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。

未来を担う新成人!!
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★まちのできごと★

大漁祈願祭

７月15日（祝）

ブルーマリンフェスティバル2013 ８月14日（水）
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★まちのできごと★

夏の空に響き渡る大間の祭囃子
大間稲荷神社例大祭

祝大間町成人式
８月15日（木）、北通り総合文化センター「ウイング」において「平成25年度大間町成人式」が開催されま
した。
平成５年４月２日から平成６年４月１日生まれの71名が成人を迎え、当日は56名が出席。
式辞では、金澤町長が「人は一人では生きていけません。多く人の知恵を借り、助け合いながら生きていき
ます。両親や周囲の人達に感謝の気持ちを忘れず、ふるさとの大間町に誇りを持ち、他人の心の痛みが分かる
優しい人間に成長して欲しいです。」と激励の言葉を述べました。
新成人を代表して、平田昌敬さんが、
「成人式を迎えることが出来たのも、両親はじめ数々のご指導を頂いた
諸先生方、大間町の皆様方の暖かいご支援に感謝しています。これから、社会人としての判断も要求されるよ
うになり、苦悩することや自分の進む道に迷うこともあると思います。このような時でも、今までの自分の努
力と大間で育った誇りを胸に確実に乗り越えて行こうと思います。」と誓いの言葉を述べ、未来の道に向かっ
て新たなスタートを切りました。
また、式典後の講演会では、テレビでも幅広く活躍している、見城三枝子さん
（青森大学教授・エッセイスト・ジャーナリスト）が講演してくださり、20歳の
時に東京オリンピックが開催され、最終の聖火ランナーが大学の友人ということ
など、ご自身のエピソードや経験を語ってくれました。最後に、自分の好きな言
葉は「思いたったら吉日」で、
「思いたった日をよしとして始めること。そして、
やり遂げることを自分に言い聞かせることは、これからの皆さんにも必要なこと
だと思います。
」とアドバイスを送って頂きました。
▲誓いの言葉 平田昌敬さん
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★まちのできごと★

みちのく丸寄港
７月23日（火）、
「千石船東廻り航路文化交流事業」で東日本大震災からの復興を支援するため航海した復元
弁才船「みちのく丸」が大間町に寄港しました。
みちのく丸の姿が見えると、会場に集まった多くの人が「よぐきたの～！」と大きな声を出しながら大漁旗
を振って出迎えました。その後、式典のオープニングで津軽海峡海鳴り太鼓を披露し、天妃様行列も特別に披
露されました。
寄港地の人々の思いが書き込まれた横断幕に金澤町長は「前進」と書き込み、その想いをみちのく丸に託し
ました。
午前10時からは一般公開が行われ、みちのく丸の船内を一目見ようと多くの町民がみちのく丸の前に長い
列をなしていました。小・中学生らは真剣にスタッフの説明を聞き、目を輝かせながら写真を撮っていました。
みちのく丸はその後、次の寄港先である岩手県大船渡港へ向け出港し、８月５日（月）に最終寄港地である東
京都・有明埠頭に入港しました。

県大会・東北大会・全国大会出場報告
８ 月 ２ 日（ 金 ）、 大 間 中 学 校 剣 道
部・柔道部・陸上部・野球部の生徒が
町長室を訪れ、県・東北・全国大会出
場の報告をしました。
「最後の最後で掴
みとった県大会なので、悔いのないよ
うにプレーしたい」など、各々が力強
く決意を述べてくれました。
大間中、奥戸中の各部活動の結果は
下記のとおりです。
☆県中体連の結果☆
○陸上競技
・男子走り高跳び 第３位 傳法 卓巳
（大間中３年） ・男子走り幅跳び 第８位 吉本 雄登
（大間中３年）
・女子砲丸投げ
第５位 山田 祐実
（奥戸中３年）
○ソフトボール競技
・１回戦 大間中０－15木造中
○柔道競技
◉男子個人戦
・男子66㎏級
第５位 泉
竜斗
（大間中２年）
・男子90㎏超級 第５位 山本
淳
（大間中３年）
◉女子個人戦
・女子超軽量級 第３位 菊池 佑美
（大間中２年）
・女子軽量級
第３位 山本 優海
（大間中２年）
・女子重量級
第２位 山本 莉子
（大間中３年）
第３位 泉
栞恋
（大間中３年）
◉男子団体戦
・１回戦 大間中５－０弘前四中
・２回戦 大間中 ２－３ 油川中
◉女子団体戦 第３位
・１回戦 大間中 ３－０ 柏中
・２回戦 大間中 １－０ 三沢一中
・準決勝 大間中 ０－３ 弘前一中
○剣道競技
◉女子個人戦 第２位 村川 愛海
（大間中３年）
◉男子団体戦
・予選リーグ１回戦奥戸中０－４七戸中
・予選リーグ２回戦奥戸中１－２田舎館中
☆東北大会結果☆
○柔道競技 山本 莉子 予選リーグ敗退
○剣道競技 村川 愛海 ２回戦敗退
○陸上競技
（走り高跳び） 傳法 卓巳 記録なし
☆全国大会結果☆
○剣道競技 村川 愛海 １回戦敗退
※波線の引いてある選手は、
東北・全国大会に出場した選手です。
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No.314
第 2 8 回はまなす駅伝大会
ご 協力のお願い
来たる９月29日（日）交通安全・防犯・青少年健全育成・水産資源保護のスローガンのもと、
『第28
回はまなす駅伝大会』を午前10時15分に材木農村婦人の家前スタート、大間稲荷神社前をゴールとし
て開催いたします。
大会当日は大間稲荷神社前が開会式・閉会式会場となり、材木から奥戸、根田内、大間崎、大間高
校前を経由し大間稲荷神社前をゴールとした道路をコースとして使用することになります。安全のた
め、車輌の通行止めや駐車禁止等の交通規制をさせていただくこととなりました。事故防止のため、
応援のみなさんは道路に入らないで応援し、伴走などの交通違反は絶対にしないで下さい。もしチー
ム関係者等が伴走等の違反をした場合そのチームを失格とする場合があります。
つきましては、町内の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、大会の趣旨をご理解いただき、
ご協力いただきますようお願いいたします。
ご協力をお願いする日 平成25年９月29日（日）
○大間稲荷神社前
時間帯：午前７時～午後１時まで
規 制：駐車禁止（役場駐車場等をご利用ください）
○その他コース
時間帯：午前10時～午後１時まで
規 制：コース上の駐車禁止

今月の
あいさつ
運動

～児童生徒をみんなで見守りましょう～

９月２６日（第４木曜日）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＞ 電源開発奥戸分所付近
＜材木地区＞ 農村婦人の家前（スクールバス出発まで）
●

●

●

●
●

大間町学力向上研究会

ノーメディア・チャレンジ は、９月と11月に実施します。
「ノーメディア・チャレンジ」は、家庭学習に取り組む上で、あまり良い影響を与えて
いない「テレビやビデオ、携帯電話やＰＣ、テレビゲームをする時間を減らすなど、
「メ
ディア（情報システムや情報機器）
」に頼らない生活ができるよう、挑戦してみようとい
う取り組みです。今年度からの取り組みで、９月と11月に実施を計画しています。具体
的なチャレンジ項目は、以下のとおりです。
①テレビ（ビデオ・ＤＶＤを含む）は、番組を選んで見ます。
《１日○○時間以内など》
②テレビ（ビデオ・ＤＶＤを含む）は、時間を決めて見ます。
《○：○○～○：○○など》
③食事の時は、テレビやビデオを消します。
④ゲーム機は時間を決めて使います。
《１日○○時間以内など》
⑤夜９時を過ぎたらゲーム（ゲーム機・携帯電話・パソコン）をしません。
⑥ゲーム機の使い方は、我が家のルールを守ります。
⑦家に帰ったら、携帯電話の電源を切ります。
⑧９時を過ぎたら、メールをしません。
（携帯電話・パソコン）
⑨携帯電話の使い方は、我が家のルールを守ります。
⑩パソコンの使い方は、我が家のルールを守ります。
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大間高等学校
５月31日㈮第66回青森県高等
学校総合体育大会総合開会式が
県総合運動公園（マエダアリー
ナ）で行われました。本校からは太田正文校長を団長に引率２名、旗手
を川谷将君が務めバレー部・ラグビー部合計30名が参加し堂々の行進を
行いました。また、６月１日㈯～３日間の日程で県内各地で行われた大
会では、各部とも全力を出し切り悔いの残らない試合を展開していまし
た。

「第66回青森県高校総体」

６月６日㈭好天の中、教師と生徒が一体となり、勤労の楽しみや環境美化を
目的にフラワーデーが行われました。大間幼稚園59名、大間中学校３学年60
名、本校全校生徒及び全教職員の合計320名が和やかな雰囲気の中でプラン
ターにベコニア・サルビア・マリーゴールドなどを植えていました。また、完成したプランターを「うみの子
保育園・大間小学校・くろまつ」に寄贈しました。

「フラワーデー」

１学年では「総合的な学習の時間」を利用して、エネルギー学習を実施して
います。６月５日㈬エネルギー講演会を開催し、エネルギー事情と地球温暖
化についてクイズ大会等を通して楽しく学習していました。また、７月18
日㈭には大間原子力建設所に現場見学に行き、実際に肌で感じ取り原子力発電について知識と理解を深めてい
ました。

「大間原発現場見学」

７月６日㈯～７日㈰の２日間の日程で、大間高祭「間高の彦星、織姫たちの
壮大夏物語」をテーマに、クラス展示、３年生による模擬店、ステージ発表、
吹奏楽部の演奏、ＰＴＡ母親委員会による食堂などが行われました。生徒は
楽しく意欲的に取り組み、地域の多くの方々にも訪れていただき感謝しています。ありがとうございました。

「第38回大間高祭」

７月19日㈮㈱さんぽうと本校進路指導部の合同企画により、本校初の試み
として、全校参加型の進路説明会が実施されました。東北の大学・短大・専
門学校など合計32校の担当者の方々から、進学・就職・公務員の各分野に
ついて詳しい説明を受け、生徒は興味を持ち進路実現に向け真剣に取り組んでいました。

「系統別進路説明会」
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７月30日㈫中学生を対象とした大間高校体験入学が実施されました。中
学生・保護者・中学校の進路担当者の皆さんに、本校の教育内容や学校生
活などを紹介し今後の進路の参考にしていただいています。今年度は、生
徒・保護者合わせて116名の参加でした。中学生の皆さんは、各教科体験学習班に分かれ緊張と興味を持って
臨んでいました。今回の体験入学を参考に本校を希望することを願っています。

「中学生一日体験入学」

大間町生活環境支援等事業日々雇用職員募集
下記の通り、大間町役場では地域での生活環境課題等の支援及びワークシェアリング（仕事の分かち合い）
を目的とした大間町生活環境支援等事業のための日々雇用職員を募集いたします。
１．採用人数 ４名
２．勤 務 日 月17日以内
３．採用期間 下半期：平成25年10月１日から平成26年３月31日までの約６ヵ月間
４．業務内容 ・道路維持作業並びに施設周辺の清掃作業
・観光地、道路、公共施設の清掃作業、除草作業等
・街路灯、カーブミラー点検及び清掃
・冬期除雪作業
・その他生活環境課題等に係る作業
５．給
与 日額６,000円
６．応募資格 ⑴心身ともに健康な方（健康診断を受診していること）
⑵普通自動車運転免許を取得している方で通勤可能な方
⑶年齢65歳未満、性別は問いません。
※連続雇用は原則不可
７．応募書類 ⑴大間町生活環境支援等事業申込書 ⑵履歴書 ⑶運転免許証写し ⑷健康診断書
８．応募締切 平成25年９月19日（木）午後５時まで
提出先：青森県下北郡大間町大字大間字大間104 大間町役場住民福祉課
（郵送による場合は書留で同時刻必着）
９．選考方法 書類審査
※文書にて合否を通知
10．そ の 他 ・申込書は役場住民福祉課にあります。
・採用者は、社会保険、雇用保険、労災保険に加入されます。
＊詳細については住民福祉課（☎37－2111 内線23、25）までお問い合わせください。

病院だより Ｎｏ.１８７

内科医長 木村里紗

「禁煙外来について」
タバコをやめたいけれどなかなかやめられないという方は多いのではないでしょうか。喫煙は高血圧、動脈
硬化、糖尿病を悪化させ、心筋梗塞や脳卒中のリスクを高めます。また胃潰瘍や骨粗鬆症、また喉頭癌、食道
癌、肺癌など様々な癌のリスクを高め、喘息やCOPDといった肺の病気を悪化させるほか、妊婦さんがタバコ
を吸っていると赤ちゃんの発育や出産に悪影響を及ぼすことがよく知られています。タバコの本数を減らせば
そのうち止められると考えるかもしれませんが、ニコチン依存がかえって強くなり禁煙が難しい場合もありま
す。禁煙外来は禁煙したいけど自信がない、方法がわからないという方を医師がサポートして禁煙の成功率を
高めることができます。ただし禁煙の意思がない人を禁煙させることはできません。
日本では2006年から健康保険等を使って禁煙外来が受けられるようになり、大間病院でも2008年５月１日
から禁煙外来を行っています。健康保険等で可能な禁煙外来（保険適応や費用の詳細については外来でご確認
ください）は１年間のうち３か月間で、その間に５回の診察を行い、その人にあった禁煙方法でアドバイスを
行いながら禁煙をすすめていくというものです。今まで禁煙を試みたができなかった、または是非禁煙したい
けれど自信がない方は一度禁煙外来という選択枝も考えてみてください。
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第20１号

担当 ： 藤巻保健師

がんは 早期発見が大切です!!
☆がんの部位別死亡者数順位
男性
女性

1位

2位

肺

胃

大

腸

肺

3位
大

腸
胃

4位
肝

5位

臓

すい臓

すい臓

乳

大間町においても、平成
24年１月～12月までに
「がん」で亡くなられた
方 は、 男 性21名、 女 性
11名いました。

房

☆がん死亡のリスク（参考：国立がんセンター 2011）

検診を活用しよう♪
がんは「早期発見」が大切です。町で
は、1月23日（木）に集団健診、3月末
まで随時大間病院にて個別健診を行って
います。
受診希望の方は、下記までご連絡くだ
さい。
・集団健診⇒住民福祉課
（37－2111）
・個別健診⇒大間病院（37－2105）
❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

９月の保健行事
日 時
対象者

場

所

麻しん風しん混合(ＭＲ)
ヒブワクチン予防接種

日 時
対象者
場 所

９月２日（月）
ＭＲ
平成23年9月3日～平成24年9月2日生
ヒブ
平成20年9月3日～平成25年7月2日生
大間病院外来

５歳児健康相談

９月11日（水）
平成20年8月～平成20年9月生
総合開発センター

いきいき健康づくりの集い①
日 時 ９月15日（日）
対象者 どなたでも参加できます
場 所 海峡保養センター
詳しくは13ページのお知らせをご覧ください。

サロンぬくもり
日 時 ９月３日（火）
場 所 大間公民館
時 間 13：00 ～ 15：00
お茶を飲みながら、精神ボランティアさんと楽
しくお話しませんか？

四種混合・肺炎球菌ワクチン予防接種
日 時
対象者

※母子健康手帳の交付を希望される方は、保健師が不在の
場合もありますので、あらかじめ電話で確認してくださ
い。
場
※乳幼児の健診および予防接種は対象者に個別通知します。
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所

９月25日（水）
四種混合（三混・ポリオ未接種の方）
平成18年3月26日～平成25年6月25日生
肺炎球菌
平成20年9月26日～平成25年6月26日生
大間病院外来

●インフォメーション●

10月１日より国民健康保険被保険者証が新しくなります。
保険証の更新は、被保険者（国保に加入している人）の資格を確認し、適正な保険給付が行われるようにす
るために実施します。
古い保険証は無効です
10月１日以降は今までの保険証は使えなくなります。
（大学・専門学校等に就学中の学生に交付している㊫表示のある保険証も同様です。）
㊫は申請が必要です。※在学証明書を必ず添付してください。
国保税滞納者により医療給付が受けられない場合があります。
・国保税を滞納している世帯は、災害や政令で定める特別な事情がない限り、短期保険証（有効期間３ヶ
月）を交付しますが、滞納金額多額及び納付状況が悪い場合は、有効期間１ヶ月の短期保険証を交付し、
定期的に納税相談を実施し納税していただきます。
・平成24年度分国保税について第１期納期限（平成24年８月１日）から１年間にわたり滞納がある世帯に
は、被保険者資格証明書（被保険者10割負担）の交付をすることとなり、医療機関を受診した際の費用
は一時全額個人負担となります。
☆国保税をきちんと納税しているか確認し、納め忘れがある場合は速やかに納税してください。
新しい保険証の交付日程
地区名
下手地区
大間地区
奥戸地区
材木地区

※①代理受領はできませんので、必ず古
い保険証を持参のうえ、世帯員の方
９月24日（火）
勤労青少年ホーム
が受け取りに来てください。
９：00～12：00
９月25日（水）
大 間 公 民 館 １ 階 ※②国 保の被保険者は74歳までの方で
13：00～16：00
す。75歳以上の方は、
「後期高齢者
９月26日（木）
奥 戸 交 流 館
医療制度」の適用となりますので対
９月27日（金） ９：00～12：00 農 村 婦 人 の 家
象外です。
日

時

交付場所

納税相談
保険証更新日に、交付場所において納税相談を行いますので、お気軽にご相談ください。
問 税務保険課 国民健康保険係 ☎37－2111（内線44・45）

防災行政無線を用いた全国一斉緊急情報伝達訓練を実施します。
平成25年９月11日（水）午前11時00分ごろと
午前11時30分ごろの２回実施します。

大間町では、地震、津波や武力攻撃などの災害時に、全国瞬時警報システム（Jアラート）から送られてく
る国からの緊急情報を、防災無線を用いて確実に皆様へお伝えするため、情報伝達訓練を行います。訓練放送
ですので、緊急時とお間違えのないようお願いします。
大間町が当日実施する訓練放送は次のとおりです。
【情報伝達手段】
防災行政無線の試験放送

【

放

送

内

容

】

「これは、試験放送です。」×２回＋防災行政無線チャイム

＊緊急時等には、予告なく訓練が中止される場合がありますので、ご了承ください。
問総務課防災安全係 ☎37－2211（内線17）

農地保有合理化事業で有利に規模拡大を！
～多 く の 農 家 が 利 用 ～
公益社団法人あおもり農林業支援センターでは、経営規模を縮小する出し手農家から支援センターが農地を買
い入れ（借り入れ）、規模を拡大する受け手農家に売り渡す（貸し付ける）農地保有合理化事業を実施しています。
契約書類の作成はすべて支援センターが行い、少しの手数料はかかりますが、税制面などでのメリットがあ
りますので、農地の売り買い、貸し借りの際は、支援センターの農地保有合理化事業をご活用ください。
事業の要件など詳細については、支援センター又は農業委員会へご相談ください。
問公益社団法人あおもり農林業支援センター ☎０１７－７７３－３１３１
大間町農業委員会
☎３７－２１１１（内線５５）
メリットの例
①農地を売る場合、譲渡所得税の800万円控除を受けることができます。
②農地を買う場合、不動産取得税が３分の２に軽減されます。
③農地を今すぐ買うことができない場合は、その農地を５年間借り受けて、５年後に支払った賃借料の８割
を土地代から差し引いて買い受けることができます。
※３年間貸し付けした後に売り渡す（土地代から賃借料の９割を差引）タイプを新設したのでご活用ください。
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●インフォメーション●

青森県河川砂防課からのお知らせ
●河川内の樹木を自ら伐採して利用したい方はご連絡ください。
県では、河川管理上支障となる河川内の雑木を伐採し、河川管理に努めていますが、多くの費用を要するこ
とに加え、近年ニセアカシアのように繁殖力の強い外来種が繁茂し、十分に処理できていない実態があります。
・お住まいの周辺などで、河川内の雑木が繁茂しているところがあり、
河川内の雑木を伐採し「河川環境を美化」したい
伐採した「雑木を利用」したい
など、御自身で河川内の雑木伐採を行いたい方は下記まで御連絡ください
詳しくは青森県庁ホームページ
http://www.pref.aomori.lg.jp/nature/kankyo/2013zatuboku.htmlへアクセスし、「雑木伐採」を検索。
■お問い合わせ、お申し込み
下北地域県民局地域整備部 河川砂防施設課 ☎0175ー22－1231
●これからの台風シーズンに備えて・・・河川防災情報を提供しています。
◆ご家庭のテレビで、河川の水位と雨量が確認できます。
「地上デジタル放送」の「データ放送」で、河川防災情報（水位や雨量）をわかりやすく、
リアルタイムにご家庭のテレビで確認できるようになりました。
◆洪水への警戒と避難準備に「洪水おしらせメール」を活用しましょう。
・洪水おしらせメールとは、

皆さんがお住まいの地域を流れる「川の水位情報」を、
お手持ちの「携帯電話にメール」でお知らせします。
時間的な余裕をもって、洪水に対する心構えや避難準備ができます。
次のＱＲコードを読み取り、ご希望の観測所を登録してください。
詳しくは青森県庁ホームページ
http://www.pref.aomori.lg.jp/ へアクセスし、「お知らせメール」を検索。
■お問い合わせ
下北地域県民局地域整備部

河川砂防施設課

☎0175－22－1231

中皮腫や肺がんなど、石綿による疾病の補償・救済について
中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していてことが原因であると認め
られた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されま
す。
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。
中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去に石綿業務に従事されていた場合には、労災保険給付等の支給
対象となる可能性がありますので、まずはお気軽に青森労働局労働基準部労災補償課（☎017－734－4115）
にご相談下さい。

事業主（給与支払者）の皆様へ重要なお知らせです！
平成26年度より、下北管内５市町村（むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村）と下北地域県民局県
税部が連携し、法定要件に該当する全ての事業主に、個人住民税の特別徴収義務者の一斉指定を行います。
これにより、給与の支払をする際に所得税を源泉徴収して国に納付する義務がある事業主は、法人・個人を
問わず、原則すべての従業員について、個人住民税の特別徴収（給与からの天引き）を行っていただくことと
なります。
ご理解とご協力をお願いいたします。
※平成25年度中に一斉指定の予告通知書を送付いたします。
問下北地域県民局県税部 ☎0175（22）8581（内線210、211）
大間町役場税務保険課 ☎0175（37）2111（内線46）
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●インフォメーション●

子ども・若者の成長と自立をサポートします！
ニート・ひきこもり・不登校・発達障害・非行など、様々な不安や悩みを抱えた子ども・若者が増加しています。
県では、今年１月に策定した「青森県子ども・若者育成支援推進計画」に基づき、関係機関相互のネットワー
クづくりや、相談支援体制の充実・強化を図ることとしています。
一人でも多くの子ども・若者の自立を支援していくため、教育、福祉、保健、雇用など各分野の関係機関が
連携・協力し、一体となって取り組んでいきます。
○お気軽にご相談ください！
県内の相談機関では、子ども・若者本人やそのご家族からの様々な相談に応じています。一人で悩みごとを
抱え込まずに、お気軽に各機関までご相談ください。
（主な相談機関の例）





□地域若者サポートステーション［職業的自立（ニート・フリーターなど）］
（青森☎ 017－775－5301、弘前☎ 0172－32－2005、八戸☎ 0178－51－8582）
□県立精神保健福祉センター［こころの健康相談（ひきこもりなど）］
（☎ 017－787－3957・☎ 017－787－3958（こころの電話）
）
□発達障害者支援センター「ステップ」［発達障害（子どもから大人まで）］
（☎ 017－777－8201）
□児童相談所［児童相談全般（養育・非行など）］
（青森☎ 017－781－9744、弘前☎ 0172－32－5458、八戸☎ 0178－27－2271）
（五所川原☎ 0173－38－1555、七戸☎ 0176－60－8086、むつ☎ 0175－23－5975）
）
□総合学校教育センター［学校生活、教育上の問題全般］
 （☎ 017－728－5575（一般教育相談）
□警察本部少年課（ヤングテレホン）
［少年の非行・被害に関すること］
（☎ 0120－58－7867）
○どこに相談したらよいかわからない方は…
まずは「子ども・若者総合案内」までお電話ください。
自立支援に向けた第一歩をサポートするため、お悩みの内容に応じた相談機関を紹介・案内しています。
□子ども・若者総合案内（案内専用電話／青少年・男女共同参画課内）☎ 017－777－6123
詳しくは、県庁ＨＰ
青少年・男女共同参画課

子ども・若者育成支援

青少年グループ

検索

☎ 017－734－9224

八戸工科学院から受験のお知らせ
◇科名、定員及び期間
機 械 シ ス テ ム 工 学 科 25名 ２年間（NC工作機械・アルゴン溶接・CAD等）
自動車システム工学科 30名 ２年間（２級自動車整備士の養成）
設 備 シ ス テ ム 工 学 科 20名 ２年間（空調・給排水衛生・電気設備等の設計・施工・管理）
防 御 シ ス テ ム 工 学 科 25名 ２年間（防御対象装置の設計・製作・プログラミング・保守）
◇応 募 資 格 志望科に対する興味と就職に対する強い目的意識を有する高等学校卒業者
（平成26年３月卒業見込みの者を含む）
◇願書受付期間 平成25年10月 ７ 日（月）～ 11月28日（木）
◇試
験
日 平成25年12月 ５ 日（木）
◇合 格 発 表 平成25年12月12日（木）
◇年 間 経 費
授業料・・・年額118，800円（年４回の分納）（平成24年度実績）
教科書・作業服・用品等として、２年間で約８～ 10万円程度必要です。
※資格取得受験料等は実費となります。
詳細につきましては、下記へお問い合わせください。
訓練第一課 学生係 工藤、太田 ☎0178－28－6811

後期高齢者医療被保険者のみなさまへ
○ ジェネリック医薬品利用差額通知のお知らせについて

お薬をジェネリック医薬品に切り替えることで、薬代が一定額以上安くなると見込まれる被保険者の方に、
今年度より「ジェネリック医薬品利用差額通知」を１年に２回（10月と２月）、青森県後期高齢者医療広域連
合が送付しますので、ご利用の参考にしてください。
■ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、新薬（先発医薬品）と同等の効能効果を持ち、品質再評価を済ませ
ているので、安全性も十分な医薬品です。
■ジェネリック医薬品を利用するには、「ジェネリック医薬品希望カード」を医療機関や薬局に提示してご相
談ください。
■ジェネリック医薬品希望カードは後期高齢者医療制度の被保険者となったときに、保険証と一緒に送付しま
す。カードを紛失・破損等したときは、税務保険課の後期高齢者医療担当窓口で再交付を受けられます。
その他ご不明な点は、青森県後期高齢者医療広域連合（☎017－721－3821）までお問い合わせください。
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大間町安全安心住宅リフォーム促進支援事業申請期間延長について
リフォームをお考えのみなさまへ補助金申請受付中!!

広報おおま７月号でお知らせしました住宅リフォーム補助金申請について、平成25年11月29日（金）まで
先着順にて受付します。ただし、予算に到達した時点で受付を終了します。
問生活整備課建設係☎37－2111（内線35・36）
詳しくは大間町ホームページをご覧ください。http://www.town.ooma.lg.jp/

市民とのふれあいコンサート
海上自衛隊大湊地方隊では、地域のみなさまを対象としまして、大湊音楽隊による「市民とのふれあいコン
サート」を次のとおり開催します。
≪日時≫ 平成25年９月28日（土）午後２時開演
≪場所≫ 下北文化会館大ホール
≪入場整理券応募方法≫
・往復はがき（１枚で５名様まで応募可能）による応募
・応募者の住所・氏名・年齢・電話番号・同行者全員の氏名・年齢をご記入のうえ（同行者の氏名等がない
場合は同行者の応募を無効とします。）お申込みください。
・メールによる応募（詳しくは、大湊地方隊ホームページをご覧ください。）
・応募は、お一人様一通とさせていただきます。
・希望者多数の場合は、抽選になります。結果は、返信はがき又はメールでお知らせします。
・会場が満員の際は、入場をお断りする場合があります。
≪締め切り≫ 平成25年９月13日（金）消印有効
≪お申し込み及びお問い合わせ≫
〒035－8511青森県むつ市大湊町４－１
海上自衛隊大湊地方総監部広報『市民とのふれあいコンサート』係☎0175－24－1111（内線2304）

公証制度について
10月１日から７日は「公証週間」です。遺言や大切な契約は公正証書で。
（公正証書は、法律の専門家である公証人が作成する公文書です。）
公証人は、国の一機関として、地域住民の皆様方の財産などの権利や生活を守り、トラブルを未然に防ぐた
めに活躍しています。
その主な業務は次の通りです。
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。
〇任意後見契約書を作って、老後の安心を確保します。
〇定款認証で適法な会社を設立します。
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。いつでも気軽にご相談ください。
青森県内の公証人役場
青森県公証人合同役場 青森県長島一丁目３番17号阿保歯科ビル４階
☎017－776－8273（公証人 本多裕一郎）
弘前公証役場
弘前市大字新町176番地３
☎0172－34－3084（公証人 藤部富美男）
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 中川清秀）

戦後海外から引き揚げて来られた方々へ
税関では戦後、海外から引き揚げて来られた方々からお預かり致しました、約87万件の下記のような未返
還の保管証券類をお返ししております。
〇終戦後、海外から引き揚げて来られた方々が、上陸地の税関、海運局に預けられた通貨・証券。
〇帰国前に樺太（真岡、大泊、豊栄、留多加など）、満州（瀋陽、吉林、撫順、鞍山など）にあった在外公館、
日本人自治会に預けられた通貨・証券等のうち日本に返還されたもの。
保管証券類とは・・・
税関が保管している通貨・証券類には、携帯輸入が禁止された一定額を越えたものについて上陸港で引揚者
から税関が預かった『上陸港扱いの保管物件』。外地からの引き上げの際、在外公館又は日本人自治会へ寄
託され、最終的に税関に移管された『外地扱いの保管物件』があります。
返還の請求はご本人だけでなくご家族の方々でも構いません。
『もしかしたら家にも・・・』とお気づきの方
は、お気軽に最寄りの税関までお問い合わせ下さい。
■お問い合わせ先 函館税関監視部統括監視官部門
〒040－8561 函館市海岸町24番４号 函館港湾合同庁舎 ☎0138－40－4244
または最寄りの税関支署・出張所まで
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●インフォメーション●

離職者等再就職訓練「経理ＯＡ科②」受講生の募集
訓練内容
募集人員
募集期間
訓練期間
受講資格

パソコンの取扱い、Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、経理業務、財務諸表に関する知識・技能の習得
15名
25年９月11日（水）～10月16日（水）まで
25年11月１日（金）～平成26年１月31日（金）
公共職業安定所に求職申込を行っている方
離職者等で職業に必要な技能及び知識を習得しようとする方
応募手続 受講申込書に必要事項を記入し、最寄りの公共職業安定所に提出してください
訓練場所 むつ市内の民間訓練施設を予定
受 講 料 無料（ただし、テキスト代等は自己負担）テキサス代前回実績12,175円
問 青森県立むつ高等技術専門校 ☎24－1234

2013年漁業センサスの実施について

いきいき健康づくりの集い

平成25年11月１日現在で、｢2013年漁業セン
サス｣を実施します。
漁業センサスは、漁業の｢いま｣を知るための５
年に１度の大切な調査です。みなさまのご協力を
お願いします。
問 企画経営課 ☎37－2111（内線53）

昨年度、好評だった「集い」を今年度も開催し
ます。第１回目は大間ウォーキングクラブ、青森
県ウォーキング協会と共催することになりまし
た。お気軽に参加下さい。
○内 容：本州最北端大間崎巡りウォーク（6.7
㎞、10㎞、14㎞コースから選べます。
）
○日 時：９月15日（日）8：30～9：00受付
○場 所：海峡保養センター
○対 象：どなたでも参加できます。
平成25年住宅・土地統計調査
○参加料：無料
○その他：
10月１日、全国で平成25年住宅・土地統計調
 飲み物、タオルを用意してお集まり下さい。
査が行われます。
参加希望の方は、下記までご連絡下さい。
豊かな住生活を実現するための大切な調査です。
※ウォーキング中の事故やケガ等の責任は一切負
調査員がうかがいましたら、調査票の記入をお
いかねますので、安全には十分お気をつけ下さい。
願いします。
問 住民福祉課 ☎37－2111（内線21・22）
問 企画経営課 ☎37－2111（内線53）

むつ警察署新庁舎移転のお知らせ

海区漁業調整委員会委員選挙に関する選挙人名簿の登録

このたび、むつ警察署では、次のとおり庁舎を
新築、移転することになりましたので、お知らせ
します。
〇新庁舎の運用開始９月２日（月）
午前８時30分から
〇新庁舎の所在地
むつ市中央１丁目19番１号（むつ市役所北側）
〇新庁舎の電話番号22－1321
※電話番号はこれまでと同じです。

漁業法により『海区漁業調整委員会委員選挙の
選挙人名簿』については、選挙人からの申請によ
り資格調査を行い、毎年９月１日現在で調整する
こととなっております。
広報折込の「青森県東部海区漁業調整委員会委
員選挙人名簿登載申請書」に詳細を記載してあり
ますので、選挙権を有する方は申請書に記入の
上、９月５日（木）まで大間町選挙管理員会（各
漁協へ預けることも可能）へ申請書を提出して下
さい。
問 大間町選挙管理委員会 ☎37－2111

♨大 間 温 泉♨
海峡保養センター
■営業時間 ８時00分～21時00分

☎37－4334
＊指定された駐車場に駐車してください。玄関前、
ロータリー付近は駐車禁止となっております。
養老センター
■営業時間 ８時00分～20時00分
■今月の休館日
３日、10日、17日、24日

☎37－2411
＊指定された駐車場に駐車してください。
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ママとベビーが集まってワイワイおしゃべり・
お遊びしているサークルです。気軽に遊びに来ま
せんか？もちろん参加無料！
対象者：０才～保育園／幼稚園入園までのベビー
＆ママ
開催日：９月３日㈫、
10日㈫、
17日㈫、
24日㈫
場 所：開発センター２階和室
時 間：午前10：00～12：00
問い合わせ・連絡先：住民福祉課保健師

☎37－2111（内線21・22）

大函丸とみちの く 丸 の ２ ショット !!

平成25年７月末現在（ ）前月比

人

口

男

女

7月届出分

「戸籍の窓」には大
間町に住民登録をし
ている人の出生、死亡、結婚について記載し
ますが、個人のプライバシーを尊重する意味
で載せてほしくない人は届出の際に係に申し
出てくださることをお願いいたします。

世 帯 数

総数

6,048（－13） 3,135（－１） 2,913（－12） 2,579（＋１）

大間

4,684（－11） 2,445（±０） 2,239（－11） 2,021（＋１）

奥戸

1,188（－２）

600（－１）

588（－１）

488（±０）

材木

176（±０）

90（±０）

86（±０）

70（±０）

お誕生
おめでとう
新田
泉

祭とブルーマリンフェスティバルが終わり、夏も終
わろうとしています。皆様はどのような夏を過ごしま
したでしょうか。私は暑い暑いばかりを言っていたよ
うな気がします。
残暑が続きそうですがあと少し頑張って乗り切りま
村
しょう。◯

広報

第545号

さ

な

彩七（ 光 ）

米持

いさむ

武（嵩仁）

こう み

廣心（友樹）

ご結婚
おめでとう

(
  筑田由紀子（大間町）

小黒 春久（大間町）

(
  小笠原眞琴（佐井村）

川内 裕介（大間町）

発行日：2013年９月１日

おくやみ
申し上げます
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☎(0175)37 2111
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秋田みきゑ

87歳

山本

麗子

66歳

伊藤

77歳

南

孝子

85歳

光雄

