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●今月の主な内容
◇ 桜と菜の花まつり
◇ 大潟村防災訓練
◇ ジオパーク国際ユネスコ会議
◇ 平成24年度大潟村職員紹介
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万が一の時に備えて
５月25 日、大潟村防災訓練が行わ
れました。役場前では、ボランティ
ア団体により、約 100 食（１食、約
１合）の非常食を作る炊き出し訓練
が行われました。
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大潟村 桜と菜の花まつり

大人気のミニＳＬ

４月27日（金）〜５月６日（日）、サンルーラ
ル大潟、多目的運動広場、干拓博物館や生態系公
園を会場として、大潟村の春恒例の「桜と菜の花
まつり」が開催されました。
今年は、４月中旬から暖かい日が続いたせい

連休前半に満開となった桜

か、ゴールデンウィークの前半に「桜と菜の花ロ
ード」の桜（ソメイヨシノ）が満開となり、連休
後半の雨の中で菜の花が満開となりました。来場
者は昨年より３万人ほど少ない約９万人が大潟村
を訪れました。
会場では、「ミニ SL 」は今年も大人気で、 20
分以上待ちという列もできました。また、雨によ
りポルダー潟の湯やサンルーラル大潟内で披露さ
れたフラダンスサークルの「フラダンスショ
ー」、南米民族音楽サークルaquiの「南米音楽フ

南米民族音楽サークルapui

ォルクローレ」などのイベントも人気で、見物客
から大きな拍手がおくられていました。
大潟村案内ボランティアの案内により村の歴史
や、村内の観光スポットを巡る「村内めぐりバス
ツアー」は、今年も好評で毎回ほぼ満席。耕心会
の「菜の花摘み取りコーナー」、サンルーラル大
潟の「バイキング」、産直センターの特産品販売
や博物館の「親子工作教室」等、連日大賑わいで
した。
来年は、ゴールデンウィークをとおして、良い
天気になると良いですね。

村内めぐりバスツアー
○
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フラダンスの

産直センターも大賑わい

プアレア（上）・ハノハノレフア（下）

科学を楽しむ親子工作教室

平成24年６月号

平成24年度

大潟村防災訓練

５月25日（金）、大潟村全域を対象に防災訓練が
行われました。今年は、参加団体が昨年より３団体
（うち民間企業２団体）増え、合計 38団体での防災
訓練となりました。
今回は「秋田県仙北市東部を震源とするマグニ
チュード７の地震が発生。大潟村では震度６弱を観
測、村内の一部が停電し、住宅の半壊・一部損壊が
生じ、けが人数名、火災が発生」という想定で、村
内の各施設や自治会で防災訓練が行われました。
9:00のサイレンとともに訓練が開始。村内各施設
での避難訓練の後、役場では情報伝達訓練、災害対
策本部設置などが行われました。同じ頃、学校では
火災発生による消防車での消火訓練、けが人の救
助・救急搬送訓練、消火器を使った初期消火訓練が
行われました。西２丁目・東２丁目自治会では、住
宅火災発生の想定による放水訓練が行われ、消防団
の指示を受けながらホースを接続し放水を行いまし
た。
また今回からは、鈴成建設㈱・美留造園による倒
木等確認訓練、民生児童委員による要援護者訪問訓
練、村民センター分館のソーラーパネル稼働訓練、
ひだまり苑・ふれあい健康館の発電機稼働訓練が新
たに行われ、これら各訓練からの情報等をとりまと
め、災害対策本
部への報告訓練
も行われました。
今回の防災訓
練の反省点を改
善しながら、今
後も地域防災に
努めてまいりま
す。
発電機稼働訓練

東北電力より、今夏の電力需要の見通しと夏季
の節電の依頼がありました。
節電の数値目標はありませんが、ご家庭でも可
能な範囲での節電にご協力いただきますようお願
いします。なお、役場においてもクールビズ・消
灯・冷房温度設定などで節電を行います。
１．電力需給の見通し（８月）
供給力
1,475万kW
需 要
1,422万kW
供給予備能力 53万kW (予備率3.8％)

消火器による初期消火訓練

東２丁目自治会による放水訓練

農協での救急搬送訓練

２．ご家庭における主な節電事例
対象機器等
節電方法
室温の28℃設定
エアコン
冷
テ
照
炊
洗

蔵 庫
レ ビ
明
飯 器
濯 機

待機電力

すだれ等により日差しを和らげる
無理のない範囲で扇風機の利用
フィルターの清掃･交換
冷却設定を「中」にし、最小限の扉の開閉
省エネモードに設定
不要な照明の消灯
早朝にまとめ炊きし、冷凍･冷蔵庫に保存
容量の80％を目安にまとめ洗い
リモコンの電源ではなく、主電源を切る
長時間使用しない機器はコンセントを抜く
○
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男鹿半島・大潟ジオパーク

第５回ジオパーク国際ユネスコ会議で
男鹿半島・大潟ジオパークを紹介
５月12日（土）〜15日（火）、長崎県島原市・

の共生が世界のモデルとなっています。八郎潟の

雲仙市・南島原市において、「第５回ジオパーク

湖底に誕生し、環境創造型農業を大規模に展開し、

国際ユネスコ会議」が開催されました。この会議

干拓地の自然と共生している大潟村は、環境保全

は、ジオパークの保全や活用を通じて、地域社会

と人間生活の持続的な両立、及び地域経済の発展

の持続可能な発展をめざそうとするもので、２年

のモデルになる可能性をもっており、世界ジオパ

おきに開催されており、今回初めて日本で開催さ

ーク登録認定を目指し、男鹿市と連携し事業を進

れました。

めていきたいと考えています。

この会議には、 31の国・地域から、専門家、関
係者、一般市民など約600 名が参加。多彩なイベ
ントなども行われ、期間中は２万人以上の来場が
ありました。また、男鹿半島・大潟ジオパーク推
進協議会も会議に参加。男鹿市・大潟村のガイド
案内活動と当地域の豊かな地域資源について発表
し、会議参加者と活発な質疑応答が行われました。
なお、今回は雲仙・普賢岳噴火災害を経験した
島原半島が舞台であり、災害からの復興とジオパ
ークを活用した防災教育・観光振興など、火山と

ジオパーク国際ユネスコ会議で紹介

2012 ワールド・エコノ・ムーブ
５月４日（金）・５日（土）、ソーラースポー
ツラインを会場に、バッテリーカーで走行距離を
競う「ワールド・エコノ・ムーブ」が開催されま
した。本大会は全７戦の第２戦で、鉛電池 (51 台
出場）と燃料電池（７台出場）の２部門があり、
２時間で１周６ km のコースをどれだけ走行でき
るかを競いました。
大会結果は、鉛電池部門では東京都のZDPが、
走行距離85.66kmで優勝し四連覇を達成。燃料電

２時間のレースが今スタート！

池部門では秋田工業高校が、走行距離37.46kmで
初優勝を飾りました。
※ガソリンに換算すると…
大会で使用する「鉛電池（144wh ）」には、
電気代にして約３円分入っており、ガソリン１
Ｌを150円とすると、優勝車両の燃費が約

4,200km/Lとなります。すごく低燃費ですね。
燃料電池部門で優勝した秋田工業チーム
○
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大潟小学校１年生２０名に防犯ブザーが贈呈
４月27日（金）、大潟小学校において防犯ブザ
ーの贈呈式が行われました。これは、小学校の新
入学児童が安全に安心して通学できるよう、安全
パートナーの会が毎年寄贈しているもので、当日
は安全・安心ネットワーク委員会の菅生会長から
防犯ブザーが手渡されました。
また、五城目警察署の二木係長から登下校時の
注意事項、防犯ブザーの使用方法などの説明が行
われ、１年生はしっかりお話を聞いていました。
１年生の皆さん、登下校時の安全には充分注意
しながら楽しい小学校生活を送ってくださいね。

クラスの代表に防犯ブザーが手渡されました

登下校時の注意事項についてお話

これが防犯ブザーだよ

大潟村チャレンジ農場開講式
５月２日（水）、役場において大潟村チャレン
ジ農場開講式が行われました。これは、平成 12年
度から「大潟村農業実践大学」として行ってきた、
野菜・花きの栽培に取り組む農業者を対象に、栽
培技術と経営感覚の習得・向上を目指し大潟村の
新しい農業を確立するために行われてきたものを、
村と農協の連携を強くするために人員体系等の見
直しを行ったもので、本年度は８名の農業者が受

抱負を述べる受講者

講します。
開講式では「冬期間の野菜栽培に挑戦したい」
「家計を助ける野菜の取り組みを行いたい」「チ
ェーンポットを使って育苗の可能性を探りたい」
などの抱負が述べられました。
１年間、それぞれが目標とする技術を習得し、
今後の農業経営に活かしていただけることを期待
いたします。
１年間がんばってください
○
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幼稚園で情報発信者による「表現遊び」授業

５月16日（水）、大潟幼稚園において絵を見た
り描いたりする「表現遊びを楽しもう」が行われ
ました。
講師である情報発信者の鎌田俊夫さんは、「海
の中にいて一番大きい動物な〜んだ？」と問題を
出し、園児が「クジラ！」と答えると、筆を使い、
園児が両手を広げたよりも大きい紙いっぱいにク
ジラを描き上げました。その後も問題を出しなが
らたくさんの動物を描いていき、できあがった作
品に園児たちは歓声をあげていました。授業の後
半では、園児たちが絵を描くこととなり、鎌田先
生の絵に刺激された園児たちは、クレヨンを手に
渡された画用紙いっぱいに思い思いの絵を描いて
いました。

最後に鎌田先生と園児たちは、９月に鎌田先生
のアトリエに遊びに行くことを約束しました。９
月が待ち遠しいですね。
なお、園児たちの作品は郵便局隣の「ちょこっ
と」に展示しておりますので、ぜひご覧ください。

臨時議会が行われました
５月８日（火）、臨時議会が行われました。可決された議案は次のとおりです。

議案第30号 平成24年度大潟村一般会計補正予算案
暴風被害の復旧に要する経費を新たに計上する
ものです。
補正前の額
4,059,000千円
補 正 額
198,600千円
補正後の額
4,257,600千円
○
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＜主な歳入＞
・県支出金
・前年度繰越金

88,588千円
110,012千円

＜主な歳出＞
・平成24年暴風被害復旧事業

198,600千円

平成24年６月号

児玉一彦さんが日本スポーツ少年団より表彰
三浦 智さん
が秋田県スポーツ少年団より表彰
斉藤 満さん
４月24日（火）、秋田ビューホテルにおいて「秋
田県スポーツ少年団表彰式」が行われ、児玉一彦
さん（東2-1）が特に顕著な功績のある登録指導者
として日本スポーツ少年団より表彰されました。
児玉さんは、永年にわたりスポーツ少年団の本
部長としてその活動と普及に尽力し、大潟村ラグ
ビースポーツ少年団の指導者としても多大な貢献
が評価されての表彰でした。
また同日、三浦智さん（北2-4）が優秀指導者と
して、斉藤満さん（西2-1）が功労者として秋田県
スポーツ少年団より表彰されました。
三浦さんは、大潟女子ミニバスケットボールス
ポーツ少年団の指導者としてスポーツの普及推進
と育成指導に努力されている功績が評価されまし
た。

斉藤さんは、大潟村ラグビースポーツ少年団発
足当時から少年ラグビーの指導にあたり、青少年
のスポーツ普及と
村スポーツ少年団
の推進に対して多
大な功労が評価さ
れました。
これからも、村
スポーツ少年団の
指導者・関係者と
して、子どもたち
へのスポーツ活動
の普及・推進にご
尽力いただきます
ようお願いします。 表彰された児玉一彦さん

第１０回「海フェスタ」の開催決定
「海フェスタ」とは、海に親しむ環境づくりと海へ
の関心の喚起を目的に、毎年、全国の主要港湾都市で
海の日（７月第３月曜日）を中心に約２週間、記念式
典をはじめ、港・海・川・湖に関する様々なイベント
が開催される行事です。平成 25 年に行われる第 10 回
「海フェスタ」は、男鹿市を中心に、大潟村、秋田市、
潟上市、三種町の５市町村で行われることとなり、５
月９日（水）に吉田治国土交通副大臣から開催決定通
知が交付されました。
県内での開催は今回が初めてであり、今後、５市町
村の行政や民間団体で実行委員会が設立され、行事の
具体的な内容の検討が行われます。

開催決定通知書が交付されました

大潟村川柳倶楽部

大切に仕舞い忘れた花の種子
池田 郷太郎
日曜日話の種を買いに行く
一ノ関 せい子
種つきて駄作連ねる投稿句
大内 一遙
一粒の種に菜の花千の夢
川渕 キヨ子
この春も幸せの種播いたけど
工藤 善一郎
タンポポは行方も云わず親を去り
今野 茂
孫達の手伝いもらい種を播く
小林 信雄
まかぬ種子生えて毎年四苦八苦
下間 りょう子
天皇も農が一番種を播く
佐藤 金治
種子が舞う春一番に噂飛ぶ
松岡 正樹
錆びた脳種子を持たせば若返る
馬場 登
千粒の種子千粒の自己主張
髙橋 武松
ひと粒といえども期待こめて播く
宮野 洋子
居酒屋につきぬ話の種がある
宮田 善拓
人間の新種は鼻にまでピアス
舘岡 稲風

○
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大潟村役場 職員紹介

平成24年度

先月と今月の２回にわたり、所属ごとに平成24年度の大潟村職員と業務内容を紹介して
います。今月は教育委員会です。

教育長
(兼)公民館長
(兼)干拓博物館長
(兼)教育研究所長
教育長

教育次長
(兼)体育館長
(兼)B&G 海洋センター所長

高橋 一郎

東2-3担当

学 校教育班 ☎45-3240

学校教育担当
主任

吉田

学校教育担当
主事

敦

東2-6担当

小形谷

増永 洋

教育委員会、小・中学校改築事業、教育環境の整備、教育研
究所、教育振興大会、インターネット学校菜園、南の池ビオ
トープ、子ども海外研修事業、幼保一体化、幼児教育、子育
て支援、児童厚生業務、ＡＬＴ・英語教育、教育委員会の人
事・規則、学校給食、就学・転学、学校に関することなど

ＡＬＴ

範子

西3-2 担当

デレク・ C ・レ
ミュー

教 育研究所 ☎45-2516

千田

藤盛

村上

智恵子

木村
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千田

あき み

昭美

小学校の管理・環境整備、庶務、学習支援など

臨時職員
支援員

○

妙子

臨時職員
校務員

臨時職員
事務補助(兼)司書

さとみ

谷

臨時職員
児童厚生員

小 学校 ☎45-2121

情報教育、教育振興大会、インターネット学校菜園
など

臨時職員
事務補助

臨時職員
事務補助

臨時職員
支援員

勉

平塚

臨時職員
支援員

百合子

菊池

千春

臨時職員
支援員

聖子

田口

雄大

平成24年６月号

幼 稚園 ☎45-2345
幼児教育、大潟村連携教育の研究、預かり保育など

園長
(兼)保育園長
かちお

佐藤

園長補佐
(兼)保育園保育士

教諭
(兼)保育園保育士

むつみ

小澤

睦

庄司

北1担当

渡部

真紀子

田中

麻穂子

や

新保谷

今西

こう た

康太

山田

臨時職員
事務補助
かね まる

由紀子

金丸

美樹

学校給食の調理に関すること

臨時職員
調理員

臨時職員
支援員

勝

真優子

学 校給食 ☎45-2515

中学校の管理・環境整備、庶務、学習
支援など

佐々木

齊藤

臨時職員
支援員

中 学校 ☎45-2330

臨時職員
校務員

友美

北1担当

臨時職員
講師
( 兼) 保育園保育士
しん ぼ

臨時職員
講師
(兼)保育園保育士

教諭

(兼)保育園保育士

北1担当

臨時職員
講師
(兼)保育園保育士

捷雄

佐藤

由紀

臨時職員
調理員

谷

臨時職員
調理員
しょう こ

正子

佐藤

臨時職員
調理員
まい

み

舞美

三浦

由美子

臨時職員
調理員
れ

み

こ

礼美子

み

つ

や

三津谷

りょう こ

良子

○
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保 育園 ☎45-2462
保育業務、一時預かり保育、子育て支援センター、
保育園給食など

園長
(兼)幼稚園長
かちお

佐藤

園長補佐
(兼)幼稚園教諭

工藤

章子

東3-2担当

臨時職員
保育士
(兼)幼稚園講師

加藤

康子

臨時職員
保育士
(兼)幼稚園講師
と どう

登藤

真貴子

臨時職員
保育士
(兼)幼稚園講師

加藤

○
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陽子

園長補佐

(兼)栄養士

清水

た づ

こ

田鶴子

東3-3担当

臨時職員
保育士
(兼)幼稚園講師

栄田

美智代

臨時職員
保育士
(兼)幼稚園講師

丸谷

絵里

臨時職員
保育士(兼)幼稚園講師
(兼)子育て支援センター

田中

しょう こ

昌子

【新規採用】
保育士
(兼)幼稚園教諭

佐藤

純子

東3-4担当

小林

弥生

臨時職員
保育士
(兼)幼稚園講師

舘岡

ま

大宮

かず こ

寿子

臨時職員
保育士
(兼)幼稚園講師
や

麻耶

臨時職員
保育士(兼)幼稚園講師
(兼)子育て支援センター補助職員

伊藤

今まで臨時職員とし
てお世話になっていま
したが、昨年10月から
保育園保育士として、
採用になりました。
子どもたちが笑顔で、
元気に過ごせるように、 臨時職員
また、保護者の皆様が 保育士
安心して子育てができ (兼)幼稚園講師
るようにがんばります。 田中 礼子
よろしくお願いいたし
ます。

臨時職員
保育士(支援員)
(兼)幼稚園講師

臨時職員
保育士
(兼)幼稚園講師

明子

捷雄

宮田

紀子

臨時職員
調理員

阿部

臨時職員
保育士
(兼)幼稚園講師

北嶋

亮子

臨時職員
保育士
(兼)幼稚園講師

藤田

し

ほ

志穂

臨時職員
事務補助

則子

久能

恵理

平成24年６月号

生 涯学習班 ☎45-2611
社会教育委員会、公民館運営審議会、生涯学習推進、生涯学習奨励員、生涯学習団体の育成、各種学級・講
座、青少年・成人・婦人教育、芸術文化、国際理解教育、読書活動、子育て支援、男女共同参画、成人式、
冬季ふるさと祭り、大潟っ子チャレンジ体験事業、放課後子どもプラン、生涯学習バスなど

生涯学習担当
次長補佐(班長)

宮田

まさ と

雅人

西2-3担当

生涯学習担当
次長補佐

佐藤

千恵子

東2-5担当

臨時職員
運転手

臨時職員
事務補助

大渕

克子

蓬田

孝喜

干 拓博物館 ☎22-4113
干拓博物館協議会、干拓に関する収蔵資料の管理と活用、企画展示、自然観察会、案内ボランティア、研修
受入・情報提供、文化財、生物調査など

(兼)学芸員

学芸員
主任

進藤

智哉

西1-1担当

臨時職員
地質調査員

渡部

薄井

臨時職員
事務補助

臨時職員
事務補助

主査
のりゆき

伯征

東2-1担当

小林

けい こ

京子

村上

香織

臨時職員
地質調査員補助
あきら

晟

相澤

ひろ こ

裕子

村 民体育館 ☎45-2269
ボート事業、総合型地域スポーツクラブ、体育協
会、スポーツ推進委員、スポーツ大会・教室、体
育施設管理、八郎潟干拓記念駅伝大会、スポーツ
少年団、B&G大潟海洋センターなど

主任

小林

豊

北2-4担当

臨時職員
クラブ指導員

大澤

いお こ

祝子

11
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６月４日〜10日は歯の衛生週間です
大潟村健康づくり推進委員会から

「歯みがきは じょうぶなからだの 第一歩」
毎日の歯ブラシで、元気な体に
中高年で歯が抜ける最大の原因は「歯周病」です。

１．歯周病の原因
歯周病は、歯を支える歯周組織が破壊され、最終的には歯が抜けてしまう病気です。
歯周病の原因は、歯垢が歯の表面につくことではじまります。歯垢の中では歯周病菌が増え、歯にべ
ったりとつきます。歯についた歯垢は増殖して歯と歯肉の間へと広がっていきます。最初は歯肉に炎症
が起き、歯肉が赤くなり腫れたり、出血したりします。さらにすすむと歯槽骨に炎症が起こり歯槽骨ま
で破壊され歯周炎を起こします。歯槽骨の溶解や歯根膜の破壊が進むと歯がぐらぐらして、抜け落ちて
しまいます。

２．歯周病を予防するには
歯周病を予防するには、毎日の歯みがきによって歯の表面についた歯垢を落とすことが大切です。
磨き方……歯ブラシの毛先が開かない程度の軽い力で、小刻みに左右に動かします。同じところを
30回程度磨くとよいでしょう。
歯ブラシ…サイズは自分の奥歯２本分または前歯３本分くらいがいいでしょう。大きすぎると奥の
ほうや細かいところが磨きにくくなります。毛先の断面は平らなものがお勧めです。硬
さは歯肉の状態が健康なら「普通」の硬さ、歯肉から出血しやすくなっていたら「柔ら
かめ」を選びましょう。歯ブラシは毛先が開いてきたら取り替え時期です。
歯みがきは毎食後に行いましょう。デンタルフロスや歯間ブラシも歯みがきの後に使うのが理想的です。

３．あなどれない歯周病
歯周病は生活習慣病とされています。
喫煙は歯周病の危険因子の一つとされ、歯肉の血液循環が悪くなるなど，歯周病を悪化させる原因と
なっています。糖尿病があると、細菌に対する免疫力が落ちることから、歯周病は糖尿病の合併症の一
つとしてもあげられています。
また、妊婦では歯周病を放置すると早産や低体重児出産のリスクが高まります。これは歯周病で炎症
があると増加する炎症性物質には子宮を収縮させ陣痛を促進させる作用のあるものも含まれているため
です。
禁煙や肥満を防ぐなど、生活習慣の改善も歯周病予防の一つです。

議会事務局からのお知らせ

議会事務局 ☎ 45-2587

村 議会６月定例会の日程（予定）
平成 24 年度第４回（６月）定例会は次の日程で
行われる予定です。皆様の傍聴をお待ちしており
ます。
【会期】６月14日（木）〜19日（火）
【日程】14日：本会議（村政報告・一般質問）
15〜18日：総括質疑・各委員会審議
19日：本会議（委員長報告・提出議案の採決）
○
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【備考】議会の日程は５月 31 日現在の予定です。
日程の変更等は以下に問い合わせていただくか、
ホームページ等でご確認をお願いします。

http://www.ogata.or.jp/gikai/
【問合せ】議会事務局 ☎ 45-2587
総務企画課 ☎ 45-2111

ホームページ

平成24年６月号

総務企画課からのお知らせ
宅配置看板・
住 住宅配置図を更新します
平成 24 年度において住宅配置看板及び住宅配置
図の更新を行います。

総務企画課 ☎ 45-2111

潟村史別冊「写真集」に掲載する
大 写真の提供にご協力を
！
平成 26 年の大潟村史刊行にあたり「写真集」を
刊行する予定です。様々な分野の写真を網羅した

つきましては、看板等に記載するお名前・電話
番号を、次のとおり確認させていただきますので、
ご協力をお願いいたします。

いと思っていますので、お手持ちの写真をご提供
いただけますようお願い致します。
写真は、プリントされた写真、フィルム、デー

なお、住宅配置図の配布は、大潟村民及び村内

タいずれの形状でもかまいません。編さん事務局

事業者に限ることといたします。

にご持参いただければ、その場でスキャンし写真

【確認時期】平成24年７月以降

は返却いたします。その際、写真に関する説明

【確認方法】往復はがきを郵送いたしますので必

（撮影日時、内容）を添付していただければ助か

要事項を記入して返信してください。

ります。都合上、すべての写真を掲載できるとは

【完成予定】平成 24年10月頃（看板の改訂工事・

限りませんが、巻末にご提供者の氏名を記載し、

配置図の完成品の配布）

データとして保存し、後世に伝えたいと思います。

【問合せ】総務企画課

☎45-2111

ご提供いただいた方には記念の品をお贈りいたし

※住宅配置看板は、各住区の入口に住民の名前入

ます。

りの地図を設置しているものです。

【問合せ】総務企画課

※住宅配置図は、村内の地図に住民の名前・電話
番号が記載されているものです。

宅 地分譲のお知らせ

☎ 45-2111

飛 行船
「スヌーピーＪ号」がやってきます
アリコジャパンの社会貢献活動の一環として飛
行船「スヌーピーＪ号」が大潟村にやってきます。

【分譲地】西２丁目４番地41 土地面積484.12㎡

この機会にぜひ遊びに来て下さい。なお、天候次

【分譲価格】5,125,490円（建物なし）

第で予定が変更になることがあります。

【対

【日

象】村外居住者及び村内外の一般勤労者

【分譲の決定】書類選考のうえ先着順
☎45-2111

【申込・問合せ】総務企画課

平

成24年度交通災害共済・
不慮の災害共済受付中！！

万一の事故やけがの治療に備えて、是非ご家族

時】６月16日（土）10:00〜13:00

悪天候の場合は翌日に延期になります。延期の場
合はTwitter「Airship̲SnoopyJ」でお知らせしま
す。
【場

所】北２丁目

サブグラウンド付近

【内

容】写真撮影会、飛行船トークショー、抽

選大会（先着300名）など。

で加入下さい。パンフレットは総務企画課にあり

【主

ます。

【問合せ】総務企画課

催】アリコジャパン
☎45-2111

【加入資格】村に住所がある方
【受付期間】２月１日から７月31日まで
【共済期間】４月１日から平成25年３月31日まで
※１年ごとに加入手続きが必要です。
【共済掛金】交通災害共済

：１人400円

不慮の災害共済：１人600円
【申込窓口】総務企画課、秋田銀行、北都銀行、
ゆうちょ銀行または郵便局など
【問合せ】総務企画課

☎45-2111
飛行船「スヌーピーＪ号」
○
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選挙管理委員会からのお知らせ

選挙管理委員会 ☎ 45-2111

歳を前に村を離れた方が戻ってきた
ても実際に居住され
住 民票が村にあっ
20 場合はご連絡をお願いします
てない方の選挙権について
20歳になると選挙権を有しますが、選挙権をも
っていても、実際に投票するためには、村の選挙
管理委員会が管理する「永久選挙人名簿」に登録
されていなければなりません。そこで大潟村選挙
管理委員会では、 20 歳になった時点で、村の住民
基本台帳に登載されている方が村に居住している
かを確認しています。居住していない場合は、村
の永久選挙人名簿に登載されません。従って、選
挙の際に入場券が送付されることはありません。
20歳前に村を離れ、現在は村に戻っている場合
は、以下に連絡してください。村選挙管理委員会
で確認してから３か月経過後に、村の永久選挙人
名簿に登載されます。
【問合せ】選挙管理委員会 ☎45-2111

産業建設課からのお知らせ

農 業青年海外研修生を募集します。
欧米の先進農場･農家における農業実習や学習を
通じて、優れた農業技術、経営管理、販売技術等を
修得させ、国際社会に精通した担い手を育成するこ
とを目的に、海外農業研修事業が実施されます。
【研修場所及び期間】
アメリカ(１年、２年)、ヨーロッパ(１年)
【研修対象者】
新たに農業を始めようとするする者又は現に農
業を営む者で、農業で自立しようとする意欲が高
く、研修修了後の県内就農が確実と見込まれる者。

産業建設課 ☎ 45-3653
その他、年齢及び学歴等、交流協会が定める要件
がありますので、詳しくはお問い合わせください。
【募集締切】７月６日(金) まで
【申込･問合せ】産業建設課 ☎45-3653

特 定公共賃貸住宅入居者募集(独身用)
【募集個数】３戸
【家
賃】22,000円/月
【募集期間】６月11日(月)〜15日(金)
※所得(１ヶ月あたりの所得が158千円以上487千
円以下) や資格要件があります。
【申込･問合せ】産業建設課 ☎45-3653

in

大潟幼稚園

☆夜のパーティーは魅力的！

朝の会を始める時⁝
教師 ﹁朝の会を始めるから座ってください︒﹂
Ａさん﹁朝の会があるなら︑夜の会はないのかなぁ〜？﹂
Ｂさん﹁夜の会じゃないよ！夜のパーティーって言
うんだよ！﹂
教師 ﹁夜のパーティーは何をするの？﹂
Ｂさん﹁夜のパーティーは︑大人が温泉でお酒を飲
むの︒﹂
Ａさん﹁あ〜！僕も夜のパーティーに行ったことあ
るよ︒﹂
教師 ﹁じゃあ︑子どもたちは何をしているの？﹂
Ｂさん﹁子どもは︑ジュースとかお菓子を食べて友
達と遊んでいるんだよ！﹂
Ｃさん﹁いいなぁ〜︑僕は温泉に入るだけだもんなぁ
〜︒夜のパーティーに行きたいなぁ〜！﹂
Ｂさん﹁じゃあ︑お母さんに連れていってもらえば
いいよ！﹂
Ｃさん﹁うん♪﹂
﹁夜のパーティー﹂は大人も子どもも楽しいパーテ
ィーなんですね！

☆おじいさんの花
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散歩中に︑ひめおどりこ草がきれいにたくさん咲いて
いました︒花摘みを楽しんでいるなか︑ちょっと離れた
場所に２本だけ咲いているのを見つけたＤさん︒
Ｄさん﹁あの︑ひめおどりこ草は︑おじいちゃんだね︒
﹂
教師 ﹁どうして？﹂
Ｄさん﹁だって︑黄色く︑ひからびているもん！﹂
教師 ﹁でも︑みんなのおじいちゃんは元気だもん
ね！﹂とフォローした先生でした︒

次は大潟保育園のつぶやきです︒
○

選挙権等を規定している、公職選挙法第 9 条第 2
項及び第 21 条における「住所」とは、生活の本拠
を指すものです。このことから、住民票が村にあ
っても実際に居住されていない方については、村
において選挙権が与えられないことになります。
裁判の判例においても「住所の認定は客観的事実 (
起臥、私生活)の存在で足り、本人の住所確定意思
の存在は必要としない」というものが出ておりま
す。
公職選挙法では、選挙権の行使を容易にする為
に住所要件を設けたものでありますので、速やか
に実際の居住地へ住民票を異動いただきますよう
お願いします。
【問合せ】選挙管理委員会 ☎45-2111

平成24年６月号

住民生活課 ☎ 45-2114
保健センター ☎ 45-2613

住民生活課からのお知らせ

児 童手当についてのお知らせ
平成24年度より子ども手当が児童手当(特例給付)に移行され、これにより、平成24年６月以降の児童手
当を受給するためには、現況届の提出が必要となります。
該当される方には、６月上旬に役場から書類が郵送されますので、６月中の手続きをお願いいたします。
６月中に現況届の提出がないと、６月以降分の児童手当が受けられなくなりますので、ご注意下さい。
現況届には、下記の書類を添付してください。
１．全ての方

児童の父母(両方) の健康保険証コピー (ひとり親の方は、保護者分のみ)
※国民健康保険加入者や生活保護受給者の方は不要です。
※サラリーマンの方は、健康保険証の代わりに年金加入証明書での提出も
可能です。(勤務先で証明を受けて提出して下さい。)

２．受給者と配偶者(父母等) のうち、 平成24年度所得証明書
平成24 年1 月1 日現在の住民票
(受給者と配偶者のうち、平成24年１月１日現在の住民票が村外のかた分)
が村外の方
３．児童と別居している方
４．児童の父母以外の方が受給者の
場合
５．児童の住所が村外の方

児童手当養育申立書
児童手当養育申立書
別居している児童の住民票(児童の世帯全員分)

※必要に応じ、このほかに書類を提出いただく場合があります。
○平成24年６月からの児童手当
平成24年６月分(10月支給分)より所得制限が適
用され、支給額は次のとおりとなります。
児童手当(平成24年６月〜)
所得制限 あり
対象とな
中学校修了まで
る子ども
３歳未満
月額15,000円
第１
２子
月額10,000円
,
３歳〜
所得制限
額未満 小学生 第３子以降 月額15,000円
支給額
月額10,000円
中学生
所得制限
年齢に関係なく一律 月額5,000円
額以上
10月･２月･６月に前４か月分を支給
支給月
初回支給:平成24年10月(６〜９月分)
必要な手 現況届の提出 初回:平成24年６月
続き
(毎年６月、全ての受給者が対象)

臨 床心理士による「心の相談」
人間関係で悩んでいる、人とうまくコミュケーシ
ョンがとれない等ありませんか？臨床心理士の先生
にカウセンリングをしてもらうだけで心が軽くなり
ます。子どものこと、家族のこと、自分自身のこと
など、何でも相談ください。
【日時】６月25日(月) 13:00〜15:00
【場所】保健センター
【講師】臨床心理士 橋本まり子氏
【申込･問合せ】保健センター ☎45-2613

○所得制限額
所得は、児童の父母(養育者)それぞれの所得で
判定します。
扶養親族等の数

所得額

収入額

0人

622 万円

833 万 3 千円

1人

660 万円

875 万 6 千円

2人

698 万円

917 万 8 千円

3人

736 万円

960 万円

4人

774 万円

1,002 万 1 千円

5人

812 万円

1,042 万 1 千円

※請求者と配偶者、それぞれの所得毎に審査します。
※判定する所得は、前年中の所得です。

健 康教室「若返り体操」参加者募集
年齢とともに衰えやすい筋肉を動かし、健康増
進を図ります。
【日時】６月12日･19日･26日(全て火)
７月３日･10日･17日･24日･31日(全て火)
13:30〜15:00
【会場】保健センター
【対象】おおむね45歳〜64歳の方
【受付】６月11日(月)まで
【申込･問合せ】保健センター ☎45-2613
○
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住民生活課からのお知らせ

保健センター ☎ 45-2613
包括支援センター ☎ 22-4321

成 人歯科検診(歯周疾患検診) 助成事業の実施について
健康増進法の歯周疾患検診に基づき、成人期の歯科疾患を早期に発見し適切な保健指導と治療を行うこ
とで、口腔機能の保持増進を図り、生涯にわたり自分の歯で豊かな食生活を実現することを目的として、
次の年齢の方を対象に、「成人歯科検診助成事業」を実施します。対象者へは、個別に通知します。
【実施期間】平成24年６月１日〜平成25年３月31日
【実施場所】工藤歯科 大潟村字中央1-13 ☎45-2512
かわた歯科 大潟村字中央1-34 ☎22-4351
【受診方法】事前に上記歯科医院どちらかに予約をし、
「歯周疾患検診票」を持参し、受診してください。
【対 象 者】40歳(昭和46年４月２日〜昭和47年４月１日生)

50歳(昭和36年４月２日〜昭和37年４月１日生)
60歳(昭和26年４月２日〜昭和27年４月１日生)
70歳(昭和16年４月２日〜昭和17年４月１日生)
【検診内容】口腔内診査(現在歯･喪失歯･歯周組織の状況、口腔清掃状態など)
判定･指導(検査結果を判定し、ブラッシング等の指導)
歯の清掃体験
【検診料金】4,000円(自己負担額1,000円、村負担額3,000円)
※検診結果により、精密検査･治療等が必要となった場合は、保険診療になります。
【問合せ】大潟村保健センター ☎45-2613

認 知症サポーターになってみませんか？
★ロバのように急がず、しかし、一歩一歩着実に進んでいきましょう！ ★
１. 認知症サポーターとは
「認知症サポーター」は、認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守る応援
者です。
受講後に特別な活動を強制されるものではありません。友人や家族へ学んだ知識を伝えたり、日常生
活での見守りや声掛け等、できる範囲の手助けをすることが活動です。
２. 内容や時間は
認知症の症状について、認知症の人と接する時の心がまえや介護している人の気持ちの理解などを、
冊子やビデオ･DVD 上映などで学びます。時間は1時間半程度です。
３. 講座を開くには
自治会や各団体･企業･学校などからのご希望に応じて開催します。ご近所や友人の集いなどの少人数
でも構いませんので、お気軽にお問い合わせ下さい。
受講料は無料ですが、全国キャラバンメイト連絡協議会への届け出が必要なため、お早めにご連絡頂
ければ幸いです。
【申込･問合せ】地域包括支援センター ☎ 22-4321

○
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保健センター ☎ 45-2613
包括支援センター ☎ 22-4321

住民生活課からのお知らせ

献 血にご協力をお願いします
秋田県では血液が慢性的に不足しています。尊い

口 腔機能向上教室
「さわやか健口教室」
歯や入れ歯の手入れをし、口の中をさわやかに

命を救うため、献血をお願いします。

するとともに、口腔の体操をしながら、噛む(咀嚼)

【献血の種類】全血(200ml･400ml)

機能や飲み込む(嚥下)機能を良くする教室を開催し

【日時】６月26日(火) 9:30〜11:00
【場所】JA大潟村会館前

ます。
【日

時】６月25日(月)

【問合せ】保健センター ☎45-2613

【場

所】ふれあい健康館

【対

象】おおむね65歳以上

【講

師】歯科衛生士

10:30〜11:30

北嶋悦子氏

転 倒予防教室「元気！はつらつ教室」 【問合せ】地域包括支援センター
転倒による寝たきりを予防し、自分らしい生活が
送れるように、運動を通して筋力の維持、向上をは
かります。
【日 時】６月６日･13日･20日･27日(全て水)

13:30〜15:00

介 護予防教室「いきいき元気の集い」
いきいきとした生活が出来るように、歌や体
操、ゲームをしながら楽しく過ごします。

【会 場】ふれあい健康館

【日

時】６月５日(火)

【対 象】おおむね65歳以上

【会

場】ふれあい健康館

【講 師】健康運動指導士 児玉美幸氏･加藤光葉氏 【対
【問合せ】地域包括支援センター ☎ 22-4321

象】おおむね65歳以上

【問合せ】地域包括支援センター

環境エネルギー室からのお知らせ

狂 犬病予防注射の実施について
以下の日程で予防注射を実施します。都合をつけ

10:30〜11:30

☎22-4321

環境エネルギー室 ☎ 45-2115

大 潟村環境審議会の委員を募集
村では昨年度環境基本条例を定め、その中で環

て予防注射をお願いします。都合がつかない場合は、 境施策に関して調査審議する環境審議会を設置し
動物病院で予防注射を実施してください。

ました。この環境審議会の委員を募集します。

【日 時】６月６日(水)･７日(木) 13:00〜14:00
【会 場】役場車庫(消防大潟分署となり)

【募集人員】若干名

【問合せ】環境エネルギー室 ☎45-2115
○犬のフンの後始末はきちんとしましょう
散歩の途中でした飼い犬のフンは、飼い主が責任

【任

期】２年

【応募期限】６月15日(金)まで
【会

議】年２回程度(平日に開催)

を持って処理しましょう。不衛生で景観もよくあり ※今年度は、「環境基本計画」の策定を予定してい
るため、３〜４回の開催となる予定です。
ませんので、フンは必ず持ち帰ってください。
○犬の登録は？

【応募資格】

犬の登録(生涯１回)、登録している飼い犬の譲渡 ①村内在住、在勤又は在学中で18歳以上の方
や死亡の場合も環境エネルギー室までお届けくださ ②会議への出席等、会務の遂行に支障のない方
い。また、狂犬病予防注射(毎年１回)は集合注射会

場又は動物病院で必ず実施してください。登録をし
なかったり、狂犬病の予防注射を受けさせなかった

③環境保全に関して、見識と熱意があり、建設的
な意見を言っていただける方。

場合は、法律により罰せられます。(20万以円下の

※応募者多数の場合は、抽選により決定します。

罰金)

【申込･問合せ】環境エネルギー室

☎45-2115
○
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教育委員会 ☎ 45-3240
公民館 ☎ 45-2611

教育委員会からのお知らせ

小 ･中学校新校舎＆現校舎見学会開催 家 庭教育学級･学級生募集
７月31日完成を目指して、小･中学校校舎改築工
事を行っています。また完成に伴い、現校舎は年
内に解体されることになります。
村民の皆さまに、新校舎完成披露と併せて、解
体される前の現校舎の見学会を開催します。詳し
い日程については、追って広報等にて連絡いたし
ます。
【日時】新校舎見学会 ８月12日(日) ※予定
現校舎見学会 ８月10日(金)〜12日(日)
※日程等については、変更する場合があります。
【問合せ】教育委員会 ☎45-3240

どもなかよし館の開館時間
こ 変更について
４月から、次のように変更になりましたのでお
知らせします。なお、学校の生活指導により開館
時間を変更する場合があります。
【通常開館時間(学校の長期休業期間以外)】
◎ ３月〜10月14日 13:30〜17:00
◎ 10月15日〜２月 13:30〜16:30
【学校が長期休業期間】
◎午前の部 9:30〜12:00
◎午後の部 13:00〜閉館時間(通常時の閉館時間)
【開館時間変更にあたり】
３月22日(木) に開館時間変更の説明会を開催し、
「こどもなかよし館だより(４月20日発行)」に説明
会の時の質問･要望を掲載しております。村教育委
員会のホームページでも確認できます。
【ご利用にあたり】
「こどもなかよし館」は子どもたちに自由な遊
び場を提供している施設であり、保育を行うこと
はできません。保育を希望される場合は、「幼稚園
預かり保育」をご利用ください。未就学児 (保育園
児･幼稚園児等)の利用には、保護者の同伴が必要と
なります。
【問合せ】こどもなかよし館 ☎ 45-2588
教育委員会 ☎ 45-3240

成 人式実行委員を募集します
平成 24 年度の成人式実行委員を募集します。式
典や記念行事の内容などを企画し、「思い出に残る
成人式」を一緒に企画しましょう。
【成人式日時】８月12日(日)
【会場】サンルーラル大潟
【申込・問合せ】公民館 ☎45-2611
○
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家庭教育学級では、乳幼児編（年３回）小中高
編（年６回）を予定しています。講師を迎えて講
話を聞いたり、学級生同士が交流したりしながら
子育てについて様々なテーマで学びます。詳細は
下記までお問い合わせ下さい。
【申込･問合せ】公民館 ☎ 45-2611

大 潟村きらきら塾「新緑登山」
大潟村きらきら塾「新緑登山」に参加しませんか。
今回は男鹿市の本山に行きます。
【出発日時】６月９日(土) 8:30
【出発場所】公民館前
【対象者】小学生以上。ただし、小学校２年生ま
では保護者同伴。
【定 員】35名
【参加費】1,000円(大人のみ)
【申込･問合せ】公民館 ☎45-2611

家 庭教育学級(小中高編)
「ネットトラブルから子どもを守る」をテーマに
講話を聞きます。
【日 時】７月６日(金) 10:00〜11:30
【講 師】五城目警察署員
【場 所】公民館
【問合せ】公民館 ☎45-2611

成 人文化講座
①「男鹿半島･大潟ジオパーク」見学会
地元の案内ボランティアと共に新たな発見をし
てみませんか。鵜ノ崎・入道崎・寒風山などを巡
ります。
【日 時】７月５日(木) 公民館前8:30出発
【参加費】2,000円(参加費･昼食代他)
【定 員】35名(定員になりしだい締切)
【申込･問合せ】お金を添えて公民館へ
☎45-2611
②小坂町の康楽館での観劇と大館市郷土博物館見学
【日 時】７月12日(木) 公民館前7:40出発
【参加費】3,200円(観劇料･昼食代他)
【定 員】35名(定員になりしだい締切)
【申込･問合せ】お金を添えて公民館へ
☎ 45-2611

平成24年６月号

公民館 ☎ 45-2611
子育て支援センター ☎ 45-2462

教育委員会からのお知らせ

楽 しいガーデニング
お部屋に観葉植物を！ハイドロカルチャーにチ
ャレンジします。
【日時】７月３日(火) 10:00〜12:00
【場所】公民館
【持ち物】エプロン
【講師】中本利江子氏
【参加費】2,500〜3,000円
【申込･問合せ】６月20日まで公民館へ
☎ 45-2611

津 軽手踊り教室

料 理教室
笹巻きの季節がきました。作り方のコツを教えても
らいます。
【日時】６月29日(金) 9:30〜
【会場】村民センター調理室
【講師】生活学校

菊地多喜氏

【参加費】300円
【申込･問合せ】６月27日まで公民館へ
☎ 45-2611

大 潟村きらきら塾「炭焼き体験」

ってみませんか。

【日時】６月30日(土) 9:00〜 12:00
【場所】村民野球場玄関向かい 炭焼き小屋

【日時】７月10・17・24・31日、８月７日の全５回

【持ち物】手袋･マスク･タオル･

子どもも大人も大歓迎！津軽民謡の手踊りを習

19:00〜20:00

飲み物

【会場】公民館大集会室

【申込･問合せ】

【講師】佐野政子氏

６月22日まで公民館へ

【申込･問合せ】公民館

☎ 45-2611

☎ 45-2611

た のしさいっぱい！子育て応援！！
◎子育て支援センターはどんなところ？
お子さんとその保護者や家族を対象として子育てをサポートするところで、愛称「にこにこひろば」
といいます。いつでも好きな時に立ち寄り、お子さん同士や親子でのびのび遊ぶことができる「交流と
遊びのひろば」です。
【開設日時】月曜日〜金曜日(祝日･年末年始を除く) 9:30〜12:00 13:00〜15:30
【問合せ】子育て支援センター(大潟保育園内) ☎45-2462
『さくらんぼクラブ』では、毎月２回、季節の行事や手遊び、簡単な制作など親子一緒に楽しめるもの
を計画しています。６月は、保育園行事「わくわくちびっこランド」に一緒に参加します。お友だちを
つくりたい方、子どもを存分に遊ばせたい方…ぜひ、遊びにきてください。
【問合せ】子育て支援センター(大潟保育園内) ☎45-2462

＜６月のさくらんぼクラブ＞

＜７月のさくらんぼクラブ＞

【日時】６月７日(木) 10:00〜11:00

【日時】７月４日(水) 10:00〜11:00
一緒に作ろうpart Ⅱ

自然となかよし！ partⅠ
〜保育園園庭で遊ぶ〜
※雨天の場合は室内で遊びます。
【日時】６月23日(土)

〜たなばた飾りを作ろう！ (親子制作) 〜

9:15〜10:45

一緒に遊ぼう！ part Ⅰ
〜保育園行事「わくわくちびっこランド」に参加〜
※雨天の場合は室内で行います。

○
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干拓博物館 ☎ 22-4113
村民体育館 ☎ 45-2269

教育委員会からのお知らせ

田 んぼの生きもの観察会

Ｂ ＆Ｇ海洋センター プールオープン

田んぼは農業生産の場であるとともに、多くの

Ｂ＆Ｇ海洋センタープールがオープンします。
生きものの生息の場でもあります。大潟村の田ん たくさんのご利用をお待ちしております。プール
ぼにはどのような生きものがいるのか、探検して のご利用にあたっては、必ず水泳帽とゴーグルを
持参してください。団体利用の際は、事前に体育
みませんか。
館に申し込んでください。
【日 時】７月１日(日)9:00〜12:00(小雨決行)
【 期 間 】６月13日(水) 〜９月上旬
【集 合】干拓博物館
【参加費】50円
【
開館時間 】午前の部 9:30〜11:30
【会 場】村内の有機農業の田んぼ
午後の部 13:30〜16:30
【講 師】佐藤福男先生(秋田自然史研究会)
夜 の 部 17:30〜20:00(7･8月のみ)
【対 象】幼稚園児･小学生30名(小学３年生以下
※６･９月は夜の部は行いません。
の参加者は保護者同伴･大人のみも可)
【服 装】汚れてもよい服装、長ズボン、長靴、 【休館日】毎週月曜日
月曜日が祝日の場合は、火曜日が休館日となり
着替え
ます。その他、水温や室温が低いときは利用でき
【持 参】バケツ、小さな網、ビニール袋
ません。利用できる日はＢ＆Ｇの旗を揚げていま
【主 催】大潟の自然を愛する会・コガムシの会
す。水泳大会や教室開催時は一般利用ができない
【受 付】６月20日(水) まで
場合があります。
【申込･問合せ】干拓博物館 ☎22-4113
【問合せ】村民体育館 ☎45-2269

村 民ウオーキングのお知らせ
ウオーキングin 大潟2012
【日

時】６月10日（日）9:00〜11:30
集合

9:00

※小雨決行

【集

合】村民体育館前

【内

容】ストレッチとウオーキング

【対

象】どなたでも参加できます。

【参加費】無料
【その他】運動のできる服装と水分補給用の飲み
物を用意してください。
【主

込】当日、会場で受付します。

【問合せ】村民体育館

村

☎45-2269

民グラウンドゴルフ大会の
お知らせ

【日

時】６月14日(木) 受付

【会

開会式 13:20
場】 大潟村多目的運動広場

12:30
競技 13:30 〜

象】 20歳以上の村民
【申 込】 当日、会場で受付します。

【対

【参加費】 無料
【主
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村 民登山のお知らせ
【日

時】７月７日(土)

【集

合】公民館前

【場

所】森吉山

【対

象】どなたでも参加できます。

☎45-2269

集合

6:50、出発 7:00

(小学４年生以下は保護者同伴)
【参加費】大人：1,000円 子供：無料
※参加料のほかに、「阿仁ゴンドラ往復料金(大人

1,800円･子供800円)」が別途かかります。
【持ち物】昼食･おやつ少々･軍手･雨具･着替え･底
のしっかりした靴
【主

催】 大潟村体育協会

【問合せ】 村民体育館
○

【日 時】６月11日(月) 14:00〜16:00
【場 所】Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
【対象者】どなたでも参加できます。
【内 容】おぼれた人の救助方法
【講 師】日赤秋田県支部の指導員
【準 備】水着･水泳帽
【問合せ】村民体育館 ☎45-2269

催】大潟村スポーツ推進委員･スポーレおお

がた
【申

水 難救助講習会の開催

催】大潟村山友会

【申込み】６月22日(金) までに村民体育館へ
☎ 45-2269

平成24年６月号

教育委員会からのお知らせ

体育館 ☎ 45-2269

＊みんなでつくろう！一緒に楽しく活動しませんか！＊
スポーレの教室をきっかけにスポーツしてみませんか！
スポーツで健康なからだづくり！
村のスポーツ・コミュニティー、ただいま会員募集中！
【年会費】４月１日〜翌年３月31日まで
一般会員：1,000円 家族会員：2,000円
ジュニア会員：500円(高校生以下)
【申込･問合せ】スポーレおおがた事務局(村民体育館) ☎45-2269

会員

募集中 ！

６月の教室の予定
種

目

ジュニア体操

3B体操
生活ヨガ
ポールストレッチ
ボクササイズ
グラウンドゴルフ
ボート
シェイプアップ
ミニテニス
乳頭ウオーキング
村内ウオーキング

日にち

7･14･21(全て木)
8･15･22(全て金)
11･25(全て月)
12･19･26(全て火)
15･22･29(全て金)
18(月)
19･26(全て火)
20･27(全て水)
21･28(全て木)
8(金)
10(日)

場

所

村民体育館
ふれあい健康館
ふれあい健康館
ふれあい健康館
村民体育館
多目的運動広場
大潟漕艇場
村民体育館
村民体育館
乳頭温泉郷
村内周回コース

時

間

16:00〜
19:30〜
19:00〜
19:30〜
10:00〜
15:00〜
10:00〜
10:00〜
14:00〜
７:30〜
９:00〜

備

考

現地集合

村民体育館集合・出発
村民体育館集合

７月の教室の予定
種

目

八幡平ウオーキング
ポールストレッチ
ミニテニス
ボクササイズ

3B体操

日にち

1(日)
3･10･17(全て火)
5･12(全て木)
金)
6･13･27(全て水
金)
6･13･20(全て水

場

所

時

間

八幡平

７:00〜

ふれあい健康館

19:30〜
14:00〜
10:00〜
19:30〜

村民体育館
村民体育館
ふれあい健康館

備

考

村民体育館集合・出発

※教室へ参加される方は、水分補給等の準備をしてください。

情報・募集・ご案内
大潟土地改良区から

水難事故防止について
農繁期の期間、用水路に通水が行われ
（〜９月20 日）、用排水路の水位が高まり
ます。これから水に親しむ機会が増えま
すが、水難事故には十
分注意しましょう。
【問合せ】大潟土地改
良区 ☎45-2211

秋田県立大学大潟キャンパスから

大潟キャンパスでイベント開催
学生対象の講演ですが一般参加も可能な「NHK大学
セミナー」と研究発表や農場見学が行われる「フィール
ド交流祭in大潟」を行います。
【日時等】6月10日(日)
「NHK大学セミナー」
大潟キャンパス新大講義室 10:00 〜12:00
「フィールド交流祭in大潟」
フィールド教育研究センター(農場)12:30〜16:00
【問合せ】秋田県立大学大潟キャンパス ☎45-2026
○
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情報・募集・ご案内
秋田地方法務局から

「法務局夕方なんでも相談所」を開設

「多重債務者相談窓口」を開設

日中お忙しい方のために、平日に予約不要の
「法務局夕方なんでも相談所」を開設します。
【日 時】６月14日(木) 17:00〜19:00
【場 所】秋田地方法務局(秋田市山王7-1-3)
【受付内容】登記、戸籍･国籍、供託、人権
【相談員】法務局職員
【相談方法】
①面接相談、電話相談(018-862-1428)
②予約不要、③おおむね30分程度
④無料、秘密厳守
【問合せ】秋田地方法務局総務課
☎018-862-6531
秋田県社会福祉協議会から

借金を抱えお悩みの方々からの相談に応じます。
必要に応じ、弁護士･司法書士などの専門家に引
き継ぎを行います。相談は無料です。
【日 時】月〜金曜日(祝日･年末年始除く)
8:30 〜17:15
【問合せ】秋田財務事務所財務課
☎018-862-4196
秋田県社会福祉協議会から

福祉のしごと、はじめませんか！！
福祉の仕事に就きたい方と福祉人材を求めて
いる事業所との橋渡し役として、県内全域を対
象に職業紹介を行っています。
【ホームページ】http://www.fukushi-work.jp/
【問合せ】秋田県社会福祉協議会
☎018-864-2880
秋田北税務署から

国家公務員「税務職員採用試験」について
【受験資格】平成24年４月１日において、高等
学校又は中等教育学校を卒業して３年を経過して
いない者及び、平成25年３月までに卒業する者。
または人事院が同等の資格があると認める者。
【受付】インターネット ６月26日〜７月５日
郵送･持参 ７月２日〜７月10日
【ホームページ】

http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
【問合せ】人事院東北事務局 ☎022-221-2022
秋田労働局から

○

秋田財務事務所から

「介護支援専門員試験統一模擬試験･基礎編」及び
「介護福祉士全国統一模擬試験･基礎編」について
模擬試験を通じて実力の確認、弱点の把握を
し、効果的な試験準備をするため模擬試験を行
います。
【実施日】６月23日(土) 介護支援専門員
６月30日(土) 介護福祉士
【会場】秋田県社会福祉会館
【締切】５月23日(水) 介護支援専門員
５月30日(水) 介護福祉士
【申込･問合せ】秋田県社会福祉協議会
☎ 018-864-2775
秋田県生活環境部温暖化対策課から

「家庭の節電応援キャンペーン」のエントリー募集
家庭における節電の実践を推進するキャンペ
ーンを実施します。エントリーしていただき、
電気使用量削減率が大きいなどの節電実績の優
れたご家庭に節電賞を贈呈します。また、エン
トリーした全ご家庭へも抽選で参加賞を贈呈し
ます。
【受 付】６月１日(金)〜７月31日(火)
【対象者】県内の家庭
【申込･問合せ】「節電宣言エントリーシート」
(ホームページ(http://www.pref.akita.lg.jp/en-ondanka/)
よりダウンロード)を県生活環境部温暖化対策課へ
☎018-860-1573
秋田県建設部建築住宅課から

新規学校卒業者の求人確保について

住宅の増改築等に10％補助します

大卒等の採用選考が４月１日から始まってい
る中、高卒を対象とした学校求人の受付が６月
20日から開始されます。各企業におかれまして
は、採用枠の拡大と学卒求人の早期提出、ま
た、応募者の適性と能力のみを基準とした公正
な採用選考をお願いします。
【問合せ】ハローワーク秋田 ☎018-864-4111

50万円以上の増改築･リフォーム工事に対し工
事費の10％を補助します。ただし、過去に受け
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た補助金により上限が変わります。なお、４月
３･４日の暴風による被害は20万円が上限となり
ます。
【問合せ】秋田県建設部建築住宅課
☎ 018-860-2561

平成24年６月号

情報・募集・ご案内
湖東総合病院から

外来診療日のご案内について
湖東総合病院では、下表のとおり外来診療を行っています。また、4月からは小児科の医師が常勤とな
り毎日診療しているなど、診療日が一部変更になっているものもございます。
【受 付】午前診察各科 7:00〜11:30
午後診察各科 7:00〜15:00
初めて診察を受ける方 8:00〜
【休診日】土･日･祝日、12月31日〜１月３日、８月14日
【問合せ】湖東総合病院 ☎018-875-2100
診療科目
内

診療日

診療日

診療科目

科 月〜金の午前

人

工

透

析 月・水・金の午前・午後

消

化

器

科 月〜木の午前、金は予約検査

耳 鼻 咽 喉 科

循

環

器

科 月〜金の午前（火は第１・３・５）

眼

科 月〜金の午前・午後

皮

科 休診中

心療内科・精神科 火の午後

科 月〜金の午前

め ま い 外 来 火の午後

小

児

外
整

形

外

火の午後、木の午前・午後

科 月〜水・金の午前、木は予約検査
膚

科 月の午前（予約制）

リハビリテーション科 休診中

リウマチクリニック 火・木の午後

脳 神 経 外 科 木の午前

小児科予防接種 月・木の午後
（予約制）

産

婦

人

科 木の午前

眼科学童クリニック 金の午後

泌

尿

器

科 月・水の午前（金は第１・３・５）

入札結果について
（予定価格130万円以上）

事

業

名

平成24年４月30日までの入札結果は以下の通りです。詳しい入札結
果については、入札結果閲覧簿を総務企画課に備えております。
契約方式

入札日

契約額（税込） 落札率(%)

業

者

名

水 質 検 査 委 託 ( 水 道 水 ) 指名競争入札

４月13日

3,833,130円 92.65％ (財) 秋田県総合保険事業団

広 報 お お が た 印 刷 事 業 指名競争入札

４月13日

3,411,555円 86.18％ 一

日

市

印

刷

村 道 ( 舗 装 道 ) 補 修 工 事 指名競争入札

４月16日

鹿
1,575円/㎡ 89.39％ 大

島
潟

道
出

路
張

㈱
所

南 の 池 公 園 管 理 委 託 指名競争入札

４月16日

2,341,500円 96.75％ 美

村 道 （ 砂 利 道 ） 保 守
管 理 委 託 （ そ の １ ）
村 道 （ 砂 利 道 ） 保 守
管 理 委 託 （ そ の ２ ）
大潟村情報発信ポータルサイト
構
築
委
託
取水ポンプ場及び浄水場配水池
高
圧
洗
浄
委
託

指名競争入札

４月17日 16,800,000円 98.22％ 鈴

成

建

設

㈱

指名競争入札

鹿
４月17日 15,750,000円 97.91％ 大

島
潟

道
出

路
張

㈱
所

随 意 契 約

４月19日

5,606,081円 96.72％ NPO 法人ポルダ−ネット

指名競争入札

４月20日

2,656,500円 90.36％ ㈲ 秋 田 環 境 保 全

量 水 器 ( 水 道 メ ー タ ー ) 指名競争入札

４月20日

2,310,000円 73.33％ 山 二 環 境 機 材 ㈱

水田圃場区等浄化試験業務委託 随 意 契 約

４月20日

5,047,350円 96.80％ ㈱ シ ー テ ィ ー シ ー

新児童手当システム導入委託 随 意 契 約

４月25日

2,436,000円 97.03％ アイ･エム･サービス㈱

温泉保養センター駐車場舗装工事 指名競争入札

４月26日

鹿
5,880,000円 99.12％ 大

冷 暖 房 機 械 保 守 管 理 委 託 指名競争入札

４月26日

5,376,000円

消 防 設 備 保 守 点 検 指名競争入札

４月26日

1,522,500円 94.52％ 猿

ふ れ あ い 広 場 管 理 委 託 指名競争入札

４月26日

1,499,000円 62.13％ 美

留

島
潟

造

道
出

路
張

園

㈱
所

96.6％ 山 二 施 設 工 業 ㈱
田
留

興

業
造

㈱
園

○
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今月 の カ レ ン ダ ー
月日

行

事

名

今月の保健センター相談・健診
場

所

６月
大潟漕艇場
2日 県高校総合体育大会ボート競技
小学校
2日 小学校運動会
3日 八郎湖クリーンアップ作戦
役場
5日 農業委員会定例総会(15:00〜)
6日 狂犬病予防注射(〜７日、13:00〜14:00) 役場車庫
B&G プール
13日 B&G 海洋センターオープン
議会
14日 ６月定例議会
多目的運動広場
14日 村民グラウンドゴルフ大会
幼稚園
15日 親子田植え
16日 潟上市･南秋田郡中学校総合体育大会( 〜17日) 村民体育館等
保育園
23日 わくわくちびっこランド
28日 中学１年生アートドリーム学習（〜29日） 仙北市

７月

1日 県民体育大会(ボート競技)
2日 PTA 授業参観(14:00)
3日 農業委員会定例総会(13:30〜)
5日 小学６年生修学旅行
7日 村民登山
7日 村民野球大会(〜8日)
8日 中央地区吹奏楽コンクール
14日 県中学校総合体育大会（〜16日）

大潟漕艇場
中学校
役場
北海道
森吉山
村民野球場
秋田市( 県民会館)
各会場

村の人口の動き・公共施設の状況
◎人口の動き（５月１日現在）
項目

人数（人）
（増減）

世帯数
人口
男
女

1,087
3,308
1,632
1,676

(+60)
(+57)
(+31)
(+26)

項目
転入
転出
出生
死亡

人数（人）

77
18
0
2

◎公共施設の利用状況（４月中）
施設名
公民館
村民体育館
干拓博物館
多目的運動広場
多目的グラウンド
子育て支援センター

利用者数

507人
1,849人
2,201人
3,017人

施設名

村民センター
ふれあい健康館
ごみ処理量
水道使用量
−人 下水排水量
32人

利用者数（量）

1,096人
956人
81ｔ
47,586
44,416

◎公共施設の太陽光発電量（４月中）
施設名
発電能力 kW 発電量 kWh 消費量 kWh 売電量 kWh 買電量 kWh
西１分館
9.99 1,033
133
995
95
西２分館
3.96
341
27
327
13
西３分館
7.74
627
44
607
24
東２分館
9.99 1,372
197 1,277
102
東３分館
9.99 1,285
167 1,216
98
北１コミ会館
7.20 1,006
77
956
27
北２コミ会館
5.40
756
41
726
11
南コミ会館
4.32
612
105
543
38
多目的会館
4.95
565
231
501
167
合
計
63.54 7,597 1,022 7,148
575
（単価42円/kWh）
○売電量の金額換算：300,216円
○売電量の石油換算：1,618リットル
○
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■保健センター ☎45-2613
◎乳児健診(4･7･10･13か月の乳児)
６月11日(月)13:00〜
◎乳児相談(２か月の乳児)
６月14日(木)13:00〜
◎パパママ学級
６月５日(火)13:00〜
対象：妊娠中のご夫婦
◎保健センター開放日「潟っ子広場」
「ベビーマッサージ」
６月21日(木)10:00〜11:30
◎健康相談
ふれあい健康館
６月６日(水)9:50〜
６月20日(水)9:50〜
７月４日(水)9:50〜
保健センター
６月６日(水)13:00〜 食事･栄養相談できます
６月27日(水)9:30〜11:00
７月４日(水)13:00〜 食事･栄養相談できます
※保健センター来所者の健康相談も随時受け付けています。
◎福田先生の健康相談
６月14日(木)･28日(木)14:00〜15:00
いろいろな疾病の相談に応じますので、お
気軽にお出でください。
場所･申込：保健センター ☎45-2613
◎小児科医師による健康相談
６月11日(月)14:15〜
相談医：湖東総合病院 小児科医師
お子さんのことで悩んでいること、気にな
ることがありましたらご相談ください。
場所･申込：保健センター ☎45-2613
◎専門医による「心の健康相談日」
６月12日(火)26日(火)13:30〜15:00
会場：秋田地域振興局福祉環境部
６月19日(火)13:30〜15:00
会場：男鹿市保健福祉センター
申込：秋田地域振興局福祉環境部
児童障害者班 ☎ 018-855-517

６月の行政相談
行政や特殊法人等の仕事についての苦情や意見・
要望を受け付け、その解決を促進するよう相談に応
じています。お気軽にご相談下さい。
（西3-4、☎45-2918）
【行政相談委員】北村 シゲさん
【相談日】６月19日（火）10:00〜12:00
【会 場】役場第２委員会室

