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成人おめでとう！

平成27年度 大潟村成人式

８月12日（水）、ホテルサンルーラル大潟にお
いて大潟村成人式が開催され、今年の新成人88人
（県立大生42人を含む）のうち、37名が出席し
ました（主催：大潟村成人式実行委員会）。
会場に集まった新成人たちは、久しぶりの再会
とお互いの成長を喜び合っていました。
式典では、髙橋村長より「皆さんの前に、道は
無限に広がっています。その道を、力強く歩んで
いってください」と、激励の式辞がありました。
また、新成人を代表して渡部陽介さん（東3-2）
から、「これからの時代を担っていく者として自

晴れ姿で颯爽と入場

渡部陽介さんによる誓いのことば

覚を持ち、最大限の努力をします。待ち受ける困
難に負けず、思い描く将来に向かって邁進しま
す。」と誓いのことばがありました。
式典後には、元「オフコース」のドラマーで、
てんちじん

現在は「Soul & Beat Unit 天地人」の一員として
活動されている大間ジロー氏（小坂町出身）によ
る講演が行われました。「Yes!! と言える人生」
という演題で行われた講演の中で、大間氏から新
成人へ、「とにかく徹底的に、とことんやる人に
あした

なって欲しい」というメッセージと、「明日へ」
と題したドラムソロ演奏が贈られました。
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テレビカメラを向けられての
インタビューにも堂々と対応

その眼差しには、新成人としての希望と責任感が宿っているようでした

実行委員を務めてくれた皆さん。
たいへんお疲れ様でした

あした

大間ジローさんから、「明 日へ」と
題してドラムソロが贈られました

２０１５ＷＧＣ（ワールド・グリーン・チャレンジ）
８月９日（日）〜11日（火）、ソーラースポーツラインにお
いて、2015ワールド・グリーン・チャレンジが開催されました。
台風の影響を大きく受けた前回大会とは打って変わって、今
年は大会期間を通して好天に恵まれ、各競技で熱い戦いが繰り
広げられました。
９日（日）にはソーラーバイシクル・レースが行われました。
タイヤがパンクしてリタイヤするマシンも出る中、100kmマラ
ソン部門（11台出場）ではTeam Z（東京都）が優勝、大潟村
関係者で出場した「地球をもっと愛し隊」は３位入賞を果たし
ました。また、耐久ラリー部門（８台出場）では栃木県立矢板
ワ ン ツ ー
高等学校機械技術研究部の２台が１・２フィニッシュを果たし
ました。
９日（日）〜11日（火）の３日間には、ソーラー＆FCカ
ー・ラリーが行われました。３日間合計24時間の周回数（１周
25km）を争う耐久競技では、KAIT WSC Project（神奈川工科
大）が31周でチャンピオンとなり、WGC総合優勝も飾りまし
た。大潟村から出場のカマダＦＡＲＭは、14周で、クラス４位
でした。また、事前に提出した走行計画との誤差の少なさを競
うグリーンラリー競技では、玉川大学が14秒という誤差で優勝
しました。

バイシクルのマラソン部門優勝、
Team Z の「Sprit of Tamagawa Ⅱ」

ソーラーカー部門チャンピオン・WGC総合優勝、
KAIT WSC Project の「KAIT Spirit」

ソーラーカー部門アドベンチャー・クラス４位
カマダFARM の「セルフィッシュ」

バイシクルの耐久ラリー部門優勝、栃木県立矢板高等学
校機械技術研究部の「ブルーインパルス15-A」

バイシクルのマラソン部門３位、
地球をもっと愛し隊の「グランクラスJr.」

８月９日（日）、ソーラースポーツラインにおいて、古河
電池株式会社から大潟村へMgBOX４箱が寄贈されました。
この寄贈式は、９日（日）からのソーラー＆FCカー・ラリ
ー出走式に先立って行われたもので、古河電池株式会社（本
社：横浜市）は同イベントのメインスポンサーです。
マグボックス
MgBOXとは、同社が世界で初めて開発した「大容量 非常
用マグネシウム空気電池」のことで、水を入れるだけで発電
し（海水や泥水でも可）、USB出力端子からスマートフォン
などを充電できます。また、発電時に二酸化炭素や騒音を発
生しないことや、廃棄しやすい紙製容器であることなど、環
境にも配慮されています。
古河電池株式会社 様、ありがとうございました。非常時に
有効活用させていただきます。
MgBOXの電池仕様
発電時間 最大５日間
最大電気量 300Wh
寸法
幅233mm×奥行き226mm×高さ226mm
質量
注水前：約1.6kg、注水後：約3.6kg

古河電池株式会社の石川専務︵右︶ 寄贈式後のデモンストレーション︒実
から︑ MgBOX
が手渡されました
際にスマホの充電などができました

古河電池株式会社が大潟村にMgBOXを寄贈
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第47回 全村盆踊り大会 大盛況

８月16日（日）、青年会の主催で、「全村盆踊り大会」が開催さ

れました。
びより

当日は好天に恵まれ、まさに盆踊り日和。会場の商店街駐車場で
は、やぐらを中心に、おおきな踊りの輪ができていました。
恒例のゆかたコンテストや仮装コンテストでは、お盆で大潟村に
帰省中の方も出場・入賞するなど、大いに盛り上がりを見せました。
また、会場の夜店では、農業近代化ゼミナールや農協青年部、大
潟中学校同窓会など、やぐらの南北に多数の出店が並び、賑わって
いました。
村のイメージソング「星女よ」をＢＧＭに花火が打ち上がると、
「わぁっ」っという歓声と、数瞬の静けさが交互に訪れ、来場者は
夏の風物詩を感じている様子でした。
＊公式ブログ「おおがた散歩」８／18 掲載♪

夕暮れに映えるゆかた姿

やぐらの上では青年会員の笛・太鼓

ジュニアゆかたコンテスト男子の部、入賞者の皆さん（向かっ
て右から１〜３位）

県外からお盆で帰省した方
も、コンテストに参加♪

ジュニアゆかたコンテスト女子の部、入賞者の皆さん（向かっ
て右から１〜３位）

○

4 大抽選会では、

耕心会さんは、今年控える「ジ
オパーク再認定」を応援！

やぐらのうえに全員注目♪

仮装コンテストの優勝は、老人クラブ連合会のみなさん。顔の白塗り
や金髪、人気芸人のネタを取り入れるなど、気合いが入っていました

平成27年９月号

大潟村戦没者追悼式
８月６日（木）、ふれあい健康館において、大
潟村戦没者追悼式が行われました（主催：大潟村）
。
式典では、髙橋村長が式辞を述べたあと、戦没
者72名の氏名が読み上げられ、黙祷が捧げられま
した。
追悼の言葉では、県知事代理、村議会議長に続
いて、遺族代表の菊池勇悦さんより｢真に豊かで平
和な世の中を築くために、たゆまぬ努力をする｣と
いう誓いがありました。
その後、参列した遺族・来賓合わせて約50名が
せ ん か

献花を行い、先の戦禍によって亡くなられた方々
み た ま

いた

の御霊を悼むとともに、平和への祈りを新たにし
ました。

遺族への哀悼の意と、平和への願いを込めて献花

身体障がい者協会の栗田セツ子 氏・三浦勝 氏が表彰されました
７月23日（木）、秋田県民会館にて、第34回秋

図り、助け合い、励ましあって教養を高め、身体

田県身体障害者福祉大会が開催され、大潟村身体

障がい者福祉の増進を図ることを目的とし、活動

障がい者協会の栗田セツ子さん（西 3-1 ）が秋田

されています。今後もお二人のさらなるご活躍を

県知事表彰（自立更生功労者部門）、三浦勝さん

期待いたします。

（東3-2）が秋田県身体障害者福祉協会長表彰（自
立更生功労者部門）を受賞されました。
栗田さんは永年にわたり大潟村身体障がい者協
会で活動され、平成25年度から副会長を務め、協
会の事業において積極的に企画、参加される等の
活動に励んでおり、自立更生の功績が認められ今
回の表彰となりました。
三浦さんは同じく大潟村身体障がい者協会にて
活動され、平成 25年度から理事を務めており、協
会の事業に積極的に参加される他、日々農作業に
励んでおり、それらの自立更生の功績が認められ
ての表彰となりました。
大潟村身体障がい者協会は、会員相互の親睦を

栗田セツ子

さん

三浦

勝

さん

副知事、大潟村米粉プロジェクト施設を訪問
８月３日（月）、今年度４月より秋田県副知事
に任命された中島英史氏が大潟村を訪れ、米粉プ
ロジェクトにかかる各施設を視察しました。
カントリーエレベーター公社では米粉の製造過
程の見学、餃子計画では米粉餃子の試食、あきた
こまち生産者協会ではコメネピュレを使用したパ
ンを試食しました。視察終了後は活発な意見交換
がなされ、米粉プロジェクトに関する理解をいた
だいたところです。

○
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金足農業高校の生徒がインターンシップで農業体験
７月27日（月）〜８月５日（水）、金足農業高校の生徒６
名がインターンシップ（職業体験）で大潟村農家を訪れました。
よしかつ

生徒らは受入れ先の農家、工藤善勝さん（東3-1）宅に泊ま
り込み、10日間に渡り、かぼちゃの収穫や選別作業に取り組
みました。
炎天下の収穫作業にも関わらず、口を揃えて｢楽しいです！
絶対また来たいです！｣と、疲れを全く感じさせない充実感と
目の輝きを見せました。
この事業は、県の農業研修センターの制度を活用したもので
積極的に質問するなど、意欲あふれる研修生たち

す。

ちぎっては投げ、ちぎっては投げ。
広い畑で効率よく収穫するには、これが一番！

磨かれたかぼちゃをひたすら並べていきます。
根気のいる作業です

夏の交通安全キャンペーンが行われました
８月２日（日）、ＪＡ大潟村前駐車場、ガソリ
ンスタンドにおいて、夏の交通安全キャンペーン
が行われました。
この運動は、ドライバーの皆さんに飲み物とチ
ラシを配布し、暑い時期の運転に対する注意喚起
を促すものです。交通安全協会や交通安全母の会、
老人クラブ、耕心会の他、多くの子どもたちも参
加しました。
村民の皆さまもシートベルト着用の徹底や、十
分な休憩を取るなど、安全運転を心がけましょう。

気をつけて運転してくださいね♪

メロン盗難防止パトロールの出発式が行われました
７月21日（火）、ＪＡ大潟村の農産物集出荷所
において、大潟村安全安心パトロール隊によるメ
ロン盗難防止パトロール出発式が行われました。
パトロール隊は、安全安心ネットワーク委員会、
防犯指導隊、メロン生産者などのボランティアで
構成されており、五城目警察署と連携してメロン
盗難防止パトロールを10年以上続けられています。
隊員の皆さん、今後ともパトロールをよろしく
お願いします。
と

○

6

大切な収穫物を盗られないよう、
パトロールよろしくお願いします！

平成27年９月号

男鹿潟上南秋支部消防操法大会

大潟村消防団が健闘

７月26日（日）、五城目町雀館運動公園駐車場
を会場に、平成27年度秋田県消防協会男鹿潟上南
秋支部消防操法大会が開催されました。大潟村消
防団は、小型ポンプ操法の部及びポンプ車操法の
部に出場し、ポンプ車操法の部では、日々の訓練
成果を発揮して優勝をおさめました。小型ポンプ
操法の部では、目標としていた入賞は逃す結果と
なりましたが、日々の訓練本当にお疲れさまでし
た。
《大潟村消防団では新入団員を募集しています》
災害や火事から大潟村を守るため、皆さまのご
協力をお願いいたします。地域防災に関心のある
方は、大潟村役場

住民生活課（☎ 45-2114）ま

でご連絡ください。

2015浦安市・大潟村子ども交流事業が行われました
８月７日（金）〜９日（日）、浦安市舞浜小学
校の４〜６年生合わせて12名の児童が大潟村を訪
れました（主催：浦安市、大潟村）。
この事業は都市と農村交流事業の一環で行われ、
今年で７回目になります。
浦安市の児童らは、大潟小とのミニバスケット
ボールの交流試合、圃場の見学など、広い大潟村
の空気を存分に楽しんだようでした。
また、大潟小の児童らもたくさんの刺激を受け、
充実した様子でした。

10月には、大潟小の児童が浦安市を訪問する予
定となっています。
「絶対に止めるッ！！」

大潟ジュニアローイングクラブ

バスケの後は流しそうめん。
暑い日には最高だね♪

３年生大活躍！

りくお

８月６日（木）、菅原陸央さん（西2-2、中３）
しんせい

と鈴木辰誠さん（東2-5、中３）が役場を訪れ、２
つのボート大会での健闘を村長に報告しました。
２人は、７月26日に愛知県で開催された2015年
全国ボートクラブ選手権競漕大会の男子ダブルスカ
ルにおいて７位入賞し、８月２日に埼玉県で開催さ
れた平成27年度東日本中学選手権夏季競漕大会にお
いては同種目で優勝する活躍を見せました。
２つの大会は、７月に開催予定だった第35回全日
本中学選手権競漕大会（＝３年生最後の大会）が台
風の影響で中止となったために急遽開催された大会。
「全国大会が中止になったことは大変ショックだ
ったが、代わりに２つの大会で良い経験をさせてい
ただいた」と、２人は口を揃えました。

誇らしげな表情をうかべる菅原さん（左）と鈴木さん
○
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平成27年10月5日
マイナンバー制度スタート
今年10月以降、住民票の住所地に
あなたの「マイナンバー」をお知らせします※
マイナちゃん

※住民票の住所地にご自身のマイナンバーが
記載された「通知カード」が送付されます。

やむを得ない理由により住民票の住所地で
受け取ることが出来ない方※は居所情報登録申請書を

登録は
お早め
に

）
8月24日〜9月25（
日
持参
又は

必着

に住民票のある住所地の市区町村に持参又は郵送してください
Point

※ 申請 が必 要な方
東日本大震災による被災者で
住所地以外の居所に避難されている方
DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で
住所地以外の居所に移動されている方
一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に
入院・入所されている方
申請が認められた方は、登録された居所にあなたの「マイナンバー」をお知らせします。

申請書は、お近くの市区町村、総務省ホームページ

（http://www.soumu.go.jp/kojinbango̲card/）

などで入手又はダウンロード頂けます。

マイナンバーのお問合せは、

コールセンター[全国共通ナビダイヤル]

マイナンバー

0570‑20‑0178

もしくは、住民票の住所地の市区町村にお問合せください
○
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９：３０〜１７：３０

土日祝日
（ 年末年始を除く
）

平成27年10月から、国民の皆さま一人一人に
12桁のマイナンバー(個人番号)が簡易書留で
通知されます。
・市区町村から、住民票の住所に通知カードが簡易書留で送付されます。
・通知カードを受け取られた方は、同封された申請書を郵送すること等により、
市区町村の窓口で「個人番号カード」の交付を受けることができます。

愛称：
マイナちゃん

平成2８年1月から、マイナンバーは社会保障、税、
災害対策の行政手続で利用します。
・年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、
法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。
・民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律で定められた範囲に限り、
マイナンバーを取り扱います。

法律で定められた目的以外で
マイナンバーを利用したり、他人に
提供したりすることはできません。

個人番号
9876････

・他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰される
ことがあります。
・マイナンバーと結びついた個人情報を保護するため、様々な対策を講じます。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

行政の効率化

国民の利便性の向上

公平・公正な社会の実現

行政機関や地方公共団体などで
様々な情報の照合や入力などに
要している時間や労力が大幅に
削減されるとともに、より正確
に行えるようになります。

添付書類の削減など、行政手続
が簡素化され、負担が軽減され
ます。情報提供等記録開示シス
テムによる情報の確認や提供な
どのサービスを利用できます。

所得や他の行政サービスの受給
状況を把握しやすくなり、脱税
や不正受給などを防止するとと
もに、本当に困っている方にき
め細かな支援を行えます。

マイナンバーは一生使うものです。
大切にしてください。
マイナンバーのホームページ：http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
公式twitter：https://twitter.com/MyNumber̲PR
マイナンバーのコールセンター：0570 - 20 ‒ 0178（マイナンバー）

○
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第30回大潟村サマーレガッタ
７月25日（土）、大潟漕艇場において、第30回
サマーレガッタが開催されました。
今大会には総勢18クルー（艇数）が出場し、気
迫のこもった漕ぎを見せました。
各部門の優勝チームには、９月
26日（土）・27
つ ば た
日（日）に石川県津幡町で開催される第24回全国
市町村交流レガッタ大会に出場する権利が与えら
れます。
全国大会での活躍にもご期待いたします。

結果
【各部門の優勝チーム】
ふねざる
◎成年男子：艇猿
◎壮年男子：ＢＦＭ
◎壮年女子：ピーチガールズ
◎熟年男子：大潟村役場 ◎熟年女子：ラムレーズン
◎議会議員：大潟村議会

第41回大潟村野球選手権大会結果
【開催日】８月１日（土）〜２日（日）
【会場】村民野球場
【主催】大潟村体育協会
【主管】大潟村野球協会
【参加者】８チーム
優勝：田吾作
準優勝：カントリー
最優秀選手賞：土井 隆之（田吾作）
優秀選手賞：椎川 健一（田吾作）
桧森 大輝（カントリー）

第27回村民ソフトボール大会結果
【開催日】８月23日（日）〜24日（月）
【会場】村民野球場 ほか
【主催】大潟村体育協会
【主管】大潟村ソフトボール協会
【参加者】10チーム
優 勝：東3-2
準優勝：西2-1･2
第３位：西2-3･4、東3-3
ひろかず
最優秀選手賞（大潟村長賞）
：高尾大和（東3-2）
優秀選手賞：田中佑弥（西2-1）
敢闘賞：児玉高照（西2-3）
、今野克久（東3-3）

B&G財団会長杯
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第24回村民ゴルフ大会結果
【開催日】８月18日（火）
【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
【参加者】52名
◎一般の部
優 勝：佐藤貞之（西3-2）
準優勝：渡辺文明（西2-1）
３ 位：小室 晃（西1-4）
◎シニアの部
優 勝：川村憲孝（東3-3）
準優勝：馬場謙吉（東3-3）
３ 位：清塚 夫（西2-3）
◎団体の部
優 勝：東3-3
準優勝：東3-2
３ 位：西1-4

第19回村民水泳大会結果

【開催日】８月５日（水）
【会場】大潟村Ｂ＆Ｇ海洋センター
【主催】大潟村体育協会
【主管】大潟村スイミングクラブ
【参加者】24名
◎自由形 第１位
小学生低学年：鎌田 理沙
小学生高学年：鎌田 理子
中学生男子：佐藤 友耶
中学生女子：鎌田 恵理
一般男子：佐藤 弘
◎平泳ぎ 第１位
小学生低学年：鎌田 理沙
○

息を合わせて「キャッチ！ロー！」

小学生高学年：鎌田 理子
中学生女子：鎌田 恵理
一般男子：前田 久夫
◎タイムレース第１位： 菅原 史登
◎ビート板：鎌田 恵理
◎ＭＶＰ：佐藤 友耶

平成27年９月号

自殺予防市町村キャラバン
７月31日（金）、「自殺予防市町村キャラバン」が
大潟村を訪れました。これは県健康福祉部職員が全市
町村を訪れ、自殺予防対策についての知事のメッセー
ジを届け、自殺予防への取り組み強化を目的に実施さ
れました。
メッセージの内容は、昨年、秋田県の自殺率は全国
ワースト１位を脱したものの、今後一層きめ細やかな
自殺予防対策が必要であり、社会全体での取り組みが
求められることが盛り込まれていました。
その後、大潟村の現状説明や地域の活動団体との意
見交換会を行い、県の協力や連携のもと、更なる取り
組みに努めることが話し合われました。

大潟村健康づくり推進委員会から

｢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

※大潟村のホームページからもアクセスできます。
ＵＲＬ

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

携帯・スマホは
こちらから→
【問合せ】保健センター

☎ 45-2613

自殺予防週間 街頭キャンペーン
９月14日（月）16時〜17時 あぐりプラザ
で大潟村メンタルヘルスサポーターの方々と一緒
に街頭キャンペーンを行います。

保健センターでも
随時相談を受け付けています。
臨床心理士による相談もあります。

相談内容
相談窓口
心と身体に関する一般健康相談
秋田中央保健所
医師による専門相談

電話番号

受付時間
8：30 〜 17：00
０１８−８５５−５１７０
月〜金（祝日を除く）

心の悩みと自殺問題

０１８−８６５−４３４３ 12：00 〜 21：00 毎日

秋田いのちの電話

ストレス・うつなどの全般的な 精神保健福祉センター
平日9：00 〜 16：00
０１８−８３１−３９３９
こころの相談
（こころの電話相談）
土日祝日10：00 〜 16：00
○
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総務企画課からのお知らせ
ム付
大 潟村プレミア
商品券の利用期限のお知らせ
大潟村プレミアム付商品券の利用期限は９月30日
（水）までとなっております。
期限を過ぎると使用できなくなりますので、期限
内にご使用くださるようお願いします。
【問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111

総務企画課 ☎ 45-2111

大 潟村ふるさと会
総会・親睦会のお知らせ
大潟村ふるさと会の総会が、下記のとおり開催さ
れます。当日は総会の後、会員である東京近郊在住
の村出身者のみなさんと村からの参加者とで親睦会
も開催されます。
みなさんの親類・友人等で、東京近郊にお住まい
の方がいらっしゃいましたら、是非、旧友を温め、
東京での新しい交流の場としてお気軽に参加してい
ただくよう、ご紹介をお願いします。
【期日】10月17日（土）
【時間】総会16:00〜 親睦会17:30〜
【会場】ホテルイースト21東京
（東京都江東区東陽6-3-3）
【会費】3,000円（ご夫婦での参加の場合5,000円、
小学生から高校生まで1,000円）
【問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111

非常勤保育士を募集します
【雇用形態】非常勤職員（週５日勤務）

【募集期限】９月18日（金）まで

【雇用期間】雇入日〜H28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

12

拓邑俳句会

とうろう

新しき燈籠何を語らむや
下間 良子
年金の話題の多きどじょう鍋
松岡 正樹
七十年まえの八月なみだ月
小南 八郎
盆踊り懐かしき顔見つけたり
佐藤 響泉
はなむくげ
花木槿ぽとりと落ちて兄想う
佐藤 豊
しんりょう
新涼やふっと小さな風連れて
宮野 洋子
連日のうだる暑さに居場所なし
鈴木 英子
しんりょう
あおいきといき
新涼と言えど青息吐息かな
仁田原鈴子
しんりょう
谷川や肌に新涼ここち良し
佐藤モモ子
名水の流るるリズム涼新た
池田郷太郎
涼新たやおら筆とる写経かな
大内 弘雲
しんりょう ち と う
新涼や池塘に映る空青し
佐々木よしこ
しんりょう
新涼に弾ける若さ有りにけり
川渕 キヨ子
せみしぐれ
つつがなく終わりし一日蝉時雨
守時 誓子
○
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住民生活課からのお知らせ

住民生活課 ☎ 45-2114

・
【子育て世帯臨時特例給付金】の
【臨 時福祉給付金】
申請を忘れずに！
（１２月１日まで）
平成26年４月から消費税率が８％へ引き上げられています
が、所得の低い方々や子育て世帯の方々への負担の影響に鑑
み、暫定的・臨時的な措置として、国が「臨時福祉給付金」
または「子育て世帯臨時特例給付金」を支給しています。
【問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114
◎平成27年１月１日時点で、住民票が大潟村にある方が対象です。
臨時福祉給付金
子育て世帯臨時特例給付金
平成27年度分村民税が課税されない方（た
だし、ご自身を扶養している方が課税されて
いる場合、生活保護受給者である場合などは
次のどちらの要件も満たす方
対象外です）
・平成27年６月分の児童手当を受給
給付対象者 ※６月中に、税務会計課から村民税納付書が
・平成26年の所得が児童手当の所得制限限度
発送された方は、該当になりません。
額未満
※所得について未申告の方は、対象となる可
能性がありますので税務会計課へ申告をし
て下さい。
支

給

額 １人につき ６，０００円
対象児童１人につき ３，０００円
対象と見込まれる方へ別途郵送の申請書
対象と見込まれる方へ別途郵送の申請書
申 請 用 紙
【Ａ】臨時福祉給付金申請書（請求書）
【Ｂ】子育て世帯臨時特例給付金申請書（請求書）
申 請 期 間 ９月１日（火） 〜 12月１日（火）
申 請 先 大潟村 住民生活課 （電話４５−２１１４）

「高 齢者・障がい者の人権あんしん相談」の実施について
高齢者や障がい者に対する虐待など様々な人権問
題の解決を図るため、下記の日程により全国一斉に
強化週間として相談をお受けしますのでご利用くだ
さい。ご相談は無料で、秘密は厳守いたします。
【実施期間】９月７日（月）〜９月13日（日）
【実施時間】９月７日（月）〜９月11日（金）
8:30〜19:00
９月12日（土）、９月13日（日）
10:00〜17:00

in

大潟幼稚園

☆ 子どもの想像力ってすごい︒

砂場で遊んでいるとき︑

Ａくん
﹁先生︑
これ魔法の砂なんだよ！﹂

と両手に砂を抱えてきたＡ君︒

先生 ﹁どんな魔法なの？﹂

Ａくん﹁砂をサラサラって少しずつ落とし

ながら願い事を言うと︑叶うんだよ︒
先生︑

言ってみて！﹂

先生﹁じゃあ︑かわいい女のこになります

ように！﹂

と願いを言ってみました ･･･
すると︑
教師の顔をのぞき込みながら

Ａくん
﹁先生︑
かわいくなったよ！︒
﹂

先生 ﹁本当！どこがかわいくなった︒
﹂

Ａくん
﹁顔！﹂

教師の喜ぶ姿に︑
Ａ君は嬉しくなったの

か︑魔法の砂を友だちにも伝え︑願いを聞

いて笑顔で応えてあげていました︒

先生たちは日々︑子どもの想像力ってす

ごいなぁ〜と︑感心しながら楽しんでいま

す︒

(^̲^;)

【相談電話番号】☎ 0570-003-110
【相談担当】人権擁護委員及び法務局職員
人権擁護委員及び法務局職員

○

13

平成27年９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

保健センター
今月の行事
◎乳児健診
【日時】９月７日（月）13:00〜
【会場】保健センター
【対象】４ヶ月（H27.4.11〜5.7生）
７ヶ月（H27.1.11〜2.7生）
10ヶ月（H26.10.11〜11.7生）
の乳児
13ヶ月（H26.8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】９月７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】９月７日（月）10:00〜11:00
【会場】保健センター
【内容】「親子でチャチャチャ♪」
【講師】内藤裕子さん（聖園学園短期大学講師）
親子で楽しい音楽遊びをしませんか♪
【申込・問合せ】 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】９月10日（木）・24日（木）14:00〜15:00
【会場・申込】保健センター ☎ 45-2613
◎健康相談
９月16日（水）9:50〜 ふれあい健康館
９月30日（水）9:30〜11:00 保健センター
10月７日（水）9:50〜 ふれあい健康館
10月７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」
９月８日（火）13:30〜15:00
会場：秋田地域振興局福祉環境部
９月15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
◎交流サロン「ちょこっと」
での血圧測定
９月15日（火）
９月30日（水）
10:00〜11:30

住 民健康意識調査におけるアンケートのお願い
大潟村では、平成20年度に「大潟村健康づくり行

ただき、ぜひともご協力いただきますよう、よろし

動計画」を策定し、計画に基づいた健康づくり対策

くお願いいたします。

や保健活動を実施してきました。この度、この行動

【問合せ】保健センター ☎ 45-2613

計画の見直しにあたり、村民の皆様の体と心の両面
についての健康に関する意識や現状などを把握し、
第２次大潟村健康づくり行動計画を策定する基礎と
なる資料を得ることを目的として、20歳以上の村民
を対象としてアンケートを実施いたします。
このアンケートは、住区の健康推進員が各家庭に
配布する総合検診の調査票と一緒に配布いたしま
す。ご記入されたアンケートは、家族分まとめて封
筒に入れて封をし、検診調査票と一緒に健康推進員
にお渡し下さい。
お忙しいところ誠に恐縮ですが、趣旨をご理解い
○

14

平成27年９月号

住民生活課からのお知らせ

保健センター ☎ 45-2613

が ん検診無料クーポン券を送付します！
村では、子宮頸がん検診・乳がん検診・大腸がん 【子宮頸がん検診・乳がん検診 対象者】
検診・胃がん検診の推進（助成）事業を実施します。
子宮頸がん 乳がん
生年月日
検診
検診
特定の年齢に達した方に対し、検診費用が無料にな
平成６年４月２日〜
るクーポン券を送付し、がん検診の受診促進を図る 20歳
○
平成７年４月１日
とともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及
平成25年 平成４年４月２日〜
○
啓発を図り、健康の維持及び増進を図ることを目的 度にクー 平成５年４月２日
ポン対象 昭和62年４月２日〜
とします。
○
対象者には、無料クーポン券を送付しています。 で、クー 昭和63年４月１日
ポン券を
是非この機会に受診ください。
利用しな 昭和57年４月２日〜
○
かった方 昭和58年４月１日
【大腸がん検診・胃がん検診】
昭和52年４月２日〜
○
大腸がん 胃がん
昭和53年４月１日
年齢
生年月日
検診
検診
過去５年 平成１年４月２日〜
○
昭和 49 年４月２日〜
間（平成 平成２年４月２日
○
○
40歳 昭和 年４月１日
2 2 〜 2 6 昭和59年４月２日〜
50
○
年度）
昭和60年４月１日
昭和 44 年４月２日〜
未受診の
○
45歳 昭和 年４月１日
昭和54年４月２日〜
45
方
○
昭和55年４月１日
昭和 39 年４月２日〜
昭和49年４月２日〜
○
○
50歳 昭和 年４月１日
○
40
昭和50年４月１日
昭和49年４月２日〜
昭和 34 年４月２日〜
○
40歳
○
55歳 昭和 年４月１日
昭和50年４月１日
35
平成25年 昭和47年４月２日〜
○
昭和 29 年４月２日〜
昭和48年４月１日
度にクー
○
60歳 昭和 年４月１日
30
ポン対象 昭和42年４月２日〜
○
で、クー
・大腸がん検診と胃がん検診のクーポンは集団検診 ポン券を 昭和43年４月１日
利用しな 昭和37年４月２日〜
のみで有効です。
○
昭和38年４月１日
かった方
・集団検診を受ける場合は、検診当日にクーポン券
昭和32年４月２日〜
○
をご持参ください。
昭和33年４月１日
・今年度の検診は、10月21日〜28日に実施します。 過去５年 昭和44年４月２日〜
○
間（平成 昭和45年４月１日
2 2 〜 2 6 昭和39年４月２日〜
○
年度）未 昭和40年４月１日
受診の方
昭和34年４月２日〜
○
昭和35年４月１日
昭和29年４月２日〜
○
昭和30年４月１日
・子宮頸がん検診と乳がん検診のクーポンは集団検
診と個別検診で使用できます。
・今年度の子宮頸がん検診と乳がん検診の集団検診
は、10月22日〜28日に実施します。
・集団・個別にかかわらず受診の際は、クーポン券
をご持参ください。
・子宮頸がん検診・乳がん検診の利用できる契約医
療機関は、通知文書に同封しているのでそちらで
確認ください。
（※年度末になると医療機関が混み合うため、お
早めの受診をお勧めします。）
【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

地域包括支援センター ☎ 22-4321

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】10月６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】９月16日、30日、10月７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

環境エネルギー室からのお知らせ

環境エネルギー室☎ 45-2115

犬 の飼い主の皆様へお願い
①犬の糞は必ず持ち帰りましょう
「道路や広場に犬の糞が放置されている」といった苦情が寄せられています。
散歩の時は糞を処理する道具を携帯するなど、犬を飼う際のマナーを必ず守り
ましょう。
②犬の放し飼いは絶対にやめましょう
犬の放し飼いはたいへん危険です。子どもたちが安心して外で遊べるよう、
犬はしっかりつないでおきましょう。

産業建設課からのお知らせ

｢
Ｈ

27新米まつりinおおがた」出店募集

新米まつりの出店を下記のとおり募集します。
【日時】10月４日（日）9:00〜14:00
【会場】サンルーラル大潟前
【出店区画】テント
（7.2m×3.6mの半分のスペース）
【申込期限】９月11日（金）
【その他】新米まつりは、大潟村農産物（加工品含
む）の生産振興と宣伝・販路拡大を目的に開催し
ておりますので、販売をする商品は大潟村農産物
（加工品含む）に限らせていただきます。
また、販売は屋外のみとなります。なお、販売
価格や試食等の設定は自由です。ただし、加工食
品の販売は販売者各々において保健所の許可を得
る必要があります。
○
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産業建設課 ☎ 45-3653

【申込・問合せ】産業建設課 ☎ 45-3653

平成27年９月号

産業建設課からのお知らせ

産業建設課 ☎ 45-3653

北 の橋改修工事に伴う交通規制について 大 潟環状線舗装補修工事に伴う交通
規制について
老朽化により改修が必要な橋の再塗装や防護柵の

経年劣化や沈下により補修が必要となった大潟環

取替と橋面の補修工事等が実施されます。下記工事

状線の舗装補修工事が実施されます。

期間中は片側通行により工事を行いますのでご理解

下記工事期間中は片側通行により工事を行います。

とご協力をお願いいたします。（片側通行の道路の

ご不便をおかけしますがご協力をお願いいたします。

幅は3.25ｍです。）

【施工業者】鈴成建設㈱（大潟村）

【施工業者】石井工業㈱（三種町）

【工事期間】９月上旬から11月20日

【工事期間】平成27年９月上旬〜平成28年３月18日

南の橋

至 鹿渡

至 総合中心地

北の橋

至 総合中心地

南の橋から
南方向へ約400ｍ

至 男鹿市

【問合せ】産業建設課 ☎ 45-3653

【問合せ】産業建設課 ☎ 45-3653

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
時休館とさせて頂きます。

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

【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】９月７日（月）〜11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】産業建設課 ☎ 45-3653
○
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村民体育館 ☎ 45-2269
干拓博物館 ☎ 22-4113

教育委員会からのお知らせ

第 60回全日本学生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

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

☆９月の教室内容☆
種 目

日にち

場 所

時 間

備 考

高齢者ラージ卓球
ストレッチポール
ジュニア複合
おためしスローエアロビック
シェイプアップ
自力整体
３Ｂ体操
ちびっこ体操
わらび座「為三さん！」

16

健康館
健康館
ラグビー場
村民体育館
村民体育館
村民センター
健康館
村民体育館
仙北市

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

村民体育館 集合・出発

８
７
４
９・18

16
４・11・18
16
14

※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。

大 潟村内に生息しているヘビについて
〜毒蛇かも？噛まれたらたらすぐ医療機関へ！〜
【どういう種類のヘビがいるの？】
現在、大潟村で生息が確認されているヘビは、
シマヘビ、アオダイショウ、ヤマカガシの３種類
です。このうちヤマカガシには毒腺があり、噛ま
れると危険です。シマヘビとアオダイショウには
毒はありませんが、鋭い牙があり、噛まれると傷
口から感染症を引き起こす可能性があります。ま
た、確認されていない他の種類が生息している可
能性もあります。
【ヘビはどういう所にいるの？】
草むらや森林、湿地帯、水田環境などを好みま
す。他に住宅地周辺の緑地や、防風林付近でも確
認されています。冬眠期間以外は大潟村全域で活
動していると考えられます。
○
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【気をつけることは？】
ヘビが好む環境に入る時には、厚手の長靴や長
ズボンを着用し、見つけたらむやみに近づかない
ようにしましょう。万が一噛まれたら早急に医療
機関で受診しましょう。
−写真は干拓博物館所蔵のヤマカガシのはく製−
干拓博物館で開催中の『干拓地 の生きもの展
2015』（〜９月18日）において、ヤマカガシ、シ
マヘビのはく製を
展示しております。
【問合せ】
干拓博物館
☎ 22-4113

平成27年９月号

子育て支援センター（保育園内）☎ 45-2462
公民館 ☎ 45-2611

教育委員会からのお知らせ

笑 顔いっぱい！子育て応援します！

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う
ち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。
センター内だけでなく、保育園ホールや園庭など
で遊んだり、さくらんぼクラブで楽しんだ遊びをも
う一度体験したりして何度足を運んでも楽しめるよ
うに準備しています。
毎日笑顔があふれている子育て支援センターにき
保護者同士のつながりもできますよ♪
て、友だちの輪や、地域とのつながりを広げてみま
＜９月のさくらんぼクラブ予定＞
せんか？
●『親子でチャチャチャ♪』
【利用時間】月曜日〜金曜日 9:30〜12:00
【日時】９月７日（月）10:00〜11:00
13:00〜15:30
【会場】保健センター
※土・日・祝日・年末年始はお休みです。
【内容】親子で一緒に、もっとくっついて、もっ
【利用料】無料
とふれあって、音楽に合わせてリズム遊びを楽
【問合せ】子育て支援センター（保育園内）
しみます。
☎ 45-2462
【講師】内藤裕子先生（聖園学園短期大学）
●『身近な素材で、
楽しさいっぱい手作りおもちゃ！』
【日時】９月18日（金）10:00〜11:00
【会場】子育て支援センター（保育園内）
【内容】どの家庭にもある、牛乳パック・ペット
ボトル・ミルクの缶・タッパーなどを使って、
子どもが喜ぶおもちゃに変身させます。身近な
素材を使って手作りおもちゃを作り、子どもと
一緒に楽しみましょう！

新 しい本、入りました（８月分）
今月は、ベストセラー作品や、書店で注目されている本を中心に選びました。
また、図書ボランティアコロポックルの皆さんに、「こわくて切ない物語」をテ
ーマにした図書の展示をしていただきました。図書室にお寄りの際は、ぜひ手に取
ってご覧になってください。
【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
№

タイトル

著者

№

タイトル

著者

１ 村上さんのところ

村上 春樹

６ 捏造の科学者：STAP細胞事件

須田 桃子

２ ばんざい、またね

萩本 欽一

７ 流

東山 彰良

３ 鴨川食堂おかわり

柏井 壽

８ リバース

湊 かなえ

９ 勁草

黒川 博行

４

悲しみの底で猫が教えてくれた大
滝森 古都
切なこと

５

漂流郵便局：届け先のわからない
久保田 沙耶 10 なりたい
手紙、預かります。

畠中 恵

○
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教育委員会からのお知らせ

公民館主催講座・教室
◎成人文化講座（第２回）
「曲げわっぱ弁当箱作り体験」
秋田県の天然杉を使って木のぬくもりいっぱいの
お弁当箱を作ります。木の肌触りが使えば使うほど
味が出てきて、愛着を感じる弁当箱が出来ます。
【日時】10月８日（木）8:00〜17:00
【対象】村民
【定員】先着14名（定員になり次第締切り）
【参加費】5,100円（体験料・昼食含む）
※当日ご持参ください
【申込期限】９月30日（水）
【申込・問合せ】
公民館 ☎ 45-2611

公民館 ☎ 45-2611

申込・問合せ 公民館 ☎ 45-2611

◎ソープカービング教室（第６回）

【日時】９月18日（金）「チューリップのブーケ」

10:00〜12:00
【対象】村民
【定員】15名まで
【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】1,000円 ※当日ご持参ください
【申込期限】９月15日（火）
【申込・問合せ】公民館 ☎ 45-2611

◎高齢者学級
｢みんなで歌おう!!歌声喫茶｣

【日時】10月５日（月）10:00〜11:00
【内容】懐メロ、童謡など
※歌いたい曲がありましたら９月18日までお知ら
せください。
【対象】高齢者
【会場】ふれあい健康館（社会福祉協議会）
【講師】八郎潟町C.M.C 吉田 和則 氏＆宮野 忍 氏
【申込期限】９月28日（月）
【申込・問合せ】公民館 ☎ 45-2611
社会福祉協議会 ☎ 45-2840

前回はかわいいハリネズミを製作♪

家 庭教育学級
◎乳幼児編

【参加費】1,500円（材料費）※当日ご持参ください

【日時】10月１日（木）10:00〜13:00

【申込期限】９月25日（金）

【内容】料理教室「安心・安全な食事について」
【対象】０〜６歳児を持つ保護者

【申込・問合せ】公民館 ☎ 45-2611
※託児希望の方は、申込時に

【定員】先着20名まで

お知らせください。

【会場】村民センター調理室
【講師】Sweet Mraket マクロビオティックイン
ストラクター 佐藤 美智子 氏
○
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地

つれづれ

域おこし協力隊 徒 然日記♪

この夏がくれたもの
園川 泰章（34）

ボクは男鹿半島・大潟
ジオパークの
非公認キャラクター
まずは
男鹿半島
ジオエリア
潮瀬崎
ゴジラ岩

次に
大潟
ジオエリア

大潟村と言ったら
やっぱり干拓の歴史
だよね♪

干拓博物館

男鹿半島・大潟ジオパーク
にはこの他にもたくさん
見所があるよ♪

詳しくは広報を通して
これから伝えていくので
よろしくね♪

その龍勢会のメンバーも多数所属する青年会。僕ら地域おこし
協力隊の入会を快く受け入れてくれた、ナイスガイ＆ガールの集
いです。盆踊り大会に向けて、太鼓・踊りの練習から始まり、本
当に色々な事を一つ一つ丁寧に教えて頂きました。今年入会した
ばかりなのに、なんと本番で太鼓まで叩かせてくれる事に！感激
です。大会当日は緊
張していたのですが、
一度輪に入り踊れば
緊張もほぐれ、気が
付いたらメチャクチ
ャ楽しんでいまし
た！！

詳しくは
干拓博物館
へ来てね

僕の職場は潟の店。つまり７月はメロンの販売で大忙しです！
毎年恒例のメロン祭りも大盛況でした。中には県をまたいで来て
くれたお客様も！驚きです。でも大潟村のメロンを食べれば納得。
別格のウマさ！！ちなみにメロン祭り当日には、メロン以外にも
美味しそうな出店が多数ありましたが、僕は仕事なので食べられ
ず！目と鼻の先にあるのに生殺しです（泣）！！
そんな中、龍勢会の太鼓が会場を大いに盛り上げてくれまし
た！！ものすごい迫力で、カッコ良かったです！僕の目は、また
ハートになっていたはず（笑）。

ここは７０００年前からの地層
などが見られる事が魅力だね！
詳しくは男鹿市若美の
ジオパーク学習センター
︵若美庁舎内︶
で丁寧に教えてくれるよ♪

秋田の夏といえば、竿燈祭り。行って参りました！なんとサン
ルーラルの荒谷支配人が案内して下さいました。驚きです。ちゃ
んとお話しした事がなかったのですが、プライベートでお会いす
る支配人は、気さくでチャーミングでダンディで本当に素敵な方
でした。帰る頃にはすっかりファンに。乃木坂46の「気づいたら
片想い」が頭の中で鳴り響いておりました♪僕の目はハートにな
っていたはず（笑）！

大潟村もジオパーク！
これからボクが
ジオパークの魅力を
紹介していくね！

大潟村地域おこし協力隊として６月に着任して
から早３ヶ月！本当にアッと言う間です。濃密な
三か月間でした。
見るもの、触れるもの、経験するものすべてが
新鮮で、東京では経験できない刺激が満載。一日一日を大切に過
ごさねばと思う毎日です。

vol.３

ジオパークとは・・・「大地の遊園地」
「大地の歴史や自然、人の作り出した
文化などをまるごと楽しもうということが
ジオパークなのです」 （補足要項）
ともや

作・画 森田僚也
たくさんの人と出会い、たくさんの経験をくれた、熱い夏
が過ぎようとしています。今から来年の夏が待ち遠しいで
す！！！
大迫力の竿燈を間近で体感！
○
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議会事務局からのお知らせ

議会事務局 ☎ 45-2587

村 議会９月定例会の日程（予定）
平成 27 年第４回（９月）定例会は以下の日程で

【備考】議会の日程は９月１日現在の予定です。日

行われる予定です。皆様の傍聴をお待ちしておりま

程については、審議状況等により変更される場合

す。

がありますので、電話でお問い合わせいただくか、

【会期】９月８日（火）〜17日（木）

議会のホームページでご確認ください。

【日程】８日：本会議（村政報告・一般質問）
９日：総括質疑、各委員会審議

10〜16日：各委員会審議
17日：本会議

【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/

（委員長報告、提出議案の採決）

情報・募集・ご案内
秋田県農業研修センター ９月の研修予定
《研修のご案内》
日時・場所

研修の名称

９月13日（日）13:３0〜15:30
生態系公園

研修の内容

対象・研修経費

植物がよく育つ！ 新聞紙とセメントでつくる通気性・保水 農業者等 20名
魔法の鉢作り
性・水はけに優れた自分だけの鉢作り 研修経費 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
９月19日（土）
〜10月４日（日）
9:00〜17:00
生態系公園

企画展の名称

展示の内容

料金等

草花や熱帯花木を中心に
秋 癒しの花・
憩い空間を演出。花に囲ま
リラクゼーション展
れリラックスしませんか？

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
男鹿地区消防本部から

小さいお子様を持つお父さん・お母さん
のための救命講習会のお知らせ
【日時】９月11日（金）10:00〜12:00
【会場】船越公民館（男鹿市船越字船越40）
【内容】小児・乳幼児の応急手当、心肺蘇生法
【参加費】無料
【申込締切】前日まで
【申込・問合せ】
男鹿地区消防署 救急係
☎ 0185-23-3119
○
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秋田県中央児童相談所から

「里親」登録者を募集します
秋田県では、10月から11月にかけて、里親登
録を希望する方への研修を行います。里親に興
味のある方は、お近くの
児童相談所にお問い合わ
せください。
【問合せ】
秋田県中央児童相談所
☎ 018-862-7311

平成27年９月号

情報・募集・ご案内
秋田労働局・秋田県から

合同労働相談会のお知らせ
秋田労働局、秋田県が合同で無料労働相談会
を開催します。職場のパワハラ、雇止め、解雇、

秋田職業能力開発促進センターから

公共職業訓練11月期生を募集します
【訓練期間】平成27年11月４日
〜平成28年４月28日（６ヶ月間）

損害、労働条件の不利益変更などのトラブルに

【訓練時間】9:20〜15:40

ついて、この機会に相談してみてはいかがです

【会場】ポリテクセンター秋田（潟上市）

か。本人に限らず、家族、同僚等からの相談に

【訓練科】金属加工科（15名）
住宅リフォームデザイン科（18名）

も応じます。
また、当日は面談相談が原則ですが、☎での

【募集期間】８月31日（月）〜９月28日（月）

相談も可能です。

【受講料】無料（テキスト代等は自己負担）

【日時】10月17日（土）10:00〜14:00

【応募資格】ハローワークに求職申込をされた

【会場】イオンモール秋田 ３階イオンホール

方で、新たな技術・技能を身に付けての再就

【その他】受付けは先着順です。混み合ってい

職を希望される方

る場合、電話が繋がらない場合がありますの

【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）

でご了承ください。
【問合せ】秋田労働局企画室 ☎ 018-883-4254
秋田県雇用労働政策課 ☎ 018-860-2334

訓練課 受講者第一係
☎ 018-873-3178

秋田県労働委員会事務局☎ 018-860-3284

（公財）秋田県国際交流協会から

「あきた国際フェスティバル2015」で
世界を体感！
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（終了しました）
第２回 ９月20日（日）まで

在住外国人による各国の文化紹介や国際交流
団体による活動紹介、世界各国の音楽や踊りが
堪能できるステージパフォーマンスなど、世界
の魅力に触れる1 日。世界のお菓子詰め合わせが
もらえるクイズラリーも実施します。ぜひお気
軽にご来場ください。入場無料。
【日時】９月26日（土）10:00〜16:00
【場所】イオンモール秋田・セントラルコート
【問合せ】（公財）秋田県国際交流協会
☎ 018-893-5499

http://www.aiahome.or.jp

【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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平成27年９月号

情報・募集・ご案内
秋田地方法務局から

「全国一斉！法務局休日相談所」のお知らせ
【日時】10月４日（日）10:00〜15:00
【会場】秋田合同庁舎（秋田地方法務局）
（秋田市山王七丁目１番地３号）
【主な相談内容】
①土地・建物の相続登記や抵当権の抹消登記
に関すること
②会社・法人の設立の登記や役員の変更の登
記に関すること
③隣地との境界に関すること

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】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）

④いじめや近隣トラブルなどの人権問題に関
秋田司法書士会から

すること

無料相談会のお知らせ

⑤成年後見制度や国籍取得などに関すること
⑥地代・家賃の供託に関すること
⑦遺言・後見など公正証書に関すること
【相談担当者】法務局職員、司法書士、土地家
屋調査士、人権擁護委員、公証人
【その他】相談は無料です（予約優先）。秘密
は厳守しますので、安心してご相談ください。
【問合せ】秋田地方法務局総務課
☎018-862-1428

入札結果について
（予定価格130万円以上）

事業名

【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７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。

契約方式

入札日

契約額（税込）

落札率（％）

業者名

干拓博物館地質コーナー移設工事 指名競争 ７月10日

1,782,000円

82.50

㈲アークス

事 指名競争 ７月13日

2,106,000円

89.04

東北鉄工㈱

保健センター暖房用ボイラー改修工事 指名競争 ７月23日

4,104,000円

92.91

山二施設工業㈱

事 一般競争 ７月24日 128,304,000円

88.60

石井工業㈱

量

北

○
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【大潟村の皆さまへ】
大潟村では、インターネット回答のご案内と紙の調査票を同時に配布します。
回答は、インターネットか紙の調査票か、どちらか一方のみお願いします。
なお、インターネット回答が無かった世帯に対してのみ、調査員が10月１日以降に紙の
調査票を回収に伺いますので、よろしくお願いします。
総務省統計局・秋田県・大潟村からのお知らせです
○
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村の人口の動き･公共施設の状況

９月の行事予定
日付
５日(土)
８日(火)

行事名等

場所等

中学校文化祭

中学校

全県中学校・高校新人相撲大会(10:00〜) 大潟村相撲場
村議会 ９月定例会
（〜17日（予定）、Ｐ22参照）

役場 議会棟

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

大潟神社ほか

大潟村敬老会・金婚式

サンルーラル

11日(金) 全日本学生水上スキー選手権大会 大潟村水上
(〜13日、P18参照) スキー場
12日(土)

25市町村対抗駅伝ふるさとあきたラン！
横手市
(〜13日)

◎人口の動き（８月１日現在）
項目
人数(人) (増減)
項目
世帯数
人口
男
女

1,085
3,257
1,615
1,642

(−1)
(−9)
(−1)
(−8)

人数(人)

転入
転出
出生
死亡

4
11
0
2

◎公共施設の利用状況（７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)
1,119人 村民センター
1,461人
1,130人 ふれあい健康館
1,843人
1,403人 ごみ処理量
108ｔ
2,645人 水道使用量
43,896㎥
537人 下水排水量
46,992㎥
190人

潟上市・南秋田郡中学校秋季体育大会（〜20日）
卓球 村民体育館
野球 村民野球場

19日(土)

バレーボール 潟上市
剣道 五城目町
26日(土)

全国市町村交流レガッタ津幡大会
石川県津幡町
(〜27日)

10月の行事予定
日付

行事名等

場所等

２日(金) 農業委員会定期総会(9:00〜)

役場

３日(土) 幼保合同ふれあい運動会(9:00〜)

幼稚園

４日(日) 新米まつりinおおがた

サンルーラル前

７日(水)

小学校 マラソン大会・なべっこ交流会

小学校

ふれあい消防・さくらんぼクラブ(10:00〜)

保育園

９日(金) 前期終業式

幼小中

14日(水) 後期始業式

幼小中

・保健センター行事 ⇒P14参照
・介護予防事業

⇒P16参照

・スポーレおおがた ⇒P18参照
・さくらんぼクラブ ⇒P19参照
・公民館関連事業

○
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⇒P20参照

こちらも
チェック
してね。

◎公共施設の太陽光発電量（７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 1,163
143 1,118
98
西２分館
3.96
421
54
395
28
西３分館
7.74
838
44
818
24
東２分館
9.99 1,355
147 1,274
66
東３分館
9.99 1,266
268 1,116
118
北１コミ会館 7.20
626
149
550
73
北２コミ会館 5.40
746
36
717
7
南コミ会館
4.32
511
176
412
77
多目的会館
4.95
504
153
442
91
合 計
63.54 7,430 1,170 6,842
582
○売電量の金額換算：287,364円
円（単価42円/kWh）
○発電量の石油換算：1,548リットル

９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】９月15日（火）10:00〜12:00
【会 場】役場第２委員会室

