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桜と菜の花まつり2015

４月25日（土）〜５月６日（水）、桜と菜の花まつり2015が開催され、県内外から多くの観光客が訪
れました。

《桜と菜の花ロード》
ゴールデンウィーク

４月上旬からＧＷにかけての好天続きで開
花を促されたソメイヨシノは、まつりの開催
より早く満開を迎えました。桜の見頃にはた
くさんの観光客が訪れ、車を停めて写真撮影
をしたり、ピクニックをしたりしていました。

《サンルーラル大潟前の主会場》
イベント開催日の４月25日（土）からは、主会場の菜の花畑で恒例
のミニ電車の運行（５月２日からはミニＳＬ）が始まりました。大空
を泳ぐ鯉のぼりを見上げたり、間近に迫る菜の花に手を伸ばしたりし
て、多くの家族連れが大迫力の景色に笑顔を咲かせていました。
また、様々な屋台が軒を連ね、恒例の青森県横浜町のホタテ焼き
や、サンルーラル大潟内でのバイキングも盛況でした。
耕心会による菜の花摘み取り体験も人気で、菜の花畑の散策路を巡
りながら、おうちへのおみやげを摘み取っていました。

芝生ではシャボン玉などを楽しんでいました

散策路はどこでも撮影スポットです♪
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《観光巡りバスツアー》
５月３日（日）〜５日（火）には、干拓博物館を発着として大潟村観光めぐりバスツ
アーは実施されました。バスは桜と菜の花ロードや大潟富士、経緯度交会点などの観光ス
ポットを巡りました。ガイドは入植者世代のボランティアの方々が務め、入植当初の苦労
話を織り交ぜた説明をすると、参加者からは感嘆の声が上がっていました。

経緯度交会点で地球の大きさを体感

日本一低い山 大潟富士 の前でパシャリ。
山頂から望む広大な田んぼにビックリ！

《干拓博物館》

《産直センター潟の店》

干拓博物館では、５月３日（日）〜５日（火）、日替
わりで親子工作教室が開催。子どもも大人も一緒になっ
て楽しんでいる様子でした。

産直センター潟の店ではご当地グルメ市が開催さ
れ、なまはげバーガー、本荘ハムフライ、白神ネギ焼
き、横手焼きそばなどのＢ級グルメが多数出店し、賑
わいました。

《生態系公園》
恒例のヒスイカズラ展・多肉植物展の
他、この時期はたくさんの花が咲き誇
り、来場者の目を楽しませていました。

間近で見るとド迫力のサボテンたち
公園内を走るトラクター馬車も人気
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2015ワールド・エコノ・ムーブ（ＷＥＭ）
５月４日（月）・５日（火）、ソーラースポー

社）の『MONO−F』でした。中盤まではライバ

ツラインにおいて、2015ワールド・エコノ・ムー

ルマシンに水をあけられていましたが、「相手は

ブが開催されました。

先行逃げ切りタイプ。自分たちは淡々と自分たち

ワールド・エコノ・ムーブは、出場各チームが

のペースを守ることを心がけ、最後に差せればい

設計・製作したマシンで、同じ条件のバッテリー

いと思っていた」と語りました。

を使って２時間での走行距離を競うものです。

また、同日午前中には、「ミニカート部門」か

空気抵抗が少なくて軽量な車体を設計することは

ら仕様と名称が変更となった「ライト部門」の

もちろん、バッテリーとモーターの相性や、幾度

レースが行われました。このクラスは、バッテ

となく繰り返したテスト走行に基づく「ペース配

リーに加え、基本となる車体とモーターも同じ規

分」など、様々な技術的要素が勝負を左右すると

格。６台のマシンが１週 1.1 ㎞のショートコース

のこと。

の周回数で競い、東海大学の『ＩＮＡＺＵＭＡ
とと、軽量化を図りました。また、かなり無理な

ました。出場 50 台による熱い戦い、制したのは

体勢で乗れる唯一のドライバーが頑張ってくれま

PROJECT MONO◇TTDC（トヨタ自動車関連会

した」と、嬉しそうに語りました。

◇
と
PROJECT MONO
TTDC
︲ ﹄
MONO
F

ライト部門優勝を飾った東海
大学と︑優勝マシン
﹃ＩＮＡＺＵＭＡⅡ﹄

ディションがよく、ハイレベルな戦いが展開され

鉛蓄電池部門優勝を飾った

Ⅱ』が見事優勝。「風の抵抗を極力小さくするこ

優勝マシン﹃

本戦が行われた５日は、天候・気温ともにコン

地域おこし協力隊が着任しました
今年度、大潟村の活性化のために地域おこし協
力隊を募集していましたが、この度２名の隊員の
採用が決まり、６月１日、役場で辞令交付式が行
われました。地域おこし協力隊は、産直センター

隊として、地域活性につながる活動に尽力したい
です」（森田さん）と、意気込みは充分。
任期は平成28年３月末まで。今後、広報や公式
ブログで２人の活動を紹介していきます。

潟の店で野菜の販売促進やイベントの企画運営の
サポート、特産品の情報発信などを中心に活動し
そのかわひろあき

ていただく、園 川泰章さん（東京都出身）と、教
育委員会でジオパークの普及を中心に活動してい
も り た と も や

ただく森 田僚也さん（栃木県出身）です。辞令交
付を終えて、「日々勉強させていただきながら、
大潟村を盛り上げられるよう精進していきたいで
す」（園川さん）、「大潟村初の地域おこし協力

ひろあき

園川泰章さん

ともや

森田僚也さん

日本マスターズ水泳短水路大会で佐藤弘さん
（西2-4）が大活躍！
４月 18日（土）〜19日（日）、千葉県国際総合

また、５月 10 日（日）、岩手県盛岡市立総合

水泳場で行われた2015年度日本マスターズ水泳短

プールで行われた岩手（盛岡）会場では〈 80 〜

水路大会において大潟スイミングクラブの佐藤弘
さん（西２−４）が〈 80 〜 84 歳の部〉 25 ｍ自由

84歳の部〉25ｍ自由形で金メダル（20.89秒）、
同じく25ｍ背泳ぎでは大会新で銀メダル（ 37.36

形で第３位（20.87秒）に入賞しました。

秒）を獲得しました。おめでとうございます。
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㈱大潟共生自然エネルギー太陽光発電所の起工式が行われました
５月11日（月）大潟村西４丁目の太陽光発電所
建設地において起工式が行われました。
この事業は自然環境と農業・暮らしが共生する
村が「自然エネルギーの生産基地化」を目指すと
いう村の理念実現に向けて、昨年 10 月に村と村
内企業を中心に、㈱大潟共生自然エネルギーを設
立し、準備を進めてきたものです。発電規模は約

2,000キロワット。一般家庭の400世帯相当分の発
電量になります。今年中の完成を目指しています。

サンルーラル大潟のすぐ近くの建設予定地。
仮設のテントの中で起工式が行われました

また、「地域の資源は地域に還元する」という
考えのもと、事業資金の一部を村民に参加しても
らえるよう市民ファンド設立の準備をすすめてい
ます。将来的には都市部への自然エネルギーの産
直も目指しています。
【問合せ】㈱大潟共生自然エネルギー
担当 角田伸一 ☎ 090-7660-3683
関係者出席のもと、
建設工事の無事を祈願しました

るさとづくり推進協議会の上野会長らが大潟村を
訪れ、「浦安こまち」の田植えを行いました。
大潟村と浦安市は、「都市と農村交流事業」で
平成21年度から交流を重ねており、子どもたちが
互いの自治体を訪問し合うなどしてきました。

しげひこ

交流７年目となる今年度に行うことになった
「浦安こまち事業」は、「農地の存在しない浦
安市」と「農地が大部分を占める大潟村」という
正反対の特性に着目して、大潟村にある田んぼを
「浦安こまち圃場」（提携圃場）とし、 JAS有機
米を栽培しようというものです。
松崎市長と上野会長は、村長から手ほどきを受

「追加の苗を投げてくれ〜」と村長

けて実際に苗の手植えを行いました。田んぼのぬ
かるみの歩きづらさに四苦八苦するも、丁寧に植
えていました。また、松崎市長は田植機による田
植えも体験し、「大変貴重な経験をさせていただ
いた」と充実した表情でした。
なお、今後７月と９月には浦安市民を対象とし
た農業体験ツアーを実施する予定です。秋に収穫
されたお米は、「秋田県大潟村産

浦安こまち」

として、浦安市のアンテナショップ及びインター
ネットで浦安市民向けに販売を行う予定です。
「浦安こまち」事業の成功を記念して、パシャリ
○

5

﹁真っ直ぐ︑遠くを見て﹂と市長に指導するの

５月12日（火）、浦安市の松崎市長や浦安市ふ

は︑圃場の提供者︑末田盛彦さん︵西１ー２︶

浦安市長さんが『浦安こまち』の田植えを行いました
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チャレンジマインド海外研修報告

チャレンジマインド海外研修は、農業研修等を通じて得たものを村での農業活動に活かすこと、そして
異文化交流を通じて国際的視野を持つ人材を育成し、国際交流の推進を図ることを目的として実施してい
ます。
けいすけ
４月号から連載している平成26年度研修生の報告。３人目、最後の報告者は中島圭裕さん（北2-4）です。

チャレンジマインド海外研修に参加して
中島

今回の研修が私にとって初の海外渡航でしかも
日本の真裏で、真夏の南米に滞在ということで、
緊張と期待感を胸に１月５日、寒風吹きすさぶ秋
田空港より出発しました。最初で最後の海外とい
う覚悟を抱えつつのロングフライトは、航空会社
の CAさんの可憐さも相まってとても心躍る経験で
あっという間の到着でした。
真夏でどこまでも青い空の下、最初の滞在地ベ
レンでは長坂氏にお世話になり、主にアマゾン河
周辺の植物、牧畜、農産物流通などを研修させて
いただきました。具体的には現在世界的にブーム
となっているアサイーの群生林、長坂氏所有の牧
場、ベレンの港にある市場の見学などを行いまし
た。いずれも日本の河川周辺とは規模も様相も全
く違い、話には聞いていた南米の姿とはいえ実際
に現地の空気を吸い体験してみるのはとても刺激
的でした。
本事業で恒例となっている植林も行わせていた
だきました。過去に植えられた木々が大きく育っ
ているのを見る と微力とはいえアマゾンの森林の
保持に貢献できたのかなと思えました。飛行機か
らのぞくアマゾンの森林は確かに圧倒的規模でし
たが、やはり随所に伐採の様子がうかがえました。
地球温暖化への影響などが予測される世界的な問
題を目の当たりにしたような気がしました。

アマゾニア森林保護植林地にて
○
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圭裕

次の滞在地はパラグアイの
イグアス日本人移住地でした。
現地の主産業である工業用大
豆栽培やイグアス農協による農業振興の方策など
を研修しました。イグアスでは現地の農業者のお
宅にホームステイをさせていただいたので、記述
しきれないほどたくさんのお話を聞くことができ
ました。パラグアイの農業が輸出を主としている
ので国際相場に収入が非常に左右されるという現
状や、現地パラグアイ人と日系人との関係におけ
る諸問題などは「悲しい」というしかないような
事例もあるようでした。決して楽な状況というわ
けでは無いようです。

イグアス湖をのぞむ堤氏の大豆畑

しかし、私のホームステイ先である堤さんがご
自身の専門であるメロンについて語るときは非常
に目を輝かせて楽しそうに話しておられるのを見
て、大潟村の農家の諸先輩方に通じる部分を感じ
ました。
視覚的に驚かされたのが、大豆の収穫の様子で
す。刈取コンバインが刈取をしながら併走する車
両に刈り取ったばかりの大豆を排出する光景は圧
倒的でした。作業効率とそのスケール感を見せつ
けられた瞬間でした。ちなみにコンバインの価格
は 39万ドルだそうです。是非日本円に換算してみ
ていただければと思います。
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最後の滞在地はサンパウロです。現地の秋田県
人会会長でおられる川合さんにお世話になりなが
らの研修でした。サンパウロ内の日本人街である
リベルダージでは日本の商品が売られている商店
を見学しました。輸入されているものは日本製キ
ャンディーや日本製キッチングッズなどの生活用
品と様々でしたが、やはり目を引いたのはジャポ
ニカ米でした。といっても日本で作られたお米が
売られているわけではなく、カリフォルニア産や
ウルグアイ産のジャポニカ米が置かれていました。
みろくまい
なかでも「弥 勒米」と名付けられたウルグアイ産
ジャポニカ米はその中身が「あきたこまち」であ
るという事実が非常に印象的で、大潟村の農家な
ら知っておくべきことだなと感じました。お寿司
も置かれていましたが、ほとんどがサーモンと海
苔巻きばかりで日本のように数多くの鮮魚を扱う
までにはなっていないようでした。

川合さんの紹介で、高岡農場の敷地内を見学さ
せていただきました。広大なバナナ園ととうもろ
こし畑の一部が宿泊施設となっており、そこに宿
泊もさせていただきました。プールが備わってい
て、お手伝いさん付き、ヤシの木も配置されてい
て、私のなかの「農場」のイメージとはかけ離れ
た、リゾートのようなところでした。しかし、有
機栽培を実践していた果樹などはかなりの部分が
切り倒されていて、苦労の様子もうかがえました。
高岡農場を経営している、高岡グループ社長の
マルセロ氏と面会する機会を与えていただきまし
たが、現時点では果樹の有機栽培は失敗であった
ということ、日本のお米も「プロパガンダ（広報
活動）」次第でサンパウロに流通する可能性はあ
るだろうということをおっしゃっておられました。
その「プロパガンダ」自体が難しいのだというこ
とはわかっていても、希望を持ってしまう言葉で
はありました。
そして１月 22日、無事に降り立った秋田は天も
地も真っ白。寒さと時差ボケと現実感が一気にわ
が身に迫ってきたのでした。さて、非常に駆け足
でまとまりのない報告となってしまいました。リ
オデジャネイロやイグアスの滝、イタイプダムと
いった場所も訪れたのですが割愛させていただき、
この場では以上とさせていただきたいと思います。
みなさまのご支援のもと、非常に有意義な体験が
できました。感謝申し上げます。

リベルダージの大鳥居前で

☆大好きなお母さんの日
大潟幼稚園

母の日のプレゼントを作る日︑お母さんのことをみん
なで話していると︑
先生﹁お母さんはご飯を作ってくれるよね︒あとお洗濯
もしてくれるよね︒あと何してくれるかな？﹂
するとすぐに︑
Ａちゃん﹁夜にたくさん抱っこしてくれる♪﹂
と︑とってもうれしそうに話してくれました︒
先生﹁いつもありがとうってプレゼント渡そうね！﹂
Ｂちゃん﹁お母さん大好きだよ！も言ってあげる♪﹂
大好きなお母さんの話をしているときの子どもたちは
目がキラキラ♪
小さな子どもたちなりのお母さんへの感謝の気持ちが
感じられ︑うれしく思いました︒

☆いろいろなことにチャレンジ

入園してから初めて園庭で遊んだ日のことです︒その
日は︑３歳児だけでなく４歳児も一緒に遊びました︒
Ｃちゃんは遊具で遊ぼうとしますが遊び方がわからず︑
近くにいた４歳児のお姉さんに︑
Ｃちゃん﹁お姉さん︑これどうやって遊ぶの？﹂
と︑自分から聞きました︒
お姉さん﹁こうやって遊ぶんだよ！﹂
と︑優しく教えてくれました︒
初めての環境に３歳児の子どもたちも︑お兄さん︑お
姉さんたちの刺激を受け︑いろいろな遊具にチャレンジ
してみようという気持ちが出てきています︒
これからもたくさん刺激を受けて︑遊ぼうね！

次は大潟保育園のつぶやきです︒

in

○

7

平成27年６月号

大潟中学校

体育祭、白熱！！
5/22

総合優勝の赤組。We are No.１！！

５月22日（金）
、大潟中学校グラウンド
において、大潟中学校体育祭が行われまし
た。
赤・青・黄色の各組に分かれて総合優勝
を目指す体育祭。100m走、ハンドボール
投げ、よっちょれや綱引き、リレーなど、
様々な競技で勝ち点を取り合いました。
また、
勝ち点対象外の生徒会遊競技では、
小麦粉の中にあるアメ玉を手を使わずに
探して粉まみれになるなど、この時ばかり
は組も学年も関係なく盛り上がっていま
した。
行進賞とよっちょれ賞を青組が、応援賞
を赤組が受賞し、それらも加点されて決ま
る総合優勝は、赤組がもぎ取りました。
赤組団長の角田司さんは、
「３年生がう
まくリーダーシップを執って、チーム全体
に一体感が生まれた」と語りました。
優勝を逃した２チームには悔し泣きす
かくたつかさ
る生徒も見られましたが、どのチームも全
赤組団長の角田司さん。100m走で
ハンドボール投げは100m走
力を出し切って充実した様子でした。
１位をもぎ取り、チームを鼓舞！
と並ぶほどの花形競技！
かくたつかさ

ゴール前の接戦！
かけ声や表情も審査対象なので、迫力満点！
「どっこいしょぉ！！！」

○
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力と力のぶつかり合い！
綱引きは黄組が気迫の全勝！！

優勝のカギを握る色別対抗選
手リレー、女子は赤組が制す！

長縄跳びは３年生が貫禄の圧勝！

平成27年６月号

大潟村情報発信者コラム

食料自給率は低いか
秋田県立大学名誉教授（食品化学）

松永隆司

わが国の食料自給率はカロリーベースで40%を

思われるが、国全体の食生活

割り込んでいる。政府としてはなんとかもっと数

を賄い切れるとは、私には思

値を高めたいと努力してきたが、上がるどころか

えない。自らの食べ物をほ

低下する一方である。そこで、現政府は非現実的

とんど自前で作らずに他者に依存している東京都

な高い目標数値を掲げるより益しだと、目標値を

民に地産地消を説いても無駄である。その代わり、

50%から45%に下げてしまった。しかし、40%と、 東京都民は食料生産でなく、他の価値を生産する
ことによって食料生産者にお返しすればよいので
45%、50%の違いに意味があるのだろうか。いず
ある。他所の国の戦争に加担するようなことに頭
れにしても、50%以上の摂取栄養カロリーを外国
産農産物に依存することには変わりがない。

と時間を使わずに！

そもそも、自給率が低いことを気にする理由は

食料輸出国と日本の関係もこれと同じである。

何であろうか？政策担当者として的外れな食料政

自給率が高いとか低いとかいうことは本質的な問

策を続けてきたことへの反省の念からか？否、そ

題ではない。いくら人口が７割に減っても、食生

れだけでない。われわれ国民も低い自給率を好ま

活パターンが変化しなければ絶対量が７割になる

しくないとしているようである。しかし、われわ

だけで、食料自給率は変化しない。

れはもう何十年も低い自給率でやってきたし、そ

ここに至って、食生活に対する将来的な不安解

うして、世界に誇れるような豊かな食生活を実現

消の道が見えてきたような気がする。日本では自

したと自慢している。いまさら本気になって、自

給自足の体制は不可能である。必要な食料源は他

給率を高める政策へと舵を切れば、現在の食生活

国に頼らざるを得ない。予測外の地球環境の変動

を失うことになる。としたら、おそらく、政府も

を考えれば、出来るだけ多くの食料供給国と互い

国民の大多数の人たちも反対するであろう。だか

に必要とされるような関係を構築しておくことが

ら自給率は上がらないのである。

必要であるということになる。

それでは、低い自給率を好まない理由は何であ

互い に必要とされるような関係は、自動車と食

ろうか。色々言われているが、

料の交換関係でもよい。しかしながら、生命にか

１）進行中の地球規模の人口増加にともなう食糧

かわる物質と自動車とでバランスが保たれるのだ

危機への不安、
２）地球規模の環境変化にともなう食料輸出国の
農業生産基盤の不安定化、
３）食料輸入にともなう輸送エネルギーの無駄使
いの問題

ろうか。食料危機状態でも交換してくれるだろう
か、はなはだ疑問である。したがって、最善の関
係は食料と食料の交換関係、または、食料と同等
な生命的価値（医術、衛生システム、効率的食料
生産システム、食料加工技術など）における相互

などがあげられる。つまり、明日も、今まで通り

の依存関係を構築することではないか。こういっ

必要な農産物が輸入できるのかについて不安を感

た安全保障関係ならばもろ手を挙げて賛成するの

じるということであろう。しかし、この不安を解

だけれども、現政権の目指すものは的外れで心も

消することはできるのだろうか。

とない限りである。

「地産地消」ということが言われる。食の本質
に基づいた立派な哲学であるが、残念ながら上の
問題解消にはつながらない。一部の地域、一部の
人たちは、地産地消により食生活を維持できると
○
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平成27年６月号

平成27年度

大潟村役場 職員紹介

先月と今月の２回にわたり、所属ごとに平成27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。

教育次長
(兼)体育館長
(兼)B&G海洋センター所長

教育長
(兼)公民館長
(兼)干拓博物館長
きたばやし

北林

た

な

か

つかさ

田中

つよし

强

司

西3-1担当

学 校教育班 ☎45-3240
教育委員会、教育環境の整備、教育振興大会、
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、放課後児童クラ
ブ、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

エドワード・
ルオン

非常勤職員
事務補助

谷

妙子

総務・学校教育担当
主査

後藤

非常勤職員
児童厚生員

千田

あ き み

昭美

か つ し

克司

佐々木

つ る よ

鶴代

東3-1担当

○
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お ぬ き

小貫

と も み

智美

西3-4担当

の り こ

範子

西2-1担当

非常勤職員
放課後児童クラブ支援員

非常勤職員
放課後児童クラブ支援員

佐藤

由美子

伊藤

ま さ こ

正子

↑ どちらの班も公民館
↓ の中にあります♪

社会教育委員会、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、放課後子ども
プラン、など

各種学級・講座担当
主事

お が た や

小形谷

東2-6担当

生 涯学習班 ☎45-2611

施設管理・各種団体担当
主席次長補佐(班長)

総務・幼児教育担当
主任

各種学級・講座担当
主事

宮田

ゆきひろ

征大

西2-2担当

非常勤職員
事務補助

佐藤

と も こ

智子

平成27年６月号

小 学校 ☎45-2121

非常勤職員
校務員(兼)幼稚園用務員

斉藤

みつる

満

小学校の管理・環境整備、庶務、生活支援など

非常勤職員
事務補助

千田

さとみ

中 学校 ☎45-2330

佐々木

まさる

勝

ふじもり

藤盛

ち

え

非常勤職員
支援員

非常勤職員
支援員

田口

横山

平塚

ゆうだい

雄大

あ や の

綾乃

千春

干 拓博物館 ☎22-4113

中学校の管理・環境整備、庶務など

非常勤職員
非常勤職員
校務員(兼)保育園用務員 事務補助(兼)司書

非常勤職員
支援員

こ

智恵子

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、ジオパークなど

学芸員
主任

と も や

進藤

智哉

東3-2担当

非常勤職員
事務補助

非常勤職員
事務補助

小林

村上

け い こ

京子

か お り

香織

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

次長補佐
と こ た

床田

あきひと

昭人

北2-4担当

非常勤職員
事務補助

非常勤職員
事務補助

大渕

小玉

か つ こ

克子

志保

○
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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

佐藤

園長補佐
(兼)栄養士

清水

た

保育士
づ

こ

田鶴子

佐藤

保育士

純子

東3-3担当

三浦

たけあき

豪祥

西1-1担当

か

ち

お

捷雄

非常勤職員
保育士

非常勤職員
保育士

田中

丸谷

礼子

ま る や

え

り

絵里

県立大学清新寮担当

非常勤職員
保育士

飯塚

ま

ち

こ

眞知子

非常勤職員
保育士

工藤

あ や か

彩香

非常勤職員
保育士補助(兼)
子育て支援センター

菊池

○
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聖子

非常勤職員
保育士

非常勤職員
保育士

伊藤

舘岡

明子

非常勤職員
保育士

北嶋

真紀子

非常勤職員
事務補助
く の う

久能

恵理

ま

非常勤職員
保育士
や

麻耶

非常勤職員
保育士

佐々木

香代子

宮田

の り こ

紀子

非常勤職員
保育士

畠山

真由美

非常勤職員
保育士

中村

英理子

非常勤職員
保育士(兼)
子育て支援センター

栄田

み

ち

よ

美智代

平成27年６月号

幼 稚園 ☎45-2345

美樹
き

み

非常勤職員
支援員

非常勤職員
事務補助

山田

金丸
かねまる

由紀

由紀子
いまにし

望
す ご う

こ

ほ

ま

睦

むつみ

西1-2担当

小澤

今西

沙織
斉藤
のぞみ

須合
麻穂子
や す こ

渡部
康子
加藤

こ
ゆ
ま

非常勤職員
支援員
非常勤職員
講師補助員
非常勤職員
講師
非常勤職員
講師
非常勤職員
講師

真優子

齊藤

友美
田中
真紀子
庄司

北2-4担当

東2-5担当
東3-2担当

【新規採用】
教諭
教諭
教諭

園長
幼児教育、大潟村連携教育の研究、預かり保育など

大潟村の未来を担う子どもたち
のために、精一杯頑張ります。
よろしくお願いします。

大潟村川柳倶楽部

農政の迷走に耐え田を守る 池田郷太郎

米輸入瑞穂の国が嘆いてる 工藤善一郎

宮野洋子

コップ酒三杯目には目を盗み 今野 茂

ほっかむ

長靴に頬被りして空元気

二泊でも効いてくれない美人の湯
佐藤金治

馬場 登

枯れ木に花咲かせるために飲むサプリ
宮田善拓

しんぼう

介護とは辛抱我慢根気よく

大内一遙

雨上がり虹が見られる農が好き
川渕キヨ子

しきそくぜくう

写経する色即是空わが余生

佐藤 豊

黒土にイガグリ球児吠え始め 北林 强

えそらごと

ぐ ち

何やらか脱原発の絵空事

野良仕事節くれた指愚痴こぼす
遠藤順子

連休に咲きたかったと散る桜 渡部兼美

春の風プレイボーイだなと思う
一ノ関 せい子

老いてなお孫悟空の雲に乗り 松岡正樹

米価安空しさ抱え苗づくり

空高く風とたわむる鯉 幟

舘岡稲風

畠山政雄

伊藤康子

こいのぼり

天空に拳突き上げ錦織圭
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大潟村健康づく
大潟村健康
康づく
康
づ り推進委
り推進委員会から

おくりたい未来の自分にきれいな歯
６月４日〜10日は、歯と口の健康週間
いきいきとした毎日を送るために欠かせない歯と口の健康。
●８０２０運動を進めよう

歯と口の健康を守ることは、全身の健康を守ることにつなが

●一生自分の歯で食べよう

ります。

＜

歯周病は全身に影響する病気です！

●午後のスタートハミガキから

＞

歯周病菌は、歯ぐきの炎症部位の毛細血管から血液中に入り込み、炎症物質とともに血液の流れに乗
って臓器や血管壁にたどり着きます。そこで問題を引き起こすため、全身で病気が発症・悪化すること
があります。

正しい歯みがきをマスターしましょう！
歯ブラシを歯や歯と歯ぐきの
境目にきちんとあて、軽い力
と小さな動きで磨きましょう。

鉛筆を持つように
握ると磨きやすい。

取替えの
サインです！

歯ブラシは自分の歯に
あわせて小さな歯ブラ
シを選びましょう。
毛先が広がったら交換
しましょう。

症状がなくても定期的に歯科検診を受診して、
自分の歯の状態を確認することも大切です。
総務企画課からのお知らせ

総務企画課 ☎ 45-2111

地 域おこし協力隊の住居（貸し家・貸し部屋）を募集しています
４ページでもお知らせしたとおり、このたび２名
の地域おこし協力隊が大潟村に着任しました。

【賃貸期間】入居可能日から平成 28 年３月 31 日
（地域おこし協力隊の任期）まで。

そこで、隊員の住居を下記のとおり募集いたしま

※地域おこし協力隊の任期を延長した場合で、引き

す（２名は暫時、多目的会館に寝泊まりします）。

続き賃貸契約を延長してもよい場合は、再任用の

【貸し家・貸し部屋の条件】

日の属する年度末まで。（最長３年）

・個室３部屋以上

【募集締切】６月19日（金）

・共用スペース有り

【応募方法】下記までご連絡ください。

・キッチン・風呂・洗面所・トイレ 有り

【問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111
※詳細については、お問い合わせ頂くか、ホーム

【家賃】40,000円／１人×２人＝80,000円
【光熱水費】地域おこし協力隊が自己負担。支払
額、方法は別途相談します。
○
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ページに掲載の募集要項をご覧ください。

平成27年６月号

総務企画課からのお知らせ

チ ャレンジマインド海外研修事業

総務企画課 ☎ 45-2111

研修生を募集します

村では昨年に引き続き「チャレンジマインド海外

【応募方法】総務企画課に以下の書類を提出してく

研修事業」を行います。これは、青年を海外に派遣

ださい。

し、「農業研修等を通じて村農業の発展に結びつけ

【提出書類】①申込書

る」「異文化交流を通じて国際的視野を持つ人材を

②勤務先所属長の応募承諾書（自営の場合は不要）

育成する」「国際交流を推進する」ことを目的とし

③健康診断書（保健所又は公的医療機関が発行した

た事業です。村民の皆さまのご応募をお待ちしてお

もの）

ります。

＊①、②の様式は総務企画課にあります。

【募集人員】２名

【選考決定】応募者の中から、選考委員会により選

【研修派遣先】パラグアイ及びブラジルの日系移住

考し、研修生を決定します（８月上旬）。

農家

【申込・問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111
地球の裏側で貴重な体験をしませんか？

【研修期日】平成28年１月５日〜１月22日頃
【研修費用】おおむね25万円程度（往復航空券・滞
在費の半額など）を負担していただきます。
【応募資格】次のいずれにも当てはまる方としま
す。
①平成27年５月１日現在大潟村に１年以上在住し、
年齢が20歳以上の心身ともに健康な方。ただし、
大学・短大等に在学中の方は除きます。また、主
に農業及び農業関係の仕事に従事している方とし
ます。
②平成27年11月現在で６ヵ月以上残存有効期限の
あるパスポートをお持ちの方。
【募集期間】平成27年５月１日から７月31日まで

草 刈機を貸し出しています。
自治会長連絡協議会で所有する自走式草刈り機を

③保管場所（西５丁目にあるプレハブ／村民セン

貸し出しています。住区の草刈りにご活用下さい。

ター）に取りに行って頂きます。

【機種】自走式草刈り機ハンマーナイフモア

※西５丁目から借りる場合は、プレハブの鍵をお

（メーカー：やまびこ）
【台数】２台

渡します。
【返却方法】
元の保管場所に戻して下さい。その際、原則とし
て燃料は満タンにして返却して下さい。また、刃部
分の泥、絡まった草等は故障の原因になりますので
落として下さい。
西５丁目のプレハブへ返却した場合は、プレハブ
の鍵を総務企画課へ返却して下さい。
【その他】刈払機（肩掛け式・背負い式）、根切

【貸し出し方法】

チェーンソー、枝打機、畦刈トリマーなどもありま

①総務企画課までご連絡下さい。

すので、コミュニティ活動等にご活用下さい。

②総務企画課にある貸出管理簿に必要事項を記入し

【問合せ】総務企画課 45-2111

て頂きます。
○
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平成27年６月号

総務企画課からのお知らせ

総務企画課 ☎ 45-2111

国 勢調査にご協力をお願いします
平成27年10月に、５年に１度の国勢調査が行われます。
９月中に調査員が各世帯を訪問しますので、回答にご協力をお願いいたします。
《国勢調査とは？》
国勢調査は、日本国内に住む全ての人と世帯を対
象とする、国の最も重要な統計調査です。国内の人

【調査項目】
●世帯員について：性別、出生の年月、配偶の関係、
就業状態など13項目

口や世帯の実態を明らかにするため、統計法という

●世帯について：世帯員の数、住居の種類など４項目

法律に基づいて実施されます。その結果は福祉施策

【調査方法】以下の２種類から選べます。

や災害対策、産業振興など様々な施策の計画策定な
どに利用されます。
【調査期日】平成27年10月１日
【調査対象】日本に住んでいる全ての方

①オンライン
（インターネット）
による回答
⇒９月中旬に調査員が訪問し、必要書類を渡し
ます。
②調査票記入による回答
⇒オンライン回答の無かった世帯が対象。10
月１日以降に同じ調査員が回収します。

【問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111

こ れまで村の分譲事業を利用した方へ
〜大潟村定住促進商品券交付のお知らせ〜
これまで村の宅地分譲事業で土地等を購入した方

【申込み方法】次の書類を総務企画課に提出して下

が、家屋の建築及び維持補修等を行った場合、村内

さい。

で利用できる商品券を交付しています。

①申請用紙（役場で用意しているほか、ホームペー

【対象者】次のすべてに該当する方
①申請の年の１月１日に村内に住所を有する方
②これまで村の宅地分譲事業により購入した土地に
建築及び維持補修等を行った家屋の所有者
③上記①、②の家屋を不動産賃貸業に供していない方
④これまでこの事業により商品券を交付されたこと
がない方
【交付額】工事の合計額の２分の１、又は10万円の
いずれか低い額を、村内で利用できる商品券で交付
します（1,000円未満切り捨て）。
【交付対象経費】平成 26年度から平成29年度まで
に実施した以下の建築等の工事に要した費用。
①家屋の建築又は維持補修にかかった費用
②分譲地内における構築物の設置又は外構工事に要
した費用。
○
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ジからもダウンロードできます）
③工事にかかった費用を説明する書類の写し（見積
書、請求書、領収書等）
④世帯票（ただし、申請者が分譲地を購入した者で
ない場合のみ。）
【問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111

平成27年６月号

総務企画課からのお知らせ

総務企画課 ☎ 45-2111

多 世代同居の目的で住宅を増改築等した方へ、費用の一部を助成します
多世代同居を目的として既存の住宅を増改築、も

注１：介護保険制度など、他の補助制度を受けてい

しくは同じ住所の敷地内に別棟を新築した方に、そ
の費用の一部を助成します。

る部分は対象外とします。
注２：転入・出生などの住民異動が伴わない場合
は、水回りの工事は対象外とします。

例えば、結婚するので増築したい、別居していた
がリフォームして同居する、これまでも多世代で同

注３：申請は対象期間中１回となります。

居していて、子どもが大きくなったので勉強部屋が

【申込み方法】次の書類を総務企画課に提出して下

必要になった、両親のために日当たりのよい部屋を

さい。

増築したい、などが対象となります。詳しくは総務

（１）所定の申請用紙（役場で用意しているほか、

企画課までお問い合わせください。

ホームページからもダウンロードできます）

【対象者】次のすべてに該当する方

（２）工事にかかった費用を説明する書類の写し

（１）申請の年の１月１日に村内に住所を有する方
（２）多世代同居のため住宅を増改築等した者、又
はその世帯員
（３）世帯員全員の村税等の滞納がない方
（４）これまでにこの事業により助成を受けていな
い方

（見積書、請求書、領収書等）
（３）世帯票
（４）工事着手前及び完了後の写真
（５）工事着手前及び完了後の部分がわかる図面の
写し
【問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111

【交付額】
多世代同居のため増改築等した建物の住居部分に係
る工事に要した経費の10％（千円未満切り捨て）た
だし50万円を上限とします。
【交付対象経費】
平成26年度から平成29年度までに、多世代同居の
ための工事に要した経費。ただし、住居部分の工事
のみ対象です。（車庫は対象外）

《急募！》保育士・幼稚園教諭を募集します。
【雇用期間】平成27年７月１日
〜28年３月31日
【勤務場所】大潟村立大潟保育園
【勤務時間】7:30〜18:00の間の７時間
【報
酬】時給1,000円〜
【必要資格】保育士・幼稚園教諭免許
【募集期限】６月19日（金）まで
履歴書提出（面接あり）
【問合せ】役場総務企画課 ☎ 45-2111

○
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平成27年６月号

住民生活課からのお知らせ

住民生活課 ☎ 45-2114

児 童手当についてのお知らせ
現在児童手当を受給している方が、平成27年６月以降の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。
現況届とは、毎年６月１日の状況を把握し、６月以降の児童手当等を引き続き受給する要件（児童の監
督や保護、生計同一関係など）を満たしているかどうかを確認するためのものです。
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月以降の児童手当が受給できなくなりますので、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、H27年１月 平成27年度所得証明書
１日現在の住民登録が村外の方
（受給者と配偶者のうち、H27年１月１日現在の住民登
録が村外の方分）
３．児童と別居している方

児童手当養育申立書

４．児童の父母以外の方が受給者の場合

児童手当養育申立書

５．児童の住所が村外の方

別居している児童の住民票（児童の世帯全員分）

※このほか、必要に応じて提出していただく書類がある場合があります。
○児童手当の支給額について
支給額は次のとおりとなります。
児童手当
所得制限
あり
対象となる子ども
中学校修了まで
支給額
〔所得制限額未満〕
３歳未満
月額15,000円
第１、２子
月額10,000円
３歳〜
小学生
第３子以降
月額15,000円
中学生
月額10,000円
〔所得制限額以上〕
年齢に関係なく一律
月額5,000円
支給月
10月、２月、６月に前４か月分を支給
現況届の提出 今回H27.６月
必要な手続き
（毎年６月、全ての受給者が対象）

○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。

平 成27年に金婚（結婚50年）を迎えられるご夫婦の方々はご連絡ください
今年、金婚を迎えられるご夫婦（昭和 40 年１月
１日〜12月31日までに結婚、お二人ともご健在）
について役場では金婚式などの企画を検討しており
ます。
ついては、どのくらいのご夫婦が対象となるのか
把握したいため、該当するご夫婦は、下記までご連
絡をお願いします。
（これまで、ご連絡を頂いた方々は不要です。）
○
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【締切】７月31日（金）
【連絡・問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114

平成27年６月号

住民生活課からのお知らせ

保健センター
今月の行事

保健センター ☎ 45-2613

◎福田先生の健康相談
いろいろな疾病の相談に応じます。お気軽に
お越しください。
【日時】６月11日（木）
・25日（木）

14:00〜15:00
◎乳児健診
【日時】６月８日（月）13:00〜

【会場･申込】保健センター ☎ 45-2613

【会場】保健センター
【対象】４ヶ月（H27.1.8〜2.8生）
７ヶ月（H26.10.8〜11.8生）

◎健康相談
６月17日（水）9:50〜 ふれあい健康館
６月24日（水）9:30〜11:00 保健センター
７月１日（水）9:50〜 ふれあい健康館
７月１日（水）13:00〜 保健センター
（栄養相談も可）
※このほか、保健センター来所者の相談も随時
受け付けています。

10ヶ月（H26.7.8〜8.8生）
の乳児
13ヶ月（H26.5月生）
◎乳児相談
【日時】６月12日（金）13:00〜
【会場】保健センター
【対象】H27.3.9〜4.12生の乳児
◎専門医による「心の健康相談日」
６月９日（火）・23日（火）13:30〜15:00
会場：秋田地域振興局福祉環境部
６月16日（火）13:30〜15:00
会場：男鹿市保健福祉センター
【申込・問合せ】秋田地域振興局福祉環境部
児童障害者班 ☎ 018-855-5171
◎パパママ学級
【日時】６月10日（水）13:00〜
【会場】保健センター
【対象】妊娠中のご夫婦
◎健康教室「若返り体操」
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。田植え後の筋肉のこわばりを
とる体のケアも行います。
【開催日】６月11日・18日・25日
７月２日・９日・16日・23日・30日
（全て木）
【時間】13:30〜15:00
【会場】保健センター
【対象】おおむね40歳〜64歳の方
【申込期限】６月８日（月）まで

◎小児科医師による健康相談
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。
【日時】６月８日（月）14:15〜
【相談医】湖東厚生病院小児科医師
【会場･申込】保健センター ☎ 45-2613
◎臨床心理士による「心の相談」
臨床心理士の先生とお話してみませんか？心
が軽くなります。
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？
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26日（金）13:00〜15:00
【会場】保健センター
【担当】臨床心理士 渡部 明子 氏
■「メンタルヘルスサポーター養成セミナー」
の開催について
心の健康づくりや自殺予防活動に関する基礎
的な知識と技術を身につけ、ボランティアとし
て活動するメンタルヘルスサポーターになって
みませんか？
【講習日時】６月17日（水）、22日（月）、29日（月）
【受講料】無料
【その他】受講者には修了証明書を交付します。
【申込期限】６月９日（火）

【申込・問合せ】 保健センター ☎ 45-2613

○
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平成27年６月号

保健センター ☎ 45-2613
地域包括支援センター ☎ 22-4321

住民生活課からのお知ら

｢こ

ころの体温計」ためしてみませんか？〜 こころのストレス チェック〜

こころの不調を気軽にチェックできるシステム
が、村ホームページ内に開設されました。
ちょっと疲れているなあと感じたら、こころの体
温を測りましょう。
「こころの体温計」はパソコン・携帯電話・ス
マートフォンを利用して、健康状態や人間関係、
住環境などの質問に回答すると、水槽の中で泳ぐ
赤や黒の金魚、猫などのキャラクターが登場し、
回答者のストレス度や落ち込み度を表示します。
相談機関の情報も表示されますので、ぜひご活用
ください。
〈本人モード〉、
〈家族モード〉、
〈ストレス対処タ
イプテスト〉、
〈アルコールモード〉、
〈これって認
知症？〉の５つのモードから選んでご利用ください。

大潟村 こころの体温計

検索

携帯・スマホは
こちらから→

※大潟村のホームページからもアクセスできます。
ＵＲＬ

【問合せ】保健センター ☎ 45-2613

http://www.ogata.or.jp/utility/thermometer̲of̲heart.html

今月の介護予防
◎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

◎脳活性化教室「脳いきいき教室」参加者募集！
いきいきした自分らしい生活を送るため、体

操、ゲームをしながら楽しく過ごします。

を動かしながら、脳をきたえます。

【開催日】７月７日（火）

【開催日】６月５日・19日・７月３日（全て金）

【時間】10:30〜11:30

【時間】10:00〜11:30

【場所】ふれあい健康館

【場所】ふれあい健康館

【対象】おおむね65歳以上

【対 象】申込みした方

◎転倒予防教室「元気！はつらつ教室」

◎口腔機能向上教室「さわやか健口教室」

転倒などによる寝たきりを予防し、自分らし

歯や入れ歯の手入れをし、口の中をさわやか

い生活が送れるように、運動を通して筋力の維

にするとともに、口腔の体操をしながら、噛む

持、向上をはかります。

機能や飲み込む機能を良くする教室を開催しま

【開催日】６月 10 日、 17 日、 24 日、７月１日

す。

（全て水）

【開催日】６月29日（月）

【時間】13:30〜15:00

【時間】10:30〜11:30

【場所】ふれあい健康館

【場所】ふれあい健康館

【対象】おおむね65歳以上

【対象】おおむね65歳以上

【問合せ】地域包括支援センター ☎ 22-4321 FAX 22-4511

○
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平成27年６月号

住民生活課からのお知らせ

住民生活課 ☎ 45-2114

全 国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間について
学校における「いじめ」や家庭内における児童虐 【専用相談電話】
待など様々な人権問題の解決を図るための取組を強
子どもの人権110番
化することを目的とし、全国一斉に強化週間が実施
☎ 0120-007-110（無料）
されます。なお、法務局では強化週間のみに限らず、 【相談担当者】人権擁護委員、法務局職員
平日（午前８時 30分〜午後５時15分まで）も相談 ※相談内容については秘密厳守いたします。
を受け付けております。
強化週間中は実施時間を拡大し、相談に応じてい
ますのでご利用下さい。
【実施日時】６月22日（月）〜26日（金）
8:30〜19:00
６月27日（土）〜28日（日）
10:00〜17:00
【問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114

平 成27年度住民基本台帳実態調査を実施します
村では、住民基本台帳法第 34 条の規定に基づき、 【配布時期】６月中旬
住民基本台帳（住民票の登録）の正確性を確保する 【回収時期】６月下旬〜７月中旬
ため、原則４年毎に実態調査を行っています。今年 【回収方法】住民生活課職員が戸
度は調査年となりますので、趣旨をご理解の上ご協 別訪問し、直接回収いたします。
力お願いします。
【問合せ】住民生活課
【調査対象】村内に住所を有する全村民
☎ 45-2114
【調査方法】調査票を全世帯に配布しますので、住
民票の記載事項について、実態に沿って記入してく
ださい。

議会事務局からのお知らせ

産業建設課からのお知らせ

議会事務局 ☎ 45-2587

村 議会６月定例会の日程（予定）

産業建設課 ☎ 45-3653

村 道拡幅の工事を行います

平成27年第２回（６月）定例会は以下の日程で行

【工期】６月中旬〜９月上旬予定
われる予定です。皆様の傍聴をお待ちしております。 【場所】西４丁目地内
【工種】村道を拡幅する工事を行います。
【会期】６月18日（木）〜23日（火）
【問合せ】産業建設課 ☎ 45-3653
【日程】18日：本会議（村政報告・一般質問）

19〜22日：総括質疑・各委員会審議
23日：本会議（委員長報告・提出議案の採決）
【備考】議会の日程は６月１日現在の予定です。日

西４丁目１号線道路
改良工事（その２）

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。

西３丁目

【問合せ】議会事務局 ☎ 45-2587
総務企画課 ☎ 45-2111
ホームページアドレス

http://www.ogata.or.jp/gikai/

⇔

西２丁目
○
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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。
その他、年齢及び学歴等、公益社団法人国際農業
者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。
【申込締切】７月３日（金）
【申込・問合せ】産業建設課 ☎ 45-3653

産業建設課 ☎ 45-3653

特 定公共賃貸住宅入居者募集（独身用）
【募集戸数】１戸
【家
賃】22,000円／月
【募集期間】６月８日（月）〜12日（金）
【入居条件】①１ヶ月あたりの所得が158千円以上
487千円以下
②村内に現に居住し若しくは勤務する場所を有する者
等の資格要件があります。

【問合せ先】産業建設課 ☎ 45-3653

取 引・証明に使用される「はかり（特定計量器）」をお持ちの皆さまへ
先月、全戸配布のチラシでお知らせしたところで
すが、今年は２年に１度の取引・証明用「はかり」
の定期検査の年です。お米や野菜を出荷する際、飲
食物等の詰め込みの際などに使用する「はかり」を
お持ちの方は、下記のとおりお申し込みください。
なお、検査対象者を事前に検査機関へ報告しなく
てはいけませんので、検査を受けられる方は必ず事
前にお申し込みください。
・30日（火）
【検査実施日】６月 29日（月）
いずれの日も10:00〜15:00
【検査会場】村民センター じゅうたんの間
【対象はかり】取引や証明に使用されるもの（下記
例をご参照ください）
【申込期限】６月12日（金）まで
【申込方法】住所・氏名・電話番号・はかりの種類
を電話等でお知らせください。

【申込・問合せ】産業建設課（担当：松橋）
☎ 45-3653
※申し込みをされた方には検査通知書を送付し、手
数料等をお知らせします。
なお、当日は検査通知書が無いと検査を受けること
ができませんので、必ず持参ください。
○取引・証明を行っている方は、『取引・証明用』
のはかりを使用しなくてはなりません。もし家庭
用はかりを使用している場合は、『取引・証明
用』のはかりを購入し使用してください。
○該当するのに検査を受けない場合は、計量法第
173条により50万円以下の罰金が課されることも
ありますのでご注意ください。

《対象となるはかりの例》
◆産直センター等に野菜を出荷する際に使用されるはかり
◆お米の宅配販売等で出荷の際に使用されるはかり
◆精肉店・鮮魚店・惣菜店などで、値付けをする際に計量し、販売に使用
されるはかり
◆飲食物等の詰め込みの際、内容をラベル等に表示するための計量に使用
されるはかり
◆一般商店にある宅配用のはかり
◆ 薬局等での調剤用のはかり
◆診療所、学校、幼稚園、保育園で使用される体重計
※購入してから１年経過していないものは検査が免除になります。

○
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Ｂ ＆Ｇ海洋センタープールオープン
６月10日（水）からＢ＆Ｇ海洋センタープールが
オープン予定です。たくさんのご利用をお待ちして
おります。
【開館期間】６月10日（水）から９月上旬（予定）
【開館時間】午前の部 9:30〜11:30
午後の部 13:30〜16:30
夜 の 部 17:30〜20:00（７･８月）
※６・９月は、午前・午後の部のみとし、夜の部
は行いません。
※プールのご利用にあたっては、水泳帽とゴーグ
ルを必ず持参してください。
【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
ます。その他、水温や室温が低いときは利用で
きません（利用できる日はＢ＆Ｇの旗を揚げて
います）。
※水泳大会や教室開催時は一般利用ができない場
合があります。
※団体利用の際は、事前に体育館に申し込んでく
ださい。
【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

村民体育館 ☎ 45-2269

村 民ウォーキングのお知らせ
ウォーキングin大潟２０１５
【日時】６月７日（日）9:30〜11:30
【集合】9:00に村民体育館前 ※小雨決行
【内容】ストレッチの後、生態系公園内をメインに
歩きます。
【対象】どなたでも参加できす。
【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。
【主催】大潟村スポーツ推進委員･スポーレおおがた
【申込】当日、会場で申込受付してください。
【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

村 民登山のお知らせ
【日時】７月12日（日）
【集合】7:00に村民体育館前（出発時間7:30）
【場所】八幡平後生掛
【対象】どなたでも参加できす。（小学４年生以下
は保護者同伴）
【参加費】大人・子供：50円（保険料）
【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を準備してください。
【主催】大潟村山友会
【申込期限】７月６日（月）
【申込・問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

・ゴルフ大会
村 民グラウンド
参加者募集

水 難救助講習会の開催
【日時】６月８日（月）14:00〜15:30
【場所】Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
【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
【対象者】どなたでも参加できます

【日時】６月15日（月）13:30〜（受付13:00〜）
【会場】多目的運動広場
【参加資格】20歳以上の村民
【申込期限】６月８日（月）
【主催】大潟村体育協会
【主管】大潟村グラウンドゴルフ愛好会
【申込・問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

【準備】水着・水泳帽
【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

○
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村民体育館 ☎ 45-2269

ス ポーレおおがた６月教室
【問合せ】スポーレおおがた（村民体育館内）☎ 45-2269

☆６月の教室内容☆
種 目

日にち

自力整体

３・17

３Ｂ体操

12・19・26
10
24
16・23・30

場 所
村民センター
（ジュータンの間）
健康館
村民体育館
Ｂ＆Ｇ海洋センター

時 間

備 考

10:00〜

ヨガマット持参

３
23・30
22・29
11・25
３・17
17・24
１・15
22・29

村民体育館
多目的運動広場
大潟漕艇場
村民体育館
健康館
村民体育館

19:30〜
10:00〜
10:00〜
19:30〜
14:30〜
16:00〜
10:00〜
10:00〜
10:00〜
14:30〜

ラグビー場

16:00〜

ちょいスポ

19

村民体育館

10:00〜

講座 おとなの栄養

９

健康館

10:00〜

村民ウォーキング

７

村内周回コース

9:30〜

国保健康ウォーキング
中島台獅子ヶ鼻湿原
スポーレウォーキング
宮沢賢治記念館＆小岩井農場

27

にかほ市

7:00〜

村体集合出発

18

花巻市・雫石町

7:30〜

村体集合出発

シェイプアップ
ストレッチポール
親子３Ｂ体操
グラウンドゴルフ
ボート
ミニテニス
高齢者ラージ卓球
ちびっこ体操
ジュニア複合

健康館

全園児対象（４〜６歳）
現地集合

託児（事前申込）
さあはじめよう、
健康づくり
村体集合
※詳細については下の記事
参照。

※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。

国 保健康ウォーキングを開催します
【趣旨】ウオーキングに親しむことで、人と人のふ
れあいや自らの心とからの健康づくりを目指し、生
涯スポーツの振興を図ることを目的とします。
【日時】６月27日（土）7:00〜17:30
【会場】にかほ市 中島台獅子ヶ鼻湿原
【主催】大潟村国民健康保険・スポーレおおがた
【行程表】
時 刻
行
程
村民体育館集合・出発
7:00
中島台獅子ヶ鼻湿原到着
9:00
ウオーキング開始
9:10
中島台獅子ヶ鼻湿原出発
11:45
にかほ陣屋・温泉保養センターはまなす
12:15
（自由昼食・入浴可）
にかほ陣屋出発
14:30
西目ハーブワールド出発
16:00
大潟村到着
17:30
○
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【集合場所並びに出発時刻】
・集合場所
7:00 村民体育館 出発
・解散
17:30
【持ち物】昼食（外食可）、飲み物、雨具、着替え
【対象】全村民、スポーレおおがた会員
【参加費】200円
（保険料込み、施設利用料は自己負担）
【申込み締切】６月22日（月）
【申込・問合せ】スポーレおおがた（村民体育館）
☎ 45-2269

平成27年６月号

公民館 ☎ 45-2611
村民体育館 ☎ 45-2269

教育委員会からのお知らせ

公民館主催講座・教室
◎フラメンコ教室（全６回）

申込・問合せ 公民館 ☎ 45-2611

◎ソープカービング教室（全６回）

初心者から経験者まで大歓迎です。優雅な音楽、

癒やしと笑顔の空間作り、石けんに彫刻してみま

軽快なステップでフラメンコを楽しみましょう。

しょう。

【日時】各回 19:30〜20:30
第１回 ６月23日（火） 第２回 ６月30日（火）

【日時】各回 9:30〜12:00
第１回 ６月26日（金）「基本のデザイン ダリア」

第３回 ７月７日（火） 第４回 ７月14日（火）

第２回 ７月10日（金）「あじさい」

第５回 ７月20日（月） 第６回 ７月28日（火）

第３回 ７月17日（金）「ひまわり」

【対象】村民（女性）

第４回 ７月31日（金）「りぼん」

【定員】20名

第５回 ８月21日（金）「親子ではりねずみ」

【会場】公民館

第６回 ９月18日（金）「チューリップのブーケ」

【持ち物】パンプス（かかと太め）・タオル・飲み物

【対象】村民

【講師】能代市 棚橋 絵理奈 氏

【定員】各回15名（定員になり次第締切り）

【申込期限】６月12日（金）

【会場】公民館
【持ち物】筆記用具
【講師】五城目町
小熊 智美 氏
【参加費】各回500円
〜1,000円
（火）
【申込期限】６月16日
これも石けんの彫刻なんです

◎地産地消料理教室（全４回）
大潟村産の野菜を使って色々なバリエーションの
初めての方も大歓迎です♪

◎ゴスペル教室（全６回）

料理を作ってみませんか。
【日時】各回 10:00〜13:00
第１回 ６月27日（土）「１種類の野菜を使って和

初心者向けのゴスペル講座です。お腹から声を出

食・洋食・中華料理」

して心も体も元気になりましょう。※男性参加者大

第２回 ７月18日（土）「和食料理とデザート」

歓迎です！

第３回 ８月29日（土）「洋食料理とデザート」

【日時】各回 19:00〜20:30
第１回 ７月９日（木） 第２回

第４回 ９月26日（土）「中華料理とデザート」
７月30日（木）

【対象】村民

８月27日（木） 第４回

９月17日（木）

【定員】20名

第３回

第５回 10月15日（木） 第６回 11月23日（月）
【対象】村民

【会場】村民センター

【会場】村民センター

【講師】デリカテッセン紅玉 髙橋 紅 氏

【講師】美郷町 因幡 千都世 氏

【参加費】各回2,000円

【申込期限】

【申込期限】６月17日（水）

【持ち物】エプロン・三角巾・筆記用具

６月29日（月）

○
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支 援講座

公民館 ☎ 45-2611

大 潟村きらきら塾

◎楽しいガーデニング講座
◎炭焼き体験
毎年好評のガーデニング講座です。初心者でも気
炭のオブジェ・インテリア作りに挑戦！今年も
軽にチャレンジできる寄せ植えを予定しております。 色々な物を炭にしてみませんか。
興味があるけどやったことのない方や、これから始 【日時】６月20日（土）9:00〜12:00
めたい方などの参加もお待ちしております。
【対象】小学生・幼稚園児（幼稚園児は保護者同伴）
【日時】６月29日（月）10:00〜12:00
【場所】村民野球場玄関向かい 炭焼き小屋
【定員】先着20名（定員になり次第締切り）
【服装】汚れてもいい服装・靴
【会場】公民館
【持ち物】炭にしたい物（空き缶、ブリキ缶に入る
【持ち物】手袋・バケツ・作業用エプロン
大きさの物）・空き缶・手袋・マスク・タオル・飲
【講師】中本 利江子 氏
み物・ぼうし
【参加費】3,000円
【協力団体】大潟村木炭水質浄化研究会
（※当日徴収します。）
【申込・問合せ】６月17日（水）までに公民館へ
【申込期限】６月19日（金）
☎ 45-2611
【申込・問合せ】
公民館 ☎ 45-2611

家 庭教育学級
◎乳幼児編
「家庭教育の充実」〜家庭で育てる『読書の芽』〜
子どもにおすすめの本やその選び方、またはどの
ように本を読み聞かせたら効果的か一緒に学んでみ
ませんか。
【日時】６月24日（水）10:00〜11:30
【対象】家庭教育学級生・村民
【会場】公民館
【講師】秋田県教育庁 中央教育事務所
大島 博子 氏
【申込期限】６月12日（金）
◎小中高編
「オンラインゲームの危険性」〜あなたのお子様は
大丈夫？〜
ネットでの出会いや、直接的な犯罪、晒しなど最
近のゲーム機はネットワークに繋がることで色々な
危険性を合わせ持っています。お子様をネットトラ
ブルから守るため、一緒に勉強してみませんか。
【日時】７月３日（金）10:00〜11:30
【対象】家庭教育学級生・村民
【会場】公民館
【講師】秋田県教育庁 中央教育事務所
佐々木 伸一 氏
【申込期限】６月23日（火）
【申込・問合せ】
公民館 ☎ 45-2611
○

26

美味しいものも焼いてみるよ♪

成 人文化講座
◎「わらび座観劇とブルーベリー摘み取り体験」
午前はわらび座でミュージカル「為三さん」を観
劇します。秋田県民歌をつくった男、成田為三の笑
いと涙の物語を一緒に楽しみましょう。
また、午後はブルーベリーの摘み取り体験を行い
ます。健康効果の高いブルーベリーを食べて、日頃
不足しがちな栄養素を補ってみませんか。
【日時】７月13日（月）8:00〜17:00
【対象】村民
【定員】先着40名（定員になり次第締切り）
【参加費】6,790円（観劇料・昼食代・入館料・保険
料・体験料含む）
※申込み時に徴収します
【主催】公民館・スポーレおおがた
【申込期限】７月３日（金）
【申込・問合せ】
公民館 ☎ 45-2611
スポーレおおがた（村民体育館内）
☎ 45-2269

平成27年６月号

教育委員会からのお知らせ

公民館 ☎ 45-2611

新 しい本、入りました（５月分）
今月はリクエストのあった本や児童書を中心に選びました。他にもこんな本が読みたいなというものが
ありましたら、図書新刊コーナーにあるリクエストBOX にどしどしご応募ください。
【本を借りる際のお願い】
公民館図書室の本を借りるときは、
「図書貸し出し簿」
（児童図書コーナーの本は「絵本貸し出し簿」）
に記入をお願いします。また、本の貸出期間は２週間です。皆さまのご協力をお願いいたします。
【問合せ】公民館 ☎ 45-2611
№
１

タイトル

著者

それでも、日本人は「戦争」を選
加藤 陽子
んだ

№
６

タイトル

怪談えほん（７）おんなのしろい
岩井 志麻子
あし（怪談えほん７）

２ 21世紀の資本

トマ・ピケティ ７ かっぱのこいのぼり

３ 荒木飛呂彦の漫画術

荒木 飛呂彦 ８

４ 賢く「言い返す」技術

片田 珠美

５ 謝るなら、いつでもおいで

川名 壮志

入札結果について
（予定価格130万円以上）

著者

内田 麟太郎

ハテナはかせのへんてこいきもの ザ・キャビン
ずかん
カンパニー

９ きみがしらないひみつの三人

ヘルメ・ハイネ

平成27年４月末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( 総務企画課カウンター
大潟村ホームページ )をご覧ください。

事業名

契約方式

学 校 給 食 委 託 事 業
英 語 活 動 支 援 事 業
秋田駅大型看板設置事業
大潟村水道水質検査業務委託
広報おおがた印刷事業
村道・歩道・( 舗装道 ) 補修工事
村道(砂利道)保守管理業務委託(その1)
村道(砂利道)保守管理業務委託(その2)
大潟村字中央３番地内宅地造成実施設
計・工事監理及び用地測量業務委託
南 の 池 公 園 管 理 委 託
ふれあい広場管理委託
消 防 設 備 点 検 委 託
冷暖房機械保守管理委託
並木修景木保育管理委託(梅・銀杏)
放課後児童クラブフェンス等整備工事
防災林地内除草委託事業(総合
中心地・東 5 丁目・北 1 丁目 )
並木修景木保育管理委託 ( 桜 )
浄水場電源ユニット更新工事
取水ポンプ場及び浄水場
配水池高圧洗浄業務委託
東２−１下水道管布設
替え工事設計業務委託
下水道管路施設清掃業務委託
集落地外道路沿除草委託
道路付帯設備(標識看板)
点 検 調 査 業 務 委 託

随意
随意
随意
指名競争
指名競争
指名競争
随意
随意

入札日

契約額（税込）

４月３日 13,375,800円
４月９日
2,988,360円
４月10日
1,810,080円
４月14日
3,724,056円
４月14日
4,591,469円
４月14日 1,870(単価)円
４月14日 16,956,000円
４月14日 16,092,000円

落札率（％）

業者名

99.96
92.23
100
88.42
86.76
91.62
92.35
93.13

㈱ルーラル大潟
アルストロムアンドアソシエイツ㈲
㈱ジェイアール東日本企画秋田支店
(公財)秋田県総合保健事業団
一日市印刷
鹿島道路㈱大潟出張所
鈴成建設㈱
鹿島道路㈱大潟出張所

指名競争 ４月14日

9,072,000円

93.33

㈱緑設計

４月15日
４月15日
４月15日
４月15日
４月16日
４月20日

3,931,200円
3,132,000円
1,566,000円
6,177,600円
1,944,000円
1,738,800円

98.38
96.67
88.41
95.33
94.74
94.71

美留造園
美留造園
猿田興業㈱
羽後設備㈱
㈲秋山造園土木
鈴成建設㈱

指名競争 ４月23日

8,056,800円

98.16

美留造園

随意
４月23日
指名競争 ４月28日

5,864,400円
2,700,000円

90.50
94.34

美留造園
秋田電機建設㈱

指名競争 ４月28日

3,121,200円

87.84

㈲エピック開発

指名競争 ４月28日

2,808,000円

94.20

㈱遠藤設計事務所

指名競争 ４月28日
指名競争 ４月28日

6,426,000円
2,268,000円

92.97
93.75

４月30日

2,343,600円

100

山岡工業㈱
鹿島道路㈱大潟出張所
市町村橋梁等長寿命化
連絡協議会

指名競争
指名競争
指名競争
指名競争
指名競争
指名競争

随意

○
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子育て支援センター（保育園内）☎ 45-2462

大 潟村子育て支援センターに、みんな、あそびにおいでよ！
子育て支援センターでは、子育てを家族で楽しめ 【休館日】土・日・祝日・年末年始
るよう、様々な支援活動を行っています。
【問合せ】子育て支援センター（保育園内）
育児に関する悩みをお聞きしたり、保育サービス
☎ 45-2462
の情報提供や、地域に出向いた支援活動なども行っ
ています。
＜６月のさくらんぼクラブ予定＞
また、年齢や発達に合わせた遊具や遊びを充実さ ●『みんなであそぼう！』 〜保育園開放日〜
せ、子どもとふれ合いながら一緒に楽しめる場、友
親子で体を動かしたり、いろいろなコーナー遊び
だち作りの場としての環境作りも工夫していきます。 をしたりします。保育園の行事『わくわくちびっこ
毎月のイベント「さくらんぼクラブ」では、季節 ランド』で、たくさんの友だ
ならではの遊びやイベントなどもたくさん計画して ちと一緒に楽しみましょう。
いますので、どなたでも気軽に遊びに来てください 日時：６月20日（土）
ね！
9:15〜10:45
【利用時間】月曜日〜金曜日 9:30〜12:00
※雨天場合は、保育園内で行
います。
13:00〜15:30

農業委員会からのお知らせ

農業委員会 ☎ 45-3654

出 会いを希望される方はあきた結婚支援センターをご利用ください
あきた結婚支援センターは、秋田県や県内全市町 お会いすることができます。
あきた結婚支援センターの入会登録料（１万円）
村、各種団体が共同で設立した任意団体です。
センターでは結婚を希望する方の出会いを応援す は大潟村が全額負担しますので、入会登録時の本人
るため、会員登録制によるマッチング（お見合い） 負担はありません。
を行っています。
【問合せ】農業委員会
【個別マッチングシステム会員】
☎ 45-3654
入会すると、あらかじめ登録された会員の中から、
お相手をパソコン検索システムにより選び、マッチ あきた結婚支援センター
ングの申し出を受けた場合には、センターで個別に
☎ 018-874-9471

情報・募集・ご案内
秋田職業能力開発促進センターから

公共職業訓練８月期生を募集します
【訓練期間】平成27年８月４日
〜平成28年２月２日（６ヶ月間）
【訓練時間】9:20〜15:40
【会場】ポリテクセンター秋田（潟上市）
【訓練科】金属加工科（15名）
住宅リフォームデザイン科（18名）
電気・通信施工技術科（15名）
工場管理業務科（15名）
【募集期間】５月25日（月）〜６月26日（金）
【受講料】無料（テキスト代等は自己負担）
【応募資格】ハローワークに求職申込をされた
方で、新たな技術・技能を身に付けての再就職
を希望される方
【問合せ】秋田職業能力開発促進センター（ポ
リテクセンター秋田）訓練課 受講者第一係
☎ 018-873-3178
○
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秋田県国民年金基金から

老後の備えは大丈夫ですか？
国民年金基金がお手伝いします
国民年金基金は、老齢基礎年金の上積み年金と
して給付を行う、公的な年金制度です。掛け金全
額が社会保険料控除になるほか、税制面でも優遇
される大変有利な制度です。６月下旬に加入対象
者あてダイレクトメールが送付されますのでご覧
ください。誰にでも訪れる「老後」への備えとし
て、国民年金基金を活用しませんか。
【問合せ】秋田県国民年金基金 ☎ 0120-65-4192
総合県税事務所から

自動車税の納期限は６月30日です
自動車税は、４月１日現在の所有者に課税され
ます。４月１日以降に移転登録（転売など）した
場合には、４月１日現在の所有者が全額納付する
ことになります。忘れずに最寄りの金融機関で期
限内に納めましょう。
【問合せ】秋田県総合県税事務所 ☎ 018-860-3331

平成27年６月号

情報・募集・ご案内
秋田県農業研修センター ６月の研修予定
《研修のご案内》
日時・場所

研修の名称

研修の内容

対象・研修経費

６月12日（金）
10:00〜15:00
農業研修センター

農業経営者研修
病害虫防除①

殺虫・殺菌剤の基礎と有効活用について
講師：バイエルクロップサイエンス（株）
曽根 信三郎 氏

農業者等 25名
研修経費 500円/１名

６月14日（日）
13:30〜15:30
生態系公園 観賞温
室又は野外
※受付開始５月15日

＊癒しの
こけ玉づくり

季節の草花を使って苔玉づくり。夏を涼
一般 20名
しく、小さな自然がここにある！
研修経費
園芸用の軍手とはさみをお持ちください。
500円/１名
講師：指定管理者 むつみ造園

６月19日（金）
10:00〜15:00
農業研修センター

農業経営者研修
病害虫防除②

除草剤の基礎と有効活用について
講師：バイエルクロップサイエンス（株）
曽根 信三郎 氏

農業者等 25名
研修経費 500円/１名

６月26日（金）
10:00〜15:00
農業研修センター

農準備基礎講座
土づくり

土壌の基礎について
講師：農業試験場職員

農業研修生、若手農業
者等 2５名
研修経費 500円/１名

《企画展のご案内》
日時・場所
５月23日（土）〜６月14日（日）
9:00〜16:00 生態系公園鑑賞温室

企画展の名称
貴婦人のイヤリング！
魅惑のフクシア

展示の内容
下向きに咲く上品で可憐な花姿
の吊鉢展示。

６月19、20、26、27日
７月３、４日（計６回）
16:00〜20:00 野外公園流れ全域

癒しの光の舞！
ホタル観賞会

野外公園の夜の水辺でホタルを
鑑賞しよう！安全管理のため、必
ず事前にお申し込みください。
懐中電灯を持参してください。

料金等
無料

無料

【問合せ】生態系公園管理事務所 TEL：0185-45-3106 FAX：0185-27-8474
秋田北税務署から

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）が導入されます
《社会保障・税番号制度の概要》
社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国
民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現
することを目的として、社会保障・税番号制度
（マイナンバー制度）が導入されます。
平成27年10月から、個人番号・法人番号が通知
され、平成28年１月から順次利用が開始されます。
国税分野では、申告書や法定調書など、税務署
に提出する税務関係書類に個人番号・法人番号を
放送大学から

放送大学10月生募集のお知らせ
放送大学では、平成27年度第２学期（10月入
学）の学生を募集しています。
放送大学はテレビ等の放送やインターネット
を利用して授業を行う通信制の大学です。
福祉・経済・歴史・文学・心理学・自然科学
など、幅広い分野を学べます。
【出願期間】第１回 ８月31日（月）まで
第２回 ９月20日（日）まで
【資料請求・問合せ】
放送大学秋田学習センター ☎ 018-831-1997
※放送大学ホームページでも受け付けております。

記載することになります。
《法人番号の通知》
法人番号は、設立登記法人などの法人等に１法
人１つ指定され、国税庁から登記上の所在地に通
知されます。
詳しい内容は、国税庁ホームページ内の「社会
保障・税番号制度〈マイナンバー〉について」を
ご覧ください。URL：www.nta.go.jp
【問合せ】秋田北税務署 ☎ 018-845-1161
秋田調停協会から

無料調停相談会のお知らせ
【内容】家庭内の問題（離婚問題、親子関係、
扶養、相続、遺言）、土地・建物・金銭のもめ
事、多重債務問題、交通事故（補償）
【日時】７月10日（金）10:00〜15:00
当日随時受付し、順番に相談に応じます。
【場所】裁判所合同庁舎内
秋田市山王七丁目１ｰ１
【主催】秋田調停協会
【問合せ】裁判所合同庁舎内 秋田調停協会
☎ 018-824-3121（内線128）
○
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日付

６月の行事予定
行事名等

６日(土) 小学校運動会
八郎湖クリーンアップ作戦(5:00〜)
７日(日)
村民ウォーキング(P23参照)
８日(月) 水難救助講習会(P23参照)
10日(水) Ｂ＆Ｇプールオープン(P23参照)
11日(木) 保育園 花植え・研修会・給食参観(9:15〜)
15日(月) 村民グラウンド・ゴルフ大会(P23参照)
中旬 住民基本台帳実態調査(〜7月中旬、P21参照)
18日(木) 村議会 ６月定例会(P21参照)
潟上市・南秋田郡中学校総合体育大会(〜21日)
20日(土) わくわくちびっこランド・さくらんぼクラブ
(9:15〜、P28参照)
大潟村きらきら塾 炭焼き体験(P26参照)
23日(火) 公民館主催教室 フラメンコ教室 第1回(P25参照)
公民館主催教室
26日(金)
ソープカービング教室 第1回(P25参照)

村の人口の動き･公共施設の状況
場所等

小学校
堤防周辺
生態系公園等
村民体育館
Ｂ＆Ｇ
保育園
多目的運動広場
全村民を訪問
役場 議会棟
各会場
バレーボール:村体
保育園
炭焼き小屋
公民館
公民館

にかほ市
国保健康ウォーキング(P24参照)
中島台獅子ヶ鼻湿原
27日(土)
公民館主催教室 地産地消料理教室 第1回(P25参照) 村民センター
29日(月) 公民館支援講座 楽しいガーデニング講座(P26参照) 公民館
30日(火) 小学校 下学年ＰＴＡ授業参観
小学校

・保健センターの行事⇒P19参照
・介護予防の行事⇒P20参照
・スポーレおおがたの教室内容⇒P24参照

日付

７月の行事予定
行事名等

１日(水) 小学校 上学年ＰＴＡ授業参観
２日(木) 農業委員会定例会(13:30〜)
３日(金) 中学校ＰＴＡ授業参観
子ども海外研修事業
６日(月)
韓国インピ中学校来村(〜9日)
９日(木) 公民館主催教室 ゴスペル教室 第1回(P25参照)

場所等

小学校
役場
中学校

中学校 他

公民館主催講座
わらび座観劇とブルーベリー摘取り体験(P26参照)
18日(土) 県中学校総合体育大会(〜20日)

村民センター
鹿角市
八幡平後生掛
仙北市田沢湖
わらび座 他
各会場

23日(木) 幼稚園・小中学校 夏季休業(〜8/24)

公民館

12日(日) 村民登山(P23参照)
13日(月)

◎人口の動き（５月１日現在）
項目
人数(人) (増減)
項目
世帯数
人口
男
女

1,088
3,267
1,618
1,649

(＋58)
(＋57)
(＋32)
(＋25)

◎公共施設の利用状況（４月中）
施設名
利用者数
施設名

488人
2,026人
2,928人
2,483人
301人
54人

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

村民センター
ふれあい健康館
ごみ処理量
水道使用量
下水排水量

利用者数(量)
627人
1,011人
79ｔ
47,880㎥
44,356㎥

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
837
143
800
106
西２分館
3.96
322
53
297
28
西３分館
7.74
777
62
754
39
東２分館
9.99 1,292
184 1,179
71
東３分館
9.99 1,217
297 1,070
150
北１コミ会館 7.20
467
122
405
60
北２コミ会館 5.40
717
33
690
6
南コミ会館
4.32
555
131
480
56
多目的会館
4.95
477
115
436
74
合 計
63.54 6,661 1,140 6,111
590
○売電量の金額換算：256,662円
円（単価42円/kWh）
○発電量の石油換算：1,381リットル

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。
【行政相談委員】北村 シゲさん（西3-4、☎45-2918）
【相談日】６月16日（火）10:00〜12:00
【会 場】役場第２委員会室
《訂正とお詫び》
５月号の「人口の動き」において、「５月１日
現在」とありましたが、正しくは「４月１日現
在」です。訂正してお詫び申し上げます。

村では、平成20年度に策定した「大潟村健康づくり行動計画」の計画期間が
平成27 年度末で終了することから、このたび「第２次大潟村健康づくり行動
計画」の検討を行う「大潟村健康づくり対策検討委員会」を設置することとし、
その委員を公募いたします。
【公募人員】２名程度（ただし、応募多数の場合は選考により決定します。）
【公募条件】次の役割を理解し、任期期間務めることができる方
①住民の健康づくりに建設的かつ具体的な意見がある方
②委員会への出席
【任期】平成28年３月31日まで
【申込】６月18日（木）までに保健センターにご連絡ください。☎ 45-2613

30

71
13
0
1

◎公共施設の太陽光発電量（４月中）

【大潟村健康づくり対策検討委員会の委員を公募します】

○

人数( 人)

転入
転出
出生
死亡

