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幼保ふれあい運動会

〜らんらんフェスタ〜

10月３日（土）、村民体育館において、幼保ふれ
あい運動会〜らんらんフェスタ〜が行われました。
あいにくの天候により屋内での開催となりました
が、園児たちが大好きな体操「ぼくのおひさまパワ
ー」が始まると、会場には園児たちの元気いっぱい
の声が響き渡りました。
かけっこや玉入れ、マスゲーム、リレーなど定番
の競技や、趣向をこらした親子競技などが次々に行
われました。園児たちは保護者とふれあいながら、
一生懸命に競技に取り組み、楽しんでいました。
＊公式ブログ「おおがた散歩」10/7掲載♪

さすが年長さん！あっという間にゴール！

おひさまパワー全開!!

可愛いおサルさんが
バナナをゲット♪

い〜い湯っだぁな♪

高いところの果物も、だっこしてもらえば大丈夫♪

みんなノリノリ♪

「ブンブン・パラダイス」

おじいちゃん・おばあちゃんに
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2 負けないように、がんばるぞ♪

みんなで作ったおでんを持ってゴール！

「もったいないこと、してな〜いかい♪」

新米まつりinおおがた

龍勢会による和太鼓演奏

10月４日（日）、ホテルサンルーラル大潟前の特
設会場において、新米まつりinおおがたが開催され
ました。
当日は肌寒い天候でしたが、オープニングの龍勢
会の和太鼓演奏に誘われるように続々と来場者が訪
れ、新米や特産品を買い求めていました。
毎年恒例のもちつき体験にも多くの子どもたちが
きね

並び、小さな体で一生懸命に杵を振り下ろしていま
した。つきたてのもちは無料で来場者に振る舞われ
ました。

耕心会による豪快な餅つきに、大きな歓声。
つきたてのお餅は、来場者に無料で配られました

超強力硬質小麦「銀河のちから」を使った大潟ラ
ーメンの販売も行われ、「麺にコシがあって、プリ
プリしている」などと好評でした。
会場ではその他、有機米やおにぎりの無料配布、
協賛イベントも多数行われ、大いに賑わいました。
＊公式ブログ「おおがた散歩」10/8掲載♪

お餅の配布には若妻会も協力

村内事業所の米の売れ行きも上々。
中には300㎏まとめ買いする方も

肌寒い中、温かいラーメンは大人気。
「銀河のちから」を使った麺も好評

餅つき体験では、周りの大人が
感心するほど上手につく子も

潟工房やつくし苑のスイーツも人気

生態系公園をぐるり一周する「トラクター馬車」
乗客は、心地よい振動と色づく景色を楽しんでいました
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（株）大潟共生自然エネルギー 太陽光発電所 竣工式
10 月 21 日（水）、西４丁目２番地において、

神事の後、髙橋浩人代表取締役からは「都市と

（株）大潟共生自然エネルギーの太陽光発電所の

農村の共生が重要。その中で大潟村の自然エネル

竣工式が行われました。

ギーを事業化できたこと、そして村民や村内事業

式には約60名の関係者が参列し、発電所が無事
に完成したことを祝いました。

所が主体となっていることは本当に意義深い」と
述べました。
式が終わると、関係者は真新しい施設を見学し、
感嘆の声をあげていました。
＊公式ブログ「おおがた散歩」10/23掲載♪

発電所は、写真右上に見えるサンルーラルから、
県道を挟んで西側に広がっています
はさ

厳かな雰囲気の中で神事が執り行われました

月１日（木）、村として３人目の地域おこし協力隊員、佐々
10
ゆうせい

木優成さん（宮城県仙台市）に辞令が交付されました。

佐々木さんには、村民体育館にデスクを構え、スポーツ振興に
よる地域活性化のために活動していただいています。

佐々木 優成さん

３人目の地域おこし協力隊、着任

※Ｐ25に関連記事

大潟村ふるさと会総会が行われました
10 月 17 日（土）、東京都江東区のホテルイー
スト21東京において、第６回目となる大潟村ふる

された大潟村出身者、大潟村周辺のふるさと会等

さと会総会・懇親会が開催されました。総会へは、

を含め約 60人が参加して、久々の再会を楽しみ交

ふるさと会会員、村長、村議会議員等約30名が出

流を深めていました。

ーンに参加している大潟村の方々、首都圏に進学

席しました。
総会では各議案の審議のあと、現在大潟村にお
いて活躍されている「ＪＡ大潟村青年部」、「大
潟村青年会」２つの団体の代表者より活動報告を
して頂きました。
会員より、「大潟村も後継者へ経営移譲され世
代交代がされているが、稲作だけではなく多品目
の作物栽培を行いがんばってもらいたい」との意
見が出されました。
また、大潟村とＪＡ大潟村からの近況報告の説
明の後、出席者との意見交換が行われました。
総会終了後、同ホテルで懇親会が開催され、同
日より開催されている江東区民まつりのキャンペ
○
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懇親会では、久しぶりに顔を合わせる会員どうし、
話に花が咲いていました
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全国市町村交流レガッタ津幡大会

大潟村も健闘

つばた

９月26日（土）・27日（日）、石川県津幡町に
が開催されました。
加盟する市町村が交流を深めるために毎年行われ
ているもので、26日（土）には歓迎会が開かれ全
国からの参加者が交流を深めました。

27日（日）には津幡漕艇競技場でレガッタのレ
ースが行われました。各市町村の予選を勝ち抜い
た130クルー919名の選手と大会役員を含め1107
名が集結し、熱い競漕が繰り広げられました。
大潟村からは６クルーが参加し、大潟村議会ク

みなも

この大会は、全国ボート場所在市町村協議会に

輝く水面を滑るように進むレガッタ

おいて、第24回全国市町村交流レガッタ津幡大会

ルーが見事に予選を通過。決勝レースでも最後ま
で全力の漕ぎを見せ、４位に入賞しました。
大潟村代表の皆さん、お疲れ様でした。
【大潟村から出場したクルー】
ふねざる

成年男子：艇猿（松橋拓郎、田口雄大、田中祐弥、
齊藤

究、栢森

光、谷

真誠）
透、

安田伸司、加藤伸也、藤原成一）
壮年女子：ピーチガールズ（大沢祝子、長井美穂、
小野未来、大渕克子、鎌田由美子）
熟年男子：拓友ヨガッターズ（村上

彬、山口原

右、菅生金作、前田久夫、谷口良一、
村上孝憲、高橋武松）
熟年女子：ラムレーズン（太田
今

翔、菅原高嶺、

４位入賞の議会議員クルー

壮年男子：ＦＤオオガタ（加賀谷隆史、小澤

修子、田口美智子、大畑和子）

議会議員：大潟村議会チーム（川渕文雄、菅原史
夫、佐藤一志、戸部
藤田

誉、佐藤正之、

勉、石井雅樹）

全日本水上スキー選手権大会 池田昌弘さんご一家が大活躍！
９月19日（土）〜22日（火）に滋賀県の琵琶湖
で開催された第61回全日本水上スキー選手権大会
において、大潟村情報発信者の池田昌弘さん（東

3-4）ご家族４名が出場し、全員入賞の大活躍をさ
れました。おめでとうございます。
【結果詳細】
池田元美：45＋女子総合優勝、スラローム２位、
トリック２位、ジャンプ１位。
池田昌弘：35＋男子スラローム３位。
ゆ う き

池田侑生：ジュニア男子総合準優勝、トリック３
位、ジャンプ１位。
も

か

池田心香：ジュニア女子トリック２位

一家そろってメダルを獲得!!
○
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全県おはよう野球大会、田吾作がベスト８！
第46回全県おはよう野球大会が17日、各地区の
予選を勝ち抜いた14チームが出場し秋田市のこま
ちスタジアムと八橋球場で開催されました。
南秋田地区代表で全県初出場の田吾作は、本荘
由利地区代表のJAPANと対戦し４対１で快勝し、
準々決勝に進みましたが、最多８度目の出場とな
る潟上ウォルウィンズに０対２で惜しくも敗れま
した（潟上ウォルウィンズはその後、優勝）。
試合後、土井隆之主将は、「笑顔でプレーでき
てうれしかった。来年に向けて打撃などの課題を
しっかりと練習していきたい。」と来年への意気
込みを語ってくれました。

こまちスタジアムにて

選手の皆さん、お疲さまでした。

ひらく

国民体育大会 クレー射撃団体で國澤 拓さん４位入賞！
10月４日（日）、神奈川県立伊勢原射撃場で開
催された、第70回国民体育大会「紀の国わかやま

の選手（３人）の合計で団体順位が決定するもの
です。

国体」のクレー射撃トラップ団体において、國澤

國澤さんは、「来年の岩手国体では秋田県と距

拓さん（東2-5）の所属する秋田県チームが４位入

離が近いので競技会場となる射撃場で練習を多く

賞を果たしました。

積むことができる。今年より上を狙う。」と早く

クレー射撃トラップ100 個は、１人１ラウンド

25 回の射撃を４ラウンド行い、１枚１点の合計
100点満点で個人成績を争うもので、各都道府県

も来年に向けて意欲を示していました。
入賞おめでとうございます。

秋田県マスターズ水泳競技大会 佐藤 弘さんが２部門で優勝！
10月４日（日）、秋田県立総合プールにおいて、 【結果詳細】
秋田県マスターズ水泳競技大会が開催され、大潟
○男子50m自由形 一般80＋
優勝 佐藤 弘 50秒70
村スイミングクラブの佐藤弘さんが見事２部門で
○男子25m自由形 一般80＋
優勝を飾りました。おめでとうございます。
優勝 佐藤 弘 20秒66

鳥獣被害対策実施隊に委嘱状が交付されました
10月９日（金）、役場において、鳥獣被害対策
実施隊に委嘱状が交付されました。
鳥獣被害対策実施隊は、鳥獣の捕獲、防護柵の
設置等により、鳥獣被害を防止することを目的と
した組織です。鳥獣被害防止特措法に基づいて市
町村で設置することができ、大潟村においては大
潟村猟友会の会員42名が隊員として村長より委嘱
されました。
隊員の皆さま、村内の鳥獣被害防止のためにご
協力をお願いいたします。

○
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米盗難防止パトロール出発式
10月20日（火）、ふれあい広場において、米盗
難防止パトロールの出発式が行われました。
主催者の大潟村安全安心ネットワーク委員会・
菅生金作会長（東2-6）は、「パトロールだけでな
く、各農家が防犯意識を高く持つことが大事。施
錠の徹底など啓発を図っていきたい」と述べまし
た。
パトロールは、防犯協会や防犯指導隊、交通安
全協会などの安全安心ネットワーク委員会の会員
が中心となって実施されます。
農家の皆さんにおかれても、お米の保管には十
分気をつけましょう。

大切に育てたお米を、盗難から守りましょう

全国地域安全運動キャラバン
10月11日（日）〜20日（火）の期間、地域安全
の強化のための「全国地域安全運動」が実施され
ました。
この期間に先駆けて、 10 月９日（金）には五
城目警察署管内の市町村の防犯協会で構成される
「全国地域安全運動キャラバン隊」が大潟村を訪
れ、メッセージ伝達式が行われました。
式では、大潟村安全安心ネットワーク委員会・
菅生金作会長が、「地域の安全は地域住民が守る
という意識を高めることが重要」などとメッセー
ジを読み上げ、地域の安全を呼びかけました。
大潟村安全安心ネットワーク委員会の
菅生会長より村長へ、メッセージの伝達

秋の全国交通安全運動
９月21日（月）〜30日（水）の期間、秋の全国
交通安全運動が実施されました。
大潟村では、９月24日（木）にふれあい広場に
おいて街頭指導出発式が行われました。
また、24日（木）〜30日（水）の期間は、通学
路の交差点に交通安全協会等の関係者が立ち、登
校する児童生徒に街頭指導を行いました。
これからの時期は日没が早まってきますので、
ドライバーは早めのライト点灯などを心がけまし
ょう。また、歩行者は、夕方以降出歩く時には反
射材を使用したり、明るい色の服を着たりするな
ど、ドライバーから見えやすいようにしましょう。
「日が短くなるこれからの時期、ドライバーも歩行者も、
気を引き締めましょう」と、交通安全協会の菅原史夫会長
○
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報告

『思い出に残る臨
『思い出に残る
臨陂
陂中での交流、ホームステイ体験』
中での交流、ホームステイ体験』
10月８日（木）〜12日（月）の５日間、大潟中学校の生徒５名が、韓国を訪問しました。

５名は、インピ中学校の生徒と発表や学習を通じて相互交流を深めました。また、何組かに分かれて

ホームステイをするなど、普段できないたくさんの体験をしてきました。
ここでは、５名の生徒それぞれの感想文を掲載します。

韓国の思い出
３年 近藤 知子

も不安な気持ちでいっぱいでした。けれどもホス
トファミリーの方の笑顔を見た瞬間に「楽しみ」
という気持ちが強くなりました。家族の方が慣れ
ない日本語を翻訳機を使ってたくさん話してくだ

私が韓国訪問で一番心に残って
いる事は、インピ中学校の生徒と
の交流です。

さったおかげでとても分かりやすかったです。
ホームステイ中の二日間でいろいろな物を食べ
ましたが、私は一番びっくりしたのは量がとても

初めは言葉もわからないし、文化も環境も違う
場所で２日間過ごす事ができるのかどうか心配で

多いことです。ほとんど食べきれず残してしまい
ました。でもとてもおいしかったです。

した。でも、インピ中の生徒が笑顔で歓迎してく

私が二日間ホームステイを体験して感じたこと

れて、緊張もほどけ、たくさん交流することがで

は慣れない場所での生活はとても大変だというこ

きました。

とです。今回の経験を忘れず、いろいろなことに

ホームステイ先でも家族のみなさんが優しく接

チャレンジしたいと思います。

してくれたので安心して過ごせたし、インピ中の
生徒も積極的に話しかけてくれたので、とても楽
しかったです。ソウルに戻る日に手紙をもらえて
とても嬉しかったです。仲良くなることができた

これからの自分の糧に
３年 佐藤 翔音

んだなって思えました。３年間の中でまた一つい
い思い出を作ることができました。
今後もこのような機会があったらためらわない
で、ぜひ韓国に行ってほしいです。

今回の海外研修では、韓国の文
化をじかに感じる機会がたくさん
あり、見ること触れること全て
が初めてで思い出に残ることがたくさんありまし

ホームステイを体験して
３年 佐藤 香絵

た。
その中でも特に思い出に残っている研修は、イ
ンピ中の生徒代表数名と一緒に群山市や全州市な
どに観光に出かけ、手作り体験や散策をしながら

私が今回の韓国訪問で一番心に

インピ中の生徒と交流を深めることができた３

残っていることはホームステイで

日目の研修です。前日にホームステイをして仲良

す。

くなったユウサン君や、あまり話す機会がなかっ

インピ中のみなさんが歓迎会を開いてくださっ

た生徒と、ぎこちない英語やジェスチャーを使っ

た時に、私はどの子の家に泊まるんだろうととて

て、やっと意味が通じ合えた時の感動がとても印

○
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インピ中学校での熱烈な歓迎

大中生からインピ中へ、友好のしるしとして
寄せ書きを贈りました

ホームステイ先のホストファミリーと

象に残っています。
一人でホストファミリーの家に泊まるなど、緊
張したり、少しさみしかったりしましたが、自分

ドリームキャッチャー（手芸装飾品）の製作体験

今回の研修で一番心に残っていること
１年 吉田 康成

にとってとても大きな糧となった研修でした。今
回経験したことを、これからの生活に生かしてい

今回の研修で最も心に残ってい
るのは、初めてのホームステイで

きたいです。

す。

韓国訪問での一番の思い出
１年 宮本 光

最初は緊張していたけれど、ホストファミリー
の方が、やさしく話しかけて下さったので、すぐ
に仲良くなることができました。
中でも思い出になっているのは、一日目で、ホ

韓国を訪問して一番の思い出は
ホームステイです。
ホームステイではゲームや話な
どをしながら仲を深めました。
韓国の食べ物は日本の食べ物と違い一般的に辛
かったです。特にお母さんが出してくれたキムチ
が一番辛かったです。キムチは甘かったり辛かっ
たり様々な味がしました。
トイレも日本と違い、トイレットペーパーを流
さないことに驚きました。

ストファミリーのアパートのまわりを散歩したこ
とです。アパートのまわりには屋台やたくさんの
お店がありました。そして、屋台では韓国版おで
ん（？）が売っていて、それを買って下さいまし
た。ウスターソースをかけて食べると、日本のお
でんとはまた違っておいしかったです。
私はホームステイで、韓国の文化は、日本と似
ているところもあれば、全く違うところもあった
けれど、韓国の文化と交流することができたと思
います。

ホームステイ先では、韓国語ではなく英語で話
をしました。言葉や顔が違うだけで同じ気持ちを
もった同じ人間だと感じました。
初めてのホームステイで文化の違いを知ること
ができ、交流を通して楽しく過ごせました。

全州市「全州韓屋村」で

韓国の食文化にも触れてきました

朝鮮王朝の王宮「景福宮」にて

○
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平成27年11月号

平成27年11月号

マイナンバー制度についてのお知らせ

平成27年10月中旬から、国民の皆様一人一人に12桁の
マイナンバー（個人番号）が通知されます。

よりよい暮らしへ「マイナンバー制度」
マイナンバーは、各機関が分散管理する個人情報をつなぐ役目を果たします。これによって国や地方公

・市区町村から、住民票の住所に通知カードが送付されます。

共団体等における情報連携が可能になる予定であり、さまざまなメリットをもたらします。

・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、来年
１月から市区町村の窓口で「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。

国民の利便性の向上

社会保障関係の各種申請で、
書類の添付が減ります。

・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

行政の効率

情報を
窓口側で
事前の
照会
書類取得の
必要なし!

健康
保険組合
市区町村

公平・公正な社会の実現

行政手続きが、 災害時の行政支
早く正確に
援にマイナンバ
なります。
ーを活用します。

適正・公平な
課税を実現
します。

各機関で作業の無駄が
削減され、手続が
スムーズに！

所得把握の正確性が
向上し、適正・公平な
課税につながります。

被災者台帳の作成
などにより、迅速な
行政支援を実現します！

年金などの社会
保障を確実に
給付します。
未払い・不正受給を
解決します。

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。
・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。

個人情報は一元管理されず、複数の機関間における情報連携には個人番号を使用しないため、
個人番号から芋づる式に個人情報が抜き出せない仕組みとなっています。
マイナンバー制度では、個人情報が同じところで管理されることはありません。例えば、国税に関す
る情報は税務署に、児童手当や生活保護に関する情報は市役所に、年金に関する情報は年金事務所にな

この２つで、さらに便利に！

個人番号カード

マイナポータル

市区町村に申請すると交付が受けられる、
顔写真付きICカードです。
※ＩＣチップの電子証明書では、
マイナンバーを使用
こんなメリットも。
していません。

自宅のパソコンから様々な
情報を取得できる個人用
サイトです。
平成29年1月
※スマホや
開設予定
タブレットから
のアクセスも可能
になる予定。

各種証明書を
コンビニ等で取得！

ど、これまでどおり情報は分散して管理されます。また、役所の間で情報をやり取りする情報連携の際

・年金など、各種社会保険料
の支払い状況
・行政機関が自分の個人情報
へアクセスした履歴

たとしても、個人情報が芋づる式に抜き出せない仕組みとなっています。

制度実施の流れ
平成28年1月〜

○社会保障・税・災害対策の手
続で、マイナンバーの利用が
制度実施の
開始
流れ
○申請者に、個人番号カードを
交付

平成29年1月～

国の行政機関の間で、 地方公共団体等も
含めた、情報連携を
情報連携を開始
開始

（参考）法人には、平成27年10月から法人番号が通知されます。
○
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平成29年7月～

・予防接種の履歴、確定申告
に必要な情報などをネット
で取得！
・引越しなどの複数の届出が、
パソコンで
まとめてで
きる！

取得可能な情報（予定）

には、マイナンバーではなく、役所ごとに異なるコードを用いますので、例え一か所での漏えいがあっ

マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。

将来的には、
こんな活用方法も検討されています。

・制度改定などのお知らせ
・受け取ることのできる
各種給付のご案内

マイナンバー・法人番号の詳細はこちら
●内閣官房のマイナンバー（社会保障・税番号）制度のホームページ
マイナンバー で検索（http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html）
●マイナンバーコールセンター
☎：０５７０−２０−０１７８ （外国語は０５７０−２０−０２９１）
・平日9時30分から17時30分
・平成27年10月から平成28年3月までの半年間は、平日の開設時間を22時まで延長し、
年末年始を除く土日祝日も17時30分まで開設

通知カード・個人番号カードに関するお問い合わせについてはこちら
●個人番号カードコールセンター
（一部ＩＰ電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250へ）
☎：０５７０−７８３−５７８
・平日8時30分〜22時00分（平成28年4月1日以降 平日8時30分〜17時30分）
・土日祝9時30分〜17時30分（平成28年3月31日まで）
・年末年始を除く
・個人番号カードの一時利用停止については、24時間365日受け付け（平成28年1月〜）
○
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平成27年11月号

総務企画課からのお知らせ

総務企画課 ☎ 45-2111

「一 日行政体験事業」「村づくり懇談会」開催と一般参加者募集のお知らせ
○一日行政体験事業
「行政の仕事ってどんな仕事？」という、行政の仕事に対する疑問にお答えします。各担当業務に
ついて分かりやすく説明するとともに、実際に業務を体験していただきます。
※村内各団体にご案内通知を送付していますので、ご確認ください。
【日時】12月１日（火）10:00〜13:15 ※昼食は役場で用意します
【場所】役場２階 第１会議室ほか
○「村づくり懇談会」
村づくり懇談会は、村長・副村長・教育長・各所属長が出席し、主に次のテーマについて皆さんの
要望や意見にお答えします。申込は不要です。当日参加できない方は、前日までに書面（ FAX可）ま
たは電子メールで意見をお寄せ下さい。後日回答をいたします。
【日時】12月１日（火）13:30〜15:00
【会場】役場２階 第１会議室
【懇談のテーマ】
１．大潟村まち・ひと・しごと地方創生総合戦略について《担当：総務企画課》
２．マイナンバー制度について《担当：総務企画課》
３．災害時避難場所整備工事について《担当：住民生活課》
４．公共下水道管渠改修事業について《担当：産業建設課》
５．北の橋改修工事について《担当：産業建設課》
６．自然エネルギー（バイオマス利用・太陽光発電）について《環境エネルギー室》
７．認定こども園について《教育委員会》
８．2016年世界学生水上スキー選手権大会について《教育委員会》
【書面送付】11月30日（月）までに総務企画課へ FAX45-2162 電子メールogata̲mura@ogata.or.jp
【問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111

非 常勤保育士 募集のお知らせ
【雇用形態】非常勤職員（週５日勤務）
【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〜
【必要資格】保育士・幼稚園教諭免許
【募集期限】11月20日（金）まで
写真を貼った履歴書提出（面接あり）
【問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111

障 がい者を対象とした非常勤職員 募集のお知らせ
【雇用形態】非常勤職員（週５日程度勤務）
【雇用期間】雇入日〜平成28年３月31日
【勤務時間】8:30〜16:30の原則７時間
※勤務日数・時間については応相談
【勤務内容】公共施設の清掃、電話対応等
【報
酬】時給800円
【募集人数】若干名
【受験資格】介助なしに職務の遂行が可能な方で、
次のいずれかの要件を満たす方。
○
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１）身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が
１級〜６級までの方
２）療育手帳の交付を受けている方
３）精神保健福祉手帳の交付を受けている方
【選考方法】面接試験
【申込方法】写真を貼った履歴書を提出してくださ
い。
【申込・問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111

平成27年11月号

選挙管理委員会からのお知らせ

選挙管理委員会 ☎ 45-2111

歳を前に村を離れた方が戻ってきた
ても実際に居住
住 民票が村にあっ
20 場合はご連絡をお願いします
されていない方の選挙権について
20歳になると選挙権を有しますが、実際に投票
するためには、選挙管理委員会が管理する「永久
選挙人名簿」に登録される必要があります。 20 歳
前に村を離れ、 20 歳を過ぎて村に戻ってきた場合
は、選挙管理委員会へご連絡ください。確認後、
３か月経過した時点で村の永久選挙人名簿に登載
されます。
【問合せ】選挙管理委員会 ☎ 45-2111

公職選挙法における「住所」とは、生活の本拠
を指すものです。このことから、住民票が村に
あっても実際に居住されていない方については、
村における選挙権が与えられません。
速やかに実際の居住地へ住民票を異動くださる
ようお願いします。
【問合せ】選挙管理委員会 ☎ 45-2111

住民生活課からのお知らせ

住民生活課 ☎ 45-2114

特 設人権相談所の開設について
全国人権擁護委員連合会は、世界人権宣言が採択
された日である12月10日を「人権デー」と定め、
全国的な啓発活動を展開しています。村でも、下記
のとおり特設人権相談所を開設し、皆様の相談に応
じます。
●特設人権相談所の内容
「暴行、虐待を受けた」
「セクハラ、パワハラを受けた」
「名誉棄損、プライバシー侵害を受けた」
「相隣間のトラブル」
これらのような悩みや困りごとがありましたら、
ひとりで悩まず人権擁護委員にご相談下さい。電話
や面接にて相談に応じています。相談は無料で、秘
密は厳守いたします。
【日 時】12月５日（土）午前10時〜午後４時
【ところ】大潟村公民館
【相談員】大潟村人権擁護委員
【問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114

●常設人権相談所の内容
常設の人権相談所も下記のとおり平日に開設され
ておりますので、ご利用ください。
【日 時】平日 8:30〜17:15
【ところ】秋田地方法務局人権擁護課（秋田市山王
７丁目１−３）
【電話番号】
☎ 0570-003-110
みんなの人権110番
子どもの人権110番
☎ 0120-007-110
女性の人権ホットライン
☎ 0570-070-810
【インターネット人権相談受付窓口】
「インターネット人権相談」で検索。
携帯電話でも相談できます。
【問合せ】秋田県人権啓発活動ネットワーク協議会
事務局 ☎ 018-862-1443

りんどうの会

幸子

今野サト子

一株の重さ確かむ稲を刈る

かねゆう

斎藤

福耳をほめられている菊日和

たけかご

逆さ松雨の雫に赤とんぼ

竹籠に金勇の秋生けたいね

とっこうひ

特攻碑戦はすまじ秋しぐれ

誓子

法子

仁田原鈴子

家中の笑顔集めて芋煮立つ

もずびより

鵙日和母の形見を並べをり

守時

夫の背に指で文字書く秋の暮

もず

浅野

鵙鳴いて拓地の沼を震わせる

指切りの淡き別れや秋祭

はつもみじ

正子

初紅葉空の深さを使いきり

大井

孝子

陽子

工藤

母植えし思い出つまる式部の実

指曲がり農の証や秋桜

木々多き参道長し秋の雨

もず

鵙鳴くや独り喪服に着替えおり

縄文の地層のあたり栗拾う

田村

○
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住民生活課 ☎ 45-2114
地域包括支援センター ☎ 22-4321

住民生活課からのお知らせ

高 齢者虐待を防止しましょう
高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに通報することが義務
づけられています。「ちょっと変だな」と感じたら、ためらわずにご相談ください。早期発見・早期対応
により問題の深刻化を防ぐことができます。結果として何もなければ、それにこしたことはありません。
通報や届出者の秘密は守ります。
虐待に限らず、地域で気になる高齢者を発見したり、介
護に関する心配事等がありましたら、お気軽にご相談くだ
さい。
◆◆

◆◆

〜 高齢者虐待相談窓口 〜
地域包括支援センター ☎ 22-4321
住民生活課
☎ 45-2114

◆ ◆こんなことが高齢者虐待です◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

【身体的虐待】

【心理的虐待】

高齢者の身体に外傷が生じたり、生じるおそれの

高齢者に対する著しい暴言または拒絶的な対応

ある暴力を加えること。

等、高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行う

●たたく、つねる、殴る、蹴る、やけどを負わせる

こと。

●ベッドにしばりつけたり、意図的に薬を過剰に与

●排泄などの失敗に対して高齢者に恥をかかせる
●子供扱いをする、怒鳴る、ののしる、悪口を言う

えるなど

など
【介護・世話の放棄・放任（ネグレクト）】
高齢者を衰弱させるような著しい減食、又は長時
間の放置、その他高齢者の養護を著しく怠ること。
●入浴や排泄などの世話をせず、不衛生な状態にさ

【性的虐待】
高齢者にわいせつな行為をすること、又はさせる
こと。
●排泄の失敗等に対して懲罰的に下半身を裸にして

せている
●空腹状態、脱水状態、栄養失調の状態にさせてい
る

放置する
●不必要に性器を触る など

●劣悪な住環境の中に放置して生活させているなど
【経済的虐待】
高齢者の財産を不当に処分したり、高齢者から不
当に財産上の利益を得ること。
●必要な金銭を渡さない、使わせない
●本人の不動産、年金、預貯金などを本人の意思・
利益に反して使用する など

障 がい者の虐待防止について
平成 24年10月１日から障害者虐待防止法が施行
され、各市町村に「障害者虐待防止センター」が設
置されました。大潟村では、住民生活課においてそ
の機能を果たし、相談や通報の窓口となっていま
す。
障がい者が地域で安心して暮らしていけるよう
に、虐待に気付いたらすみやかに通報、ご相談くだ
さい。
○障がい者の虐待に関する相談・通報・届出先は
住民生活課 ☎ 45-2114
○
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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】11月９日（月）13:00〜
【会場】保健センター
【対象】４ヶ月（H27.6.9〜7.9生）
７ヶ月（H27.3.9〜4.9生）
10ヶ月（H26.12.9〜H27.1.9生）
13ヶ月児（H26.10月生）

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。
（木）
・26日
（木）
【日時】11月12日
14:00〜15:00
【会場・申込】保健センター ☎ 45-2613
◎健康相談
11月18日（水）9:50〜 ふれあい健康館
11月25日（水）9:30〜11:00 保健センター
※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。

◎１歳６ヶ月児健診・３歳児健診
【日時】11月５日（木）13:00〜
【会場】保健センター
【対象】１歳６ヶ月児（H26.2.21〜5.5生）
３歳児（H24.3〜5月生）

◎専門医による「心の健康相談日」
11月10日（火）、24日（火）13:30〜15:00
会場：秋田地域振興局福祉環境部
11月17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

◎骨粗鬆症検診
【日時】11月13日（金）〜17日（火）9:00〜15:00
【会場】保健センター
【対象】35歳〜70歳で申し込みした方（各自に
郵送で通知済み）

◎保健センター開放日「潟っ子広場」
【日時】11月19日（木）10:00〜11:30
【会場】保健センター
【内容】フリーマーケット
※出店者募集中♪

◎総合検診結果説明会
【日時】11月30日（月）〜12月２日（水）
【会場】保健センター
【時間】9:00〜16:00

【申込・問合せ】 保健センター ☎ 45-2613

統 一受診券をお持ちの方で、子宮がん検診をまだ受けていない方へ
村では 20 〜 40 歳の無料クーポン券対象者以外

【検診内容】子宮がん検診、婦人科超音波検診

の方で、個別に医療機関で子宮がん検診を受診し

【検診期間】平成28年３月31日まで

たい方に統一受診券をお渡ししています。統一受

【その他】医療機関に必ず事前にご予約くださ

診券をお持ちの方で、まだ検診を受けていない方

い。年度末は混み合うことが予想されますの

は、この機会にぜひ受診して下さい。

で、早めのご予約をお勧めします。

なお以前、統一受診券の申込みをしていない方

【問合せ】保健センター

☎ 45-2613

や、集団検診で受診し忘れた方は、統一受診券を
お渡ししますので、保健センターまでご連絡くだ
さい。
【対象者】20〜40歳（H27年４月１日時点年齢）
の無料クーポン券を持たない女性で、個別に医
療機関で受診したい方（対象者には個別に通知
しています）
【自己負担】1,800円
○
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保健センター ☎ 45-2613

康教室
「男性のための体力・筋力アッ
（コール・リコール）事業
健 プ体操」参加者募集
個 別受診勧奨
をおこないます
運動による体力づくりと、メタボリックシンド

下記の日程で「大腸がん検診のお勧め」の電話を

ロームの解消をめざします。

します。

【対象】 40 歳以上の男性（健診等で肥満等が指摘

◎ 11月18日（水）〜20日（金）
対象の方に電話をします。

された方、ご興味のある方）
【開催日】12月11・18・25日
１月８・15・22・29日
２月５・12・19・26日（全て金曜日）

対象は、村の総合検診で大腸がん検診を受けると
回答した方で、検診を受けなかった方です。

【時間】10:00〜11:30

「がん検診コールリコールセン

【会場】保健センター

ター」から電話で追加検診の案

【申込期限】12月４日（金）

内をします。
☎ 45-2613

【申込・問合せ】保健センター

健

康教室「すっきりリフレッシュ体操」
参加者募集

ストレッチ、有酸素運動により体調を整えま
す。
【対象】 40 歳以上の女性（健診等で肥満等が指摘

めと申し込みをとります。
【問合せ】保健センター
☎ 45-2613

大 腸がん検診の追加検診のおしらせ
村では今年度、 10 月の総合検診で大腸がん検診

された方、ご興味のある方）
【開催日】12月８・15・22日

を受診できなかった方を対象に、追加検診を実施

１月12・19・26日

します。

２月２・９・16・23日
３月１日

【電話の内容】追加検診のお勧

（全て火曜日）

日程は下記のとおりですので、どちらか都合の
良い日にお越し下さい。

【時間】13:30〜15:00

【日時】12月７日（月）、８日（火）9:00〜11:30

【会場】保健センター

【会場】保健センター

【申込期限】12月４日（金）

【料金】500円

【申込問合せ】保健センター

☎ 45-2613

【注意事項】
１．便のとり方は容器に同封されている説明書を
読み、３〜４日以内に２本採って下さい（１本
しか採れなかった場合でも、検査は可能ですの
で、提出して下さい）。
２．採った便は冷蔵又は冷暗所で保存し、黄色の
袋に入れて提出して下さい。
３．問診がスムーズにいくように黄色の袋の裏面
をなるべく記入して来てください。
【問合せ】保健センター

献 血へのご協力をお願いします
次の日程で献血を実施します。一人ひとりの献血が尊い命を支えています。
皆さんの暖かい善意をお待ちしています。
【日時】11月29日（日）10:00〜16:00 ＊受付10:00〜12:30／14:00〜15:30
【会場】秋田県立大学 学生寮「清新寮」
【問合せ】保健センター ☎ 45-2613
○
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保健センター ☎ 45-2613

臨 床心理士による「心の相談」
臨床心理士の先生にカウセンリングをしてもらう

【担当】臨床心理士 渡部 明子 氏
【申込・問合せ】保健センター ☎ 45-2613

だけで心が軽くなります。
人間関係で悩んでいる、人とうまくコミュニケー
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】12月４日（金）13:00〜15:00
【会場】保健センター

不 妊治療費等の助成が拡大されました
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
成していますが、この度、男性不妊治療へも助成が拡大されました。
＜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方
（２）夫婦ともに大潟村に住所を有する方
（３）他の市町村から助成を受けていない方
《事業内容》
男性不妊治療

一般不妊治療

不育症治療

対象経費

①特定不妊治療の一環とし
て行う男性不妊治療費
（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

助成の額・助成機関

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）年３回まで
（通算５年度）

１回の治療につき15万円ま １年度15万円まで
で（ただし、秋田県特定不 （通算５年度）
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
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）

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
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）

申請添付書類

特定不妊治療
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

１年度30万円まで
（通算５年度）

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
○
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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】11月６日（金）、12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
◎ひざ教室「らくひざ教室」
ひざのセルフケア（自分で行う手入れ）の方
法を学びます。
【開催日】11月13日、27日、12月11日、25日
平成28年１月22日（全て金）
【時間】10:00 〜11:30
【会場】ふれあい健康館
（11月27日は保健センター)
【対象】事前申込みした方が対象となります。

◎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】11月４日、11日、25日、12月２日
（全て水曜日）
【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

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

産業建設課からのお知らせ

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】11月９日（月）〜12日（木）
【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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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 を飼う際は以下のルールを必ず守りましょう！
①新しく犬を飼うときは役場に登録が必要です

●注射後は、注射済を証明するプレートを役場で

●狂犬病予防法等に基づき、犬を飼う際は役場に

発行いたしますので、病院で渡される注射済票

登録する必要があります。登録していない方は

を持参して、環境エネルギー室までお越しくだ

環境エネルギー室での手続きをお願いします。

さい。発行にかかる手数料は550円となってい
ます。

●登録の際に渡される鑑札は、犬の首輪等に必ず
付けるようにしましょう。

③放し飼いやフンの路上放置は絶対にやめましょう
犬の放し飼いやフンの路上放置に関する苦情が寄

●飼い犬が亡くなった際も同様に、役場で手続き
が必要です。
●飼う際の登録にかかる手数料は3,000 円となっ
ています。死亡登録は手数料不要です。

せられています。村民が安心して暮らせるよう、こ
れらの行為は絶対にやめましょう。
【問合せ】環境エネルギー室 ☎ 45-2115

②年１回必ず狂犬病予防注射を受けてください
●狂犬病予防法に基づき、犬の飼い主は毎年一回
以上必ず狂犬病注射を犬に受けさせなければな
りません。日本国内では昭和 31 年を最後に狂
犬病の発生は現在まで報告されておりませんが、
この病気は人間に感染すると死亡の恐れがあり
大変危険なものなので、飼い主が責任を持って
予防に努めましょう。

飼 い猫の適正飼養に努めましょう！
秋田県では、新たに「動物に優しい秋田」を掲げ、
犬猫の殺処分ゼロを目指し、動物愛護に関する様々
な取り組みを推進することとしております。
必要としない子猫を産ませない、病気や交通事故
から守るためにも室内飼養に努め、逸走（脱走）時
に困らないように迷子札を装着するなど、飼い猫の
適正飼養を心がけましょう。
【問合せ】環境エネルギー室 ☎ 45-2115

教育委員会からのお知らせ

教育委員会 ☎ 45-3240

大 潟村教育振興大会の開催日について
大潟村教育振興大会は例年11月に開催しております
が、本年度は平成28年１月12日（火）を開催日といた
します。
詳細については、決まり次第広報等でお知らせいたし
ます。
【日時】平成28年１月12日（火）時間未定
【場所】未定
【内容】未定

第30回大会の様子
○
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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

公民館 ☎ 45-2611

申込・問合せ 公民館 ☎ 45-2611

◎パソコン講座
パソコンの基本操作はもちろんのこと、住区の

【申込期限】11月12日（木）

案内文書を作りたい、分からないところだけを聞

【その他】※パソコンは持込・貸出どちらでも可

きたい、マイペースで習いたいなど様々なニーズ

能です。年賀状作りに関して、お持ちの年賀状ソ

にもピンポイントでお答えします。

フトがありましたら事前にソフト名をお知らせい

パソコンをもっと使いこなしたい方だけでなく、 ただければ対応いたします。また、パソコンの操
これから購入予定の方も大歓迎です!!

作等に関して質

【日時】11月16日（月）・17日（火）・18日（水）

問などがありま

全３回 各回15:00〜17:00

したら申込みの

【会場】大潟中学校コンピュータールーム

際にお知らせく

【定員】村民15名（最低実施人数５名）

ださい。

【講師】ＮＰＯ法人ポルダーネット
代表 菊地 幸彦 氏
【内容】パソコンの基本操作や年賀状作りなど

◎親子でクッキング♪ ブッシュ・ド・ノエルを作ろう!!
薪や切り株の形をしているフランスの伝統的な

【持ち物】エプロン、三角巾、子ども用飲み物

クリスマスケーキを作ります。チョコクリーム塗

（給水のため）

りやデコレーションをして楽しみましょう！

【申込期限】11月27日（金）

お父さん方の参加もお待ちしております♪
【日時】12月６日（日）9:30〜12:00
【会場】村民センター
【定員】村民15組（最低実施人数８組）
【講師】cocotier店主 石川 桃子 氏
【内容】ブッシュ・ド・ノエル作り
【参加費】2,500円

◎高齢者学級
第３回 「DVD鑑賞」
花壇片付け後、DVDを鑑賞します。
山田洋次監督の「家族」は古い作品ではありま

健康に関するお話しです。
【日時】12月14日（月）10:00〜11:30

すが、新しい大地を求めて旅する人々の家族の絆

【内容】｢知って得する健康のお話し｣

が描かれております。心温まる作品をご覧くださ

【対象】高齢者

い。

【会場】ふれあい健康館

【日時】11月20日（金）

【講師】包括支援センター 保健師 小瀧 みゆき

花壇片付け後10:00〜11:30
【内容】DVD鑑賞「家族」
【対象】高齢者
【会場】ふれあい健康館（社会福祉協議会）
【申込期限】11月13日（金）
○

第４回 ｢健康講話｣
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保健センター 保健師 原田 幸希
【申込期限】12月７日（月）
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公民館支援講座・教室
◎ソープカービング教室
石けんで素敵な彫刻をします。興味があったも
ののこれまで参加出来なかった人や、初心者の方
も大歓迎です！この機会に始めてみてはいかがで
すか。
【日時】12月４日（金）9:30〜12:00
【会場】公民館
【定員】村民20名まで
【講師】カービング秋田Dozen Rose 小熊 智美 氏
【代表】大畑和子さん
【内容】クリスマスツリー作り
【参加費】2,000円
【持ち物】筆記用具・彫刻刀（三角刀）・果物ナ
イフ・カービングナイフ（※お持ちの方）

＊大潟村きらきら塾

公民館 ☎ 45-2611

申込・問合せ 公民館 ☎ 45-2611
※各種貸出もございますが、数に限りがあります
ので、申込の時にご希望をお知らせください。
【申込み期限】11月27日（金）

公民館主催講座に参加された方の作品です

＊

申込・問合せ 公民館 ☎ 45-2611

◎七宝焼き
アクセサリーやキーホルダー作りを一緒に楽しみまし
ょう。自分だけのオリジナルアクセサリーを作って身に
つけてみよう！！
クリスマスも間近、お友達や家族へのプレゼントとし
て作ってみるのもいかがですか。
【日時】12月19日（土）9:00〜11:00
【対象】小学生 ※１・２年生は保護者付き添い
【定員】10名程度
【会場】公民館（２階調理室）
【協力団体】七宝焼き同好会、更生保護女性の会
【参加費】500円 ※当日お持ちください。
【申込期限】12月11日（金）

色とりどりの作品たち。形も自分で選べます♪

平成28年度の大潟村きらきら塾に協力してくださる個人・団体を募集します！
大潟村きらきら塾では、土曜日や日曜日などの休日

【申込期限】11月30日（月）

に子どもたちに様々な体験活動の機会や場を提供し、

【その他】活動状況に応じて補助金が支給されます。

楽しさや学びをとおして、心身共に健全な子どもの育

詳しくはお問合わせください。

成を図っています。
村民の皆さまの特技や趣味を、子どもたちに教えて

【申込・問合せ】公民館 ☎ 45-2611 FAX45-2661
電子メール kouminkan@ogata.or.jp

みませんか。資格や経験年数は問いません。ぜひ、皆
さまの協力をお願いします。ご質問などありましたら、
下記までご連絡ください。
○
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家庭教育学級

公民館 ☎ 45-2611

申込・問合せ 公民館 ☎ 45-2611

◎小中高編「一杯の味噌汁から始める秋田の食育」
料理教室は数あれど、味噌汁だけにじっくり２時
間かける教室はなかなかないと思います。味噌汁を
見つめ直すことで食の大切さ・命の大切さを学びま
せんか。また、食べたいときにお湯を注げば簡単に
味噌汁が完成する味噌ボールも作りますので、ぜひ
ご参加ください。
【日時】平成27年11月20日（金）9:30〜11:30
【会場】村民センター
【対象】家庭教育学級生・村民
【定員】20名（定員になり次第締切り）

【講師】一杯の味噌汁プロジェクト 小山 明子 氏
【参加費】300円 ※当日お持ちください。
【持ち物】エプロン、三角巾、筆記用具
【申込期限】11月13日（金）17:00
【その他】味噌汁の試食が
ありますので、おにぎり
やご飯などをお持ちくだ
さい。

新 しい本、入りました（10月分）
秋の農作業も一段落し、少し落ち着いてきたかと思います。気分転換に読書でも
いかがですか。新刊コーナーはもちろん、大活字本コーナーも盛り上がりを見せて
おりますので公民館にお寄りの際は是非ご覧になってみてください。
公民館図書室にある本の中から本当におもしろい一冊に出会いに、ぜひ探しに来
てみてください。
【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

１ ふまんがあります
２ ふなっしーのふなふな日和
３ ケーキ やけました
４ エパミナンダス １
５ あっ！命の授業
６ 職業としての小説家

著者

№

タイトル

ラグビー日本代表ヘッドコーチ
ヨシタケシンスケ ７ エディー・ジョーンズとの対談
コーチングとは「信じること」
明日この世を去るとしても、
ふなっしー
８
今日の花に水をあげなさい
彦坂 有紀
９ スクラップ・アンド・ビルド
もりと いずみ
東京子ども図書館 10 恋仲
ゴルゴ松本
11 エラい人にはウソがある
─論語好きの孔子知らず
村上 春樹
12 エヴァンゲリオン化する社会

著者
生島 淳
樋野 興夫
羽田 圭介
木俣 冬

パオロ・マッ
ツァリーノ
常見 陽平

＊公民館図書室大活字本の貸出について
10月１日（木）から12月21日（月）までの期間、大活字本の貸出をしております。通常の２〜３倍
の大きな字で書かれている本です。小さな文字を読むのが苦手な方や高齢者の方でも読書を楽しめるよ
うに、大活字本コーナーを設けておりますのでご利用ください。
【大活字本、大型絵本の貸出に関するお願い】
①本を借りる際は、図書室または児童図書コーナーにある図書貸出簿に必ず必要事項をご記入してくだ
さるようお願いいたします。
②本は１人５冊まで、貸出期間は２週間となります。
③大活字本の貸出期間は返却日も含めております。必ず期間を守るようお願いいたします。
④本を返却する際は、元の場所に返却するようご協力ください。
○
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子育て支援センター（保育園内）☎ 45-2462
干拓博物館 ☎ 22-4113

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家
の人が一緒に過ごす場です。育児相談や、イベント
情報の提供をおこないます。
家庭ではなかなか経験できない、季節や年齢に合
わせた遊びを親子で一緒に体験し、楽しみません
か？
友だちの輪や、地域とのつながりも広がりますの
で、ぜひ、お友だちを誘って遊びにきてください。
【利用時間】月曜日〜金曜日 9:30〜12:00
13:00〜15:30
※土・日・祝日・年末年始はお休みです。
【利用料】無料
【問合せ】子育て支援センター（保育園内）
☎ 45-2462

「ママ〜！みて！」
子どもの笑顔はみんなを幸せにしてくれます♪

＜11月のさくらんぼクラブ予定＞
●『保育園プチツアー♪』
【日時】11月10日（火）9:45〜11:00
【会場】子育て支援センター(保育園開放日)
【内容】保育園の様子を知りたい！見たい！聞き
たい！という方、園内プチツアーに参加しませ
んか？０歳児「ひよこくみ」、１歳児「あひる
くみ」、２歳児「さくらくみ」「すみれくみ」、
一時預かり「ぱんだくみ」などの保育室を紹介
します。
また、ツアー終了後は、園庭で自由時間！秋
の自然にふれて、親子で楽しく過ごしましょう。
【その他】ツアーに参加した方全員に、ツアーグ
ッズをプレゼントします♪
●『びりびり☆ぱらら！』
【日時】11月17日（火）10:00〜11:00
【会場】子育て支援センター
【内容】新聞紙、広告紙を使って遊びます。びり
びり破いたときの感触や音、ぱらぱら宙を舞っ
てひらひら落ちてくる様子を目で確かめるなど、
全身で楽しめる開放感たっぷりの遊びを、大人
も子どもに返って一緒に楽しみませんか？家庭
ではなかなか体験できない遊びを一緒に楽しみ
ましょう。

冬 の博物館イベントのお知らせ
干拓博物館で、親子で楽しみながら参加できるイ
ベントを実施いたします。是非ご参加ください。
◎工作教室「プロペラ飛行機を作ろう！」
誰もが抱く大空への憧れを満たしてくれる模型飛
行機。作って飛ばして、親子で楽しんで参加してみ
ませんか。
【日時】11月28日（土）9:30〜11:30
【場所】干拓博物館
【対象】幼・小・中学生とその保護者（小３以下は
保護者同伴）
【定員】先着15名

入札結果について
（予定価格130万円以上）

【工作支援】大潟の自然を愛する会
【参加費】無料
【申込期限】11月27日（金）
【申込・問合せ】干拓博物館 ☎ 22-4113

平成27年９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

入札日

契約額（税込）

落札率（％）

業者名

街灯ＬＥＤ化更新工事(第３工区)

条件付き
一般競争

9月18日

22,615,200円

90.00

若美電気工事㈱

災害時避難場所整備事業

条件付き
一般競争

9月29日

71,373,960円

88.72

㈱加藤建設
○
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村民体育館 ☎ 45-2269

体 育館を月曜日も開館します

球協会より、卓球教室生徒募集の
卓 お知らせ

11月から３月の冬期間は、休館日である月曜日を
一部開館します。
健康、体力づくりに有効活用してください。
なお、月曜日の開館時間と利用対象は次のとおり
です。
【午後の部】13:00〜17:00 一般開放
【夜間の部】17:00〜22:00 団体利用開放
※9:00〜12:00は清掃等のため休館します。
【問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269

ピンポンで、運動不足解消、健康作り、ダイエッ
トをしてみませんか。脳も筋肉のひとつと考えられ
ており、運動による脳への刺激は健康増進に効果的
です。また、卓球は動体視力や反射神経も鍛えられ
ます。
次のとおり開催いたしますので随時参加をお待ち
しております。
【日時】11月〜３月末の毎週水曜日 18〜20時
【場所】村民体育館
【会費】大人・子供 共に1,600円
【申込・問合せ】村民体育館 ☎ 45-2269
※保険は個人対応でお願いいたします。

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

☆11月の教室内容☆
種 目

日にち

場 所

時 間

自力整体
ストレッチポール
グラウンドゴルフ
モーニングストレッチポール
ミニテニス
３B体操
シェイプアップ
生活ヨガ
ちびっこ体操
ジュニア複合
親子３B体操
高齢者ラージ卓球
高齢者ラージ卓球交流会
ユニカール
ボクササイズ
スローエアロビック
ちょいスポ

４・18
10・24
10・17

村民センター
健康館
多目的運動広場
村民センター
村民体育館
健康館
村民センター
健康館
村民体育館
村民体育館
村民体育館
健康館
健康館
健康館
村民体育館
村民体育館
村民体育館

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

24
12・19
６・13・20
11・25
16・30
４・11
４・11・18
18
４

18
４・18
６・13
27
５

※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。

＊スポーレ会員限定 八幡平スキー＆出張生活ヨガ教室＊
【日時】12月８日（火）6:30出発
【場所】八幡平スキー場、後生掛け温泉
【指導者】スキー教室：大潟村スキークラブ
生活ヨガ教室：守時成子 氏
【申込締切】12月１日（火）までに村民体育館へ ☎ 45-2269

○
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託児有り ＊事前申込
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地

vol.5

つれづれ

域おこし協力隊 徒 然日記♪
10月１日から大潟村地域おこし協力隊

ゆうせい

佐々木 優成(26)

に加わりました、佐々木優成です。

プロフィール

仙台とわたり、やっぱり地元・秋田が一

前住地：宮城県仙台市（出身地：三種町）

番！元々祭りが好きなこともあって、イ

趣味or特技：草野球・ラーメン食べ歩き

ベント企画運営を学べるまたとない機会

活動内容：地域のスポーツ振興など

と思い、スポーツ振興の地域おこし協力

宮城県仙台市から参りました。青森、

隊を志望しました。
特に水上スキーは世界に誇れる競技場
環境といったこともあり、様々な人の注目を集めやすい話題ですのでそれにからめて一所懸命大潟村のア
ピールができたらと考えています。
先に来られた２人の地域おこし協力隊と大潟村のみなさんから色々なことを学び、自分で何かひとつ実
行したいと考えていますので、よろしくお願いします。

コマ
４
然
徒
れ

つれづ

男鹿半島からの恵み
毎日頑張って
大潟村へ風を
吹き下ろしています

男鹿のジオサイト
寒風山は大潟村を
見守っています
４

３

そんな男鹿半島との
関わりの深さも

２

男鹿半島・大潟
ジオパークの
持ち味なのです

少ない農薬で
農作物が育ちます

１

その風は
作物にたかる病気や
害虫をこらしめるので

大潟村

と も や

作・画 森田僚也（大潟村地域おこし協力隊）

○
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情報・募集・ご案内
秋田県農業研修センター 11月の研修予定
《研修のご案内》
日時・場所

研修の名称

研修の内容等

対象・研修経費

11月６日（金）
10:00〜15:00

農業経営者研修
農業経営②

農業経営の法人化と節税・経営のポイ
農業者等 25名
ント農業法人の労務管理について
研修経費
講師：鈴木典男税理士事務所
円／名
500
所長 鈴木 典男 氏

11月18日（水）
10:00〜15:00

農業経営者研修
農業経営③

決算書の見方・読み方について
キャッシュ・フロー会計会計について
講師：鈴木典男税理士事務所
所長 鈴木 典男 氏

農業研修センター

農業研修センター

農業者等 25名
研修経費
500円／名

11月２9日（日）
13:30〜15:30

葉ボタンや生きた花でつくるオリジナル 一般 20名
＊葉ボタンなどでつく
リース！年末年始、玄関を素敵にしてく 研修経費
る生花フラワーリース
生態系公園観賞温室
れます♪
2,500円／名

■研修のお申込先
農業研修センター企画・研修班 TEL：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。

TEL：0185-45-3106 FAX：0185-27-8474
《企画展のご案内》
日時・場所

11月１日（日）
〜11月23日（月）
9:00〜17:00
生態系公園

企画展の名称

展示の内容

自然がいっぱい天然素 秋は落葉がいっぱいで大
材の遊び場！ 落葉のプ 変！でも遊びに使うとこ
ール
んなにも楽しいのです！

料金等
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

☆どっちでもいいじゃん！
大潟保育園

砂が入ったバケツを数名で運んで遊んでいると ︒
…
Ａさん﹁みんなでもとうよ︒﹂
Ｂ・Ｃ・Ｄさん﹁うん︒せ〜の︒﹂
Ａさん﹁どっこいしょ︒﹂
Ｂさん﹁うんしょ︒﹂
Ｃ・Ｄさん﹁よっこいしょ︒こいしょ︒﹂
同じようで︑みんなばらばらのかけ声︒子どもたちは
楽しんでいましたが︑Ａさんはみんなでかけ声を合わせ
たかったようで ︒
…
Ａさん﹁あってないじゃん！﹂
一瞬︑子どもたちの動きが止まり …
どうするんだろ
う？
Ｅくん﹁どっちでもいいじゃん！﹂
その場に居合わせたＥくんの一言がきっかけとなり︑
砂入りのバケツを運ぶことよりも︑ばらばらのかけ声を
かけ合うことが楽しくなった子どもたちでした︒

26

☆今日はどこへ行く？

園庭にある遊具﹁シュッポちゃん﹂に乗って遊んでい
たときのこと︒
Ａくん﹁せんせいものって〜︒﹂
先生﹁ありがとう︒乗せてね︒﹂
Ｂくん﹁しゅっぱつしま〜す︒﹂
先生﹁どこまで行くの？動物園かな？公 園かな？ディズ
ニーランド？﹂
子どもが好きそうな場所を言ってみたけど ︒
…
Ｂくん﹁のうきょう︵農協︶につきました〜︒﹂
Ａくん﹁せんせい︑のうきょう︵農協︶についたよ︒﹂
行き先がとっても身近な場所で︑心がほっこりした先
生でした︒
○
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情報・募集・ご案内
大潟神社から

大潟村社会福祉協議会から

七五三詣のご案内

心配ごと特別相談日のお知らせ

子どもの健やかな成長を祈って、七五三詣を
しませんか。

相談員には税理士と弁護士を迎え、皆さんか
らの相談に応じます（相談は無料・秘密厳守）。

ご祈祷者には御守り、破魔矢、千歳飴とお祝

【日時】税理士11月13日（金）10:00〜12:00
弁護士11月19日（木）10:00〜12:00

いの品を授与いたします。
【日時】11月15日（日）11:00〜

【会場】ふれあい健康館

【会場】大潟神社 拝殿

【その他】相談を希望される方は相談時間の調

【祈祷料】3,000円（当日持参下さい）

整がありますので、事前に社協事務局にご連

【申込・問合せ】各住区の総代がとりまとめ

絡ください。

ます。または役員事務局（舘岡紀男

☎ 45-

【申込・問合せ】大潟村社会福祉協議会
☎ 45-2840

2758）まで

大潟村社会福祉協議会から

平成27年度大潟村社会福祉大会の
お知らせ
地域福祉の向上を図ることを目的に開催しま
す。
共に生きる福祉社会をめざして、みなさんお
誘い合わせの上ご参加ください。
【日時】11月27日（金）10:00〜15:00
【会場】ふれあい健康館
大潟つくし苑から

大潟つくし苑スイーツバイキングの
お知らせ

【内容】プログラムは後日全戸配布します。
【問合せ】大潟村社会福祉協議会 ☎ 45-2840
五城目警察署から

ゆっくりお茶を飲みながら、スイーツを楽し

沿岸でグラッときたら高台へ

みませんか。普段は販売していない、バイキン
グ限定のお菓子もあります♪
【日時】11月14日（土）10:00〜16:00
※予約不要。都合のいい時間においでくだ
さい。

平成23年の「東日本大震災」では、15,000人
を超える死者のうち、津波による死者が全体の
９割を超えています。また、昭和58年に発生し
た「日本海中部地震」においても、県内の死者

【会場】大潟つくし苑 加工創作ユニット内

83名のうち、やはり９割を超える79人が津波に

【料金】500円（３歳までは無料）

よる犠牲となっています。

【内容】黒豆チーズケーキ、ガトーショコラ、

沿岸で地震を感じたら高台に避難しましょう。

米粉ロール、つくしロール、さつまいもパイ、

【津波の心得５か条】

紫芋パイ、プリン、コーヒーゼリー、各種パ

・地震を感じたら、まず高台に避難しよう！

ウンドケーキ、各種クッキー、その他

・近くに高台がない場合は、丈夫な建物の、よ

【その他】

り高い階へ避難しよう！

・販売（持ち帰り）コーナーもあります。

・逃げるときは川沿いを避けよう！

・飲み物は、コーヒー（アイス・ホット）、

・防災無線、ラジオ等で正確な情報を確認しよ

オレンジジュース等ご用
意しています。
【問合せ】大潟つくし苑
☎ 45-3599

う！
・津波は繰り返し来ます。注意報・
警報の解除まで注意しよう！
【問合せ】五城目警察署
☎ 018-852-4100
○
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秋田海上保安部から

秋田地方法務局から

安全で楽しく釣りをするために

「女性の人権ホットライン」強化週間

これからの時期、ハタハタなどの釣りを楽し
む方が大勢いると思われます。海釣りをする時
は次の点に注意しましょう。
◎ライフジャケットを必ず着用しましょう
◎防水対策をした携帯電話を持ちましょう
◎海に転落した人を見つけたら「１１８」に電
話を
◎立入禁止場所には入らないようにしましょう
◎２人以上で行動しましょう
◎悪天候時、無理に釣りをしないようにしまし
ょう
《秋田県の海の気象情報は》
携帯電話から↓

依然として後を絶たない夫やパートナーから
の暴力やストーカーなどの女性をめぐる様々な
人権問題の解決を図るため「女性の人権ホット
ライン」強化週間を実施します。相談料金は無
料で秘密は厳守いたします。
【期間】11月16日（月）〜22日（日）
【時間】月〜金は8:30〜19:00
土・日は10:00〜17:00
【相談員】人権擁護委員及び法務局職員
【専用相談電話「女性の人権ホットライン」】
☎ 0570-070-810

http://www6.kaiho.mlit.go.jp/akita/m/
スマホからは↓

【問合せ】秋田海上保安部警備救難課
☎ 018-845-1622
秋田県防災学習館から

地震や火事など、防災体験をしませんか？
秋田県防災学習館は、県民の皆さんに防災に
関する知識、技術、行動力を高めていただくた
めの体験型学習施設です。高い技術を取り入
れたシミュレーション装置を活用し、地震体験、
火災時の避難体験、初期消火体験など様々な防
災学習ができます。また、防災に関する映像や
資料も展示しています。
昨年リニューアルしてさらに充実した施設で、
皆さんをお待ちしています。
【休館日】年中無休
（12月29日〜１月３日は除く）
【開館時間】9:00〜16:00
【入館料】無料
【場所】由利本荘市岩城内道川字築館1-1
※岩城 IC すぐそば。秋田県消防学校敷
地内
【その他】団体の方は要予約
【問合せ】秋田県防災学習館 ☎ 0184-73-3005
○
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地震シミュレーターもリニューアル。
真に迫る揺れを、あなたも体験してみては

初期消火訓練のシミュレーター。
あなたは冷静に消火器を使えるでしょうか？

平成27年11月号

情報・募集・ご案内
（公財）秋田県育英会から

平成28年度「専修学校入学一時金」の
募集について（二次）
【奨学金の種類】専修学校入学一時金
【応募資格】１．秋田県出身者であること
２．平成28年４月に、専修学校課程に進学予
定であること。

放送大学から

平成28年４月生募集のお知らせ
放送大学では、平成28年度第１学期（４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。

３．平成28年３月に高校等卒業予定の者又は
高校卒業後１年以内の者であること。
４．これまでに本会の奨学金の貸与を受けて
いないこと。

働きながら学んで大学を卒業したい、学びを
楽しみたいなど、様々な目的で幅広い世代、職
業の方々が学んでいます。
心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学

５．学資の支弁が困難であると認められるこ

など、幅広い分野を学べます。
【出願期限】平成28年３月20日

と。
【申込期間】11月13日（金）〜12月４日（金）

【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

本会必着
【募集人員】10名程度
【貸与金額等】１．貸与額：30万円

ます。

２．貸与時期：平成28年１月中旬〜３月
３．貸与方法：一括で秋田銀行の奨学生本人
名義の預金口座へ振り込みます。
【返還期間】正規の最短修業年限終了後、３年
以内
【申込・問合せ】公益財団法人 秋田県育英会
〒010-0951
秋田市山王四丁目1-2

秋田職業能力開発促進センターから

秋田地方総合庁舎５階

公共職業訓練１月期生を募集します

☎ 018-860-3552

【訓練期間】平成28年１月５日
秋田検察審査会から

〜平成28年６月30日（６ヶ月間）

平成28年度の「検察審査員候補者」に
選ばれた皆さんへ

【会場】ポリテクセンター秋田（潟上市）

検察審査会制度は、一般の有権者から無作為

【訓練科】機械加工技術科（15名）

【訓練時間】9:20〜15:40

に選ばれた検察審査員が主に検察官の不起訴処

電気設備科（15名）

分の当否について審査するものです。※「裁判

ビル管理技術科（18名）

員候補者」とは異なります。
検察審査員候補者は、選挙権を有する県民の

【募集期間】10月26日（月）〜11月26日（木）
【受講料】無料（テキスト代等は自己負担）

中からくじで選定されます。また、選定された

【応募資格】ハローワークに求職申込をされた

検察審査員候補者の方へは、11月中旬に「検察

方で、新たな技術・技能を身に付けての再就

審査員候補者名簿への記載のお知らせ」が届き

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

ます。
この後、さらにくじで検察審査員・補充員が

リテクセンター秋田)

選ばれ、選ばれた方には、検察審査会事務局か

訓練課 受講者第一係

らその旨お知らせいたします。

☎ 018-873-3178

【問合せ】秋田検察審査会事務局
☎ 018-824-3121

○
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秋田労働局から

秋田労働局から

労働保険（労災保険・雇用保険）の
加入手続きはお済みですか

秋田県の最低賃金時間額が変わりました
秋田県最低賃金は、本年10月７日から「時間

11月は「労働保険適用促進強化月間」です

額695円」に改正されました。

最低賃金は、臨時、パート、アルバイトを含
む秋田県内で働く全ての労働者に適用されます。

労働保険は、労働者を１人以上使用する全て
の事業主が加入することとなっています。
該当する場合は、事業主及び労働者の意向に

《ご存知ですか？中小企業を応援する業務改善

かかわらず、加入手続きを行うことが法律で義

助成金》

務付けられています。加入されていない場合は、

「事業場内で最も低い賃金（800 円未満）の

速やかに最寄りの労働基準監督署かハローワー

40円以上の引上げ」と「労働能率の増進に資す

クにご相談ください。

る業務改善」を併せて行った中小企業へ、業務

【問合せ】秋田労働局 総務部

改善に要した費用の 1/2 （ 30 人以下の事業場は

☎ 018-883-4267

3/4）を助成します（上限あり）。
詳しくは秋田労働局賃金室へお問い合わせく
ださい。
【問合せ】
秋田労働局賃金室
☎ 018-883-4266

自衛隊秋田地方協力本部から

防衛省採用試験のご案内
防衛省では平成27年度採用試験を次のとおり行います。
１．自衛官候補生（二次募集）
種目
受験資格
受付
試験日
自衛官候補生 18歳以上27歳未満の男子 10月23日〜11月16日 11月22日（日）
試験科目
国語・数学・社会及び作文・口述試験・適正試験・身体検査
２．陸上自衛隊 高等工科学校
種目
受験資格
受付
試験日
平成27年11月１日〜 平成28年
一般 15歳以上17歳未満（平成11年
平成28年１月８日 １月23日（土）
陸上自衛隊
４月２日〜平成13年４月１日
高等工科学校生徒
までの間に生まれた者）の男 平成27年11月１日〜 平成28年１月９日（土）
推薦 子
〜１月11日（月）までの
平成27年12月４日
間の指定する１日
試験科目
種目
科目
形式
程度
陸上自衛隊
高等工科学校生徒

一般

国語・社会・数学・理科・英語

口述試験・筆記試験・作文・身体検査

【問合せ】自衛隊 秋田募集案内所 ☎ 018-864-4929

○
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中学校卒業程度

500字程度

作文
推薦

択一式
（マークシート）

携帯電話・スマホは
コチラからもアクセス
できます→

平成27年11月号

情報・募集・ご案内
秋田北税務署から

男鹿市
大潟村

◯会場の収容人数の都合上、対象地域を指定さ
せていただいておりますが、日程のご都合が
合わない場合は、他の対象地域の説明会への
出席が可能です。
◯会場駐車場（有料）は利用台数に限りがあり
ますので、公共交通機関をご利用ください。
◯説明会で使用する書類
①年末調整のしかた
②給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成
と提出の手引き
③給与支払報告書（総括表）の書き方
④源泉徴収票・支払い調書提出のチェックポ
イント
◯個人事業の青色申告決算説明会（年末調整関
係事務の説明も含む）は別途開催されます。
※大変混み合うことが予想されますので、ご承
知おきください。
【問合先】秋田北税務署 法人課税部門
☎ 018-845-1161（代表）
※自動音声によりご案内しておりますので、メ
ッセージに従い、「２」番（当税務署に御用
の方）を選択してください。

秋田県総合県税事務所から

秋田地域振興局から

平成27年分の年末調整説明会について
平成27年分の年末調整説明会は、秋田南税務
署と秋田北税務署の合同開催となります。
そのため、以前までは「秋田北部市民サービ
スセンター」（通称：キタスカ１Ｆ地域文化ホ
ール）に於いて開催しておりましたが、開催場
所が秋田アトリオンに変更となります。
受付開始
開催時間
時間

開催日

会場

対象地域
潟上市

11月16日
（月）

11月17日
（火）

13:00

13:30〜 秋田アト 五城目町
15:30 リオン４ 八郎潟町

9:30

階音楽ホ
ール（秋
10:00〜 田市中通
12:00
二丁目
13:30〜 3-8）

13:00

15:30

井川町

秋田市

個人事業税（２期）の納期限は11月30日（月）です
忘れずに最寄りの金融機関で納めましょう。
口座振替をしている方は、預金残高の確認を
お願いします。
《個人事業税の納税はぜひ口座振替で》
公共料金の支払いと同じように、個人事業税
も口座振替にしませんか。わざわざ金融機関へ
出かける手間が省けて、安全・確実です。
県内の銀行、信用金庫、労働金庫、信用組合、
農協などに預金口座があれば、どなたでも利用
できます（ゆうちょ銀行は利用できません）。
また、秋田銀行及び北都銀行、みずほ銀行は、
県外の支店でも利用可能です。
【問合せ】秋田県総合県税事務所
納税部収納管理課 ☎ 018-860-3331
秋田県中央児童相談所から

「里親」登録者を募集します

2015ちびっこスギッチ広場inはちパルのお知らせ
〜つながる地域の子育て支援〜

安心とゆとりをもって楽しく子育てをするた
めには、様々な人たちとの心の交流や結びつき
大切です。
ちびっ子スギッチ広場で参加者どうし交流し、
子育て支援の輪を広めませんか。
【日時】12月６日（日）10:00〜14:00
【会場】はちパル（八郎潟町えきまえ交流館）
【対象】子どもとその家族、地域住民等
【内容】お店屋さんごっこ、木育コーナー、射
的・輪投げ、ドン菓子の実演・無料配布、彫
刻カードゲーム、バスボムづくり、パペット
工作、おやこでスクイグル、人形劇「三匹の
こぶた」
【問合せ】子ども・子育て支援推進秋田周辺地
区協議会（事務局 秋田県秋田地域振興局福
祉環境部企画福祉課）
☎ 018-855-5171 FAX 018-855-5160

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

○
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11月の行事予定
日付

村の人口の動き･公共施設の状況

行事名等

場所等

心配ごと特別相談日（税理士相談) ふれあい
13日(金)
(10:00～、P27参照) 健康館
14日(土)

全県中学校秋季バレーボール大会 県営
(～15日) トレセン

19日(木)

心配ごと特別相談日（弁護士相談) ふれあい
(10:00～、P27参照) 健康館

24日(火) 中学２年 修学旅行(～27日)

東京方面

27日(金) 社会福祉大会(10:00～、P27参照)

ふれあい
健康館

28日(土) なかよし発表会

幼稚園

12月上旬の行事予定
日付

場所等
役場

１日(火) 一日行政体験事業(10:00～、P12参照)
役場
村づくり懇談会(13:30～、P12参照)
９日(水) 下学年PTA授業参観

小学校

10日(木) 上学年PTA授業参観

小学校

11日(金) PTA授業参観(総合学年発表会)

中学校

こちらも
・保健センター関連行事
チェック
⇒P15〜17参照 してね。
・介護予防事業
⇒P18参照
・公民館関連事業
⇒P20〜22参照
・子育て支援センター行事⇒P23参照
・スポーレおおがた
⇒P24参照

←ここ

◎大潟村公式ＨＰに、
「村長の動き」・「村
長のコラム」の２つのコーナーができました。
日々の公
務を通じた
村長の想い
がつづられ
ていますの
で、ぜ ひご
覧ください。

○
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世帯数
人口
男
女

1,077
3,245
1,609
1,636

(−3)
(−3)
(−3)
(０)

人数(人)

転入
転出
出生
死亡

2
5
4
4

◎公共施設の利用状況（９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)
848人 村民センター
1,048人
1,854人 ふれあい健康館
1,181人
1,676人 ごみ処理量
78ｔ
3,341人 水道使用量
38,562㎥
237人 下水排水量
43,044㎥
111人

◎公共施設の太陽光発電量（９月中）

行事名等
農業委員会定例総会(13:30～)

◎人口の動き（10月１日現在）
項目
人数(人) (増減)
項目

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
924
137
890
103
西２分館
3.96
308
48
287
27
西３分館
7.74
730
29
717
16
東２分館
9.99 1,082
199 1,019
136
東３分館
9.99 1,027
241
924
138
北１コミ会館 7.20
192
48
170
26
北２コミ会館 5.40
598
28
576
6
南コミ会館
4.32
380
147
305
72
多目的会館
4.95
448
77
409
38
合 計
63.54 5,689
954 5,297
562
○売電量の金額換算：222,474円
円（単価42円/kWh）
○発電量の石油換算：1,286リットル

11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】11月17日（火）10:00〜12:00
【会場】役場第２委員会室

