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大漁と
安全を願って

『７／22

町民憲章

わたしたちは、津軽海峡の青い海と美しいみどりの丘と、太陽
に恵まれた本州の最北の地に住む大間町の町民です。
先人の力と汗の偉業をたたえ、自然をいつくしみ、郷土を愛し、
自覚と責任をもって、文化的でたくましく、豊かで明るく、うる
おいのある住みよい町にするためにこの憲章を定め実践します。

１．健康でよく働く豊かな町をつくりましょう。
１．きまりを守り、明るく住みよい町にいたしましょう。
１．教養と文化の高い清らかな町をめざしましょう。
１．互いに話し合う平和でなごやかな町をきずきましょう。
１．人を愛し、まことをつくすしあわせな町に育てましょう。

★まちのできごと★

大間中健闘 剣道部・野球部が表敬訪問
剣道部

東北大会・全国大会出場決定

野球部

創部以来初の東北大会出場決定

７月に行われた青森県中学校体育大会夏季大会（以下、県大会）において、男子団体で２年振りと
てっしん
あき と
なる優勝、女子団体では創部以来初となる第２位、また、男子個人で吹田天伸君が優勝、清水瑛斗君
さく
み お
が第２位、宮野朔君が第３位、女子個人では廣谷美桜さんが優勝と、団体・個人ともに東北大会・全
国大会の切符を手にしました。なお、男子団体の全国大会出場は10回目となります。

下北地方中学校体育大会夏季大会優勝、県大会で第２位、東北大会出場を決め、創部以来初とな
る３つの快挙を成し遂げました。
８月３日に剣道部８名、野球部１名が町
役場を訪れ、野﨑町長と佐藤教育長に東北
大会・全国大会出場を報告しました。
剣道部主将の吹田天伸君（写真左）は「団
体戦ではベスト８、個人戦ベスト４を目指
あらた
す」、野球部主将の伊藤 新 君（写真右)は「東
北大会で２勝し、全国大会に向けて１戦１
戦ベストを尽くす」と、活躍を誓いました。

【 東北中学校体育大会結果 】
野球競技 ８月６日、７日（岩手県）
Ｂブロック１回戦 大間中 ０－４ 神町中学校（山形県）
剣道競技 ８月５日、６日（福島県）
個人戦 男子：第５位
吹田天伸君
１回戦敗退 清水瑛斗君
宮野 朔君
団体戦

女子：１回戦敗退

男子：ベスト16
１回戦 大間中 ４－０ 北上中（岩手県）
２回戦 大間中 １－２ 東華中（宮城県）

廣谷美桜さん

女子：第３位
１回戦 大間中 ２－０ 朝日中（山形県）
２回戦 大間中 ２－１ 花巻中（岩手県）
３回戦 大間中 １－２ 広野中（福島県）

【 全国中学校体育大会結果】
剣道競技
個人戦

８月21日～22日（神奈川県）
女子：３回戦敗退 廣谷美桜さん
男子：２回戦敗退 吹田天伸君
２回戦敗退 清水瑛斗君

団体戦
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男子：２回戦敗退
大間中 １－２ 長崎南山中（長崎県）

大間町経済支援策についてのお知らせ
町内商工事業者支援対策臨時給付金の申請期限について
該当になる商工事業者は、申請期限がありますので、申請忘れが無いようにご確認ください。
【申請期限】
令和３年９月３０日（木）消印有効
※期限を過ぎてからの申請は一切受け付けませんので、必ず期限内に申請をお願いします。
【申請方法】
※感染症拡大防止のため、郵送での提出にご協力ください。
（１）郵送で提出する場合 申請書類一式を次の宛先に郵送してください。
送付先
〒０３９－４６０１
青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道２０－４
大間町役場 産業振興課
※簡易書留など郵便物が追跡できる方法で郵送してください。
※切手を貼付、裏面には差出人の住所・氏名を必ずご記入ください。
（２）窓口へ提出する場合
役場に電話をし受付日時の予約をしてください。（必須）☎３７－２５３７（直通）
指定予約日に役場産業振興課に提出してください。
※申請書と手引きは産業振興課窓口で配布します。また、大間町役場ホームページからもダウン
ロード出来ますのでご利用ください。
大間町役場ホームページＵＲＬ：https://www.town.ooma.lg.jp/
⬘ 大間町産業振興課 ☎３７－２５３７（直通）

青森銀行大間支店れぢおん会から大間町への寄附
７月29日(木)町長室において、青森銀行大間
支店れぢおん会から「大間町の子供の育成」に
関する事業への活用を目的として10万円が寄
附されました。
この寄附は青森銀行大間支店100周年を記念
した事業の一環で、大間支店長 木村良樹様か
ら町長に贈呈されました。
心より感謝申し上げますとともに、町内の幼
稚園及び保育園での事業に活用させていただ
きます。

青森県市町村職員年金者連盟むつ・下北支部からの寄附
８月６日(金)町長室において、青森県市町村
職員年金者連盟むつ・下北支部より職員の福祉
向上に向けた支援として、35万円の寄附金が贈
呈されました。
心より感謝申し上げるとともに、活用させて
いただきます。
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N o . 400
大間町学力向上研究会
大間町学力検定（中学校数学）「合格証」67名が取得
今回は令和３年６月30日に実施した「大間町学力検定（中学校数学）
」について報告いたします。
昨年度までの大間町計算大会は、各学年で指定された200問の例題の中から出題された100問の計算を
しっかりと正確に解くことができるかを学級や個人で競っていましたが、今年度からは自分で決めた級
の合格を目指して取り組むものになりました。
この検定は、生徒の自主性を養い、学力向上を目指すもので、大間町学力向上委員会が日本数学検定に
準拠した内容やレベルとなります。生徒は６級（小学校６年生程度）から３級（中学校３年生程度）の中
から、自分で取得したい級を選択して、それに向けて約２ヶ月間毎日学習に励みました。
今後は大間町学力検定（中学校漢字・英語）と続きます。さらに学力を身につけられるよう日々の学習
を頑張ってほしいと思います。
３級合格（中学校３年生程度）
≪第３学年≫
太田
翔、田中 元気、新田くらら、蝦名 航樹、小林
奈良 舜星、蛯子 珂乃、大見 幸更
４級合格（中学校２年生程度）
≪第２学年≫
中森蒼志朗、佐山 夢奈、宮野
奏
≪第３学年≫
伊藤
新、清水 瑛斗、船山 新湧、松山 大翔、伊藤
伊世 快地、傳法 大和、宮野
朔、浅見 日向、蛯子

歩、竹内 謙信、傳法 斗羽、

雪愛、廣谷 美桜、松本 風夏、
桃羽、須藤小由里、小濱 姫羽

５級合格（中学校１年生程度）
≪第１学年≫
荒木 陽向、竹内 陽詩、傳法 朔大、松本 愛莉、宮野ひまり
≪第２学年≫
伊藤 友哉、小谷 翔洋、高久 陽月、傳法 蓮斗、新田
羚、渡邊 雅也、濱端
山本 心愛、菊池瑠夕歩、新田 航生、山本 龍矢、泉 恵璃咲、伊藤 愛絆、伊藤
佐々木 虹、松山 華蓮
６級合格（小学校６年生程度）
≪第１学年≫
石毛 皇遙、伊藤 紫音、御ӛ敷葵生、小島
翼、小島
手塚 健瑠、新田 愛叶、伊世 陸人、伊藤 楓海、川崎
細間 桔梗、増田 吾蓮、松本 雄貴、南
夏姫、米持

今月の
あいさつ
運 動

楓、
海、

琉生、斉藤 慶太、佐々木結愛、
航輝、須藤 義司、廣谷 彩心、
澪真

～児童生徒をみんなで見守りましょう～

９月２２日(水)

午前７：１０～７：４０

＜大間地区＞・大間小学校前交差点・町営住宅前交差点・大間保育園前交差点
＜奥戸地区＞・奥戸小学校前
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今年度は全校生徒116名で日々の学校生活を精一杯頑張っています。今年度の学校スローガンは
「地域に信頼され、地域に愛され、地域とともに進む学校」です。新型コロナウイルス対策を講じな
がら、昨年度は実施できなかった行事等をできるだけ通常の形で実施するよう努めています。今回
は主な学校行事、地域とのつながりにスポットをあてて本校の様子を御紹介いたします。

○○ 主な学校行事 ○○
耐久遠足（６／11）

大間高祭（７／９、10）

学校発→大間崎→キャトルパーク→学校着の約
14kmにわたるコースで実施しました。今年は母親
委員会による昼食振る舞いも復活、ちゃんこ汁とお
にぎりに舌鼓を打ち、爽やかな好天に恵まれた遠足
を振り返っていました。

今年も玄関における検温・消毒、模擬店における飛
沫防止ビニール設置や広めの座席間隔など、コロナ
対策を随所に施しつつ一般公開の形式で開催させて
いただきました。多くの御来場をいただき、感謝申
し上げます。


◆◆ 地域とのつながり ◆◆
フラワーデー（５／11）

総合的な探究の時間（６／30）

中学生体験入学（７／28）

今回はコロナ対策を施しつつ、園
児たちと一緒に楽しくプランター
の花植えを実施しました。できあ
がったプランターは、町内各所に
お届けさせていただきました。

大間町役場職員の方々にお越しい
ただき、１学年で「高校生模擬議
会グループワークwith大間町」と
題して、地域活性化政策について
考える学習活動をしました。

当日は48名の中学生が参加してく
れました。全体会で学校生活の説
明を受け、体験授業で高校の勉強
を楽しく学びました。今回は部活
動見学も実施しました。皆さん
待ってます！


本校ＨＰには、学校行事の様子や行事予定等、
様々な情報を掲載しています。随時更新しており
すので、ぜひご覧下さい。

http://www.ohma-h.asn.ed.jp/
学校HP QRコード
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第２９７号

保健だより
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健康づくり推進課
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社会生活基本調査がはじまります
総務省統計局（青森県）では、令和３年10月20日現
在で社会生活基本調査を実施します。
この調査は、わたしたちが１日のうちどのくらい
の時間を仕事、家事、地域での活動などに費やしてい
るか、また、過去１年間の自由時間にどのような活動
を行ったかについて調査し、仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）の推進、少子高齢化対策など
の政策に必要な基礎資料を得ることを目的として実
施します。
10月上旬から中旬にかけて、調査員が調査をお願
いする世帯に伺いますので、調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をお願いいたします。
※町内すべての居住者が対象ではございません。
⬘ 青森県企画政策部統計分析課 ☎０１７－７３４－９１６９（直通）
大間町企画経営課
☎３７－２５０４（直通）

病院だより

今月の担当医
N o .２８３ 副院長 藤原 慈明

｢亡くなりかたのお話｣
皆さん、こんにちは。大間病院の藤原です。今回は結構重い話です。
皆さんは、ご自分や大切な人が死ぬときのことを考えたことはありますか？
ご自分の寝床で、自宅で、あるいは病院のベッドで、ご家族に見守られながら穏やかに息を引き
取るといった情景を想像する方が多いと思います。
しかし、そんな穏やかな最期は無条件には迎えることはできません。どこかであなたが急に倒れ
たとします。目撃者は救急車を呼び、駆けつけた救急隊はあなたの心臓が止まっているのを確認す
ると、心臓マッサージを行い、マスクや気管チューブを用いた補助換気を開始します。
その他蘇生行為をおこないつつ、あなたを病院まで運んでいくのです。病院に到着してからも蘇
生行為は継続されます。実際の心臓マッサージは心臓を再び動かすために、体重をかけて胸の真ん
中を強く深く押し込むため、肋骨がへし折れ、ときに肺が破け、のどから血が吹き出ることもあり
ます。蘇生行為とはそうまでしてようやく一命を取り留められるか否かという行為です。現在の日
本における病院の外で心停止した人が命を取り留めた割合はおよそ十数％で、80歳を超えると５％
以下になります。救急隊が現場に駆けつけて心停止しているのを確認したら、心停止からかなりの
時間が経過していることを確認しない限りは、上記のような蘇生行為を行いながら病院に搬送しな
ければならない決まりになっています。わたしはこれまで、たくさんの心肺蘇生を経験してきまし
たが、
「これは助からない」と思いながらも蘇生行為を行わざるを得なかった方々がたくさんいまし
た。本人が「最期まであがきたい」という考えならそれでも良いと思いますが、
「最期にそんなに傷
つくくらいなら、きれいな状態で逝きたい」と思う方にとっては非常に悲しい最期となってしまい
ます。できるだけ、きれいに最期を迎えたいと思っていらっしゃる方は、まずご家族と、ご自分の
最期について話し合ってみてください。
大間病院では在宅看取りや施設看取りも行っています。もちろん、まだまだピンピンしている方
に適応できるものではありませんが、
「正直言ってそろそろお迎えが来そうだな、でも最期は、肋骨
ボキボキはいやだな、穏やかに逝きたいな」と思っている方、若しくはそのご家族の方は、一度大間
病院に相談してみてください。
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電気柵設置説明会開催について
鳥獣(サル・カモシカ等)被害対策に伴う電気柵設置の説明会を下記の日程で開催いたします。
なお、令和４年度の電気柵は説明会参加者優先で設置することを検討しておりますので、電気柵設置
を考えている方は参加していただきますようお願いいたします。
材木地区

９月１５日（水） 午後３：００～ 農村婦人の家

大間地区

９月１７日（金） 午後３：００～ 役場１階小会議室

奥戸地区

９月１６日（木） 午後３：００～ 奥戸交流館

⬘ 産業振興課 ☎３７－２５３７（直通）

大間消防署からのお知らせ
９月９日は「救急の日」です。
救急の日は救急業務及び救急医療について、正しい理解と認識を深め、救急医療体制を一層充実させ
ることを目的に定められました｡９月９日､この日を含む１週間(日曜から土曜まで)が救急医療週間とさ
れています｡
皆さん救命のリレーという言葉を聞いたことがありますか？
あなたの大切な人がもし目の前で突然倒れた場合、あなたはどうしますか？想像してみてください。
１１９番に電話をかけ、すぐさま救命処置を行わなければ助からない命もあります。現場に居合わせた
あなたがどんな行動をとるかでその人の人生は大き
く変わってしまうこともあります。あなたが勇気を
持って救命の第一走者として救急車が到着するまで
救命処置等を行い救急隊へそのバトンを繋ぐ。その
一連の行動を救命のリレーと言います。（右図）
大間消防署管内では応急手当の普及啓発、地域の
一次救命処置
二次救命処置と
心停止の予防
早期認識と通報
救命率向上を目的とし救命講習会等を実施していま
(心肺蘇生とAED)
心拍再開後の集中治療
す。新型コロナウイルス感染症流行に伴い感染防止
対策を徹底し人数等の制限はありますが安全な救命講習会の開催を可能としていましたが、現在、県内
及び下北管内での新型コロナウイルス感染症患者確認状況を鑑み、当面の間中止としています。
また、今回の救急医療週間において住民の皆様へ今一度お願いしたいことがあります。
それは緊急車両についてです。ドライブ中に緊急車両のサイレンを耳にすることはありませんか？一
刻を争う緊急車両ができるだけスムーズに通行できればよいのですが、道を譲ってくれない車両が最近
多く見受けられます。
救急車や消防車などの緊急車両に道を譲らなければ「緊急車妨害等違反」に問われる可能性がありま
す。緊急車両が迫ってきた際には道を譲りましょう。
普段の生活においても出会うことがある緊急車両ですが１秒でも早く緊急車両が必要とされる場所へ
到着できるようご理解ご協力をお願いいたします。
詳細・要望等がありましたら大間消防署救急係までお問い合わせください。
⬘ 大間消防署救急係 ☎３７－３１０７

～税務課からのお知らせ～
今月の納期については、下記のとおりとなっておりますので、納め忘れには注意しましょう。
・国民健康保険税（第３期） ・介護保険料（第２期） ・後期高齢者保険料（第２期）

・令和３年９月３０日（木）
※ 納期を過ぎますと納付が遅れるごとに延滞金が加算される場合があります。延滞金の割合は納期内
納付をされた方との公平性を保つために法により定められています。
⬘ 税務課 ☎３７－２５１８（直通）
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ハローワークむつ出張相談in大間
ハローワークむつでは、お仕事を探している方を対象に出張相談会を実施しています。
お近くにお住まいの方はお気軽にご利用ください。
【開催日時】令和３年９月１６日（木） １１：００～１３：００
※新型コロナウイルスの感染拡大状況、天候や道路状況等により実施時間が変更や中止と
なる場合もありますので、ご了承ください。
【開催場所】総合開発センター農林漁業研修室
【相談内容】
・新規求職申込み・就職に関する相談・職業訓練の情報など雇用情報の提供
・求人情報の提供・紹介状の発行（後日ハローワークからの郵送となります）
※ご来場の際はマスクの着用をお願いいたします。
※発熱や咳などの風邪症状のある方は、電話による相談も行っておりますのでそちらをご利用ください。
※雇用保険を受給中の方は、求職活動実績となりますので受給資格証をお持ちください。
※雇用保険にかかる諸手続きは取り扱っておりませんのでご了承ください。
⬘ ハローワークむつ（むつ公共職業安定所) ☎２２－１３３１

後期高齢者医療被保険者のみなさまへ
１ 保険料は納期限内に納めましょう
⑴ 短期保険証について
保険料を滞納すると、有効期限が短い保険証（短期被保険者証）を交付することがあります。
⑵ 口座振替について
納付書で納めている方には、納め忘れがなく、納めに出向く手間も省ける口座振替をお勧めしま
す。口座振替への変更は、役場税務課または金融機関で随時受付しています。
⑶ 保険証の減免について
災害により住宅等に著しく損害を受けた場合や、特別な事情により世帯主等の収入が著しく減少
した場合は、保険料の減免等が認められることがありますので、ご相談ください。
２かかりつけ医・かかりつけ薬局を持ち、お薬手帳は１冊にまとめましょう
具合が悪くなった時にいつも診てもらう身近な「かかりつけ医」があると、体質や持病を理解した上で
助言をしてくれたり、必要に応じて専門の医療機関を紹介してくれたりするので安心です。
また、普段から何でも相談できる「かかりつけ薬局」があると、薬歴（薬の服用記録）の管理や飲み合
わせによる副作用の防止、多剤処方による健康被害のリスク軽減など、健康管理をサポートしてくれま
す。
複数の「お薬手帳」を持っている場合は、１冊にまとめることで管理がよりしやすくなります。
⬘ 税務課 ☎３７－２５１８（直通）

大間町防災訓練の中止について

犬・猫の供養祭開催

毎年10月第一日曜日に実施しています大間
町防災訓練は、全国的な新型コロナウイルス
の感染状況及び当町のワクチン接種の進捗状
況を踏まえ町民の皆さまの安全･安心を考慮し
て昨年度に引続き中止することといたします。
なお、防災啓発として昨年度同様に防災情
報の配布を予定していますので詳細について
は広報おおま10月号の折込チラシをご覧くだ
さい。
「町民の皆さまには日頃から防災意識を高め
災害に備えましょう！」
⬘ 総務課 ☎３７－２１１１

公益社団法人青森県獣医師会下北支部では、円通寺の
ご協力により令和３年度犬・猫の供養祭を開催します。
一般の方々の参拝も受け付けていますので、お気軽に
ご参加ください。
＜日 時＞ ９月28日(火)午前10時より（※雨天決行）
＜場 所＞ 円通寺「犬猫供養塔」前
＜参加費＞ 無 料
＜その他＞ 申込不要ですので、当日会場に直接お越し
ください。（※納骨はできませんのでご注意ください）
⬘ 公益社団法人青森県獣医師会下北支部
☎０８０－３３２６－６８５８
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皆様の夢の実現を応援します！クラウドファンディングしもきた
■夢やアイデアの実現に向けてチャレンジしたい方
町内に拠点を置く、個人・団体等の皆様が、
「CAMPFIRE（キャンプファイヤー）
」に企画を掲載して
支援を呼びかけることで、企画に対する資金調達を行うことができます。
■支援したい方
株式会社CAMPFIREに利用者登録をすることで、ウェブページに掲載されているお気に入りの企画
を支援することができます。
■企画の流れ
①関係書類を役場、企画経営課へ提出します。（関係書類：町ホームページからダウンロードできます）
②役場担当者と一緒にプロジェクトを練り上げます。
③「CAMPFIRE」のウェブページにプロジェクトを掲載します。
④プロジェクトを閲覧した方々から支援の申込みがあります。
その他
■CAMPFIREは、
「購入型」と呼ばれるクラウドファンディングで、支援に対してのリターン品（お礼
の品）をお送りします。企画にあったお礼の品を準備し、責任をもって支援者へお送りすることに
なります。
■資金調達方式が２種類から選べます。詳しくは、むつ市または大間町のホームページをご覧ください。
■起案者向けガイドや申込書などの関係書類は、企画経営課で配布します。
不明なところ等がございましたら、気軽に下記までお問い合わせください。
⬘ 企画経営課 ☎３７－２５０４（直通）

定例労働相談会開催について
個々の労働者と事業者との間に生じた労働問題（解雇・賃金引き下げ・長時間労働・パワハラなど）に
ついて、青森県労働委員会委員が相談に応じます。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、相談時の検温の実施、連絡先の確認、マスクの着用、手指
のアルコール消毒等の対応をお願いいたします。
【日時及び開催場所】
開催日

時 間

場

９月 ７日（火）

１３時３０分～１５時３０分

９月２６日（日）

１０時３０分～１２時３０分

１０月 ５日（火）

１３時３０分～１５時３０分

所

青森県労働委員会（東奥日報新町ビル４階）

【対 象 者】県内の労働者、事業主
【対 応 者】青森県労働委員会委員
（青森県労働委員会とは…青森県の行政機関の一つ。労働問題について専門的知識を持つ、
公益委員（弁護士等）
、労働者委員（労働組合役員等）
、使用者委員（会社経営者等）で構
成されており、中立・公正な立場で労働問題を解決する。
）
【費
用】無料
【利用方法】随時受付（事前予約優先）
⬘ 青森県労働委員会事務局 ☎０１７－７３４－９８３２／FAX０１７－７３４－８３１１
URL（http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/roi-sodankai.html）

障がいに関する相談所の開設について(大間町相談支援事業）
相談支援事業とは、障がいのある人の福祉に関する様々な問題について、障がいのある人等からの相
談に応じ、必要な情報の提供、障がい福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援
助を行います。
■日 時：令和３年９月15日(水) 午後１時～午後２時
■場 所：大間町役場１階 小会議室１
むつ市障がい者相談事業所の相談員の方々が相談や助言を行います。身近にある些細なことでもお気
軽にご相談ください。なお、お出でいただく時は、事前に下記へご連絡くださるようお願いいたします。
⬘ 住民福祉課 ☎３７－２５２０（直通）
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10月１日から７日までは「公証週間」です
公証人は公務大臣から任命された法律の専門家として、中立・公正な立場において、国の公務である公
証事務を担い、国民の権利保護と私的紛争の予防の実現を使命としています。
公証人の主な業務は、次のとおりです。
〇公正証書で契約書を作って、大切な財産を守ります。
〇公正証書で遺言書を作って、大切な人に遺産を譲ります。
〇公正証書で養育費の給付契約書を作って、子供の将来を守ります。
〇任意後後見契約書を作って、老後の安心を確保します。
〇私署証書に確定日付印を押捺して、文書の存在を証明します。
手数料は法定されていますので、安心してご利用いただけます。
公証事務に関する相談は無料です。いつでもお気軽にご相談ください。
青森県内の公証人役場
青森公証人合同役場 青森市長島一丁目３番17号 阿保歯科ビル４階
☎０１７－７７６－８２７３ 公証人 中山
弘前公証役場
弘前市大字駅前二丁目２番地３ 弘前第一生命ビル７階
☎０１７２－３４－３０８４ 公証人 小山
八戸公証役場
八戸市大字廿三日町28番地 八戸ウエストビル201
☎０１７８－４３－１２１３ 公証人 高村

法の日司法書士無料法律電話相談会
10月１日は法の日です。日常生活での困りごとや法律上の悩みについて司法書士が無料で相談に応じ
ます。下記のとおり電話相談に応じますので、お気軽にお電話ください。
日
時
電
話
主
催
相談内容

10月２日(土) 10：00～15：00
０１７－７５２－０４４０ (当日のみの専用番号です)
青森県司法書士会
相続・登記・成年後見・多重債務・裁判所提出書類作成等

なお、相談は無料ですが、具体的な手続きが必要になる場合には、別途費用がかかりますので、相談員
にご確認ください。
⬘ 青森県司法書士会 ☎０１７－７７６－８３９８

青森県学生寮 入寮生募集
入 寮 資 格 保護者が青森県民で東京都又はその近郊の大学、専修学校等に在学、または在学見込み
の男子学生
場
所 東京都小平市鈴木町一丁目103－１
部 屋 ・ 設 備 個室（ベッド、机、エアコン等備付け）
経
費 入寮費年額３万円、寮月額３万円、食費１食450円（平日の夕食のみ希望性）
電気料金実費（上・下水道料金無料）
申込み方法等 詳細は以下にお問合せいただくか、ホームページをご覧ください。
⬘ 〒030-8540 青森市長島一丁目１－１
(公財）青森県育英奨学会（青森県教育委員会教職員課内）
☎ ０１７－７３４－９８７９
HP https://syougakukai.wixsite.com/aomori-ryo
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在職者訓練の受講生募集「高所作業車特別教育」
受講期間 令和３年10月６日(水)～10月７日(木) ２日間
受講時間 ８時30分～16時30分（７時間×２日間＝14時間）
募集期間 令和３年９月３日(金) ８時30分～
令和３年９月13日(月) 17時00分
受講場所 青森県立むつ高等技術専門校
応募資格 在職者で「作業床の高さ10ｍ未満の高所作業車運転業務に係る特別教育を習得したい方
募集定員 20名
受 講 料 約2,700円
申込方法 受講申込書を当校ホームページからダウンロードし必要事項を記入の上、ＦＡＸにて申込み
ください。
⬘ 青森県むつ高等技術専門校 ☎０１７５－２４－１２３４ FAX０１７５－２４－１２５０

法人の確定申告がインターネットでできます
青森県では、地方税電子化協議会が運営する地方税ポータルシステム（通称「eLTAX：エルタックス」
）
を利用して、インターネットによる法人県民税・法人事業税・特別法人事業税の申告受付を行っています。
ご利用方法などの詳細は、下記エルタックスホームページをご覧ください。
eLTAXホームページ：https://www.eltax.lta.go.jp/
⬘ 下北地域県民局県税部 課税課 ☎２２－８５８１（内線２０７）

青い森林業アカデミーの令和４年度研修生を募集します
青森県では、本年４月にスタートした「青い森林業アカデミー」について、第２期目となる令和４年度
研修生の募集を９月から開始します。
申

請

資

格

県内で林業への就業を希望し、研修受講時において18歳以上43歳以下の方

募

集

人

員

10名（高校推薦７名、一般３名）

研

修

期

間

１年間（令和４年４月から令和５年３月まで）

料

118,800円／年

点

県産業技術センター林業研究所 研修棟（東津軽郡平内町大字小湊字新道46-56）

受
研

講
修

拠

取得できる資格

チェーンソー操作や車両系建設機械運転など 計６種類

研修修了後の就業先

①地域の森林を管理する森林組合
②植栽や下刈、伐採などの林業を営む会社等

給 付 金 制 度

安心して研修に専念できるよう、年間最大142万円を給付する制度があります

詳しくは、県ＨＰ：http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/agri/academy.html または、下記までお
問合せください。
⬘ 青い森林業アカデミー ☎０１７－７６３－４０２２
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ひろみちお兄さんの「親子体操普及員養成講座」
親子体操の普及と子育て世代や子どもの健康づくりを目的とした養成講座を開催します。
開 催 日：令和３年10月23日(土) ９：00から
10月24日(日) 15：00まで
開催場所：青森県公立大学
参加資格：親子体操の普及に意欲のある方。
人数制限：50人まで
料
金：5,000円
申 込 先：10月８日(金)までに、氏名、年齢、自宅住所・電話番号・所属先名・所属先電話番号をＦＡＸ・
Ｅメールで、
青森県医師会健やか力推進センター aomed-sukoyaka@circus.ocn.ne.jp
FAX：０１７－７６３－５５９１
⬘ 青森県医師会健やか力推進センター ☎０１７－７６３－５５９０
※詳しくは青森県医師会健やか力推進センターのＨＰをご覧ください。

映画上映会「昭和・銀幕のスターたち」を開催します
■内容
三船敏郎主演「隠し砦の三悪人」
、勝新太郎主演「座頭市物語」など、昭和の名画４本を35ミリフィル
ムで上映。
■日時
令和３年９月３日(金)・４日(土)・５日(日) ①10：30～ ②13：30～（１日２本上映）
■プログラム
開始時間

９/３(金)

９/４(土)

９/５(日)

①10：30～

暁の脱走

嵐を呼ぶ男

座頭市物語

②13：30～

隠し砦の三悪人

座頭市物語

隠し砦の三悪人
映画上映会ページ

■会場
QRコード
青森県立美術館シアター（青森市安田字近野185）
■観覧料 一日券800円
※全席指定、前売りのみ。発券手数料220円／枚が別途かかります。
■お申し込み
チケット予約サイト「カンフェティ」のWEBまたは電話（０１２０－２４０－５４０）でお申込みくだ
さい。
⬘ 青森県立美術館 ホームページwww.aomori-museum.jp ☎０１７－７８３－５２４３

｢法定相続情報証明制度」で相続手続きが簡単・便利・無料です
「法定相続情報証明制度」は戸籍謄本などの書類を基に、法務局が「法定相続情報一覧図の写し」を無
料で交付するものです。
一度作成すれば相続登記はもちろん、預貯金の払戻し、相続税の申告及び年金手続きなどの相続手続
きに戸籍抄本等を持参する必要がなくなり、とても簡単で便利です。
必要な書類など、詳しくは、法務局のホームページをご覧いただくか、お近くの法務局にお問い合わせ
ください。
なお、法定相続情報証明制度など、法務局での手続きのご案内は予約制となっていますので、事前にご
連絡いただきますようお願いいたします。
⬘ 青森県地方法務局むつ支局 ☎２３－３２０２（音声案内２番）
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第65回船員労働安全衛生月間
９月は船員労働安全衛生月間です。
この月間は、船内における安全で快適な作業環境と、居住環境を実現し、船員の労働災害を防止するため

気をつけよう

いつもと違う小さな異変

皆で目指そう

安全運転

をスローガンに全国で各種運動を行います。
今年度の重点事項
①作業時を中心として死傷災害防止対策
②海中転落・海難による死亡災害防止対策
③漁船における死傷災害対策
④年齢構成を踏まえた死傷災害及び疾病対策
⑤生活習慣病等の疾病防止対策
⑥パワーハラスメントの防止とメンタルヘルスの確保
⑦船員の受動喫煙防止対策
⑧その他の安全衛生対策
期間中、青森運輸支局では、青森地区船員労働安全衛生協議会、船員災害防止協会青森地区支部ととも
に、海中転落による死亡災害防止に向けた作業用救命衣の着用の徹底や、多発する「転倒」
、
「はさまれ」
の防止を重点課題とした。漁船・作業船等への訪船による安全・衛生指導などを予定しています。
船舶所有者・船員のみなさんも各船で「安全衛生デー」を設け、船内の安全衛生設備の点検を行うとと
もに、乗組員全員で安全衛生について話し合うなど船員労働災害及び疾病の撲滅に積極的に取り組みま
しょう。

不正軽油について

借金でお悩みではありませんか？

事前に地域県民局長の承認を得ないで、灯油
や重油などを混ぜた不正軽油の製造、販売及び
使用等を行うことは脱税行為であり、罰則とし
て、10年以下の懲役や３億円以下の罰金などに
処せられます。
不正軽油に関する情報がありましたら、ご連
絡ください。
⬘ 下北地域県民局県税部 課税課
☎２２－８５８１ 内線２０７

借金に関する相談窓口
相談員が借金の状況等をお伺いし、
必要に応じて、
弁護士等に引継ぎを行います。
一人で悩まず、ご相談ください。秘密厳守・無料で
す。
【受付時間】月～金（祝日・年末年始除く）
８：30～12：00、13：00～16：30
⬘ 東北財務局青森財務事務所 理財課
(相談専用電話）☎０１７－７７４－６４８８

♨大間温泉♨

｢全国一斉 子どものための養育費相談会｣

☎３７－４３３４
海峡保養センター
■営業時間 午前８時～午後９時

養老センター

☎３７－２４１１
■営業時間 午前９時～午後８時
■今月の休館日
７日、14日、21日、28日（毎週火曜日）
＊各施設の指定された駐車場に駐車してください。

日時 令和３年９月25日(土) 10：00～16：00
専用電話番号 ☎０１２０－５６７－３０１
（当日のみの専用（臨時）の番号です）
※相談無料。秘密厳守。予約不要。
⬘ 青森県司法書士会
☎０１７－７７６－８３９８
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地域おこし協力隊通信
日本財団「海と日本PROJECT」：大間アゲ魚っ子キャンペーンキックオフを開催しました。
日本は、四方を海に囲まれた国です。日本の社会や文
化は、海に囲まれた環境の中で形づくられてきており、生
活や食べ物、文学、祭りなどさまざまなものが海と結びつ
いています。また、世界で唯一国民の祝日として「海の日」
を設置したのは、日本です。一方、世界の人口が急速に増
加を続ける中、海洋生物資源の乱獲、生態系のバランス崩
壊、気候変動や自然災害など、海の危機は一層深刻になっ
ています。このような状況を踏まえ、日本財団は次世代
へ海を引き継ぐため、海の日が20回目を迎える2015年に
「海と日本プロジェクト」を企画しました。このPROJECTとは子どもたちを中心に海
への関心や好奇心を喚起し、海の問題解決に向けたアクションの輪を広げることを目
的に日本財団や政府の旗振りのもと、オールジャパンで推進するプロジェクトです。
そして７月18日に大間町総合開発センターで、日本財団「海と日本プロジェクト」、
海と食の地域モデルin大間「大間アゲ魚っ子キャンペーンキックオフ」を開催しまし
た。大間では、多様で豊富な海の幸に恵まれた「宝の海」とともに生きてきた海の町ですが、近年、
海の様子も海の町の生活も変わり、さまざまな課題に直面しています。「海と食の地域モデルin大
間」プロジェクトはマグロに頼らざるを得ない漁業、子どもの魚離れ…この２つの課題を中心にし、
解決するために、地域で獲れる魚を楽しく美味しく食べるムーブメントや文化づくりの取り組みで
す。この取り組みの具体的な内容について興味がある方は、ＱＲコードからご覧ください。
地域おこし協力隊 許文茜

Paul(ポール)のROOM(部屋)
今回の記事は、オリンピックでの出来事にしました。
日本でのオリンピックは、アニメ発祥の国ということ
もあり、たくさんの外国人オリンピック選手は心、技、体
だけではなく、日本アニメへの愛情も見せていました。
金メダルをとったギリシャ人の幅跳び選手は、登場し
たときにワンピースのルフィーの真似をして、ポーズし
ました。あるアメリカ人の砲丸投げ選手は同じアニメの
フランキーのポーズをしました。
イタリア人のオリンピック選手たちはドラゴンボール
Ｚが好きで、ギニュー特戦隊のポーズをしました。
ウズベキスタンの体操選手たちはセーラームーンのコ
スチュームに似せた体操服で演技をしていました。
たくさんの体操選手たちは好きなアニメの音楽やコス
チュームを演技に取り入れていました。
この記事に全部載せることができませんが、多くの選
手は日本のアニメ愛を見せていました。興味があれば、
インターネットで調べてみてください。
もしかすると、パラリンピック選手達もアニメが好き
で様々なポーズをするかもしれませんよ。
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大間埼灯台点灯100周年記念パネル展
大間埼灯台が1921（大正10）年11月１日の初点から今年で点灯100周年を迎えるため、航路標識の歴史
と大間埼灯台100周年の歩み等をまとめたパネルのほか、本年、測量から海図作成までを一貫して行う近
代水路業務開始から150周年を迎える「海図150周年」を紹介するパネルを以下の会場で展示をしており
ます。
（１）日時 令和３年11月上旬まで
（２）場所 ①大間町役場（１階ホール）
②北通り総合文化センター「ウイング」（１階原子力郷土資料展示コーナ）
③津軽海峡フェリー大間フェリーターミナル（２階待合室）
④青森港湾合同庁舎（３階廊下、青森海上保安部）
⬘ 青森県海上保安部交通課
☎０１７－７３４－２４２２
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わが家の
です
こ
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璃海ちゃん( ２歳）
泣げっつりこ。泣き声も食欲も、100点満点‼
元気いっぱい大きくなってね。
祖父母 鈴木明久さん・千春さん（大間町)

わたしたちの

まち

令和３年７月末現在( )前月比

７月届出分

個人のプライバシーを尊重し、届出の際に掲
載の意思を確認させていただいております。

人

口

男

女

世 帯 数

総数 4,992(－14) 2,546(－12) 2,446(－ 2) 2,493(－ 2)
みくる

大間 3,917(－ 9) 2,018(－ 8) 1,899(－ 1) 1,962(－ 1)

山本

未来ちゃん（修さん）

奥戸

927(－ 5)

445(－ 4)

482(－ 1)

455(－ 1)

菊池

妃茉ちゃん（雄大さん）

材木

148(± 0)

83(± 0)

65(± 0)

76(± 0)

編集室の

ひとり言

今年の夏は皆さんどう過ごしたでしょうか。
やっと夏の暑さが弱まり、夜は少し肌寒くなってき
ています。寒暖差に気を付けて秋に備えましょう。
秋といえば、私が思い浮かべるのは食欲の秋です。
美味しい物が多い季節、皆さんはどんな秋を思い浮か
べるでしょうか。読書の秋など人それぞれの秋を楽し
平
みましょう
○

ひ

ま

今月はありません

御ӛ敷千鶴子さん 87歳（細間）
岩瀬 千ヰさん 90歳（向町）
柳谷 眞一さん 70歳（向町）
中森 直勝さん 65歳（大間平）
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紀國

功さん 95歳（館ノ上）

岩佐 としさん 86歳（大間平）
浅見 恒吉さん 84歳（下手道）
和泉 清㜯さん 66歳（大間平）
＝お願い＝
新聞へのお悔やみ情報の掲載を希望する方
は、届出の際に係に申し出て下さい。

