 日 時

試験実施場所

申込受付後通知

大 間 病 院

４．試験方法
職

種

試 験 方 法

社会福祉士・看護師・臨床検査技
師・薬剤師・臨床工学技士

小論文試験および面接試験

５．申込書類の請求および申込受付期間など
書 類 請 求

申込書類は総務係で交付します。なお、郵送で請求する場合は、封筒の表に⽝受験申
込書請求⽞と朱書きし、受験種類がわかるようにし、返信用封筒（角２封筒に120円切
手を貼り宛名を明記）を同封してください。

受付期間など

随時受付（土・日・祝日を除く午前８時15分～午後５時）

６．お問合せ・申込先
〒039-4601 青森県下北郡大間町大字大間字大間平20－78
国民健康保険大間病院 総務係 ☎３７－２１０５
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美しい地域づくりや地域資源
の保全と地域の発展を目指して
いる⽛日本で最も美しい村⽜連
合に、2016年⽛仏ヶ浦の眺望と
生活の営みにより形成された漁
村風景⽜
・⽛福浦の漁村歌舞伎⽜
が、地域資源と認められ加盟し
ています。
加盟町村地域では、近年、人口減少が進み、守
り続けたい景色などがなくなってしまう危機があ
ります。
将来にわたり⽛美しい村⽜を守り続けていくた
めに、多くの人の力添えが必要です。
連合では、活動を技術的に、財政的に支えてい
ただける⽛サポーター会員⽜を募集しています。

佐井村中央公民館

【会員特典】
◆会員証の発行、連合ロゴバッチ、季刊誌（年４回）
が贈呈されます。
◆会員企業・団体は総合交流の場に参加いただけます。
【サポーター会員の要件】
◆正会員（企業・団体のみ）
※会費 年間１口10万円（４月１日～３月31日）
会員総会での議決権あり
◆準会員（企業・団体・個人）
※会費 年間１口５千円（４月１日～３月31日）
会員総会での議決権なし
●申請していただきましたら、後日会費の振込
依頼書が連合事務局から送付されてきますので指定
の口座まで、お振込みをお願いします。
（別途振込手数料必要）
【お問合せ】総合戦略課 企画政策係 担当：東出

婦人講座③⽛カラー魚拓教室⽜

昨年に引き続き青森市の成田幸悦さんを講師に迎え、⽛カラー魚拓
教室⽜を行います。
【講 師】成田 幸悦 さん（青森市）
【日 時】９月19日(水) 午後１時～午後４時
９月20日(木) 午前９時～午後４時
９月21日(金) 午前９時～午前11時
【場 所】アルサス２階 会議室
【受講料】材料費 ５００円
【申込み・お問合せ】佐井村中央公民館 担当：田名部、木部

☎３８－４５０６

国民健康保険税（３期）、後期高齢者医療保険料（２期）の納期は、

１０月１日(月)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 税務係へご相談ください。
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海の学校・山の学校交流会

さい

８月１日(水)～２日(木)、村内小学校５・
６年生が西目屋村を訪問し⽛海の学校・山の
学校交流会⽜を行いました。
１日目は東目屋ねぷたに参加し声が枯れる
ほど⽛ヤーヤドー⽜と叫び、２日目は水陸両

Sai village
平成30年９月 第589号

用バスに乗車するなどして、西目屋村の小学
生と交流を深めました。

弘前ねぷたまつり

津軽ダム

矢越芸能保存会⽛青森ねぶた⽜に参加
青森ねぶたにヤマト運輸の題材⽛白浪五人男⽜が出
陣し、力強く迫力のあるねぶたが観客を沸かせました。
８月３日(金)・５日(日)、矢越芸能保存会のメンバー
13人が運行に参加し、役者５人はあでやかな衣装に身
を包み勇壮なねぶたとともに青森市内をねり歩きまし
た。

さん

◎ご結 婚おめ でと う

⎛梶山

さん

滉

⎝坂田静里奈

さん

さん

⎛宮川

悠太
美樹

⎝佐藤

◎おく やみ申 し上 げま す

15

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

2,125日

（９／１現在)

９月の早め点灯時刻は午後４時30分 です

８月 日現在

神奈川県

古佐井

越

古佐井
山形県

） 矢

さん

さん

（勝 義

舘脇 チヨエ

） 大佐井

さん

さん

（正 史

睦

太田

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。

( )内は前月比

お

男 1,037(－１） 計 2,065(－２)
女 1,028(－１）世帯数 968(＋１)

み

(
博紀さん・喜美さん 大佐井)

７月31日現在

樋口 美桜 ちゃん

〒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
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