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特集

超強力硬質小麦『銀河のちから』その可能性に迫る！
「超強力硬質小麦」と表現されるほどグルテン質が強い小麦、「銀河のちから」。

この小麦が今、国内産のパン・中華めん用小麦の需要増と相まって、注目を集めている。
グルテン質とは、麦などの穀物に含まれるタンパク質で、パンやめん類のもちもち感や弾力のもとになる
成分だ。「銀河のちから」を使った中華めんは、しっかりとしたコシがあり、もちもち食感になる。また、
パンに使用すれば、フワフワの食感を生む。
この「銀河のちから」が、秋田県の産地品種銘柄への登録を経て、この夏から本格的な収穫をむかえた。

「銀河のちから」との出会い
平成23年11月、大潟村麦類種子生産組合（組合
すがわらかずゆき

長：菅原和幸 氏）の面々は、岩手県にある（独）
東北農業研究センターを訪れていた。麦の新品種

などを見るためだった。
いくつかの新品種について栽培特性や加工特性
などの説明を受けるうち、「銀河のちから」に大
きな可能性を感じたという。この際、深く興味を
示す面々を見た同センターの計らいで、いくらか
の小麦粉を持ち帰ることができた。

秋田県の産地品種銘柄に登録

かんのまさし

６月24日、同組合の菅野正史さんの圃場にて。
大型コンバインで豪快に刈り取る様子は圧巻

岩手から戻るやいなや、同組合は「銀河のちか
ら」の小麦粉をいくつかのラーメン屋に持ち込ん
で製麺・試食してもらった。すると、どの店でも
「コシが強くて良い」「小麦の風味がしっかりし
ている」といった好感触を得た。この手応えを足
がかりに同組合は、試験栽培に乗り出した。

手応えは十分。課題も見据える
６月下旬、初めて圃場で本格栽培された「銀河
のちから」が収穫された。
はにゅうのぞむ

「極めて多収。」と同組合の埴生望 氏。今年の

村や農協の協力を得ながら２年間行われた試験

収量は、約600㎏／10ａと、「岩手県での単収の

栽培は十分な成果を上げ、今年３月、「銀河のち

約２倍。大潟村の土壌が合うのだろう」と同氏は

から」は秋田県の産地品種銘柄に登録された。晴

豪快に笑った。また、雨に強く、穂 発芽しにくい

うた

れて「大潟村産」を謳うことができるようになっ
たわけだ。

ほ は つ が

というのも特徴だという。
一方、課題もある。流通の確保だ。これまでは、
組合員が製麺業者やラーメン業者、製パン業者に
飛び込み営業を行い、サンプルを提供しながら地
道に販路を見つけてきている。ただ、大手製粉会
社と取引きするには生産量がまだ足りないという
のが現実だそうだ。
それでも、村・農協・ CE公社・県などと力を合
わせ、販路拡大の模索は日々進められている。

村の学校給食でも、「銀河のちから」で作った
パン・中華めんが定期的に食べられている

これからの「銀河のちから」
今後の展望について組合長の菅原和幸 氏に伺

﹁子どもたちの反響もあって︑や
りがいがありますよ﹂と菅野さん

うと、「今は地道に売り先を開拓して、仲間をも
っと増やしたい。いずれは、全国の人に「大潟村
産 銀河のちから」を食べてもらえるよう頑張りた
い」と意欲を示した。
「銀河のちから」という原石は、輝き出してい
る。
○
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「仲間を増やして盛り上げたい」
と菅原さんの表情は明るい

平成27年８月号

三留達也・佐野潤 両氏が、スポーツ推進委員として表彰されました 7/10
７月10日（金）、鹿角市で行われた平成27年度
東北地区スポーツ推進委員研修会秋田大会兼第58
回秋田大会において、大潟村スポーツ推進委員の
三留達也さん（西2-3）と佐野潤さん（東3-3）が
表彰されました。
三留さんは、昭和 63 年から 27 年間に渡って地
域スポーツの普及発展に努めてこられました。ま
た、総合型地域スポーツクラブ「スポーレおおが
た」の設立にも尽力され、村の生涯スポーツ振興
に大きく貢献されました。これらの功労が認めら
れ、東北地区スポーツ推進委員協議会から表彰さ
れました。
佐野さんは、平成 18年から10年に渡って生涯ス
ポーツ事業の企画運営等に携わり、「スポーレお
おがた」の自立運営にも尽力されています。また、
幼稚園や小学校低学年へのスポーツ指導や、新た

園芸作物栽培指導員が着任

なスポーツへの積極的に取り組みが認められ、秋
田県スポーツ推進委員協議会から表彰されました。
おめでとうございます。今後のご活躍に期待申
し上げます。

東北地区表彰の三留さん

県協議会表彰の佐野さん

7/1

はやしともひと

７月１日（水）、園芸作物栽培指導員に林 智仁
さんが着任しました。
園芸作物栽培指導員は、近年の米価下落に対応
か き
するために、野菜や花 卉などの園芸作物分野を強
化する目的で村が４月から募集していました。
林さんは栽培指導から販路開拓・拡大まで幅広
く担当し、「大潟村の農産業発展に貢献できるよ
う、一生懸命がんばります !! 」と抱負を述べ、着
ほんそう
任早々、村内外を奔走されています。

プロフィール
はやし
ともひと
氏 名：林 智仁
出身地：岐阜県岐阜市
年 齢：32歳
経 歴：名古屋大学大学院 農学博士課程修了。
同院の博士研究員などを務める。

新しいＡＬＴが着任

ＪＡの営農支援課に
机を構えています

外回りで農家の意見を聞き
取るのも重要な仕事です

7/29

７月29日（水）、新しいＡＬＴのローランド・ウィルさんが、
教育長から辞令を受けて大潟村に着任しました。
ローランドさんはアメリカのウィスコンシン州出身で、24歳。
以下、ローランドさん直筆の自己紹介です。

○
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農業委員が農地パトロールを実施

7/2

７月２日（木）、農業委員・ＪＡ大潟村・大潟
土地改良区・事務局職員が４班に分かれ、主に増
反を中心に農地パトロールを実施しました。昨年
の状況と比較すると耕作放棄地の面積は増えてお
り、放棄されて年数が経ち雑木があるため農地と
して使えない場所もありました。農業委員会では
引き続き、周辺農地へ悪影響を与えないためにも、
周辺農業委員会と連携し耕作放棄地等の解消に努
農地を守るために、パトロールはとても重要です

めます。

壮悠会がボランティア活動 〜八郎潟干拓記念碑の周りを草刈り〜 7/1
７月１日（水）、大潟村壮悠会（芹田省一会
長）の方々が、八郎潟干拓記念碑の周辺の草刈り
を実施しました。
干拓記念碑は大潟神社の裏手にある石碑で、こ
の記念碑が建っている場所は、八郎潟干拓の際、
一番最初に水面から顔を出した陸地です。
壮悠会の皆さんは、毎年この場所の草刈りをボ
ランティアで行ってくださっています。
壮悠会の皆さん、これからもよろしくお願いし
ます。
小雨がぱらつく中での作業、お疲れさまでした

福祉運動会 〜いい汗かいて、いい笑顔〜
７月 10日（金）、ふれあい健康館において、第
41回大潟村福祉運動会が開催されました（主催：
社会福祉協議会）。
老人クラブ連合会に加盟する５団体と、デイサ
ービス・ケアハウスチームが参加し、ビンつり競
争やペタンク、玉入れなどで爽やかな汗をかきま
した。
恒例の縄ない競争では、今年から、長さと出来
ばえの両方が求められるようになり、いっそう熱
い戦いが繰り広げられました。
最終結果は、北１丁目・西３丁目合同の「三和
会」が接戦を制して２連覇を達成しました。

○
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味方もライバルも、
珍プレー好プレーには惜しみない拍手！

7/10

見た目以上に難しい、ビンつり競争

恒例の縄ない競争。チームのみんなが見守ります

平成27年８月号

小学４年生児童、避難所での宿泊を体験

7/17

７月17日（金）〜18日（土）、小学校体育館に

日々進化しているようで、「いつもより硬いけど

おいて、小学校4 年生による宿泊体験防災教室が

おいしかった」など、児童からは上々の評判でし

行われました。

た。

初めに男鹿地区消防署員の安田さんが、東日本

夜は、児童自ら段ボールで作った寝床で眠りま

大震災での救援活動について、写真を交えながら

した。いつもより堅い感触に、「背中が痛くて眠

すさ

語りました。津波被害の凄 まじさを聞いた児童ら

れなかった」などの声が聞かれ、朝を迎えた児童

は、積極的に質問や意見を発表していました。

らには安堵の表情がうかがえました。

夕食は、アルファ化米（水やお湯を入れるだけ
で食べられる白米）とレトルトカレー。保存食も

消防署員の体験談と生々しい写真に、
地震の怖さを想像させられたことでしょう

産直まつりinおおがた

この防災教室で学んだことを、日頃の備えに活
かすことが大切ですね。

みんなで協力して、段ボールの寝床を作りました

大盛況♪

7/18

７月 18日（土）、道の駅おおがたにおいて、産
直まつりinおおがたが開催されました。

え い き

実行委員長でメロン生産者の鈴木英毅さんは、
「今年のアムスメロンは、ここ10年で一番甘みが
乗っている」と太鼓判。お中元用などに、早朝か
ら飛ぶように売れていました。
他にも、龍勢会の演奏、八幡平ポークの無料試
コーヒー

食会、アメヤ珈 琲の「おいしいコーヒーの入れ
方」講習会などの催しがあり、会場はたくさんの
来場者で賑わっていました。
何箱も買い求めてお中元として発送するお客さんも

八幡平ポークの豪快な固まり肉を大盤振る舞い！

アメヤ珈琲の講習会& 試飲会も好評。
き ま め ばいせん
「生豆と焙煎が重要。でも、いれ方でも味は変わりますよ」 ○ 5
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浦安市民が農業体験ツアーで来村 7/18〜20
７月18日（土）〜20日（月）、浦安市民を対象
とした農業体験ツアーの一行が大潟村を訪れ、野
菜の収穫や田んぼでの作業を体験しました。
初日の野菜の収穫では、「自分で収穫する機会
はなかなかない」と、大人も子どもも夢中になっ
て、夏野菜を穫っていました。
二日目、「都市と農村交流事業」の一環の「浦
安こまち」圃場で、参加者はぬかるむ田んぼに足
を取られながら草取り体験をしました。転んで泥
だらけになったり、間違えて稲を抜いてしまった
りしながらも、充実した表情をうかべていました。

大変な草取り作業も、楽しい思い出の１ページ

ナス、キュウリ、トマトにシシトウなど、山盛りに収穫！

ザリガニ釣りには、大人だって夢中です

田んぼの生きもの観察会 7/5
７月５日（日）、村内の圃場において、「ジオ
パーク登録地：大潟村の田んぼの生きもの観察
会」が開催されました。
こんのかつひさ
観察会は、コガムシの会（会長：今 野克久 氏、
東 3-3 ）の主催で毎年行われており、今年で 10 回
目。
会場となった今野さんの圃場では水稲の有機栽
培を行っていて、生きものがいっぱい。村内外か
ら参加した子どもと保護者、約30名は、夢中にな
ってカエルや魚、虫などを捕まえていました。
捕まえた生きものは、参加者自ら図鑑で調べた
り、講師の先生に解説をしてもらったりしていま
した。
「子どもたちには、田んぼがたくさんの生きも
のを育む場所であることを感じて欲しい。そのた
めにも、この観察会は出来る限り続けていきた
い」と、今野さんは意欲を述べました。
こんなに魚がいたよ！

○
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何か生きもの入ってるかな!?
先生の貴重な解説に、大人も子どもも群がります

平成27年８月号

ひだまり苑でジャガイモの収穫がありました

7/25

７月25日（土）、ひだまり苑においてジャガイ
モの収穫が行われました。
これは、園芸福祉活動の一環として行われてお
り、４月に大きな鉢に種芋を植えて育てたもので
す。収穫には、老人クラブ、ボランティア、県立
大生がスタッフとして参加しており、地域、世
代間交流の場にもなっています。毎年、収穫量を
競い合っていますが、今年の収穫量は平均 400 〜

500gで、優勝者の収穫量は、なんと1,393ｇでし
た。収穫したジャガイモは、利用者のおやつとし
て振る舞われます。
９月下旬頃には、バケツ田んぼの稲刈りと脱穀
が行われます。

第46回 村民野球大会（住区対抗野球）結果
【開催日】７月11〜12日

7/11〜12

【成績】優 勝：東3-1

【会場】村民野球場・サブグラウンド

準優勝：東3-2

【主催】大潟村体育協会

３ 位：北2-4、西2-1

【主管】大潟村野球協会

最優秀選手賞：谷 真誠（東3-1）

【参加人数】約320名

優秀選手賞：髙森 優樹（東3-1）

まさのぶ
ゆうき

大島 翔平（東3-2）

ファーストへの送球は際どいショートバウンド！セーフ！

おはよう野球 「田吾作」と「ファー
マーズ」が南秋予選への切符を手に
平成27年度のおはよう野球大潟予選において、

準優勝・東3-2の大島投手も我慢の投球

第27回村民射撃大会結果
【開催日】７月９日（木）

「田吾作」が優勝、「ファーマーズ」が準優勝し、

【会場】男鹿市クレー射撃場

南秋予選への出場が決まりました。

【主催】大潟村体育協会

村を代表する両チームの健闘にご期待いたしま

【主管】大潟村射撃同好会

す。

【参加者】７名

《おはよう野球南秋予選》

【成績】１位：三浦 宏（東2-3）

【日時】８月22日（土）、23日（日）

２位：三浦 重夫（西1-1）

【場所】弁天球場

３位：中島 清良（北2-4）
○
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農業委員会からの

平成27年８月号

農家の利益を代表する
平成２6年度農業委員会業務・事業報告
農業委員会では、①農地法に基づく農用地の権利設定の許可等 ②農用地に関する相談活動 ③農政
活動 ④農業者年金に関する相談 ⑤農業後継者結婚相談など、農家の皆さんに密着した仕事をしてお
ります。
平成26年度の主な業務・事業活動は次のとおりでした。

１．総会・各種会議の開催状況
総
定

例

会
臨

１２

〔単位：回〕

部

時

計

０

農

１２

政

会
農

５

地

あっせん 和解仲介
備
会
議 会
議

計

１

６

０

考

０

◇農業委員会総会は、月の始めに開催することとし、申請等の提出期限は毎月 20 日（休・祭日等は翌
日）までとしています。
◇申請書受付から許可までの標準処理期間は30日です。
◇また、任意の農政部会と農地部会を設置しており、案件によっては事前協議を行います。

２．農地法に関する業務の推進
(1)農地法等に基づく許可等の状況
区
農地法
第３条
関 係

分
所有権移転許可
賃貸借件設定許可
使用貸借権設定許可

農地法第４条 転

用

許

可

農用地利用 所 有 権 移 転 答 申
集 積 計 画 賃貸借権設定答申
計

（単位：件,㎡）

大

潟

村

件数

面

積

0
12
18
2
24
80
136

周辺町増反地
件数

0
3
14,549
0
2,324,776
2
745
0
788,649 51
2,362,387 59
5,491,106 115

面

積

計
件数

面

42,810
3
0 12
27,234 20
0
2
399,341 75
606,315 139
1,075,700 251

積

42,810
14,549
2,352,010
745
1,187,990
2,968,702
6,566,806

(2)農地等の利用関係のあっせん及び争議の防止
①あっせん：０件

②争議の防止（和解・仲介）：０件

(3)農業者年金業務(平成26年４月〜平成27年３月）
年金支給決定
処理件数

15件

備

年金加入者数
考

経営移譲年金：９件 老齢年金：６件
【平成27年３月末現在の受給者数】
経営移譲年金：300人 老齢年金：56人

処理件数

備

平成27年３月31日 加入者数 263人
通常３件
政策７件 内訳（通常：142人 政策支援：121人）

(4)結婚相談活動事業

・ドキワクアドバイザー会議の開催：３回
交流会の開催：４回（延べ参加者数36人）
・異業種交流会会議の開催：７回
事業の開催：２回（延べ参加者数72人）

農地を相続したら届け出が必要です!
農地法等の改正より、農地を相続した場合には農業委員会へ届け出が必要です。
正より 農地を相続した場合には農業委員会 届け出が必要です
ただし、届け出によって相続が終了したことにはなりませんので、ご注意して下さい。
○
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お知らせ

平成27年８月号

農業委員会 ☎ 45-3654

農業委員会の活動報告
村内農地の移動状況【昭和57年〜平成26年度】
農地の権利移動は、農地法３条の許可が必要です。また、農業経営基盤強化促進法による大潟村の農
用地利用集積計画に基づき行うこともできます。この場合は農地法の許可は不要となります。また、売
買などの所有権移転については農業振興地域内の農用地に限られますが、税法上の優遇措置などがあり
ます。村内の移動状況については次表のとおりなっています。
〔単位：件,㎡〕
Ｓ57〜H20

区分

H22

H23

H24

H25

H26

計

件数

14

3

1

1

4

1

3

27

面積

2,453,103

32,317

9,968

11,186

129,615

12,991

42,810

2,691,990

あっせん 件数

45

0

0

0

0

0

0

45

贈

与

所 有 権 移 転

大 潟 村 農 業 委 員 会 許 可

事

業 面積

1,034,463

0

0

0

0

0

0

1,034,463

売

買

件数

736

4

2

0

5

2

0

749

面積

5,459,447

2,317

79,098

0

86,837

1,678

0

5,629,377

小

計

件数

795

7

3

1

9

3

3

821

面積

8,947,013

34,634

89,066

11,186

216,452

14,669

42,810

9,355,830

件数

12

5

0

2

0

0

12

31

面積

136,203

411,711

0

148,374

0

0

14,549

710,837

件数

360

18

17

23

15

19

20

472

42,821,374 1,256,773 2,152,717 3,659,239 1,682,380 2,206,232 2,352,010

56,130,725

賃 貸 借

使用貸借

面積

農業委員会

件数

許

面積

集積︹増進︺計画

売

可

計
買

賃 貸 借

集積計画計

合

H21

計

1,167

30

20

26

35

1,324

51,904,590 1,703,118 2,241,783 3,818,799 1,898,832 2,220,901 2,409,369

66,197,392

件数

492

44

39

56

面積

10,799,758

520,839

523,806

797,556

件数

559

105

147

93

面積
件数
面積
件数
面積

24
57

22

75

836

885,938 1,165,384 1,187,990

15,881,271

139

1,242

16,951,495 1,301,085 3,305,735 2,038,765 2,057,652 3,247,534 2,968,702

31,870,968

1,051

2,078

27,751,253 1,821,924 3,829,541 2,836,321 2,943,590 4,412,918 4,156,692

47,752,239

179

186
206

149
175

152

104

214

2,218

149

95

73

176

177
199

249

3,402

79,655,843 3,525,042 6,071,324 6,655,120 4,842,422 6,633,819 6,566,061

113,949,631

圃場内の農舎の農地転用は許可が必要です。
農地転用（農舎等の農業用施設・既設用地の拡幅等）については、事前に相談して下さい。なお、
転用（農舎等 農業用施設 既設用地 拡幅等）に いては 事前に相談して下さい
許可のない農地転用については、原状回復等の措置が講じられますのでご注意下さい。転用許可申請
書に添付する書類等の詳細についてはお問い合わせ下さい。

♡♡結婚相談アドバイザーは次の方々。気軽にご相談を！♡♡
・浮田

順子（東3-1 ☎45-2237）・石原

敏子（東3-3 ☎45-2486）・佐野麻寿美（東3-3 ☎45-2352）

・高木

茂夫（東2-4 ☎45-2423）・丹野

文子（東2-3 ☎45-2619）・川﨑

幸江（西3-4 ☎45-2916）

・進藤

栄一（西1-1 ☎45-2220）・大島

和夫（東3-2 ☎45-2490）・埴生

望（東3-1 ☎45-2829）

・小林

信之（東3-3 ☎45-2144）
○
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平成27年８月号

大潟村情報発信者コラム

世界インカレへの道
水上スキー元日本代表

世界大学水上スキー選手権大会
大学の選手権大会は通称「インカレ」と呼ばれ、

い け だ

池田

まさひろ

昌弘

年開催される予定の世界イン
カレに向けて動き出していま

水上スキーにおいては、毎年夏に大潟村で開催さ

す。そうです、2001年ワール

れます。水上スキーの業界では「インカレ」と言

ドゲームズの感動をもう一度です。

えば「大潟村」、「大潟村」と言えば「熱い戦い

まずは今年のインカレが９／11〜13で開催され

をする水上スキー場がある秋田の村」となってい

ますので、大学生の熱い戦いの様子をご覧になっ

ます。

てください。

大潟村でのインカレは回を重ねるごとに参加者
が増えています。初めのうちは選手とジャッジ、

オリンピックは幻！？

数名のＯＢしか来ませんでした。参加大学は関東

私が大学生のころから、水上スキーがオリンピ

の大学が多いので、それまで開催していた千葉県

ック種目になりそうだという話がありました。ス

小見川市からすると、遠すぎてとても行く気にな

ポーツ選手なら憧れるオリンピック出場が水上ス

らなかったようです。

キーでできるのか、と練習に打ち込んだものです。

しかし、大潟村の水上スキー場は風の影響をほ

４年ごとにうわさにはなるものの、いつも幻で終

とんど受けず、一日中波が立たない環境で、水上

わっていました。しかし、東京オリンピックでは

スキーにはもっとも適しており、そのため普段の

候補として名前があがり、選考にもれましたが私

練習通り、いやそれ以上の成績を出す選手が多く、

として嬉しかったです。

大学生からはずっと大潟村でインカレを開催して
ほしいと要望がくるようになりました。

水上スキーやウエイクボードは今、もっと簡単
に滑走する場所を増やそうと、モータボートで引

大学 生が秋田県で優秀な成績を出して喜ばない

っ張らなくても滑れるように、ウインチやケーブ

ＯＢはいません。次第に秋田県に応援するＯＢが

ルで引っ張る装置が開発されています。これをト

増えてきて、今では選手よりＯＢの数が多くなる

ーイングスポーツと呼ぶそうで、世界では主流と

ほどになりました。更に、自分の子どもを応援し

なりつつあり、ケーブルがずっとグルグル回って

ようと、家族が大潟村に来るようになりました。

いて、一人で一日中滑れる場所が海外にはありま

そこで、インカレの期間だけではありますが、

す。日本では大分県で力を入れて普及しています。

日本中から大潟村水上スキー場に人が集まるのだ

水上スキーの競技人口を増やすことが、オリンピ

から、世界大会をやったら世界中から大潟村に人

ックへつながる道ですので、大いに発展してほし

が集まり、もっと大潟村をアピールできると考え

いと願っています。

ました。世界 25カ国から選手100名を目標に、来

大潟村の水上スキー場は、
選手にとって最高のコンディション！
○
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ボートではなくウインチを使う、
トーイングスポーツ

平成27年８月号

総務企画課からのお知らせ

総務企画課 ☎ 45-2111

大 潟村版地方創生総合戦略の策定が始まりました
村では、地方において住みよい環境と個性豊かな りましたら頂きたいと思います。メールやFAX 等
人材を確保し、活力ある村を維持するため、「大潟 でお寄せ下さい。
村まち・ひと・しごと地方創生総合戦略」の策定を 【問合せ】 総務企画課 ☎ 45-2111
進めています。
E-mail:g-kikaku@ogata.or.jp／FAX0185-45-2162
この総合戦略においては、単に地域の活性化だけ
ではなく、人口減少による様々な問題・課題につい
ても検討することとしております。
第１回目の会議においては、大潟村の総合戦略の
全体像について承諾頂いております。今後村民の
方々からもアンケートを通じたご協力をお願いしま
す。
また、少子高齢化や結婚・子育て、移住・定住、
産業振興等について、村民の方々からのご意見があ

東 ３丁目コミュニティ広場の東屋を建て替えました
自治会長連絡協議会は宝くじの助成金を利用し
て、東３丁目コミュニティ広場の老朽化した東屋を
建て替えました。安心して休憩や交流の場としてご
利用ください。
※宝くじ助成金は、宝くじの社会貢献広報事業と
して、宝くじの受託事業収入を財源とし、（財）自
治総合センターが実施しているコミュニティ助成事
業です。
【問合せ】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、国の重要な統計調査です。国内の人口や
世帯の実態を明らかにするため、統計法という法律
に基づいて実施されます。その結果は福祉施策や災
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

詳しくはWebで♪
織田信成さん出演のムービー
などで、わかりやすく解説！
「国勢調査2015」で検索♪

【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
●世帯について：世帯員の数、
住居の種類など４項目
【回答方法】以下の２種類から選べます。

回答方法①
インターネットによる回答

⇒９月中旬に調査員が全世帯を訪問し、必要書
類を配布しますので、９月20日（日）まで
に回答してください。

回答方法②
紙の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です。
10月１日以降に同調査員が回収します。
※紙の調査票は、回答方法①の書類と一緒に配
布します。

【問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111
○
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平成27年８月号

域おこし協力隊 徒 然日記♪

ま〜だだよ！
太鼓が響けば

地

vol.２

つれづれ

厬叉

潜入！全国ジオパーク研修会in北海道
森田 僚也（34）

ఱګఆාٛ৽टġ
ཷိͤఱٛȊġ

ĹĲķȪȫġ
ഝࢩځાஜ̀ͅٳटġ
ともや

作・画 森田僚也

白鳥短歌会

青空をキャンバスに置き春風の
桜と菜の花心で描く
髙橋 浩人

土瓶持ち家族のために水汲みの
な い
ネパールのあの子如何にや地震に
仁田原鈴子

稔

田植え済み高低の無き田に立ちて
入植当時を語り眺めぬ
佐藤モモ子

妻逝きて二度目の夏にお帰りの
声なくも何故かほっとする部屋
小松

はた

田も畑も待ちわびをりし雨しとど
明日は緑も笑ひ出しさう 一ノ関征子

何時の日も静かに語り掛けて来る
川渕キヨ子
友の笑顔は鑑となりて

まだ少し生きる気がして十万キロ
過ぎた軽自の買い替え決める
佐藤 金治

でそろ

じゃが芋の芽の出揃ひをまだ見てる
春陽のなかの夫のうしろで
佐々木 翠

い か ほ ど

喜寿も去り如何程残る吾が時間
ためらわず魅入る木彫りの世界
長谷川清徳

雨音がかうも良きとは久に降る
今朝の窓辺を飽かず見てゐる
大川 澄雄

12

今日が
盆踊りじゃ
ないのー？

ところで。
青年会に入会しました！もう１
人の隊員、園川さんも一緒です。
時にはおどけて笑い合い、困っ
ている人がいたら手を差し伸べる。
真摯に目標に向かい、団結する。
それが僕が感じた青年会！
僕たち地域おこし協力隊もすん
なりと輪に加わることができたの
だと感じています。
青年会主催の盆踊り大会！当日
は青年会への感謝の気持ちも込め
て踊りたいです！

盆踊り大会に向けて、
太鼓や踊りを覚えるのに必死です

○

研修の締めには、
ジンギスカンを囲んで交流

んだ
まだなんだよ
わりなー

学芸員さんの説明を聴く、全国のジオ
パーカーたち。皆さん真剣そのものです

子供が集まる

ジオパークは男鹿半島・大潟ジオパーク以外にも
全国にたくさんあります。という事で新米ジオパー
カー森田も全国研修会に初参加してきました！場所
は北海道、白滝ジオパーク。北海道から鹿児島、ベ
テランから新入りまでの幅広い人達が一斉に集結します。
しかし、只の研修ではありません。そこはジオパーク熱の溢れる
猛者たちの戦場。熱気ムンムンです。みなさんの思いはただひとつ
「ジオパークは一般的にまだ、広く認知されていない。だからこそ
俺達で広めてやる！」頼もしいです。まだまだ新米な僕ですが、彼
らの熱意に負けない取り組みを目指して頑張りたいです。

平成27年８月号

総務企画課からのお知らせ

総務企画課 ☎ 45-2111

平 成 27 年度 大潟村職員（短大高専卒）採用試験を次のとおり行います
【試験区分】一般行政職
《採用予定人員》若干名
《受験資格》昭和50年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた者
採用後、原則大潟村に住民登録できる者
【試験区分】保育士・幼稚園教諭
《採用予定人員》若干名
《受験資格》昭和50年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた者で
保育士資格および幼稚園教諭の免許を有する者
（平成28年３月31日までに取得見込みのものを含む）
採用後、原則大潟村に住民登録できる者
【試験日及び場所】
《第１次試験》
日

時：平成27年９月20日（日）

受付開始：午前９時
教養試験：午前10時〜正午
場

所：ノースアジア大学
（秋田市下北手桜字守沢46-1）

《第２次試験》
第１次試験合格者に通知します。
【受験手続】
申込用紙を役場に請求してください。郵便で請求する場合は封筒の表に、「職員採用試験申込用紙
請求」と朱書きし、宛先を明記して140円切手を貼った返信用封筒（A4サイズ）を必ず同封して簡易
書留で郵送してください。
【受付期間】平成27年８月５日（水）〜８月26日（水）
受付は平日午前８時30分から午後５時00分までとします。郵送の場合は８月26日（水）までに役場
到着のものに限り受付けます。土曜日・日曜日は受付けません。
【請求・申込・問合せ】
大潟村総務企画課

〒010-0494 南秋田郡大潟村字中央１番地１

TEL.0185-45-2111 FAX.0185-45-2162

非常勤保育士を募集します
【雇用形態】非常勤職員（週５日程度）

【募集期限】８月20日（木）まで

【雇用期間】雇入日〜平成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〜

履歴書提出（面接あり）
【問合せ】
役場総務企画課
☎ 45-2111

【必要資格】保育士・幼稚園教諭免許

○
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住民生活課からのお知らせ

住民生活課 ☎ 45-2114

大 潟村敬老会開催のお知らせ
平成 27 年度の大潟村敬老会は下記により開催さ

なお、白寿、卒寿、米寿、傘寿、喜寿の方におか

れます。平成27年９月15日現在で満70歳以上とな

れましては、敬老会においてお祝いをお渡しいたし

る方へ、後日、役場より招待状をお送りいたします。 ます。是非ご出席をお願いいたします。
多数のご出席をお待ちしております。

【期日】９月11日（金）
【会場】ホテルサンルーラル大潟

平成27年度敬老会 お祝い対象者
白寿：大正４年９月16日
〜大正５年９月15日生まれの方
卒寿：大正13年９月16日
〜大正14年９月15日生まれの方
米寿：大正15年９月16日
〜昭和２年９月15日生まれの方
傘寿：昭和９年９月16日
〜昭和10年９月15日生まれの方
喜寿：昭和12年９月16日
〜昭和13年９月15日生まれの方

趣向を凝らした余興もご用意してお待ちしております

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日までにご結婚、お二人ともご健在）
について、村では９月11日（金）に合同金婚式を開
催いたします。
ついては、対象となるご夫婦を把握したいため、
該当するご夫婦は、下記までご連絡をお願いします。
（すでにご連絡を頂いた方々は不要です。）
【締切】８月21日（金）
【連絡・問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114

大 潟村ケアハウスゆうゆう入居者募集
大潟村ケアハウスゆうゆうでは、入居者を募集し
ています。自由にくつろげる空間の中で、あなたも
一緒に生活してみませんか。
【入居条件】60歳以上の自立した生活が可能な方で、
自炊が困難または高齢のため独立した生活に不安
のある方。
【募集部屋数】１部屋
【備考】食事は施設で用意します。
温泉入浴が楽しめます。
【申込・問合せ】ケアハウスゆうゆう ☎ 22-4311
○
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住民生活課からのお知らせ

保健センター ☎ 45-2613

保健センター
今月の行事
◎乳児相談
【日時】８月６日（木）13:00〜
【会場】保健センター
【対象】H27.4.13〜6.6生の乳児
◎乳児健診
【日時】８月10日（月）13:00〜
【会場】保健センター
【対象】４ヶ月（H27.3.7〜4.10生）
７ヶ月（H26.12.7〜H27.1.10生）
10ヶ月（H26.9.7〜10.10生）
13ヶ月児（H26.7月生）の乳児
◎１歳６ヶ月児健診・３歳児健診
【日時】８月20日（木）13:00〜
【会場】保健センター
【対象】１歳６ヶ月児
（H25.12.2〜H26.2.20生）
３歳児（H23.12〜 H24.2月生）
◎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】８月10日（月）14:15〜
【会場】保健センター
【相談医】湖東厚生病院小児科医師

◎保健センター開放日「潟っ子広場」
【日時】８月19日（水）10:00〜11:30
【会場】保健センター
【内容】「アルバムカフェ」
子どもの写真を持ち寄って、かわいいアルバ
ムを作りませんか♪
【申込期限】８月14日（金）※先着20名様まで
◎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】８月６日（木）･27日（木）14:00〜15:00
【会場･申込】保健センター ☎ 45-2613
◎健康相談
８月19日（水）9:50〜 ふれあい健康館
８月26日（水）9:30〜11:00 保健センター
９月２日（水）9:50〜 ふれあい健康館
９月２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。
◎専門医による「心の健康相談日」
８月11日（火）・25日（火）13:30〜15:00
会場：秋田地域振興局福祉環境部
８月18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

【申込・問合せ】 保健センター ☎ 45-2613

大潟幼稚園

☆ ﹁暑い中がんばってるよ！﹂

暑い夏のある日 クッキングの一コマ︒
カレーを火にかけていた鍋のそばで …
Ａくん﹁火があっついよー︒﹂
教師﹁そうだねー︒Ａ君のお父さんは毎日も
っと暑い所で料理してがんばってるん
だよね︒﹂
Ａくん﹁うん！﹂︵とっても誇らしげ︒︶
Ｂくん﹁ぼくのお父さんだっていつも田んぼ
で暑い中がんばってるよ！﹂
Ｃくん﹁ぼくのお父さんだって暑い中︑畑に
行ったり︑遊びに連れてってくれた
りするよ︒﹂
Ｄくん﹁ぼくのお父さんだって・・・﹂
暑い日︑熱い鍋のそばで︑お父さん自慢がヒ
ートアップ！

お父さんを誇りに思うみんなも︑仕事をがん
ばる熱い男になるのかな♥

☆﹁ピンはピンでも ﹂
…

Ａちゃん﹁あーあっつい︑あっつい！﹂
汗びっしょりで髪もベトベトのＡ子︒
先生﹁前髪をピンでとめるといいかもね︒﹂
Ａちゃん﹁あー︑デコピンね♪﹂
先生﹁ そ
…れは︑ヘアピンだね︵笑︶︒﹂
Ａちゃん﹁あー︑そうそう！﹂
かわいいまちがいで︑笑顔になれました♪

in
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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せ

不 妊治療費等の助成を行っています
村では、不妊に悩む夫婦が安心して不妊治療を受けられるよう、治療費用を助成しています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
【対象】
（１）法律上婚姻している夫婦で、医師による特定不妊治療等を受けている者
（２）夫婦ともに大潟村に住所を有する者
（３）他の市町村から助成を受けていない者
【事業内容】
特定不妊治療

一般不妊治療

不育症治療

①体外受精、顕微授精によ
る治療費（各種証明手数
料その他治療に直接関係
のない経費を除く）
②上記治療に要した検査費

①一般不妊治療のうち、人
工授精等保険診療適用外
の治療費（各種証明手数
料その他治療に直接関係
のない経費を除く）
②上記治療に要した検査費

①不育症治療のうち、保険
診療適用外の治療費（入
院時ベッド代、食事代等
治療に直接関係のない経
費を除く）
②上記治療に要した検査費

１年度15万円まで
（通算５年度）

１年度30万円まで
（通算５年度）

助成の額
助成期間

１回の治療につき 15 万円ま
で（ただし、秋田県特定不
妊治療費助成事業により助
成を受けた場合は、その額
を控除した額）
１年度３回まで
（通算５年度）

提出書類

大潟村特定不妊治療費等助成事業申請書

申請添付
書類

①大潟村特定不妊治療等助
成事業受診証明書
②夫婦それぞれの住民票
③医療機関の発行した領収書
④秋田県特定不妊治療費助成
事業承認決定通知書の写し
（受けている場合）

対象経費

①大潟村特定不妊治療等助
成事業受診証明書
②夫婦それぞれの住民票
③医療機関の発行した領収書

①大潟村特定不妊治療等助
成事業受診証明書
②夫婦それぞれの住民票
（住民票で夫婦であるこ
とが確認できない場合は
戸籍謄本）
③医療機関の発行した領収書

【問合せ】保健センター ☎ 45-2613

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
操、ゲームをしながら楽しく過ごします。
【開催日】９月１日（火）
【時間】10:30〜11:30
【場所】ふれあい健康館
【対象】おおむね65歳以上

◎転倒予防教室「元気！はつらつ教室」
転倒など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。
【開催日】８月19日、26日、９月２日（全て水）
【時間】13:30〜15:00
【場所】ふれあい健康館
【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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農業委員会からのお知らせ

農 業者年金に加入しましょう！！

農業委員会 ☎ 45-3654

〜農業者の方なら広く加入できます〜

60歳未満の国民年金第１号被保険者であって年
間 60 日以上農業に従事いている方は誰でも加入で
きます。配偶者や後継者など家族農業従事者の方も
加入できます。
◎少子高齢時代に強い年金です。
自分が積み立てた保険料とその運用益により将
来受け取る年金額が決まる「積立方式」の年金で
す。自分が必要とする年金額の目標に向けて、保
険料を自由に決められ（月額２万円〜６万７千円
の間で千円単位）、経営の状況や老後設計に応じ
ていつでも見直せます。
◎税制面で大きな優遇措置があります。
支払った保険料は全額（１人当たり最高年額
80 万４千円）が社会保険料控除の対象となり、
区分

所得税・住民税が節税になります。
◎農業の担い手となる方には、手厚い政策支援（保
険料の国庫補助）制度があります。
認定農業者で青色申告をしている方やその方と
家族経営協定を結んだ配偶者・後継者など一定の
要件を満たす方には、保険料の国庫補助（月額最
高１万円、通算すると最大で216万円）がありま
す。
次の３つの要件を満たす方が補助を受けられま
す。
① 60歳までに保険料納付期間が 20年以上見込ま
れる方。
②必要経費などを控除した後の農業所得が900万
円以下であること。
③下記の区分の１〜５のいずれかに該当する方。

必要な要件

国庫補助額

35歳未満

35歳以上

１

認定農業者で青色申告者

10,000円（５割） 6,000円（３割）

２

認定新規就農者で青色申告者

10,000円（５割） 6,000円（３割）

３

区分１または２の者と家族経営協定を締結し経営に参画して
10,000円（５割） 6,000円（３割）
いる配偶者または後継者

４

認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、
6,000円（３割）
３年以内に両方を満たすことを約束した者

５

35歳まで（25歳未満の場合は10年以内に区分１の者となる
ことを約束した後継者）

6,000円（３割）

4,000円（２割）
―

※保険料の国庫補助を受ける期間は保険料２万円で固定され、加入者が負担する保険料は２万円から国
庫補助額を差し引いた金額となります。
※経営移譲し現在年金を受給されている方で、農地を移動する予定がある場合には、年金が減額になる
ケースがありますので速やかに相談して下さい。

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
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。
は大潟村が全額負担しますので、入会登録時の本人
センターでは結婚を希望する方の出会いを応援す 負担はありません。
るため、会員登録制によるマッチング（お見合い） 【問合せ】
農業委員会 ☎ 45-3654
あきた結婚支援センター ☎ 018-874-9471
を行っています。
【個別マッチングシステム会員】
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
ングの申し出を受けた場合には、センターで個別に
お会いすることができます。
○
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産業建設課からのお知らせ

産業建設課 ☎ 45-3653

大 潟神社例大祭に田沢湖から龍神登場！担ぎ手大募集!!
大潟村と仙北市は、八郎太郎と辰子姫の関わりを

○中学生以上には、たざわ湖・龍神まつりの半被

きっかけに交流をすすめており、今年で３年目とな

と短パンを貸し出します。履き物と半被の中に

ります。去る７月 25 日（土）に開催された「たざ

着るものは各自でご用意ください。

わ湖・龍神まつり」には、村から神社役員や龍勢会、 【申込期限】８月19日（水）
青年会員、農協青年部、農業近代化ゼミナールの

※衣装の準備等がありますので、必ず事前に申込

方々が参加いたしました。

みをお願いします。

これに対し、９月 10 日（木）に開催される村の

【申込・問合せ】産業建設課 ☎ 45-3653

みこし

例大祭には、田沢湖の龍神神輿がやってきます。そ
こで、龍神神輿を担ぎ、例大祭及び大潟村と仙北市
の交流を盛り上げていただける方々を募集いたしま
す。
【日時】９月10日（木）集合14:00（公民館）
【内容】大潟村の神輿とともに商店街前広場を出発
し、龍神神輿を担いで大潟神社へ向かいます。
【対象者】ミニ龍神：小学生４〜６年生
龍

神：中学生以上なら誰でも

【その他】
はっぴ

○小学生には、大潟神社の半 被を貸し出します
はっぴ

（自前の半被も大歓迎です）。体操着と運動靴

大迫力の龍神神輿を担いで、
村内を練り歩きませんか？

で来て下さい。

温 泉保養センター（ポルダー潟の湯）の臨時休館について
平成 27 年度事業において、温泉保養センター給
水・給湯配管更新工事を行います。
これに伴い、温泉保養センターを下記の期間、臨

村民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願い申し上げます。
【問合せ先】産業建設課 ☎ 45-3653

時休館とさせて頂きます。

【ポルダー潟の湯 臨時休館期間】
８月31日（月）〜９月９日（水）まで（10日間）

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】８月10日（月）〜14日（金）
【入居条件】①１ヶ月あたりの所得が158,000円以上487,000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】産業建設課 ☎ 45-3653
○
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教育委員会からのお知らせ

成 人式と記念行事について

村民体育館 ☎ 45-2269

27回村民ソフトボール大会の
第 お知らせ

新成人となられる方々をお祝いし、励ますために、 【日時】８月22日（土）〜23日（日）
開会式9:00
以下のとおり成人式と記念講演を開催します。式
典・講演ともに、一般席を設けますので、ぜひお越 【会場】村民野球場・サブグラウンド
【主催】大潟村体育協会
しください。
【主管】大潟村ソフトボール協会
【日時】８月12日（水）
【備考】案内及び要項等は後日、自治会長宛に送付
記念式典 14:00〜（一般受付 13:50まで）
いたします。
記念講演 14:40〜
【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269
【会場】サンルーラル大潟
【演題】「Yes!!と言える人生」
24回村民ゴルフ大会のお知らせ
【講師】Soul&Beat Unit 天地人 大間 ジロー 氏
【問合せ】公民館 ☎ 45-2611
【日時】８月18日（火）各時スタート30分前集合
【会場】男鹿ゴルフクラブ
【主催】大潟村体育協会
【主管】大潟村ゴルフクラブ
【参加料】2,000円
（当日協会受付、プレー代は各自負担）
【申込期日】８月８日（土）
【申込み】各地区連絡員へお申込み下さい。
【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

第

回全日本学生
第 60
水上スキー選手権大会のお知らせ
今年も大潟村で、全日本学生水上スキー選手権大
会（インカレ）が開催されます！母校の誇りをかけ
て競い合う学生達の迫力ある競技を、皆さんもご覧
下さい。
○大会日程
９月10日（木）10:00〜 公開練習
11日（金）7:00〜 女子トリック、開会式、
男子トリック
12日（土）7:00〜 女子・男子スラローム、
女子ジャンプ
13日（日）7:00〜 男子ジャンプ、
閉会式（ルーラル）
※天候などの理由によりスケジュールが変更にな
る場合があります。
【会場】大潟村水上スキー場
【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

Ｇ海洋センター
Ｂ＆
プールの利用時間について
【開館期間】９月６日（日）までの予定です
【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（８月）
【お盆期間】８月13日（木）〜16日（日）のお盆
期間は夜の部は行いません。
【９月の開館時間】
午前の部
9:30〜11:30
午後の部
13:30〜16:30
【夜の部のご利用について】
今シーズンより、小学校６年生までの児童・幼
児は保護者などの付き添いが必要となりますので
ご了承ください。
【その他】
プール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。
【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）
また、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
○
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教育委員会からのお知らせ

村民体育館 ☎ 45-2269

ス ポーレおおがたからのお知らせ
【問合せ】スポーレおおがた（村民体育館内）☎ 45-2269

☆８月の教室内容☆
種 目

日にち

場 所

時 間

自力整体

５・19

村民センター

３Ｂ体操

７・21・28

健康館

19・26
19・26

Ｂ＆Ｇ海洋センター

８

Ｂ＆Ｇ海洋センター

12・26
４・25
27
５・19
31
28
11・25
23

Ｂ＆Ｇ海洋センター

10:00〜
19:30〜
14:30〜
16:00〜
19:00〜
10:00〜
16:00〜
10:00〜
10:00〜
16:00〜
10:00〜
19:30〜
13:30〜

ちびっこ水泳
ジュニア水泳
おためしアクアビクス
シェイプアップ
グラウンドゴルフ
ミニテニス
高齢者ラージ卓球
ジュニア複合
おためしスローエアロビック
ストレッチポール
毛馬内盆踊りウォーキング

Ｂ＆Ｇ海洋センター

多目的運動広場
村民体育館
健康館
ラグビー場
村民体育館
健康館
鹿角市

備 考
★ヨガマット持参

村民体育館出発

※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。

秋 田県体力・運動能力調査テストにご協力ください
あなたの体力年齢をチェックしてみませんか？テ
ストの結果は、秋田県民の体力や運動能力の現状を
明らかにするとともに、体育・スポーツの指導と行
政上の基礎資料とさせていただきます。
また、毎年参加することで、ご自身の体力維持の
目標になりますので多くの皆様に参加していただけ
るようお願いいたします。
※測定終了後には、それぞれの体力等の状態を確
認できる「体力測定会記録表」を差し上げます。
【日時】９月１日（火） 13:30〜
○
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【対象年齢・種目】
対象年齢
種
目
握力、上体起こし、長座体前屈、反復横
20才〜64才 跳び､
20mシャトルラン、立ち幅跳び
握力、上体起こし、長座体前屈、開眼片
65才以上 足立ち、
10m障害物歩行、６分間歩行
【申込・問合せ】
村民体育館 ☎ 45-2269

平成27年８月号

干拓博物館 ☎ 22-4113
子育て支援センター（保育園内）☎ 45-2462

教育委員会からのお知らせ

ム！ジオパーク探検隊
求 〜男鹿半島
・大潟ジオパークの新しい魅力を１つ探そう！〜
【対象】どなたでも参加できます。
【応募期間】７月10日（金）〜８月30日（日）
【応募方法】男鹿半島・大潟ジオパークの新しい魅
力を指定の応募用紙に記入し、写真かイラストを
添付して大潟村干拓博物館に持参して下さい。
指定用紙は大潟村干拓博物館で配布している
他、男鹿半島・大潟ジオパークＨＰ（www.ogaogata-geo.jp）からもダウンロードできます。
【参加特典】
①参加者全員に「ジオパーク探検隊認定カード」
と「オリジナルジオカード」を差し上げます。
②抽選で60名様にオリジナル図書カード2000円
分が当たります。
（当選者は各施設での展示会場・男鹿半島・大潟
ジオパークＨＰで発表）
【作品展示】
・男鹿市ジオパーク学習センター ９/19〜10/18
・大潟村干拓博物館 10/24〜11/22

笑 顔いっぱい！子育て応援します！

【主催】大潟村干拓博物館／男鹿市ジオパーク学習
センター
【後援】男鹿半島・大潟ジオパーク推進協議会
【問合せ】大潟村干拓博物館 ☎ 0185-22-4113

街の灯りの中では見えない星空( 撮影場所：干拓博物館)。
ジオの魅力は意外に身近にもあるんですね

子育て支援センター♪

子育て支援センターは、就学前のお子さんとお家
の人が一緒に過ごす場です。育児相談にのったり、
イベント情報の提供をおこなったりしています。
子育てをとおして、友だちの輪や、地域とのつな
がりを広げてみませんか？
また、利用する皆さんの声を聞きながら、一緒に
子育てを楽しんでいきたいと考えています。「こん
な遊びを！」「こんな企画を！」など、遠慮なくご
意見をお届けください♪
【利用時間】月曜日〜金曜日 9:30〜12:00
13:00〜15:30
【休館日】土・日・祝日・年末年始
【問合せ】子育て支援センター（保育園内）
☎ 45-2462

＜８月のさくらんぼクラブ予定＞
●８月７日（金）10:00〜11:00
『色！いろ！水遊び！』
＊食紅を使った色水や、廃材を使ったいろいろな
水遊びを楽しみます。
＊０歳の赤ちゃんでも、水を怖がる子どもでも、
夏の遊びを楽しめるようにしています。
※雨天の場合は、家庭で体験できない新聞紙を使
った遊びをします。
※持ち物・・バスタオル、おむつ、帽子、飲み物、
汚れ物入れ
●８月21日（金）10:00〜11:00
『ステップアップ！夏の遊びを楽しもう！』
＊家庭とひと味違う夏の遊びを子どもと一緒に楽
しみましょう。水に慣れた子どもはプールで遊
びます。
※雨天の場合は、小麦粉粘土で遊びます。
※持ち物・・バスタオル、おむつ、帽子、飲み物、
汚れ物入れ

保護者同士のつながりも出来ますよ♪
○
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教育委員会からのお知らせ

公民館 ☎ 45-2611

公民館主催講座・教室
◎地産地消料理教室（第３回）

申込・問合せ 公民館 ☎ 45-2611

◎ソープカービング教室（第５回）

大潟村産の野菜を使って色々なバリエーションの
料理を作ってみませんか。

【日時】８月21日（金）10:00〜12:00
【内容】「親子ではりねずみ」

今回は和食に挑戦します。

【対象】村民

【日時】８月29日（土）10:00〜13:00

【定員】20組（※個人での参加も可）

【内容】茶碗蒸し、牛肉とナスのしぐれ煮、うざく、 【会場】公民館
【持ち物】筆記用具

豆ごはん
【対象】村民

【講師】五城目町 小熊 智美 氏

【定員】20名

【参加費】1,000円（※石けん１個に対して）

【会場】村民センター

【申込期限】８月18日（火）

【持ち物】エプロン・三角巾・筆記用具
【講師】デリカテッセン紅玉 髙橋 紅 氏
【参加費】2,000円（当日に集金します）
【申込期限】
８月21日（金）

石けんからこんなにカワイイ彫刻ができるんです♪
今回は、初心者や親子でも気軽に出来る、「はりねずみ」

新 しい本、入りました（７月分）
今月は絵本・児童書を中心に購入しました。子どもへの読み聞かせにおすすめの
本が並んでいますので、ぜひお立ち寄りください。
【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、「図書貸出簿」（児童図書コーナーの本は
「絵本貸出簿」）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
さんのご協力をお願いします。
【問合せ】公民館 ☎ 45-2611
№

著者

№

タイトル

著者

１ としょかんライオン

ミシェル・
ヌードセン

７ そらまめくんとながいながいまめ

なかや みわ

２ 100万回生きたねこ

佐野 洋子

８ そらまめくんのあたらしいベッド

なかや みわ

３

○

タイトル

世界でいちばん貧しい
大統領のスピーチ

艸場 よしみ ９ おおきな木

10 たまごのえほん

４ かとりせんこう

田島 征三

５ くろくんとなぞのおばけ

なかや みわ 11 わたしのワンピース

６ そらまめくんのぼくのいちにち

なかや みわ

22

シェル・シル
ヴァスタイン
いしかわ こうじ
にしまき かやこ
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教育委員会からのお知らせ

村民体育館 ☎ 45-2269

＊８月のきらきら塾＊
〇ニュースポーツ

〇工作教室

【日時】８月22日（土）16:00〜17:00

【日時】８月24日（月）9:30〜12:00

【内容】グラウンドゴルフ

【内容】「もぐらよけペットボトル風車を作ろう！」

【対象】小学生30名、保護者の参加も大歓迎！

【対象】幼稚園児・小学生（幼稚園児は保護者同伴）

【会場】多目的運動広場

【定員】20名程度

【協力団体】スポーツ推進委員

【会場】公民館

【参加費】１人50円（保険料）

【協力団体】生涯学習奨励員

【申込期限】８月18日（火）

【申込期限】８月20日（木）

【申込・問合せ】

【申込・問合せ】公民館 ☎ 45-2611

公民館 ☎ 45-2611
※申込時に参加費を
添えてください。

風が吹くと良く回ります。カラフルに塗ってもグッド♪

情報・募集・ご案内
秋田県農業研修センター ８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

８月５日（水）10:00〜15:00
農業研修センター

農業経営者研修
流通・販売

農産物流通とマーケティングについて
農業者等 25名
講師：農業試験場企画経営室
研修経費 500円/名
齋藤 文信 主任研究員

８月９日（日）13:３0〜15:30
生態系公園

＊水草でつくる
癒しの寄せ植え

ビンの中の小さな生態系。水草「水中の観 一般 20名
葉植物」を使った癒しの作品を作ろう！
研修経費 1,500円/名

■研修のお申込先
農業研修センター企画・研修班 ☎ 018-881-3611 FAX 018-881-3301
ただし、＊印の研修は指定管理者むつみ造園生態系公園管理事務所にお願いします。
☎ 0185-45-3106 FAX 0185-27-8474

《企画展のご案内》
日時・場所
７月１８日（土）
〜８月１６日（日）
９:00〜1６:00
生態系公園

企画展の名称
生態系公園の
カブトムシたち

展示の内容

料金等

生態系公園に生息する
カブトムシやクワガタ
を観察しよう。

無料

【問合せ】指定管理者むつみ造園生態系公園管理事務所
☎ 0185-45-3106 FAX:0185-27-8474
○
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情報・募集・ご案内
厚生労働省からのお知らせ
日本年金機構への不正アクセス事案では、皆さまの年金情報が流出し、ご迷惑、ご心配をおかけし
ており申し訳ありません。政府は皆さまの年金を守ることを最優先に取り組んでいます。あわせて、
皆さまにお気を付けいただきたいことがあります。

「年金情報流出」を口実にした犯罪にご注意ください！
日本年金機構を名乗って口座番号を聞き出そうとする者や、「流出した個人情報を削除してあげ
る」と持ちかけてくる者が現れています。
●日本年金機構から、この件でお客さまに電話やメールで連絡することは一切ありません。
なお、流出が確認された方への新しい基礎年金番号は、郵送でお知らせします。
●日本年金機構が、この件でお客さまにお金やキャッシュカードを要求することは一切ありません。
●日本年金機構が、この件でお客さまにＡＴＭの操作をお願いすることは一切ありません。
ご自分の情報が流出しているのでは？など、ご心配の方は下記専用電話窓口またはお
近くの年金事務所へご相談ください。

日本年金機構 専用電話窓口（無料通話）

☎０１２０−８１８−２１１
受付時間８：３０〜２１：００（平日及び土日）
Ｑ＆Ａ
Ｑ．今回の不正アクセスにより、私の年金そのものがなくなったり、減ってしまうことはないのですか。
Ａ．○今回の不正アクセスにより、皆さまの年金そのものがなくなったり、 減ったりすることは、あ
りません。
○皆さまへの年金支払いの基となる年金記録を管理するシステムからの 情報の流出や年金記録の
改ざんは、確認されていません。
○なお、流出した基礎年金番号は、新しい番号に変更いたします。 番号が変わっても、皆さまの
他の年金記録は変わりません。
Ｑ．流出した情報を使い、他人がなりすますことで、私の 年金が横取りされることはないのですか。
Ａ．○横取りにより、皆さまに年金が支払われなくなることは、ありません。年金は、ご本人に確実
に支払います。
○年金は、ご本人名義の口座に振り込みます。流出した情報を使い、他人が年金の振込先を変更
することはできません（振込先を変更するためには、金融機関の証明印やご本人の預金通帳の
写しなどにより、日本年金機構がご本人の口座であることを確認します）。
○ご不審な点やご不明な点があれば、日本年金機構専用電話窓口やお近くの年金事務所へお問い
合わせください。
Ｑ．年金の支払いに滞りはでませんか。
Ａ．○年金の支払いが滞ることは、ありません。
○万が一、支給日の15日を過ぎても支払いがない場合には、お近くの年金事務所にお問い合わせ
ください。

○
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情報・募集・ご案内
男鹿地区消防一部事務組合から

秋田地域振興局から

職員採用試験のお知らせ

８０２０いい歯のお年寄り募集

【試験区分】高校卒
【採用予定】一般消防職及び救急救命士 計４名
【受験資格等】平成２年４月２日から平成10年
４月１日までに生まれた方で、高校卒業以上
又は平成28年３月卒業見込みの方。
※この他、身長や視力などの基準あり。詳細
はお問い合わせください。
【試験日】平成27年９月20日（日）
【試験会場】ノースアジア大学（秋田市下北手
桜守沢46-1）
【受付期間】平成27年８月７日〜８月26日まで
【書類請求・申込・問合せ】
男鹿地区消防本部 総務課
〒010-0511 男鹿市 船川港船川字海岸通り

秋田県では、80歳以上で20本以上自分の歯をお
持ちの方を募集しております。
応募された方は協力歯科医療機関にてお口の
健診を実施し、該当する方には認定証を交付し
ますので、ふるってご応募下さい。
【対象者】①秋田県内にお住まいであること。
②昭和10年３月31日以前の生まれで
あること。
③現在自分の歯が20本以上あること。
（入れ歯、インプラント等は該当し
ません。）
※なお、これまでに認定を受けた方
も応募できます。
【その他】健診はお近くの協力歯科医療機関で
受けていただきます。
【募集期間】７月１日（水）〜８月28日（金）
【応募・問合せ】秋田地域振興局福祉環境部
健康・予防班
☎ 018-855-5170

2-12-7
☎ 0185-23-3145

秋田県教育委員会から

あなたの絵画を県立美術館に！
県教育委員会では、ふるさと秋田をモチーフ
にした絵画などを制作してもらい、その作品を
秋田県立美術館に展示する「県民作品展」を10
月に開催します。それに向けて現在、展示作品
の制作者を募集しています。制作用の木製パネ
ルは主催者が提供いたします。ぜひお早めにお
申し込みください。応募案内および応募用紙は、
県のホームページからダウンロードもできます。
【出 品 料】無料
【募集定数】一般部門60作品／大型部門５作品
【作品規格】主催者が提供する木製パネル
〔S40〕100cm×100cmを使用
【申込方法】県教育庁生涯
学習課へ問合せください。
【申込締切】定数に達し
た時点で締め切り
【問合せ】
県教育庁生涯学習課
☎ 018-860-5181

東北電力から

愛犬家のみなさまへのお願い
近年、検針員がメーター（計量器）の検針にお
伺いした際に、犬に吠えられて検針できなかった
り、犬に噛みつかれるといった事故があとを絶た
ない状況です。
愛犬家の皆さまには、ぜひ愛犬の適切な管理に
ご配慮いただき、円滑な検針と事故の未然防止に
ご理解・ご協力くださるようお願いします。
なお、検針日は地域によって異なりますので、
「電気ご使用量のお知らせ」にてご確認ください。
【問合せ】東北電力コールセンター
☎ 0120-175-466
受付時間 平日9:00〜17:00

FAX018-8605816
○
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平成27年８月号

情報・募集・ご案内
八郎湖周辺クリーンセンターから

ごみの分別と減量化にご協力ください
【分別の徹底を】

【可燃ごみに入っていた金属類】

・可燃ごみの中に金属類（鉄パイプ・スプレー缶な
ど）が混入していたため、焼却炉の機械が故障し
ています。絶対に入れないでください。
・不燃ごみ、粗大ごみの中に不適物（バッテリー・
消火器・発煙筒など）が混入しています。クリー
ンセンターでは処理できませんので、販売店や取
扱店に引き取りをお願いします。
・カセット式ガスボンベやスプレー缶は、使い切っ
て穴をあけて「不燃ごみ」に出してください。

金属板、鉄パイプ、スプレー缶など

・農薬、毒劇物などは、絶対に入れないでください。

【不燃・粗大ごみに入っていた不適物】

【ごみの減量化を】
・平成 26 年度のごみ排出量は、組合市町村全体で

240トン（−１.４％）減少しています。
・不要な物は買わない、使えるものはリサイクルす
るなど、更なる減量化にご協力をお願いします。
【問合せ】
八郎湖周辺クリーンセンター ☎ 0185-22-7211
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。

○
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石膏ボード、バッテリー、消火器、発煙筒、
ラジエーターなど
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

平成27年８月号

情報・募集・ご案内
あきた結婚支援センターから

あきた結婚支援センターの一般公開
【県の記念日協賛イベント】
当センターでは、県民に広くセンターのこと
を知っていただくとともに、個人会員の入会を
増やすことを目的に、３カ所のセンターを一般
公開し、施設見学していただきたいと考えてお
ります。皆様のご参加をお待ちしております。
【日時】８月15日（土）10:00〜12:00、
13:00〜15:00
【会場】あきた結婚支援センター（北、中央、
南の各センターで実施）
【内容】施設見学ほか
【定員】32名から40名程度（センターにより異
なります。）
【申込み方法】見学を希望される方は、①氏名、
②年齢、③住所、④電話番号を、電話により
見学をご希望されるセンターあてに申し込み
ください。
【申込期限】８月13日（木）18:00
【その他】
・見学時間は申込みによりセンターで決めさ
せていただきます。
・施設内の撮影はご遠慮願います。
・マスコミの取材が入る可能性があります。
【申込・問合せ】あきた結婚支援センター・中
央センター ☎ 018-874-9471

入札結果について
（予定価格130万円以上）

事業名

水

器

購

契約方式

入

事

入札日

業 指名競争 ６月９日

公共下水道管渠改築工事
大潟村字中央３番地内宅地造成工事
デジタル防災行政無線移動系設置工事

条
一
条
一
条
一

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】９月11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）
秋田司法書士会から

無料相談会のお知らせ
【内容】不動産・会社・法人の登記、多重債務、
成年後見等
【開催日】毎週月〜金曜日 13:00〜15:00（先
着２件）
※祝日を除く。１件の相談時間は約30分
【会場】秋田県司法書士会館（秋田市山王六丁
目3-4）
【その他】前日の15:00までに電話でご予約くだ
さい。
【問合せ】秋田県司法書士会 ☎ 018-824-0187

平成27年６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。

西４丁目１号線道路改良工事(その2) 指名競争 ６月１日
量

秋田調停協会から

件
般
件
般
件
般

付
競
付
競
付
競

き
争
き
争
き
争

６月10日
６月10日
６月11日

デジタル防災行政無線移動系設置工事施工監理業務委託 随意契約 ６月23日
庁 舎 内 電 話 交 換 更 新 工 事 随意契約 ６月24日

契約額（税込）

落札率（％）

業者名

4,266,000円
13,813,200円
59,514,000円
41,558,400円
100,440,000円
2,808,000円
4,212,000円

95.18
85.27
88.44
61.77
97.69
98.11
95.12

㈱加藤建設
秋田東北商事㈱
秋田瀝青建設㈱
嶋工建設工業㈱三種本店
日本電気㈱秋田支店
㈱三和技術コンサルタント
扶桑電通㈱秋田営業所
○
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平成27年８月号

村の人口の動き･公共施設の状況

８月の行事予定
日付

行事名等

場所等

都市と農村交流事業
７日(金)
（浦安市児童来村、〜９日）
９日(日)

村内

ＷＧＣソーラーバイシクルレース
ＷＧＣソーラー&ＦＣカーラリー(〜11日)

スポーツライン

12日(水) 成人式(14:00〜、P19参照)

サンルーラル

全村盆踊り大会
16日(日)
(17:00〜受付、17:30開始)

商店街駐車場

18日(火) 村民ゴルフ大会(9:00〜、P19参照)

男鹿ＧＣ

22日(土)

村民ソフトボール大会
(9:00〜、〜23日、P19参照)

村民野球場

23日(日) 大潟カップミニバス大会(8:30〜)
29日(土)

還暦野球大会(9:00〜、〜30日)

村民体育館
村民野球場

県高等学校新人大会ボート競技(9:30〜) 大潟漕艇場

干拓記念駅伝競走大会・女子ロー
30日(日)
ドレース大会(10:00〜)

スポーツライン

９月の行事予定
日付
１日(火)

行事名等

場所等

体力・運動能力調査テスト
(13:30〜、P20参照)

村民体育館

２日(水) 農業委員会定期総会(13:30〜)

役場

中学校文化祭

中学校

５日(土) 全県中学校・高校新人相撲大会
(10:00 〜)

大潟村相撲場

９日(水) 村民駅伝大会(15:45〜)

村内コース

10日(木) 大潟神社例大祭(P18参照)

大潟神社ほか

大潟村敬老会・金婚式(P14参照)

サンルーラル

11日(金) 全日本学生水上スキー選手権大会
(〜13日、P19参照)

大潟村
水上スキー場

・保健センター行事 ⇒P15参照
・介護予防事業

⇒P16参照

・スポーレおおがた ⇒P20参照
・さくらんぼクラブ ⇒P21参照
・公民館関連事業

○
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⇒P22〜23参照

こちらも
チェック
してね。

◎人口の動き（７月１日現在）
項目
人数(人) (増減)
項目
世帯数
人口
男
女

1,086
3,266
1,616
1,650

(＋1)
(＋2)
(−1)
(＋3)

人数(人)

転入
転出
出生
死亡

9
7
1
1

◎公共施設の利用状況（６月中）
施設名
利用者数
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(量)
1,216人 村民センター
1,021人
1,441人 ふれあい健康館
1,245人
1,127人 ごみ処理量
84ｔ
2,836人 水道使用量
39,451㎥
327人 下水排水量
42,728㎥
179人

◎公共施設の太陽光発電量（６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 1,175
126 1,132
83
西２分館
3.96
429
65
394
30
西３分館
7.74
920
41
900
21
東２分館
9.99 1,492
132 1,401
41
東３分館
9.99 1,412
265 1,256
109
北１コミ会館 7.20
579
122
510
53
北２コミ会館 5.40
838
35
808
5
南コミ会館
4.32
586
168
486
68
多目的会館
4.95
539
350
419
230
合 計
63.54 7,970 1,304 7,306
640
○売電量の金額換算：306,852円
円（単価42円/kWh）
○発電量の石油換算：1,655リットル

８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】８月18日（火）10:00〜12:00
【会 場】役場第２委員会室

