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「第19回国際交流凧フェスタinふじ崎2014」のお知らせ

平成26年度「就学援助制度」のお知らせ

「第19回国際交流凧フェスタinふじ崎2014」が下記の日程で開催さ
れます。海外のカイトマスターや留学生達とふれあいながら、異国の
伝統や文化を学ぶチャンスですので、たくさんの方のご参加をお待ち
しています。

就学援助制度は、小・中学校の児童生徒がいる家庭で、経済的な理
由等により就学が困難と認められる家庭に対して、町が必要な経費の
一部を援助するものです。
就学援助を受けるためには、次のとおり申請が必要となります。

☆「第19回国際交流凧フェスタinふじ崎2014」日程
○第16回陸上自衛隊第９音楽隊「ふれあいコンサート」
・日 時 ４月27日(日) 午後３時
・場 所 町文化センター「大ホール」
○凧揚げ大会前夜祭「歓迎パーティー」
・日 時 ４月28日(月) 午後６時30分
・場 所 町文化センター「多目的ホール」
○第19回「国際交流凧揚げ大会」
・日 時 ４月29日(火・昭和の日) 午前10時
・場 所 ライフコート平川
○国際理解講座「聞いてみよう 世界の暮らし」
・日 時 ４月30日(水) 午後７時
・場 所 町文化センター「多目的ホール」
○日本の伝統・文化体験交流
・日 時 ５月１日(木) 午後１時
・場 所 町文化センター「和室」
○児童ふれあい交流会
・日にち ５月１日(木)
・場 所 藤崎小学校
・日にち ５月２日(金)
・場 所 藤崎中央小学校

☆対 象 者
小・中学校に在籍する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方
①生活保護を受けている方
②生活保護の停止、廃止を受けた方(平成25年度～平成26年度中)
③児童扶養手当を受給している方
④世帯全員の町民税が非課税である方
⑤町民税、固定資産税、国民健康保険税の減免、国民年金の免除を
受けた方
☆援助項目
○学用品費
○新入学学用品費等(１学年のみ)
○通学用品費(１学年を除く)
○校外活動費
○修学旅行費
○給食費
○日本スポーツ振興センター共済掛金
※生活保護を受けている方は、上記の援助項目のうち「修学旅行費」、
「日本スポーツ振興センター共済掛金」が支給対象となります。
(義務教育にともなって必要な学用品費・新入学学用品費等などは
生活保護の支給対象となっています。)
☆申請について
町教育委員会学務課または各学校にある申請用紙に必要事項を記入
し、以下の添付書類とともに町教育委員会学務課または各学校へ提出
してください。
なお、認定結果は後日通知します。
☆添付書類
①生活保護を受けている方
→保護開始通知書の写し
②生活保護の停止・廃止を受けた方 →停止・廃止通知書の写し
③児童扶養手当を受給している方
→児童扶養手当証書の写し
④平成25年１月２日以降に藤崎町に転入した方
→前住所の市町村が発行する平成25年度の市町村民税課税証明書

☆お問合せ
町教育委員会生涯学習課(常盤生涯学習文化会館内) ☎65－3100

農道にはみ出している枝の伐採のお願い
樹園地農道で枝のはみ出している箇所が多く見られます。
そのまま放置していると除雪作業や農作業時の通行の妨げとなり、
非常に危険です。
はみ出している枝は、剪定時に伐採していただくようお願いします。
☆お問合せ

☆お問合せ
町教育委員会学務課(常盤生涯学習文化会館内) ☎69－5010

農政課農村整備係(内線2242)

平成25年度常盤地区小中学校
教職員歓送迎会開催のご案内

平成26年度藤崎中央小学校PTA主催「歓送迎会」のご案内
藤崎中央小学校PTA主催による歓送迎会を次のとおり開催します。
皆さまのご参加を心よりお待ちしています。
なお、転出入される教職員については新聞発表等をご覧ください。
☆日
☆場
☆会
☆申 込

時 ４月19日(土) 午後５時
所 町文化センター３階「多目的ホール」
費 3,500円
み ○在校生保護者は、会費を添えてお申込みください。
○卒業生保護者は、電話等でお申込みください。
(会費は当日、受付にて徴収します。)
☆申込締切 ４月11日(金)
※小・中学校の保護者の方々には、３月26日(水)に
ご案内をお届けする予定です。
☆申込・お問合せ

平成25年度

藤崎中央小学校教頭(對馬)

575ー3303

下水道推進標語

「下水道

水が笑顔に

下水道に関するご相談・お問合せは上下水道課まで ☎75－6025

常盤小学校、明徳中学校の「教職員歓送迎会」を次のとおり開催し
ます。皆さまのご参加を心よりお待ちしています。
なお、転出入される教職員については新聞発表等をご覧ください。
☆日
☆場
☆会
☆申 込

時
所
費
み

☆申込締切

３月30日(日) 午後１時
津軽みらい農協常盤支店３階「大ホール」
3,000円(当日、受付にてお渡しください。)
常盤小学校 教頭(芳賀)または明徳中学校 教頭(神田)
まで、電話にてお申込みください。
３月27日(木)正午
※保護者の方には、３月24日(月)頃に２次案内をお届け
する予定です。

☆申込・お問合せ

常盤小学校 教頭(芳賀) 565－2219
明徳中学校 教頭(神田) 565－2218

下水道への加

なれる道」

入、よろしく
お願いしま～
スイスイ！

下水道マスコット
キャラクター
「スイスイ」

平成26年度国家公務員
「海上保安学校学生(特別)」採用試験のお知らせ
☆試 験 名
平成26年度国家公務員「海上保安学校学生(特別)」採用試験
☆受験資格
平成26年４月１日において、高等学校等を卒業した日の翌日から
起算して６年を経過していない者
☆受付期間
４月１日(火)～４日(金)※インターネット受付は４月８日(火)まで
☆試験日および試験地
○第１次試験 ５月18日(日)
試 験 地 青森市・盛岡市・塩釜市・秋田市ほか
○第２次試験 ６月12日(木)～20日(金)までの１日
試 験 地 塩釜市ほか
☆最終合格者発表日 ７月16日(水)
☆申込・お問合せ

青森海上保安部管理課

5017－734－2423

国家公務員採用試験のお知らせ
人事院では、国家公務員採用総合職試験(院卒者試験・大卒程度試
験)および一般職試験(大卒程度試験)を実施します。
なお、申込みはインターネットにより行ってください。
☆総合職試験(院卒者試験・大卒程度試験)
○インターネット申込受付期間 ４月１日(火)午前９時～８日(火)
○第１次試験 ４月27日(日)
☆一般職試験(大卒程度試験)
○インターネット申込受付期間
○第１次試験 ６月15日(日)

４月９日(水)午前９時～21日(月)

※インターネットによる申込みができない環境にある場合は、受付期
間前に余裕を持ってお問合せ先までご連絡ください。
※詳しい内容については、人事院ホームページまたはお問合せ先まで
ご連絡ください。
☆申込・お問合せ
人事院東北事務局第二課試験係 ☎022ー221ー2022
人事院ホームページ http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm

NTT東日本の電話帳を発行します
ＮＴＴ東日本では、４月中に順次、新しい青森県版の電話帳を各ご
家庭や事業所へお届けします。
現在お使いの電話帳は、お届けの際に回収しますので、配達員へお
渡しください。回収した電話帳は、地球環境保護や資源の有効活用の
ため、新しい電話帳の原材料となります。
なお、ご不在等で配達員に電話帳を渡せなかった場合、「タウン
ページセンタ」までご連絡いただければ、後日、改めて回収にお伺い
します。
☆お問合せ

0120ー506309
タウンページセンタ
(平日 午前９時～午後５時)

小学生～高校生のための夏休み海外派遣
参加者募集のお知らせ
公益財団法人国際青少年研修協会では、10事業の参加者を募集して
います。体験を通して、お互いの理解や交流を深め、国際性を養うこ
とを目的に実施します。
お一人で参加する方が８割以上で、事前研修会では仲間作りから丁
寧に指導しますので、安心してご参加いただけます。
☆内

容

ホームステイ、ボランティア、文化交流、学校体験、
英語研修、地域見学、野外活動など
☆派 遣 先 アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、
サイパン、セブ、フィジー
☆日
程 ７月25日(金)～８月17日(日)のうち８～18日間
☆対
象 小学校３年生～高校３年生まで
☆説 明 会 全国14都市(５月下旬)※入場無料、予約不要
☆参 加 費 25万円～65万円
☆応募方法 (公財)国際青少年研修協会に資料(正式パンフレット、
申込用紙)をご請求のうえ、指定の参加申込書に必要事
項を記入し、同協会までご郵送ください。
☆応募締切 ６月２日(月)および６月９日(月)
日程、参加費、対象および応募締切については、事業により異なり
ます。その他詳しい内容については、(公財)国際青少年研修協会ホー
ムページ(http://www.kskk.or.jp/)をご覧ください。
☆応募・お問合せ・資料請求
公益財団法人 国際青少年研修協会 ☎03－6417－9721

競売不動産の買受けについて
平成26年度東北地区国立大学法人等
職員採用試験のお知らせ
☆受験資格 昭和59年４月２日以降に生まれた者
☆試験区分
○事務系区分 事務、図書
○技術系区分 電気、機械、土木、建築、化学、物理、電子・情報、
資源工学、農学、林学、生物・生命科学
☆申込期間 ４月１日(火)～15日(火)
☆申込方法
東北地区国立大学法人等職員採用試験実施委員会ホームページ上の
受験申込画面からお申込みください。
☆第１次試験 ５月18日(日)
○試験内容 教養試験(多肢選択式による筆記試験)
○試験地 弘前市、盛岡市、仙台市、秋田市、山形市、福島市
(受験に便利な１都市を選択してください。)
☆第１次試験合格者発表 ６月17日(火)
☆職員採用合同説明会 ６月21日(土)仙台、６月23日(月)盛岡
☆第２次試験 ６月30日(月)から開始
(東北地区国立大学法人等各機関で行います。)
※詳しい内容については、東北地区国立大学法人等職員採用試験実施
委員会ホームページをご覧ください。
☆申込・お問合せ
東北地区国立大学法人等採用試験事務室 ☎022－217－5676
ホームページ http://www.bureau.tohoku.ac.jp/shiken/

地方裁判所では、債務の支払いができなくなった人などが所有する
不動産を売却し、この売却代金を債務の支払いに充てる「不動産競
売」という手続きを行っています。
不動産競売手続で売りに出される不動産(競売不動産)の情報は、い
わゆる「三点セット」として提供しています。

三点セットとは？
○物件明細書………物件の権利関係などを記載した書類
○現況調査報告書…物件の現在の状況を記載した書類
○評価書……………物件の周辺環境や評価額などを記載した書類
競売不動産に興味がある方は、まず三点セットをよく読んで、内容
を確認してください。三点セットは各裁判所に備え置かれています
が、不動産競売物件情報サイト(http://bit.sikkou.jp/)からダウン
ロードすることもできます。
また、買受けのための手続きは、①入札、②開札、③代金納付の流
れで行われます。開札で落札者が決まったら、落札者は裁判所からの
連絡にしたがって代金を支払います。代金が納められたとき、買受人
に所有権が移ります。
※入札に必要な書類は、各裁判所で入手することができます。
※所有権移転などの登記の手続きは裁判所が行います。
具体的な競売手続の流れについては各地方裁判所の書記官に、入札
手続については執行官にそれぞれお問い合せください。
☆お問合せ

青森地方裁判所不動産執行係(売却)
☎017－722－5625

