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春の叙勲・褒章

村内から４名受章

この度の受章、誠におめでとうございます。

元 大潟村消防団 団長。
昭和37年、前住地である五城目町の消防団に入団され、大潟村へ入
植された昭和44年までの８年間、消防団の職務と操法等の消防技術の
昭和44年の入植と同時に大潟村消防団に入団。災害時には危険を顧
みず人命の安全確保に当たられ、昭和58年の日本海中部地震の際にも
余震が続く中で職務を全うされました。
また、五城目町消防団での経験を活かしながら、当初歴史の浅かっ

77

歳︑東３ │１︶

習得に努められました。

工藤善勝 氏︵

工藤善勝 氏 瑞宝単光章〔消防功労〕

た大潟村消防団において率先して幹部を歴任されました。平成６年に
は、団長として同団を全国消防操法大会準優勝に導かれました。

元 大潟村消防団 団長。
昭和43年６月28日、大潟村消防団の結団と同時に入団。災害時には
危険を顧みず人命の安全確保に当たられ、昭和58年の日本海中部地震
また、操法等の消防技術の習得に努め、在籍中に全国消防操法大会
に４度出場、うち２度はポンプ自動車の部で準優勝を果たされていま
す。こうした実績・姿勢は在団員へと確実に受け継がれ、同氏が退団
された翌年の平成14年に開催された全国消防操法大会のポンプ自動車

75

歳︑西２ │２︶

の際にも余震が続く中で職務を全うされました。

富田博文 氏︵

富田博文 氏 瑞宝単光章〔消防功労〕

の部で大潟村消防団はみごと全国優勝を果たされました。

現 大潟村消防団 副団長。
昭和59年に大潟村消防団に入団されて以来、災害時にはいち早く出
動し、住民の生命・身体・財産を災害から守るという使命を率先して
また、操法等の消防技術の習得に努められ、他団員への技術伝達に
尽力されました。自らも常に消防団員としての資質向上を図り、平成

14年に開催された全国消防操法大会の際には部長として選手団を率い、
ポンプ自動車の部における大潟村消防団の全国優勝に大きく貢献され
ました。

中島トメ子 氏 藍綬褒章〔更生保護功績〕
＊藍綬褒章〔更生保護功績〕を受章された中島トメ子氏（西2-3）につきましては、秋田保護観察所から
ご本人に伝達されるため、次号でご紹介する予定です。

○
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歳︑西３ │４︶

実践されました。

三浦修 氏︵

三浦修 氏 藍綬褒章〔消防功績〕

平成30年６月号

デンマークボートナショナルチーム来村

東京オリンピック事前キャンプに向けて記者会見、充実した表情
５月10日（木）、役場において、デンマークボートナ
ショナルチームの東京オリンピック事前キャンプに関する
記者会見が開かれました。
会見には、デンマークボートナショナルチームのトラエ
ルプ ハンセン フィン総監督とペターセン マッヅ ハウブ
ロヘッドコーチ、髙橋村長、県ボート協会の小林新副会長
が列席し、事前キャンプに向けての進捗状況について報告
しました。
昨年７月に大潟村が事前キャンプ地に決定して以来、８
月末にはデンマークボート協会と OGATA （県、村、県
ボート協会）が事前キャンプに関する基本合意書を交わし、
その後大潟村がホストタウンの認定を受けるなど、受入れ
の大枠について整備されてきました。
今回のデンマークチーム来村では、トレーニングコース
の詳細な環境整備、宿泊施設や食事の管理、医療関係など
さらに踏み込んだ具体的内容について協議され、会見では
それらの内容について村長から発表がありました。
マッヅヘッドコーチは、「大潟村のコースは長くて真っ
直ぐで、波がない。これほど好条件なコースはヨーロッパ
ではオランダくらいにしかない」、フィン総監督は、「ホ
スト側がデンマークチームの要望に熱心に耳を傾けてくれ
ていて、いいコミュニケーションが取れていると思う。い
くつかの課題も、今後必ず解決すると確信している」と述
べ、デンマーク側、ホスト側の双方共に充実した表情の会
見となりました。
＊公式ブログ「おおがた散歩」5/10掲載♪

左から、マッヅ氏、フィン氏、髙橋村長、小林氏。
終始和やかな雰囲気の会見

会見場には多くの報道陣。
注目度の高さに、フィン総監督から感激の言葉

さとる

秋田県立大学名誉教授 佐藤了氏に大潟村応援大使を委嘱

「変わりゆく情勢の中で、大潟村らしい歩みを」
秋田県立大学名誉教授の佐藤了氏に大潟村応援
大使を委嘱しました。
委嘱式は５月 18日（金）、役場において行われ、
村長から佐藤氏に委嘱状の代わりとしてチュウヒ
の像が手渡されました。
佐藤氏は農業経済と地域計画を専門とし、1997
年に秋田県立農業短期大学教授に就任。その後、
秋田県立大学生物資源科学部教授、同学部長を経
て、2014年３月定年退職されました。現在は秋田
県立大学名誉教授として、同大学や地域の発展に
寄与されています。
村との関わりは、平成21年度に第一期大潟村総
合村づくり計画策定アドバイザーとして支援して
いただいたほか、平成26年度大潟村創立50周年記
念事業の村史編纂に、監修者・特別編集委員とし

て携わっていただきました。また、大潟村を含む
地域農業や環境保全型農業など、専門的な研究を
されてきました。
佐藤氏におかれて
は、今後もご自身の
活動を通して、村内
外に大潟村を紹介、
発信していただきま
す。
＊応援大使事業は
平成 23年度に始まり、
佐藤氏が17人目の大
使となります。
委嘱式にて。佐藤氏（右）
○
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2018ワールド エコノ ムーブ（ＷＥＭ）

同容量の電池で総走行距離を競う

５月４日（金）・５日（土）、ソーラースポーツラ
インにおいて、2018ワールド・エコノ・ムーブが開催
されました。
大会は、心配されていた天候も持ち、出場40台によ
る熱い戦いが繰り広げられました。
総合優勝を果たしたのは、２時間で91㎞694.80mを
走行した、鉛蓄電池部門のZero to Darwin Projectでした。
燃料電池部門では、同じく２時間で34㎞744.20mを
走行した秋田工業高校が優勝し、同部門で見事５連覇
（６回目の優勝）を達成しました。

写真提供：

Zero toDarwin Project

ワールド・エコノ・ムーブとは
同容量のバッテリー（※）を使って１周６㎞の周
回コースを２時間で走る距離を競うものです。
空気抵抗が少なくて軽量な車体を設計・制作する
ことはもちろん、バッテリーとモーターの相性や、
幾度となく繰り返したテスト走行に基づく「ペース
配分」など、様々な技術的要素、そしてチームワー
クが勝負を左右します。
※燃料電池部門では、同容量の水素ボンベ。

他チームの追随を許さず、見事頂点に立った

Zero to Darwin Project

大潟村健康づくり推進委員会から

のばそうよ 健康寿命 歯みがきで 6月4日〜10日は歯と口の健康週間
歯や口の健康は、食事や会話を楽しむなど豊かで幸せな生活を送るために大切です。セルフケアと歯科
医院のプロのケアで歯と口の健康を守りましょう。

毎日のお手入れでセルフケア
歯みがきのポイント

①歯ブラシを小刻みに動かす
②夜、寝る前は特にゆっくり丁寧に
③歯と歯肉の境目もブラッシング

歯科健診の
お知らせが
P14にあるよ♪

歯ブラシの持ち方

鉛筆を持つように、親指と人差し指で軽くつまむように持ちます。力を入れすぎないように！
歯ブラシの当て方

・歯の表面はブラシを直角に当てる
・歯と歯ぐきの境目は45度の角度で（裏側も同じく。歯周病予防に効果的）
・前歯の裏側は縦みがき（歯ブラシを縦に持って汚れをかき出す）

定期的に歯科健診を受けましょう
毎日歯みがきをしていても、完全に汚れを取り除くのは難しいもの。定期的に歯科医院へ行き、口の中
をチェックしてもらいましょう。
○
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彫刻家の鎌田俊夫さんにロシアから招待 現地で制作も
大潟村情報発信者で彫刻家の鎌田俊夫さん（東3-4）が、ロ
シア・ブリアチア共和国文化省と国立美術館からの招待によ
り、同国首都のウラン・ウデとバイカル湖を舞台に、国際美
術展と野外シンポジウム、および国際円卓会議に参加します
（ブリアチア共和国訪問は今回で２度目）。
鎌田さん一行は秋田を６月 10日に発ち、ウラン・ウデに向
かいます。その後、モスクワに数日滞在し、現地の芸術家と
の交流を深め、７月上旬に帰国する予定です。

2014年に招かれた際に寄贈した作品
「みちのく春」
ブリアチア国立美術館蔵

〜報告会のお知らせ〜
鎌田さんは今回の貴重な経験を多くの村民の皆さんに報
告し、交流を深めたいという思いから、報告会を計画して
います。多数のご参加をお待ちしています。
報告会は次のとおり開催される予定です。
【日時】７月16日（月・祝）18:00〜21:00
【会場】ふれあい健康館
※詳細は次号でお知らせ予定。

ブリアチア共和国は、ロシア内の自治共和国で、仏教国。
ウラン・ウデの近郊にあるチベット仏教の寺院

水深1,700m、世界の淡水の20%をたたえる
バイカル湖、ブリアチア共和国側

今回の訪問時に寄贈する作品
﹁セレンガ﹂
セレンガ川の流れを︑人体で表現した作品

少なくとも、文化の次元でロシアは
世界で最も貴重な国の一つです。ドス
トエフスキー、トルストイ、プーシ
キン、チャイコフスキー、パヴロワ、
レーピン、スリコフ…そして現在も優
れた芸術家がそれぞれの分野で世界の
第一線で活躍しています。
そのような中に自らが 飛び込む
ことに喜びと誇りを感じます。特に今
回は、広島大学名誉教授の難波氏ご
夫妻（お二人とも画家）と私の息子
（ニューヨーク在住、彫刻家）と共に
参加することに特別な意義を感じます。
日本側の 代表 としての役割を果た
してきたいと思います。

○
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平成30年度

大潟村役場 職員紹介

先月と今月の２回にわたり、所属ごとに平成30年度の大潟村職員と業務内容を紹介いた
します。今月は教育委員会です。

教育次長
(兼)体育館長
(兼)B&G海洋センター所長

教育長
(兼)公民館長
(兼)干拓博物館長

北林

つよし

强

石川

歳男

西1-2担当

学 校教育班 ☎45-3240
教育委員会、教育環境の整備、教育振興大会、子ども
海外研修事業、こども園、幼児教育、子育て支援、児
童厚生業務、ＡＬＴ・英語教育、教育委員会の人事・
規則、学校給食、就学・転学、学校に関することなど

総務・幼児教育担当
主任
さとし

菅原

ALT

ウィル・ローラ
ンド・リー

非常勤職員
事務補助

西方

真樹子

非常勤職員
児童厚生員

千田

あ き み

昭美

聡

総務・学校教育担当
主事

今野

佳奈子

東2-3担当

西1-1担当

非常勤職員
放課後児童クラブ支援員

非常勤職員
放課後児童クラブ支援員

佐藤

由美子

佐々木

英里

↑ どちらの班も公民館
↓ の中にあります♪

生 涯学習班 ☎45-2611
社会教育委員会、生涯学習推進、
生涯学習奨励員、生涯学習団体の
育成、各種学級・講座、青少年・成
人・婦人教育、芸術文化、国際理解
教育、読書活動、子育て支援、男女
共同参画、成人式、冬季ふるさと祭
り、大潟っ子チャレンジ体験事業、
放課後子どもプラン、など
各種学級・講座担当
主任
ひ ら の う ち

平ノ内

とおる

亮

西2-1担当

○
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各種学級・講座担当
主事

宮田

ゆきひろ

征大

東2-4担当

非常勤職員
事務補助

小玉

志保

平成30年６月号

小 学校 ☎45-2121
小学校の管理・環境整備、庶務、
生活支援など
非常勤職員
非常勤講師

八柳

非常勤職員
学習生活支援員

非常勤職員
学習生活支援員

田口

谷口

ゆうだい

雄大

真紀

明美

非常勤職員
学習生活支援員

大森

富美子

非常勤職員
校務員

みつる

斉藤

満

非常勤職員
学習生活支援員

平塚

千春

非常勤職員
学習生活支援員

非常勤職員
事務補助

鈴木

三浦

恵子

て る み

鏡美

中 学校 ☎45-2330
中学校の管理・環境整備、
庶務、学習支援など
非常勤職員
校務員

大野

ただし

典

非常勤職員
学習生活支援員

今西

由紀子

非常勤職員
事務補助

千田

さとみ

干 拓博物館

☎22-4113

干拓博物館協議会、干拓に関する収蔵
資料の管理と活用、企画展示、自然観
察会、案内ボランティア、研修受入・
情報提供、文化財、生物調査、ジオ
パークなど

博物館事務担当
主任

非常勤職員
事務補助

非常勤職員
事務補助

荒関

藤原

角田

あらせき

智彦

西3-4担当

郁子

つ の だ

伸代

村 民体育館

☎45-2269

ボート事業、総合型地域スポーツクラ
ブ、体育協会、スポーツ推進委員、ス
ポーツ大会・教室、体育施設管理、八
郎潟干拓記念駅伝大会、スポーツ少年
団、B&G海洋センターなど

施設管理・各種団体担当
主任
すすきた

薄田

ゆたか

穣

東3-2担当

専門員

田中

せいえつ

誠悦

西1-4担当

非常勤職員
事務補助

佐藤

と も こ

智子

○
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平成30年６月号

こ ども園 ☎45-2345
園長

保育業務、一時預かり保育、子育て支援
センター、幼児教育、こども園給食、大
潟村連携教育の研究、など

主任保育教諭

庄司

真紀子

西2-4担当

保育教諭
しらいし

白石

芳高

非常勤職員
保育教諭
ゆい

唯

非常勤職員
保育教諭

工藤

○
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田中

友美

西1-4担当

保育教諭
よしたか

西3-2担当

下間

主任保育教諭

彩香

佐々木

香代子

東3-1担当

非常勤職員
保育教諭

尾倉

な お こ

尚子

非常勤職員
保育教諭

加藤

ひかる

光

むつみ

小澤

睦

東2-1担当

主任保育教諭

佐藤

保育教諭

純子

西2-2担当

三浦

保育教諭
たけあき

豪祥

東3-3担当

非常勤職員
保育教諭

非常勤職員
保育教諭

田中

伊藤

礼子

非常勤職員
保育教諭

伊藤

舘岡

正子

非常勤職員
保育教諭

栄田

み

ま

ち

よ

草階

こ

非常勤職員
保育教諭
のぞみ

須合

望

非常勤職員
保育教諭
や

麻耶

非常勤職員
保育教諭

美智代

ゆ

真優子

西3-4担当

明子

非常勤職員
保育教諭

ま

齊藤

朋子

加藤

や す こ

康子

非常勤職員
保育教諭補助

佐藤

久美子

平成30年６月号

非常勤職員
保育教諭補助

門脇

令子

非常勤職員
事務補助
く の う

久能

恵理

非常勤職員
栄養士

栗森

ルリ子

非常勤職員
子育て支援センター支援員

菊池

聖子

非常勤職員
生活支援員

山田

非常勤職員
生活支援員

由紀

鎌田

非常勤職員
用務員

麻友子

大澤

俊博

非常勤職員
子育て支援センター支援員
かねまる

金丸

み

き

美樹

総務企画課からのお知らせ

総務企画課 ☎ 45-2111

駐 日デンマーク大使講演会「幸せの国 デンマーク」
2020 年東京オリンピックにおいて、デンマー で、村民の皆様の積極的なご参加をお待ちしており
ク・ボートナショナルチームが大潟村で事前合宿を

ます。

行うことが昨年決まりました。

【日時】６月４日（月）17:30〜18:30

これに関連して、駐日デンマーク大使フレディ・

【会場】大潟村役場二階第一会議室・特別会議室

スヴェイネ氏がボート体験で来村することとなり、

【演題】「幸せの国 デンマーク」

合わせて2020年東京オリンピックＯＧＡＴＡキャ

＊2018世界幸福度ランキング

ンプ決定記念として、フレディ大使による講演会を

デンマーク

３位

開催いたします。

日本

54位

デンマークは国連の世界幸福度ランキングで常に
上位に入る国であり、今後の村づくりの進展のた
め、同国の優れた分野を学ぶ良い機会となりますの

空 き家情報の提供のお願い
大潟村では移住希望者に空き家等の紹介を行うた

【問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111

め、空き家バンクを設置しております。使用してい
ない住宅等を売却したい方や貸付したい方で、空き
家バンクへの登録をしていただける方は、総務企画
課まで情報提供をお願いいたします。

○
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ポ ルダープリンセス婚活ツアー

総務企画課 ☎ 45-2111

男性参加者募集

首都圏に住む独身女性が、大潟村農業者との出会
いを求めてやってきます。
村を紹介しながら、運命の人を探してみません

【申込み方法】ポルダー結婚支援センター（農業委
員会隣り）または村のＨＰから応募用紙をダウン
ロードし必要事項を記入のうえ、 FAX またはメ

か？

ールでお申し込み下さい（直接持参いただく事も

【開催日】７月７日（土）〜８日（日）

可能です）。

【参加費】3,000円

【問合せ】ポルダー結婚支援センター

【募集人数】独身男性 10名
【年齢】20歳〜39歳

（総務企画課内）

【申込期限】６月15日（金）

FAX 45-2162

☎ 45-2111

旧 保育園施設利活用検討委員を募集します
村では、大潟こども園の新設に伴い、旧保育園施
設の利活用について検討委員会を設置し協議するこ

【選考方法】応募者が募集人数を超えた場合は、人
数を調整させていただきます。

ととしており、次のとおり公募委員を募集します。

【応募締切】６月20日（水）

【募集人数】３名

【申込・問合せ】総務企画課
☎ 45-2111／FAX45-2162
E-mail：g-kikaku@ogata.or.jp

【応募方法】委員に応募する旨を総務企画課にご連
絡ください。その際に、住所、氏名、電話番号を添
えてください。

西 ５丁目地区の草刈りを実施しますので、ご協力お願いします
西５丁目地区では、村と利用者が協働による地域
づくりを推進しています。

【場所】西５丁目地区
（ソーラーパネルのあるところに集合）

昼食と飲物を準備しております
環境整備を行うため草刈りを実施いたしますので、 【その他】昼食と飲物を準備しております
ご協力をお願いします。
【開催日】６月16日（土）午前８時〜10時

ので、多数の参加をお願いします。
【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】任用日〜平成31年３月31日（更新有）
【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

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

【勤務内容】公共施設の清掃、電話対応等

【選考方法】面接試験

【報酬】時給800円

【申込方法】顔写真を貼った履

【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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歴書を提出
【申込・問合せ】総務企画課
☎ 45-2111

平成30年６月号

住民生活課からのお知らせ

住民生活課 ☎ 45-2114

大 潟村防災訓練を実施します
昭和58年５月26日に日本海中部地震が発生して
から、今年で35年となります。大潟村にも甚大な被
害をもたらしたこの大災害を教訓に、東日本大震災
や熊本地震など近年の大規模地震を想定した訓練内
容で、今年も下記のとおり大潟村防災訓練を実施い
たしますので、全村挙げての防災訓練に村民の皆さ
まもぜひご参加、ご協力ください。
この機会にもう一度、家庭での「災害に対する備
え」について家族みんなでチェックしてみてはいか
がでしょうか。
【日時】６月７日（木）午前中
【内容】避難訓練、放水訓練、炊出訓練など（予定）
【問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114

大潟村では災害時の情報伝達手段とし
て携帯電話等へのメール配信を行ってい
ます。希望される方は印鑑持参のうえ住
民生活課窓口までお申し込みください。

防 災行政無線戸別受信機屋外アンテナの設置について
村では、防災行政無線戸別受信機の受信感度の不
良を改善し、災害時の緊急放送や村からのお知らせ
を正確かつ迅速に伝達することを目的として、対象
世帯及び事業所へ屋外アンテナの設置工事を実施さ
せていただきます。戸別受信機の聞こえが良くない
という方は、住民生活課までご連絡ください。
【対象】戸別受信機屋外アンテナの未設置世帯及び
事業所

【留意事項】屋外アンテナの設置にあたっては、役
場側の外壁にアンテナ取り付けとケーブルを引き
込むための穴開けが必要となります。新築工事や
リフォームを行う場合には、設計の段階で住民生
活課までご相談ください。
【費用】設置工事にかかる個
人負担は一切ありません。
【問合せ】住民生活課
☎ 45-2114

民 生児童委員はあなたの身近な相談相手・支援者です
民生児童委員は、みなさんと同じ地域に暮らす最
も身近な相談相手であり、支援者です。生活上の悩
みを誰かに相談したいときや、福祉制度を利用した
いときなど、常にみなさんの立場に立って相談にの
り、関係団体等とのパイプ役になるなど、問題解決
に向けてお手伝いします。
民生児童委員には守秘義務があり、相談内容や秘
密が他に漏れることがないよう、プライバシーを守
ります。安心してご相談ください。
【問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114
◎こんな相談を承っています
・経済的に困窮し、生活に不安がある
・福祉サービスの制度や相談先が分からない
・家族の介護や育児に悩んでいる
・近所で高齢者虐待・児童虐待のような様子を
目撃した

◎各地区の担当は次のとおりです
川村

学（西１丁目）

鈴木 一雄（西2-1、西2-2、西2-3）
舘岡 紀男（西2-4、西3-2、ケアハウス）
遠藤 順子（西3-1、西3-4、北１丁目）
鈴木みどり（東2-1、東2-5、東2-6）
加藤 則子（東2-3、東2-4、東3-1、東3-4）
田中 里江（東3-2、東3-3、北2-4）
藤井

真（主任児童委員）

曽我 昌弘（主任児童委員）
※主任児童委員は、子どもや子育てのこと
を専門的に担当する民生児童委員です。
※民生児童委員と連絡を取りたい場合は、
住民生活課へお問い合わせください。

○
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住民生活課 ☎ 45-2114

児 童手当についてのお知らせ
現在、児童手当を受給している方が、平成30年６月以降の手当を受給するためには、現況届の提出が必
要となります。
現況届とは、毎年６月１日の状況を把握し、６月以降の児童手当等を引き続き受ける要件（児童の監護
や生計同一関係など）を満たしているかどうかを確認するためのものです。
該当される方には、６月上旬に役場から書類が郵送されますので、６月中の手続きをお願いいたします。
６月中に現況届の提出がないと、６月以降分の児童手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
◎現況届には、下記の書類を添付してください。

１．全ての方

児童の父母（両方）の健康保険証のコピー
（ひとり親の方は、保護者分のみ）
※国民健康保険加入者や生活保護受給者は不要です。
※社会保険加入者は、健康保険証の代わりに年金加入証明書で
も可。
（勤務先で証明を受けて提出してください。）

２．児童と別居している方又は児童の父母
以外の方が受給者の場合

監護申立書
※児童の個人番号の記載が必要です。

※このほか、必要に応じて提出していただく書類がある場合があります。
○児童手当の支給額について
支給額は次のとおりとなります。

○所得制限額
所得は、児童の父母（養育者）それぞれの
所得で判定します。

児童手当
所得制限
対象となる子ども

３歳〜
小学生

所得額

収入額

０人

622万円

833万3千円

１人

660万円

875万6千円

２人

698万円

917万8千円

第３子以降 月額15,000円

３人

736万円

960万円

月額10,000円

４人

774万円

1,002万1千円

５人

812万円

1,042万1千円

中学校修了まで
〔所得制限額未満〕
３歳未満

支給額

扶養親族等の数

あり

月額15,000円

第１、２子 月額10,000円

中学生
〔所得制限額以上〕
年齢に関係なく一律

月額5,000円

支給月

10月、２月、６月に前４か月分を支給

必要な手続き

現況届の提出 今回H30.６月
（毎年６月、全ての受給者が対象）

※請求者と配偶者、それぞれの所得毎に審査
します。
※判定する所得は、前年中の所得です。
【問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114

６ 月は秋田県男女共同参画推進月間です
地域の皆さんが男女共同参画について関心と理解 ◎男女共同参画社会の実現に向けて
を深めるとともに、男女共同参画の推進に関する活
男女共同参画社会を実現するためには、一人ひと
動への参加を促進するため、秋田県では毎年６月を りがこのことについて考え、実際に行動に移すこと
推進月間と定めています。
が大切です。男女がお互いの立場を理解し、ともに
◎男女共同参画社会とは
考え、ともに責任を担う社会づくりを推進するため
性別に関わりなく、個人として尊重され責任を分 に、皆様のご協力をお願いします。
かち合い、個性と能力を発揮できる社会のことです。 【問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114
○
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保健センター
今月の行事
◎１歳６ヶ月児健診・３歳児健診
【日時】６月７日（木）13:00〜
【会場】保健センター
【対象】１歳６ヶ月児（H28.8〜11月生）
３歳児（H26.10〜12月生）
◎乳児相談
【日時】６月11日（月）11:00〜
【会場】保健センター
【対象】H30.３月生の乳児
◎乳児健診
【日時】６月11日（月）13:00〜
【会場】保健センター
【対象】４ヶ月（H29.12.20〜H30.2.11生）
７ヶ月（H29.9.20〜11.11生）
10ヶ月（H29.6.20〜8.11生）
13ヶ月（H29.4〜5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】６月11日（月）14:15〜（乳児健診の後）
【会場】保健センター
【相談医】湖東厚生病院小児科医師
◎パパ･ママ学級
【日時】６月15日（金）13:15〜
【会場】保健センター
【対象】妊娠中のご夫婦

保健センター ☎ 45-2613

◎２歳児親子歯科健診
【日時】６月27日（水）13:00〜
【会場】保健センター
【対象】H27.10月〜H28.１月生の幼児と親
◎保健センター開放日「潟っ子広場」
「離乳食づくりをしよう」
【日時】６月29日（金）10:00〜11:30
【会場】村民センター
【申込期限】６月15日（金）
◎子育て･孫育て講座
【日時】７月５日（木）10:30〜11:30
【会場】保健センター
◎健康相談
６月20日（水）13:00〜

保健センター
栄養相談も可
６月27日（水）9:30〜11:00 保健センター
７月４日（水）13:00〜 保健センター
栄養相談も可
※このほか、保健センターで随時相談を受け付
けています。
◎専門医による「心の健康相談日」
６月12日（火）、26日（火）13:30〜15:00
会場：秋田地域振興局福祉環境部
６月19日（火）13:30〜15:00
会場：男鹿市保健福祉センター
【申込・問合せ】
秋田地域振興局福祉環境部
企画福祉課 調整･障害者班 ☎ 018-855-5171
◎『ちょこっと』での血圧測定
【日時】６月４日（月）、20日（水）
７月２日（月） 10:00〜11:30
【会場】ちょこっと

【申込・問合せ】保健センター ☎ 45-2613

臨 床心理士による「心の相談」
臨床心理士の先生とお話してみませんか？心が軽 【日時】７月６日（金）13:00〜15:00
くなります。
【担当】臨床心理士 渡部 明子さん
人間関係で悩んでいる、人とうまくコミュケーシ 【会場】保健センター
ョンがとれない等ありませんか？
【申込・問合せ】保健センター
子どものこと、家族のこと、自分自身のことなど、
☎ 45-2613
何でもご相談ください。プライバシーは守られます。 ※事前にお申し込みください。
○
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｢か

保健センター ☎ 45-2613

らだケア教室」参加者募集
ひざ

筋トレ、ストレッチなどで肩・腰・膝のケアを行
います。農作業でこわばったからだをほぐしましょ
う。
【内容】筋トレ、ストレッチポール等、各テーマに
沿った内容で行います。
【会場】保健センター
【対象】おおむね20歳〜65歳の男女
【申込期限】６月12日（火）

【日時】
月日
テーマ
６月19日
肩こり
26日
７月３日
腰痛
10日
17日
24日
膝痛
31日
８月７日
全て火曜、各回10:00〜11:30
【申込・問合せ】保健センター ☎ 45-2613

歯 科健診のお知らせ
村では成人、高齢者の歯科健診助成事業を実施し
ています。今年度の対象は下記の方々です。この機
会にぜひ歯科健診を受けましょう。
＜成人の対象者＞
40歳（昭和53年４月２日〜54年４月１日生）
50歳（昭和43年４月２日〜44年４月１日生）
60歳（昭和33年４月２日〜34年４月１日生）
70歳（昭和23年４月２日〜24年４月１日生）
＜高齢者の対象者＞
75歳（昭和18年４月２日〜昭和19年４月１日生）
80歳（昭和13年４月２日〜昭和14年４月１日生）
85歳（昭和８年４月２日〜昭和９年４月１日生）
90歳（昭和３年４月２日〜昭和４年４月１日生）

｢こ

95歳（大正12年４月２日〜大正13年４月１日生）
100歳（大正７年４月２日〜大正８年４月１日生）
※ H31.3.31現在年齢
※対象者へは個別に通知しております。
【健診内容】現在歯・喪失歯の状況、歯周組織の状
況、口腔清掃状態など
【実施期間】平成31年３月31日まで
【検診料金】自己負担なし（村が全額負担します）
※検診結果により、精密検査・治療等が必要となっ
た場合は、保険診療になります。
【問合せ】保健センター
☎ 45-2613
歯みがきの
コツがP4
にあるよ♪

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コーナーが、
相談機関の情報も表示されますので、ぜひご活
村ホームページ内にあります。
用ください。
ちょっと疲れを感じたら、こころの体温を測りま
しょう。
【問合せ】保健センター ☎ 45-2613
大潟村 こころの体温計

※大潟村公式ホームページ トップ画面からもア
クセスできます。
URL：http://www.ogata.or.jp/utility/thermometer̲of̲heart.html
【内容】「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。
○
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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
◎転倒予防教室「元気！はつらつ教室」
◎認知症予防教室「脳いきいき教室」
転倒などによる寝たきりを予防し、自分らし
いきいきとした自分らしい生活を送るため、
い生活が送れるように、運動を通して筋力の維 体を動かしながら、脳をきたえます。
持、向上をはかります。
【開催日】６月７日・21日、７月５日（全て木曜）
【時間】13:30〜15:00
【開催日】６月13日・20日・27日、７月４日
（全て水曜） 【会場】ふれあい健康館
【対象】物忘れが気になる方、認知症予防に興
【時間】13:30〜15:00
【会場】ふれあい健康館
味のある方 ※申込み不要
【対象】おおむね65歳以上 ※申込みは不要です。
◎血圧測定・健康相談
【開催日】７月４日（水）
◎地域交流サロン
「遊び体操」など高齢者にあったプログラムや 【時間】9:40〜
お喋りをしながら、自立した生活を目指します。 【会場】ふれあい健康館
【対象】おおむね65歳以上
【開催日】６月７日（木）、７月５日（木）
【時間】10:00〜
【会場】ふれあい健康館
◎「認知症になっても大潟村で暮らすためのカフェ」
もの忘れで困っている方や家族、認知症の方を
【費用】300円（昼食代）
【申込】２日前までに電話でお申し込みください。 支えたい方が集まってお茶を飲みながら交流し、
語り合う場です。どなたでもご参加いただけます。
【開店日】６月21日（木）
【問合せ】地域包括支援センター
【会場】ふれあい健康館
☎ 22-4321 FAX 22-4511
【時間】9:30〜11:30

産業建設課からのお知らせ

産業建設課 ☎ 45-3653

野 菜等生産振興対策事業について
村では、育苗団地、園芸団地等の村内農業生産基 ②加温用燃料助成
盤のフル活用を推進し、水稲と高収益作物との複合 〔対象経費〕当該年度に生産する作物栽培のために
購入した加温用燃料代
経営の確立による農業所得の向上を図り、時代の変
化に対応しうる農業経営体を育成することを目的に、 〔対象者〕野菜・花き類を生産し販売する農家
標記補助事業を下記内容で実施しておりますので、 〔対象区域〕村内に属する育苗団地、園芸団地、水
田のハウス
該当される方はご活用下さい。
〔補助率〕1/4以内（上限20万円）
①種苗費助成
〔添付書類〕12 月〜翌３月までの燃料購入伝票、
〔対象経費〕種苗費
生産した野菜等の販売伝票
〔対象者〕野菜・花き等を生産し販売する農家
〔対象区域〕村内に属する育苗団地、園芸団地、水田
※いずれの助成についても、必要書類はすべて
〔補助率〕
コピーとし、品目等内容がわかるよう整理し
a）南瓜・玉ねぎ・メロン・ニンニクについては
て提出してください。
種苗費の1/2以内
【問合せ】産業建設課
b）その他野菜等については種苗費の1/3 以内
〔その他〕１経営体あたりの補助金上限額は30万円
☎ 45-3653
〔添付書類〕種苗の購入伝票、生産した野菜等の販
売伝票
○
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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

生 ごみ処理機のモニターを募集します
生ごみ処理機はコンポスト同様、ごみの減量化に
とても有効な方法です。
でも、興味はあるもののそれなりの出費が伴うた
め、「もし失敗だったら･･･」と考えるとついつい
購入をためらってしまいがち。
そこで、村では購入をご検討中の方に生ごみ処理
機を貸し出す事業を始めました。興味のある方、購
入を迷っている方、ぜひお試しください。
【貸出機種】
①２〜６人用（パナソニック社製）写真左
②１〜４人用（島産業社製）写真右

【申込資格】村内在住かつ村内で使用する方。
【貸出期間】１カ月
【貸出条件】・使用した感想のアンケート報告
・ごみ減量化講習会での感想発表
【申込･問合せ】環境エネルギー室 ☎ 45-2115

不 用衣類の回収について
不用衣類を回収いたしますので、みなさまのご協力をお願いします。回収された衣類はリサイクルされ
ます。
【日時】７月２日（月）9:30〜11:30
【場所】東２丁目村民センター分館（旧東２丁目児童館）
【対象衣類】
回収できる衣類

回収できない衣類

綿の衣類（ナイロン・アクリル混合可）
Ｔシャツ・Ｙシャツ、学生服
トレーナー、ジーパン、つなぎ服
タオル、バスタオル、タオルケット、
毛布、シーツ

布団類、ウール・セーター類
皮革類、軍手・靴下など小さい物、
キルティング・ヤッケ・カッパなど
水を吸わないもの

※衣服が汚れないよう、ビニール袋などに入れてお持ちください。
【問合せ】環境エネルギー室 ☎ 45-2115

大潟こども園

☆歯が抜けたら・・・︒

Ａさん﹁先生︑きのうね︑歯が抜けたよ︒
﹂

とうれしそうに教えてくれました︒

先 生
﹁よかったね︒大人の歯が生えてくるね︒
﹂

Ａさん﹁ぬけた歯って︑屋根の上に投げるんだ

よね︒
﹂

Ｂさん﹁でもさ︑コレクションにしてもいいん

じゃない？﹂

大きくなった〝しるし〟をきっと大事にして

いるのだなと︑一人一人の成長をうれしく感じ

たやりとりでした︒

☆ひだまりぽっかぽか♪

新しい園庭ではじめて遊んだ日のこと⁝︒

Ｃくん﹁ねえ︑ねえ︑きれいな木のおうちがあ

るよ︒
﹂

生﹁先 生 も 入 れ て！︵ 木 を さ わ り な が ら ︶

Ｄくん﹁ほんとだ︑入ってみよう！﹂

先
おひさまがあたって気持ちいい！﹂

Ｃくん﹁︵ 体 全 体 で ふ れ な が ら ︶ う 〜 ん︑ な ん

だかぬるいよね︒
﹂

と体をぐーんと伸ばして寝

そべった姿は︑とっても気

持ちよさそうでした︒
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きっと︑ほんのりとあっ

たかかったのでしょうね︒

○
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教育委員会 ☎ 45-3240
公民館 ☎ 45-2611

教育委員会からのお知らせ

保 育教諭（非常勤職員）を募集します
４月１日に開園した大潟こども園で働く職員を募

【勤務時間】7:30から18:30のうち７時間

集します。新しい園舎で一緒に働いてみませんか。

【休日】日祝他

【雇用形態】非常勤職員

【募集人数】若干名

【報酬】時給1,100円〜

【応募方法】ハローワーク経由

【資格】保育士資格・幼稚園教諭免許

【問合せ】教育委員会 ☎ 45-3240

【年齢】不問
【雇用期間】平成31年３月31日まで（更新有）

成人文化講座

申込・問合せ 公民館 ☎ 45-2611

◎ブルーベリー摘み取り体験＆わらび座観劇
今年度はブルーベリーの摘み取り体験と、ミュ
ージカル「ブッダ」の観劇をします♪
【日時】７月24日（火）
公民館8:00発（集合7:50）〜公民館17:00着
【場所】仙北市
【対象】村民

高齢者学級

【定員】45名
【参加費】5,660円
（観劇料・昼食代・摘み取り体験代）
【主催】大潟村公民館
【共催】NPO法人スポーレ大潟
【申込期限】７月17日（火）

申込・問合せ 公民館 ☎ 45-2611

◎芸術鑑賞（康楽館）〜劇団夢の旅公演〜
康楽館で常打芝居を観劇します。ご夫婦、お友
達でお誘い合わせの上、ぜひご参加ください。
【日時】７月３日（火）
公民館8:00発（集合7:50）〜公民館16:30着
【場所】小坂町

＊大潟村きらきら塾

【対象】村民
【定員】45名まで
【参加費】2,990円
（観覧料・昼食代）
【申込期限】６月26日（火）

＊

申込・問合せ 公民館 ☎ 45-2611

◎炭焼き体験
炭出し・袋詰め・炭材搬入・火入れなどを体験、 【持ち物】炭にしたい物（空き缶、ブリキ缶に入
学習する自然体験教室です。果物や野菜など色々

る大きさの物）・空き缶、ブリキ缶（フタも必

な物を炭にしてすてきなインテリア作りにチャレ

要）・軍手・マスク・タオル・飲み物・帽子

ンジしてみませんか。

【協力団体】大潟村木炭水質浄化研究会

【日時】６月16日（土）9:00〜12:00

【申込期限】６月13日（水）

【場所】村民野球場玄関向かい 炭焼き小屋
【対象】こども園３歳以上児（保護者同伴）、小
学生
【服装】汚れてもいい服装・靴

折り鶴も炭のオブジェに
○
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公民館 ☎ 45-2611
子育て支援センター ☎ 45-2345

教育委員会からのお知らせ

新 しい本、入りました（５月購入分）
№

タイトル

著者

№

タイトル

著者

1 人生を変えるクローゼットの作り方

ベティ・ホー
7 バッタを倒しにアフリカへ
ルブライシュ

2 しゃべれどもしゃべれども

佐藤

多佳子 8 一流の頭脳

3 パリのすてきなおじさん

金井

真紀

9 おカネの教室

高井

浩章

4 手から手へ

池井

昌樹

10 大富豪からの手紙

本田

健

5 カーテンコール！

加納

朋子

11 ののはな通信

三浦

しをん

前野ウルド浩太郎
アンダース・ハンセン

【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。貸出期間は２週間です。返却する際は、元にあった位置に返し
てください。
【本の寄贈等について】読まなくなった本を寄贈いただく際は、公民館事務局にお持ち
ください。なお、図書室に陳列するかどうかは事務局で判断させていただきますので
あらかじめご了承ください。
【問合せ】公民館 ☎ 45-2611

笑 顔いっぱい！子育て応援します！

子育て支援センター♪

うち

子育て支援センターは、未就園児とお家の方が一緒に過ご
す場です。大人も楽しめるよう遊びや、育児相談・イベント
情報の提供も充実させています。
友だちの輪や、地域とのつながりも広がりますので、ぜひ
遊びに来てくださいね♪
【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
【申込・問合せ】子育て支援センター（こども園内）

ブックスタート事業のお知らせ
満１歳の誕生日を迎えたお子さんを
対象に、絵本をプレゼントする「ブッ
クスタート事業」を行っています。
絵本をとおして親子で
スキンシップを楽しんで
はいかがですか？

☎ 45-2345
【６月のさくらんぼクラブ】
子育て支援センターのイベント「さくらんぼクラブ」では、毎月楽しい行事を計画していますのでぜ
ひ遊びに来てください♪
●『パパいつもありがとう♡』

○

●『みんなで遊ぼう！わくわくちびっこランド』

《日時》６月８日（金）10:00〜11:00

《日時》６月23日（土）9:15〜10:45

《会場》子育て支援センター

《会場》こども園 園内（詳細は後日お知らせ）

《内容》いつも頑張っているお父さんに手作り

《内容》親子で体を動かしたり、いろいろなコ

メッセージカードをプレゼントしませんか？

ーナー遊びをしたりします。こども園の行事

子どもの写真を撮って、可愛くデコレーショ

『わくわくちびっこランド』で、たくさんの

ンします。

友だちと一緒に楽しみましょう。
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教育委員会からのお知らせ

孝 華書院大潟教室書道作品展

干拓博物館 ☎ 22-4113

〜茂林憲子・渡部晃溪書道二人展〜

【期間】６月13日（水）〜18日（月）
【会場】干拓博物館
【問合せ】干拓博物館 ☎ 22-4113

体験教室も
ありますよ♪

○体験教室
【日時】６月16日（土）10:30〜12:00
【内容】大人向け：書道家の使う筆の体験コーナー
子ども向け：いろんなふでであそぼう
書道家の使う本物の筆などを体験できます。書
いた作品は持ち帰ることができます。
【参加費】無料
【定員】先着50名
【会場】干拓博物館

干 拓博物館教室
○大潟村の自然探険
【日時】６月17日（日）10:00〜11:30
【参加費】無料
【会場】干拓博物館
【対象】こども園３歳以上児〜小学３年生まで
（未就学児は保護者同伴）
【申込み】干拓博物館

議会事務局からのお知らせ

【定員】先着子ども15名
※生態系維持のため少数定員
【服装】汚れてもいい服装でお越しください。
【その他】カブトムシのさなぎは、観察後にプレゼ
ントいたします。
【問合せ】干拓博物館 ☎ 22-4113

議会事務局 ☎ 45-2587

村 議会６月定例会の日程（予定）
平成30年第２回（６月）定例会は以下の日程で行わ
れる予定です。皆様の傍聴をお待ちしております。
【会期】６月14日（木）〜19日（火）
【日程】
14〜15日：本会議（村政報告・一般質問・総括
質疑）
18日：各委員会審査
19日：本会議（委員長報告・提出議案の採決）

選挙管理委員会からのお知らせ

【備考】議会の日程は６月１日現在の予定です。
日程については、審議状況等により変更される
場合がありますので、議会のホームページでご確
認いただくか、電話でお問い合わせくださるよう
お願いします。
【問合せ】議会事務局 ☎ 45-2587
総務企画課 ☎ 45-2111
URL：http://www.ogata.or.jp/gikai/

選挙管理委員会 ☎ 45-2111

民票が村にあっても実際に居住され
住 民票を異動せずに村を離れた方が戻
ってきた場合はご連絡をお願いします 住 てない方の選挙権について
公職選挙法における「住所」とは、生活の本拠を
18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 指すものです。このことから、住民票が村にあって
人名簿」に登録される必要があります。住民票を異 も実際に居住されていない方については、村におけ
動せずに村を離れ、18 歳を過ぎて村に戻ってきた
る選挙権が与えられません。
場合は、選挙管理委員会へご連絡ください。確認後、
速やかに実際の居住地へ住民票を異動くださるよ
３か月経過した時点で村の永久選挙人名簿に登載さ
うお願いします。
れます。
【問合せ】選挙管理委員会 ☎ 45-2111
【問合せ】選挙管理委員会 ☎ 45-2111
○
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総合型地域スポーツクラブ「スポーレおおがた」
地域でつくる 地域でささえる 〜すべての人にスポーツの楽しさを〜

【申込・問合せ】スポーレおおがた事務局（村民体育館内）
専用電話 ☎ 090-4042-0799

◎６月の教室内容
種 目

日にち

場 所

時 間

8・13・15
22・27・29

村民体育館

9:00〜

時間厳守

タイ式ヨガ

11

ふれあい健康館

10:00

ヨガマット持参

生活ヨガ

19

ふれあい健康館

10:00

３Ｂ体操

4・11・18

ふれあい健康館

13:30〜

楽トレ

13・27

村民体育館

10:00

ソフトバレーボール

8・15

村民体育館

10:00

ストレッチポール

26

ふれあい健康館

19:30

スローエアロビック

22

村民体育館

10:00

グラウンドゴルフ

26

多目的運動広場

16:00〜

ボート

18・25

大潟漕艇場

10:00〜

高齢者ラージ卓球

6・20

ふれあい健康館

10:00

20

ふれあい健康館

10:00

ちびっこ体操

20・27

村民体育館

14:00〜

ジュニア複合

18・25

ラグビー場

16:00〜

ちょいスポ

29

村民体育館

10:00〜

クアオルトウオーキング

17

三種町

9:00

村体出発

ジオパークウオーキング

23

湯沢市

8:00

村体出発

速歩トレーニング

スマイルボウリング

inクアの古道
in湯沢

備 考

ヨガマット持参

現地集合

ミニテニス

※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。
【申込・問合せ】スポーレおおがた事務局（村民体育館内）☎ 090-4042-0799

◎スポーツ安全保険加入のお知らせ
※スポーレでは、団体でのスポーツ安全保険への加入をおすすめしております。
加入対象者
子ども

金

額

期

間

800円
1,450円

大人（64歳以下）

1,850円

大人（65歳以上）

1,200円

保険の適用となる活動
スポーレの活動のみ

加入日〜H31.3.31

スポーレの活動＋個人でのスポーツ活動
スポーレの活動のみ
スポーレの活動のみ

【申込・問合せ】スポーレおおがた事務局（村民体育館内） ☎ 090-4042-0799

○
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◎健康ウォーキングin北秋田市 〜翠雲公園＆北欧の杜〜
今年１回目の健康ウォーキングは、北秋田市で
実施します。自然にふれ、ウォーキングを親しむ
ことで、人と人とのふれあいと心と体の健康づく
りをしましょう。皆様、ぜひご参加ください。
【期日・日程】
７月16日（月、海の日）8:00〜16:30
8:00 村民体育館 集合出発
10:00 翠雲公園ウォーキング
12:00 休憩・自由昼食
（北秋田市 北欧の杜内）
北欧の杜
発
15:00
16:30 大潟村 着

全ての村民とスポー
レ会員が対象です♪

【場所】北秋田市翠雲公園及び北欧の杜
【対象】村民、スポーレおおがた会員
【定員】50名
【参加費】無料
【持ち物】昼食（外食可）、おやつ、飲物、雨具 等
【主催】大潟村国民健康保険、スポーレおおがた
【申込期限】７月９日（月）
【申込・問合せ】スポーレおおがた事務局
（村民体育館内）☎ 090-4042-0799
住民生活課 ☎ 45-2114

◎ジオパーク健康ウォーキングin湯沢
現地ガイドと一緒に地質や植物を観察しながら
散策します。知ってそうで知らないジオパークの
魅力を発見してみませんか。皆さまの参加をお待
ちしています。
【日時】６月23日（土）8:00〜15:00
※村民体育館集合7:45
【場所】湯沢市
【対象】小学生以上 先着50 名

【主催】大潟村公民館
【共催】ＮＰＯ法人スポーレおおがた
【参加費】1,200円（昼食代）
【申込期限】６月15日（金）
【申込・問合せ】公民館 ☎ 45-2611
またはスポーレおおがた事務局
（村民体育館内）☎ 090-4042-0799

◎Ｂ＆Ｇ海洋センタープールオープン
６月12日（火）からＢ＆Ｇ海洋センタープール
のオープンを予定しております。たくさんのご利
用をお待ちしております。
【開館期間】６月12日（火）〜９月上旬
【開館時間】午前の部 9:30〜11:30
午後の部 14:00〜17:00
夜 の 部 17:30〜20:00
（７・８月のみ）
※６・９月は夜の部は行いません。
【お願い】プールのご利用にあたっては、水泳帽
とゴーグルを必ず持参してください。

【休館日】
◎定休：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は、
火曜日）
◎水温や室温が低いときは利用できません。利
用できる日はＢ＆Ｇの旗を揚げています。
◎水泳大会や教室開催時は一般利用ができない
場合があります。
【その他】団体利用の際は、事前に村民体育館に
申し込んでください。
スポーレおおがた事務局
【問合せ】スポーレおおがた事務局
（村民体育館内）
☎ 090-4042-0799

◎赤十字水上安全法講習会（水難救助講習会）を開催します
【日時】６月11日（月）13:30〜

【対象】どなたでも参加できます

【会場】Ｂ＆Ｇ海洋センター

【準備】水着・水泳帽

【内容】救助講習

【問合せ】スポーレおおがた事務局

【講師】日赤秋田県支部指導員

（村民体育館内）☎ 090-4042-0799
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情報・募集・ご案内
秋田県農業研修センターから

「次世代農業経営者ビジネス塾2018」
塾生の募集について
秋田県、秋田県立大学では、農業･農村を取り
巻く環境の変化をビジネスチャンスとして活かし、
更なる成長を続けていくことができる経営者の育
成を目的として、各分野の専門家や実務者による
講義・経営課題の解決策を見いだすためのグルー
プ討議・県外の先進事例を組み合わせた「次世代
農業経営者ビジネス塾」の塾生を募集しています。
【期間】平成30年６月〜平成31年２月（全14回）

【会場】秋田県立大学秋田キャンパス、カレッジ
プラザ
【受講料】年間10,000円（交通費、食費、宿泊費
等は自己負担）
【募集締切】６月12日（火）
【問合せ】秋田県農業研修センター
☎ 018-881-3611
秋田県農林水産部農林政策課 ☎ 018-860-1726
秋田県社会福祉協議会から

平成30年度秋田ＬＬ大学園の受講生を募集します
これからの高齢期を充実して過ごすための入門講
座として、秋田ＬＬ大学園を受講してみませんか。
時代に即した教養を身につけながら、レクリエ
ーション活動や社会活動への参加も充実させるこ
とができます。
秋田会場（中央地区）は次により開催いたします。
【開催日】全７回
６月22日、７月27日、８月31日、９月21日、
10月５日、11月30日、12月14日（全て金曜）
【開催時間】 開始 9:50
１時限目 10:00〜11:30
２時限目 11:40〜12:10
３時限目 13:10〜14:40
終了 14:50

【会場】秋田県社会福祉協議会
（秋田市旭北栄町1-5）
【内容】生きがい・健康づくりに関する講座、介
護予防に関する講座、交流・仲間づくりに関す
る講座、その他一般教養講座
【受講資格】県内に在住する概ね60歳以上の方
（平成28・29年度の受講者は除く）
【定員】70名
【受講料】3,000円（全７回分）
【申込期限】６月８日（金）
【申込・問合せ】
秋田県社会福祉協議会
☎ 018-824-2888

秋田県社会福祉協議会から

福祉の就職フェアin秋田についてお知らせ
福祉の職場への就労を希望する方（以下、求職
者という）の就職活動支援と、人材を求める福祉
事業所（以下、事業所という）の人材確保の支援
をいたしますので、多くの方のご来場をお待ちし
ています。
※事業所の申込みは既に締め切っています。
【日時】６月24日（日）13:00〜16:00
【会場】秋田ビューホテル ４階 飛翔の間
秋田市中通2-6-1 ☎ 018-832-1111
【対象】
（１）求職者、福祉の仕事に関心のある方・学生
学生は、今年度卒業予定の方が対象です。
（２）事業所は、２名以上の求人（職員募集）を
条件に募集済みとなっています。
○
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【内容】
・参加事業所によるプレゼンテーション
・求人事業所との個別面談コーナー
・求職面談コーナー
・資格取得情報コーナー
・適性診断、カウンセリングコーナー
・福祉の仕事相談・求職登録コーナー
【持ち物】求職者の方は、筆記用具をご持参くだ
さい。
※履歴書の準備は不要です。
【申込方法】
求職者は申込不要、直接会場にお越しください。
【問合せ】秋田県社会福祉協議会
☎ 018-864-2880

平成30年６月号

情報・募集・ご案内
自衛隊秋田地方協力本部から

防衛省採用試験のお知らせ
平成30年度の自衛官採用試験及び、採用制度説明会を下記のとおり行います。
【採用試験】
種

目

受 験 資 格

受

付

試 験 日

自衛官候補生

18歳以上27歳未満の者

７月１日〜９月７日

９月21日、22日、23日
（のうち指定する１日）

一般曹候補生

18歳以上27歳未満の者

７月１日〜９月７日

１次：
９月21日、22日、23日
（のうち指定する１日）

航空学生

高卒者（見込含）
海上：18歳以上23歳未満の者
航空：18歳以上21歳未満の者

７月１日〜９月７日

１次：９月17日

推薦：９月５日〜７日

９月22日・23日

防衛大学校学生

高卒者（見込含）
18歳以上21歳未満の者

総合選抜：９月５日〜７日

１次：９月23日

一般：９月５日〜28日

１次：11月10日、11日

防衛医科大学校
医学科学生

高卒者（見込含）
21歳未満の者

９月５日〜28日

１次：10月27日、28日

防衛医科大学校
看護学科学生

高卒者（見込含）
21歳未満の者

９月５日〜28日

１次：10月20日

【採用制度説明会及び広報展】八郎潟町・井川町・五城目町・大潟村会場
日

時

会

場

説 明 項 目

八郎潟町えきまえ交流館
７月15日（日）
「はちパル」及び駐車場
14:00〜20:00
八郎潟町字中田67-4

防衛大学校、防衛医科大学校（医学科学生／看護学科学生）、
航空学生、一般曹候補生、自衛官候補生
パネル展示、パンフレット等配布、ミニ制服試着、車両展示

【問合せ】自衛隊秋田募集案内所 ☎ 018-864-4929
散り急ぐ桜に男の夢想う

佐藤 金治

池田郷太郎

大潟村川柳倶楽部

又出来た三日坊主の政党名

今野 茂

下間りょう子

タタラ踏む昨日は跳べた水たまり

春だもの装飾音符つけたがる

伊藤 康子

工藤善一郎

リハビリに夢繋ぎまだ諦めず

土の香だ元気モードの春仕事

宮田 善拓

若かったあっさり跳んだ水たまり 宮野 洋子

一日の疲れ程度を知る鼾

畠山 政雄

一ノ関せい子

老いも子も包み支える村づくり

大内 一遙

九条の転がる先に子ら孫ら

幼な児は喃語パスして生意気に

佐藤 豊

瀧澤 山龍

今だから云いたい小言増えていく

桜咲く門出祝うか花吹雪

馬場 登

クロールで泳ぎたい日もある青蛙 松岡 正樹

花見会団子の方に花が咲く

息吐いてそのまま止めて試着する 舘岡 稲風

○
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情報・募集・ご案内
秋田北税務署から

軽減税率制度に関する説明会のお知らせ

秋田県総合県税事務所から

自動車税の納期限は７月２日（月）です

秋田北税務署では、事業者の方々を対象とし

自動車税は、４月１日現在の所有者に課税さ

て、次のとおり消費税の軽減税率制度に関する

れます。４月１日以降に移転登録（転売等）し

説明会を開催します。

たときでも、４月１日現在の所有者が全額納付

多くの事業者の方に関係のある制度ですので、
ぜひお越しください。

することになります。
納期限までに、忘れずに納めましょう。なお、

【内容】

最寄りの金融機関のほか、コンビニエンススト

・軽減税率制度の概要

アでも納めることができます。

・軽減税率対策補助金による事業者支援の概要
【日時・会場】
①６月18日（月）10:30〜11:30
八郎潟町保健センター
②６月19日（火）10:30〜11:30
男鹿市民文化会館 ２階 大会議室
③６月20日（水）10:30〜11:30
潟上市役所 １階 市民ホール
※お住まいの場所に関わらず、都合のつく日
にお出でください。
【その他】会場の都合上、席に限りがあります
ので予めご了承ください。
【問合せ】秋田北税務署法人課税部門
☎ 018-845-1161

＊自動車税もぜひ口座振替で
公共料金の支払いと同じように、自動車税
も口座振替にしませんか。金融機関へお出か
けになる手間が省けて、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）。秋田銀行、北都銀行、みず
ほ銀行は、県外の支店でも利用できます。
平成31年３月31日までにお申し込みされ
ますと、平成 31年度分の自動車税から口座
振替ができます。
【問合せ】
秋田県総合県税事務所

秋田職業能力開発促進センターから

公共職業訓練（ハロートレーニング）
８月期生を募集します

納税部収納管理課
☎ 018-860-3331

【訓練期間】平成30年８月１日（水）
（６ヶ月間）
〜平成31年１月31日（木）

暴力団壊滅秋田県民会議から

【訓練時間】9:20〜15:40
【会場】ポリテクセンター秋田（潟上市）
【訓練科】金属加工技術科（15名）

第28回暴力団壊滅秋田県民大会のお知らせ

電気・通信施工技術科（15名）

【日時】７月25日（水）13:00〜15:30

住宅リフォームデザイン科（15名）

【会場】秋田市文化会館 大ホール

【募集期間】５月25日（金）〜６月25日（月）

【内容】

【受講料】無料（テキスト代等は自己負担）

（１）プロムナードコンサート
（秋田県警察音楽隊）

【応募資格】ハローワークに求職申込をされた
方で、新たな技術・技能を身に付けての再就

（２）第１部 暴力追放活動功労者表彰

職を希望される方

（３）第２部 特別講演

【応募・問合せ】
秋田職業能力開発促進センター
（ポリテクセンター秋田）訓練課
受講者第一係 ☎ 018-873-3178

講師：前警察庁長官（元秋田県警察本部長）
坂口正芳 氏
演題：「最近の暴力団情勢」
【その他】入場無料、どなたでも参加できます。
【問合せ】（公財）暴力団壊滅秋田県民会議
☎ 018-824-8989

○
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情報・募集・ご案内
国際農業者交流協会から

農業青年海外研修生の募集について
（公社）国際農業者交流協会では、欧米の先進
その他、年齢及び学歴等の要件がありますの
農場・農家における農業実習や学習を通じて、優
で、詳細は下記まで問合せください。
れた農業技術、経営管理、販売技術等を修得させ、 【募集締切】７月２日（月）
国際社会に精通した担い手を育成することを目的 【その他】
に、農業青年海外研修生を募集しています。
○申込には推薦書や健康診断書等の提出が必要
となります。
【研修先及び期間】アメリカ（１年、２年）、ヨ
ーロッパ（１年）、オーストラリア（１年）
○大潟村海外農業研修支援（研修費の1/3（上限
【研修対象者】新たに農業を始めようとする者又
55万円））の助成対象となります。
は現に農業を営む者で、農業で自立しようとす 【問合せ】（公社）国際農業者交流協会
る意欲が高く、研修修了後の県内就農が確実と
☎ 03-5703-0252
見込まれる者。
秋田県信用保証協会から

秋田県司法書士会から

秋田県信用保証協会職員
採用試験（大卒程度）のお知らせ
【第１次採用試験日】７月１日（日）
【受験資格】
平成５年４月２日以降に生まれた、四年制大
学卒業者または平成31年３月までの卒業見込者
【受付期間】５月18日（金）〜６月15日（金）
【受験案内】協会本支所で配布のほか、協会ホー
ムページに掲載
【問合せ】秋田県信用保証協会 総務企画課
☎ 018-863-9011

無料相談会のお知らせ
【相談内容】不動産・会社・法人の登記、多重
債務、成年後見人、等
【相談方法】面談による相談
（電話による予約が必要）
【予約専用電話】☎ 018-824-0055
【開催日】毎週月〜金曜日（祝日除く）
13:30〜15:00 先着２件
※ 1 件の相談時間およそ30 分
【会場】秋田県司法書士会館
（秋田市山王六丁目３番４号）
【その他】前日の15:00までに予約をしてください。
【問合せ】秋田県司法書士会 ☎ 018-824-0187
日本ＣＣＳ調査（株）地質調査部から

「二酸化炭素貯留適地調査事業」に係る
地下構造調査の実施について
環境省と経済産業省の共同事業である「二酸化
炭素貯留適地調査事業委託業務」として、下記の
要領にて地下構造調査を実施いたします。皆さま
のご理解とご協力を賜りたくお願い申し上げます。
【実施範囲】右図に線で示した道路上で実施します。
（予定）
【実施期間】６月19日（火）〜７月10日（火）
※土・日曜・祝日も作業を行います。
【作業時間】6:00〜20:00 頃（予定）
【実施方法】県道や村道、農道等の脇に、小型受
振機器を設置します。次に小型受振機器の近く
0
で、起振車（右写真）により振動（１地点当た
り約５分間）を発生させて地下に一定の信号を
送ります。起振車は25ｍずつ移動しながら作業
いたします。
【問合せ】日本ＣＣＳ調査（株）地質調査部
担当：奥田、浅川
☎ 03-6268-7383、080-1101-7083

6/24〜7/10

6/21〜7/4

6/19〜6/30

3

km

小型受振機

起振車による作業の様子
○
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平成30年６月号

情報・募集・ご案内
秋田財務事務所から

「多重債務相談相談窓口」のご案内

秋田県立大学フィールド教育研究センターから

フィールド開放デー2018のお知らせ

東北財務局秋田財務事務所では、自らの収入
【日時】６月30日（土）10:00〜15:00
【内容】
で返済しきれないほどの借金を抱えてお悩みの
◎研究成果発表講演会（定員80名）
方々からの相談に応じています。
相談者が抱える借金の状況をお聞きするとと
10:20〜10:45 佐藤勝祥 助教
「地域産飼料で育てる日本短角種牛
もに、必要に応じて弁護士・司法書士などの専
〜ヘルシーな赤身牛肉の魅力〜」
門家に引継ぎを行います。
ぜひご利用ください。
10:50〜11:15 西村 洋 教授
【相談窓口】秋田財務事務所 理財課
「農業用ロボット開発はどこまできたか？
数量
秋田市山王７丁目1-4 秋田第二合同庁舎３階
〜ロボット農業の最前線〜」
限定！
【受付時間】月曜日〜金曜日
◎短角牛、石窯ピザの試食会 11:30〜
（祝日、年末年始除く）
◎牛舎・ロボット見学 11:20〜11:50
8:30〜12:00、13:00〜16:30
◎その他、竿燈、ポスター展示、
【相談料】無料
演奏会、鉢花・キャベツ販売
【相談専用ダイヤル】
など様々な催しがありますの
で、ぜひご来場ください。
☎ 018-862-4196
【問合せ】秋田県立大学フィールド
教育研究センター ☎ 0185-45-2858
秋田中央保健所から

平成30年度秋田県調理師試験の実施について
【願書の配布及び受付期間】
【期日】10月13日（土）13:30〜15:30
配布期間：６月18日（月）〜７月13日（金）まで
【会場】秋田県ＪＡビル
（秋田市八橋南二丁目10番16号）
受付期間：７月２日（月）〜７月13日（金）まで
【受験資格】
※いずれも土日及び祝祭日を除く9:00〜17:00
中学校卒業又は同等以上の学歴を有する者で、 【問合せ】秋田地域振興局 福祉環境部
規定の給食施設又は営業施設において、２年以 （秋田中央保健所）健康・予防課
上調理業務に従事した者 ※詳細は問合せくだ
☎ 018-855-5170
さい。

入札結果について
（予定価格130万円以上）

事業名

平成30年４月末までの入札結果は以下の通りです。詳しい入札結果
については、入札結果閲覧簿( 総務企画課カウンター
大潟村ホームページ )をご覧ください。

契約方式

入札日

村道（砂利道）保守管理委託（その1） 随意契約 4月10日
村道（砂利道）保守管理委託（その2） 随意契約 4月10日
村道・歩道（舗装道）補修工事 指名競争 4月12日
大 潟 村 指 定 ご み 袋 購 入 事 業 指名競争 4月16日
広 報 お お が た 印 刷 事 業 指名競争 4月17日
南 の 池 公 園 管 理 委 託 指名競争 4月17日
ふ れ あ い 広 場 管 理 委 託 指名競争 4月17日
水 道 水 質 検 査 業 務 委 託 指名競争 4月17日
集 落 地 外 道 路 沿 除 草 委 託 随意契約 4月17日
学 校 園 建 物 総 合 管 理 業 務 指名競争 4月17日
冷 暖 房 機 械 保 守 管 理 委 託 指名競争 4月18日
消 防 設 備 点 検 委 託 指名競争 4月18日
幼 稚 園 舎 解 体 工 事 指名競争 4月26日
○
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契約額（税込）

落札率（％）

業者名

18,360,000円
17,712,000円
1,944円（㎡単価）
2,684,016円
6,209,136円
4,584,600円
3,888,000円
3,590,136円
2,646,000円
5,280,000円
6,426,000円
1,566,000円
19,742,400円

93.77
93.82
93.78
82.84
99.30
94.97
96.51
84.16
95.70
72.83
90.43
86.31
99.35

鈴成建設（株）
鹿島道路（株）大潟出張所
鹿島道路（株）大潟出張所
（株）誠文社
一日市印刷
美留造園土木
美留造園土木
（公財）秋田県総合保険事業団
鹿島道路（株）大潟出張所
（株）東北ダイケン
山二施設工業（株）
猿田興業（株）
（株）沢木組

平成30年６月号

村の人口の動き･公共施設の状況

６月の行事予定
日付

行事名等

場所等

２日
創立50周年記念大潟小中合同運動会 中学校
（土）
３日
八郎湖クリーンアップ（6:00〜） 堤防周辺
（日）
農業委員会定例総会（15:00〜）
４日
（月） 駐日デンマーク大使講演会
（17:30〜、P９参照）
５日
駐日デンマーク大使来校
（火）
７日
大潟村防災訓練（P11参照）
（木）
12日 Ｂ＆Ｇ海洋センタープール開館
（火）
（予定、P21）
16日 男鹿潟上南秋中学校総合体育大会（〜17日）
（土） ※村民体育館ではバレーボール競技
村民グラウンドゴルフ大会
（13:30〜）
20日
（水）
小学５年 自然教室（〜21日）
21日
（木）
23日
（土）
29日
（金）

中学１年

役場
役場
中学校
村内各所
Ｂ＆Ｇプール
郡市内各会場
多目的運動広場
八峰町（あきた白
神体験センター）

アートドリーム
あきた田沢湖
（〜22日）
未満児保育参加日（わくわくちびっこランド）・
こども園
さくらんぼクラブ（9:15〜、P18参照）
中学３年

フィールドワーク

村内ほか

７月上旬の行事予定
日付
２日
（月）

行事名等

不用衣類回収
東2丁目村民
（9:30〜、P16参照） センター分館
農業委員会定例総会（13:30〜）

３日
中学校ＰＴＡ授業参観
（火）
５日
（木）

場所等

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

1,121
3,204
1,611
1,593

(＋77)
(＋75)
(＋41)
(＋34)

人数(人)

転入
転出
出生
死亡

93
14
0
4

◎公共施設の利用状況（４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)
327人 村民センター
1,317人
958人 ふれあい健康館
895人
3,930人 ごみ処理量
71ｔ
2,350人 水道使用量
43,778㎥
364人 下水排水量
40,995㎥
人
111

◎公共施設の太陽光発電量（４月中）
施設名 発電能力kW 発電量kWh 消費量kWh 売電量kWh 買電量kWh
西１分館
9.99
724
128
683
87
西２分館
3.96
406
45
384
23
西３分館
7.74
645
70
619
44
東２分館
9.99 1,128
238 1,033
143
東３分館
9.99 1,064
352
894
182
北１コミ会館 7.20
364
84
320
40
北２コミ会館 5.40
630
38
598
6
南コミ会館
4.32
483
126
413
56
多目的会館
4.95
426
134
375
83
合 計
63.54 5,870 1,215 5,319
664
○売電量の金額換算：223,398円
円（単価円/kWh）
○発電量の石油換算：1,203リットル

役場
中学校

６月の行政相談
行政や特殊法人等の仕事についての苦情や意

小学６年 修学旅行（〜6日）

仙台方面

見・要望を受け付け、その解決を促進するよう相

オリンピック教室

中学校

談に応じています。お気軽にご相談下さい。

小学校

【相談日】６月19日（火）10:00〜12:00

13日
小学校ＰＴＡ
（金）

【行政相談委員】北村シゲさん(西3-4☎45-2918)
【会場】役場第２会議室

こちらも
・保健センターの行事
チェック
⇒P13・14 してね。
・介護予防事業
⇒P15
・公民館の行事
⇒P17
・子育て支援センターの行事
⇒P18
・干拓博物館の行事
⇒P19
・体育館、スポーレ行事
⇒P20・21

○
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桜と菜の花まつり2018

４月21日（土）〜５月６日（日）、桜と菜の花
まつりが開催され、県内外から多くの観光客が大
潟村を訪れました。
サンルーラル大潟前の主会場ではミニＳＬ・ミ
ニ電車が大人気。４月28日（土）は天候も良く、

ボランティアガイドによるバスツアーは満員御礼♪

満開の桜と菜の花に囲まれてピクニックをする家
族連れも多く見られました。
また、干拓博物館のバスツアーや工作教室、潟
の店のご当地グルメ市なども賑わいを見せていま
した。

菜の花に囲まれて、「ハイ・チーズ」

たくさんのお客さんに対応するために、ＳＬが重連運転
（２両の機関車を連結して運転）する珍しい場面も

菜の花畑を手がけたのは耕心会の皆さん。
摘み取り体験も大人気でした

桜と菜の花ロードのソメイヨシノは４月26日頃に満開
を迎え、多くの人が車を停めて桜を楽しんでいました

〜桜と菜の花Ｓｔｏｒｙ〜
平成22年の「桜と菜の花写真コンテス
ト」で最優秀賞を受賞した、浮田英太郎
さん（東 3-1 ）。桜と菜の花に囲まれた
カップルの仲睦まじさに、思わずシャッ
ターを切った作品でした。
時は流れて今年の４月、浮田さんにか
かってきた１本の電話は、８年前に撮影
した、名前も知らないカップルから。８
年前に福島県から遊びに来ていた２人が、
その後結婚し、「子どもを連れて久しぶ
○
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りに遊びに行きます」という思いがけな
い連絡をくれたのでした。
家族は４月 28 日に村を訪れ、満開の
桜と菜の花ロードで記念撮影をするなど、
楽しいひと時を過ごしました。

８年前の写真の２人

今年、満開の桜・菜の花ロードで

