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第50回 全村盆踊り大会
８月16日（木）、商店街において、第50回全村盆踊
り大会が開催されました。
同大会は青年会が主催し、昭和44年の夏以降、毎年
回を重ねてきました。
記念すべき50回大会は、心配された天候も回復し、
開会宣言とともに踊りの輪が大きく広がりました。
また、ゆかたコンテストや仮装コンテスト、打ち上
げ花火や大抽選会の他、特別ゲストパフォーマンスと
して「超新塾」のお笑いライブなども行われ、大会は
多くの来場者で盛り上がりました。

やぐらの上では、青年会員による笛や太鼓

工夫を凝らした仮装コンテスト

各コンテスト入賞者は、
やぐらの上で表彰されました

知ってる人も、知らない人も、
超新塾のライブは大盛り上がり！

激戦区のJr.ゆかたコンテスト、優勝者は表彰式で思わず感激！

中学校生徒がデンマークを訪問
８月18日（土）から８月25日（土）にかけて、

また、団長の北林教育長、副団長の櫻庭中学校

大潟中学校の生徒８名を含む派遣団がデンマーク

長、通訳として同行した丹野あすかさん、いずれ

を訪問しました。

の方の話からも、生徒たちの想像以上のたくまし

この事業は、デンマークボートナショナルチー
ムの2020年東京オリンピック事前キャンプ地に、
大潟村が決定したことを受けて行われたものです。

さ、成長の様子が伺えました。
生徒たちは後日、今回の体験をまとめて報告会
を開く予定となっています。

派遣団は、デンマーク訪問後の 27 日（月）に
役場に来庁し、全員の無事を村長に報告しまし
た。帰村した生徒たちの表情には充実の色が見え、
目標として掲げていた①デンマークの教育や文化、
生活様式などを肌で感じること、②日本との違い
や共通点を発見すること、③国際感覚やコミュニ
ケーション能力などを向上させること、を十分に
達成した様子でした。
○
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訪問後、生徒たちは一回りも二回りも成長した様子
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消防操法大会 男鹿潟上南秋支部大会・全県大会

小型ポンプ操法は支部２位と健闘、ポンプ車操法は全国大会へ！
７月29日（日）、五城目町消防本部を会場に、
平成30年度秋田県消防協会男鹿潟上南秋支部消防
操法大会が行われました。
会場には、男鹿市、潟上市、南秋田郡の消防団
および関係者約 300 名が集まり、団員たちが日頃
から訓練してきた消火動作の完成度を競いました。
小型ポンプ操法の部に出場した大潟村消防団第
１分団は、６組中２位と、健闘を見せました。
ポンプ車操法の部には同団第３分団が唯一出場
し、全県大会への出場を決めました。
さらに、９月１日（土）に由利本荘市岩城の秋
田県消防学校で開催された全県大会でも、日頃の
訓練の成果を発揮し、見事に優勝し全国大会への

切符を手にしました。
全国大会は、 10月19日（金）に富山県富山市で
開催されます。
大潟村消防団の大活躍にご期待いたします。

大潟村消防団第１分団による小型ポンプ操法

大潟村戦没者追悼式
８月７日（火）、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。
式典では、髙橋村長が式辞を述べたあと、戦没者73
もくとう
名の氏名が読み上げられ、黙祷が捧げられました。
続いて、県知事代理、村議会議長、遺族代表の船木
文男さんより追悼の言葉がありました。
その後、参列した遺族・来賓合わせて約40名が献花
せんか
みたま
禍によって亡くなられた方々の御
霊を
を行い、先の戦
いた
悼むとともに、平和への祈りを新たにしました。

地域高齢者いきがい活動事業

ひだまり苑で園芸福祉活動が行われました
７月21日（土）、特別養護老人ホームひだまり
苑において、じゃがいもの収穫が行われました。
この事業は、地域の元気な高齢者やボランティ
アの方と県立大の学生がスタッフとなって、介助
を必要とする施設利用者の皆さんに園芸活動を楽
しんでもらう目的で毎年行われ、今年で16年目に
なります。
今年４月、施設の利用者がそれぞれの鉢に植え
たじゃがいもは、立派に生長していて、どの利用

者も満足げな表情を浮かべていました。
また、収穫は、収量を競うコンテスト形式で行
われ、皆さん優勝を目指して一生懸命いも掘りを
行いました。
当日は、夏休みに入った小中学生もボランティ
アとして加わり、賑やかな活動となりました。
収穫されたじゃがいもは、施設の給食やおやつ
として提供されました。

土や作物に触れる喜び

小中学生のボランティア活動も

○
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アントンさんが国際交流員として大潟村に着任
８月６日（月）、アントン・ボ・キュルブさんが国際交
流員（JETプログラム）として大潟村に着任されました。
アントンさんには、デンマーク語・英語の日本語通訳や
翻訳を通じて、大潟村の国際交流事業の促進に従事、その
中で、デンマークの文化や習慣の紹介、在住外国人の生活
支援などにも携わっていただきます。
また、デンマークボートナショナルチームの 2020年東京
オリンピック事前キャンプ地として、大潟村が選手団の受
け入れを成功できるようにがんばっていただきます。
【氏名】アントン・ボ・キュルブ

大潟村には８月８日（水）に来たばかりですが、
一目惚れと言っても過言ではありません。大潟村に
【年齢】26歳
着いた初日、車から見た日暮れの田んぼと豊かな自
【身長】196cm
然がとても美しくて感動しました。
【趣味】言語を勉強すること（英語、ドイツ語、
同僚や村民の方々は、いつも私に優しく話しかけ
てくれて、この短期間でも、祭り、BBQ、花火大会
フランス語、韓国語、日本語）。
など、大潟村での思い出は山ほどあります。
今は日本語を上達させたい気持ちで
これからの大潟村での生活もとても楽しみです。
いっぱいです。日本という国と、そこ
もし身長の高い外国人を見かけたら、気軽に声をか
に住んでいる人をより深く理解できる
けてくれると嬉しいです。
ようになりたいと考えています。
【出身】デンマーク オーフス

夏の交通安全キャンペーン
８月８日（水）、あぐりプラザおおがた駐車場と、 JA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。
このキャンペーンは、ドライバーの皆さんに飲み物と交通安全
のチラシを配布し、暑い時期の運転に対する注意を促すものです。
交通安全協会をはじめ、五城目警察署、交通指導隊、交通安全母
の会、シルバー人材センター、老人クラブ、耕心会の他、小学生
なども含め、約40名が参加しました。
村民の皆さまも長時間の運転の際には十分な休憩を取るなど、
安全運転を心がけましょう。

マイタウンバスを利用する高校生が
バス停待合所の清掃ボランティア実施
８月５日（日）、マイタウンバスの待合所の清掃ボランティア
が行われました。
ボランティアを行ったのは、日頃からマイタウンバスを利用し
て通学している高校生たちです。
体育館前や旧保育園前にあるバス停待合所を、掃き掃除や蜘蛛
の巣とり、外壁のブラシがけや窓ふきなど、感謝の気持ちを込め
て入念に清掃してくださいました。
おかげさまで待合所は大変きれいになりました。
高校生の皆さん、ありがとうございました。

○
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ドライバーに安全運転を呼びかけました
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2018 ＷＧＣ（ワールド・グリーン・チャレンジ）
８月７日（火）〜12日（日）、ソーラースポー
ツラインにおいて、 2018 ワールド・グリーン・
チャレンジが開催されました。
８日（水）〜10日（金）にはソーラーカー・ラ
リーの本戦が行われました。３日間合計 25 時間
で走行した周回数（１周 25km ）を競う「耐久競
技」では、工学院大学ソーラーチームが48周で優
勝し、WGCの総合優勝にも輝きました。また、事
前に提出した計画どおりに走行することを目標に
する「グリーン・ラリー競技」では、大潟村のカ
マダFARMが最も小さい誤差で優勝しました。

12日（日）にはソーラーバイシクル・レースの
本戦が行われ、100kmマラソン部門ではGLANZ
（栃木県）が３年連続の優勝に輝きました。また、
５時間以内での周回数を競う耐久ラリーでは、栃

好天続きで、非常にタフな大会となりました

に３周差の７周を走破し、４連覇を達成しました。
強い日差しと照り返しの中、戦い抜いた皆さん、
お疲れ様でした。

木県立矢板高校機械技術研究部（栃木県）が２位

B&G 財団会長 杯 第2 2回村民 水泳 大 会 結果
【開催日】８月８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】45名
【結果】
◎小学生低学年の部
かいり
自由形25m 第１位：小日山 快凛
そうた
第２位：金子 聡汰
のぞむ
第３位：土田 望

23秒4
23秒6
30秒2

◎小学生高学年男子の部
あつき
自由形25m 第１位：谷口 秋月
しゅん
第２位：池田 駿

17秒8
22秒0

◎小学生高学年女子の部
自由形25m 第１位：信太
第２位：櫻木
第３位：鎌田
平泳ぎ25m 第１位：前田
第２位：信太

かなめ

奏芽
わかな
若菜
ともか
朋華
ゆずこ
柚子
かなめ
奏芽

19秒6
21秒1
23秒6
30秒6
33秒5

◎中学生の部
けいた
自由形25m 第１位：中原 圭太
あきひと
第２位：山内 瑛仁
だいすけ
第３位：松本 大翼

22秒7
24秒7
28秒8

◎一般男子の部
自由形25m 第１位：池田 量衛
第２位：尾崎 正春
第３位：前田 久夫

16秒4
16秒7
21秒9

◎一般女子の部
自由形25m 第１位：ヘレン・ミット
第２位：佐藤 由紀子
第３位：栢森 慶子

20秒3
22秒9
26秒3

◎タイムレースの部（42秒）
しゅん
第１位：池田 駿
ともか
第２位：鎌田 朋華
第３位：佐藤 由紀子

42秒2
41秒5
41秒2

◎ビート板の部
かなめ
第１位：信太 奏芽
あつき
第２位：谷口 秋月
しゅん
第３位：池田 駿

23秒3
26秒3
29秒6

◎リレーの部
第１位：しゅん
1分28秒5
第２位：ゴールドパワー 1分33秒2
第３位：バスケチーム 1分41秒4
あつき
◎ MVP賞：谷口 秋月

○

5

平成30年９月号

第33回大潟村サマーレガッタ 結果
７月28日（土）、大潟漕艇場において、第33回大潟村
サマーレガッタが開催されました。
当日は、デンマーク大使館の関係者もオープン参加し、
合わせてナックル艇11クルーが出場しました。
この大会は９月15日（土）・16日（日）に滋賀県大津
市で開催される全国市町村交流レガッタ大津大会への出
場予選も兼ねており、各クルーは代表権を争って500m
を力漕しました。また、大潟ジュニアローイングクラブ

ゴール目前の接戦に、大きな声援

から８艇出漕し、日頃の練習の成果を披露しました。
【結果】
◎男子総合

◎女子総合

◎成年男子

優 勝：艇猿

優 勝：艇猿

◎壮年男子

優 勝：スポーツ推進委員

準優勝：カントリーロード

◎熟年男子

優 勝：議員ＯＢ

３ 位：大潟村議会

◎熟年女子

優 勝：ラムレーズン

優 勝：ラムレーズン

◎議会議員

優 勝：大潟村議会

第44回大潟村野球選手権大会結果

第30回大潟カップ招待
ミニバスケットボール大会結果

【開催日】８月４日（土）〜５日（日）

【開催日】８月25日（土）

【会場】村民野球場

【会場】村民体育館

【主催】大潟村野球協会

【主催】大潟村教育委員会

【主管】大潟村野球協会
【参加】７チーム

大潟ミニバススポ少父母の会
【後援】JA大潟村・（株）ルーラル大潟

優勝：ヤンキース

【主管】潟上南秋バスケットボール協会

準優勝：田吾作

【参加チーム数】６チーム

最優秀選手賞：田中謙也（ヤンキース）

【結果】優 勝：秋大附属小学校スポ少

優秀選手賞 ：龍田莞治（ヤンキース）
：谷 真誠（田吾作）

第30回村民ソフトボール大会結果

準優勝：桜スポ少
３ 位：大潟スポ少

第27回村民ゴルフ大会結果

【開催日】８月18日（土）〜19日（日）

【開催日】８月25日（土）

【会場】村民野球場ほか

【会場】男鹿ゴルフクラブ

【主催】大潟村体育協会

【主催】大潟村体育協会

【主管】大潟村ソフトボール協会

【主管】大潟村ゴルフクラブ

【参加者】10チーム

【参加者】42名

優 勝：東3-2

◎団体の部

準優勝：東2-4

優 勝：山口一也（東2-6）

優 勝：東３丁目チーム

第３位：西1-1

準優勝：西尾邦夫（東3-1）

準優勝：西1-4チーム

３ 位：古戸寛輝（東2-5）

３ 位：東2-5・2-6

西2-1・西2-2合同
最優秀選手賞：山内公輝（東3-2）
優秀選手賞 ：藤田裕輝（東2-4）
敢闘賞

○
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◎シニアの部
優 勝：伊藤由紀夫（西1-2）

：髙橋英樹（西1-1）

準優勝：舘山武宏（西3-1）

：土橋 聡（西2-2）

３ 位：宮田正馗（西2-4）

合同チーム

平成30年９月号

総務企画課からのお知らせ

総務企画課 ☎ 45-2111
ポルダー結婚支援センター ☎ 45-2111

平 成30年 住宅・土地統計調査へのご協力のお願い
総務省統計局では、 10 月１日を基準日として住
宅・土地統計調査を実施します。
この調査は、住生活に関する最も基本的かつ重要
な調査で、全国約370万世帯の方々を対象とした大
規模な抽出調査です。
今回の調査では、住宅数や国民の居住状況だけで

【調査対象】北1丁目、西2-2、西3-1、西3-4
※各住区、
全ての世帯ではなく抽出調査を行います。
【調査方法】９月中に抽出世帯を訪問し、統計調査
員が調査書類を配布いたします。
【回答方法】インターネット回答または紙の調査票
での回答を選択できます。

なく、①高齢化社会を支える居住環境、②耐震性・

【その他】調査票の回答内容は、統計法によって厳

防火性等の住宅性能水準の達成度、③土地の利用状

重に保護されます。また、統計を作成・分析する

況、④空き家の実態、を把握することをねらいとし

目的以外に使用されることはありません。

ており、大潟村においても次のとおり実施されます

【問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111

ので、対象となられた世帯の皆様には、何卒ご協力
くださるようお願いいたします。

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

家バンクへの登録をしていただける方は、総

め、空き家バンクを設置しております。使用してい

務企画課まで情報提供をお願いいたします。

ない住宅等を売却したい方や貸付したい方で、空き

【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）

次のいずれかの要件を満たす方。

【雇用期間】任用日〜平成31年３月31日（更新有）

１）身体障害者手帳の交付を受け、障

【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

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

【報酬】時給800円

【選考方法】面接試験

【募集人数】若干名

【申込方法】顔写真を貼った履歴書を提出

【受験資格】介助なしに職務の遂行が可能な方で、

【申込・問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111

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30年第３回（９月）定例会は以下の日程で行

【備考】議会の日程は９月１日現在の予定です。日

われる予定です。皆様の傍聴をお待ちしております。

程は、状況により変更される場合がありますので、

【会期】９月11日（火）〜25日（火）

下記への電話、または議会のサイトでご確認くだ

【日程】11日：本会議（村政報告・一般質問）

さい。

【問合せ】議会事務局☎４５−２５８７
13日：総括質疑、各委員会審査
総務企画課☎４５−２１１１
18〜21日：各委員会審査
ＵＲＬ http://www.ogata.or.jp/gikai/
25日：本会議（委員長報告、提出議案採決）
※９月12日、14日〜17日は休会予定
○
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住民生活課からのお知らせ

介 護保険

住民生活課 ☎ 45-2114

施設利用時の食費・部屋代の負担軽減について

介護保険３施設（介護老人福祉施設（特養）、介

３．預貯金等の額が、単身者は１千万円以下、配

護老人福祉施設（老健）、介護療養型医療施設）や

偶者がいる場合は２千万円以下であること

ショートステイを利用する方の食費・部屋代につい

＊預貯金等とは、資産性があり、換金性が高く価格

ては、ご本人による負担が原則ですが、低所得の方

評価が容易なもの（現金、預貯金、有価証券、投

については食費・部屋代の負担軽減を行っています。

資信託、金・銀等）です。

対象となる方は役場窓口まで申請してください。

●申請に必要なもの

●対象となる方（次のいずれにも該当する方）

・印鑑（認印でもかまいません）

１．世帯全員が住民税非課税であること
２．配偶者が別世帯の場合は、配偶者も非課税で
あること

・利用者及び配偶者が保有する全ての通帳の写し
（最新の残高がわかるもの）
・その他預貯金等が確認できるものの写し

（参考）利用者負担段階と負担限度額
利用者
負担段階

負担限度額（日額）
部屋代

対象者

含む）が住民税を課税されていない方で
老齢福祉年金を受給されている方
・生活保護等を受給されている方

第２段階

・世帯の全員（世帯分離している配偶者を
含む）が住民税を課税されていない方で
合計所得金額と課税年金額と非課税年金
収入額の合計が年間80万円以下の方

第３段階

・世帯の全員（世帯分離している配偶者を
含む）が住民税を課税されていない方で
上記第２段階以外の方

第４段階

・上記以外の方

かつ︑預貯金等が単身で１千万円︵夫婦で２千万円︶以下

第１段階

・世帯の全員（世帯分離している配偶者を

食費

0円
（特養等）
320円
従来型個室
（老健・療養等） 490円 300円
ユニット型準個室
490円
ユニット型個室
820円
多床室
370円
（特養等）
420円
従来型個室
（老健・療養等） 490円 390円
ユニット型準個室
490円
ユニット型個室
820円
多床室
370円
従来型個室 （特養等）
820円
（老健・療養等) 1,310円 650円
ユニット型準個室
1,310円
ユニット型個室
1,310円
多床室

負担限度額なし

【問合せ】住民生活課 ☎ 45-2114

秋 田県里親制度地域セミナーの開催について
秋田県は、里親登録者数や里親委託率が全国でも
低い状態が続いています。

【対象者】潟上市・南秋田郡にお住まいで、里親制
度に関心のある方。

そこで、里親制度に対する理解を深めることを目

＊事前に大潟村役場 住民

的に以下のとおり、地域セミナーを開催しますの

生活課までお申し込みく

で、興味のある方はぜひご参加下さい。

ださい。

【日時】９月25日（火）10:00〜12:00

【申込期限】９月18日（火）

【場所】潟上市昭和公民館

【申込・問合せ】住民生活課

【主催】秋田県
【内容】里親制度の説明や事例発表、個別相談など
○
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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

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

【留意事項】屋外アンテナの設置にあたっては、役

良を改善し、災害時の緊急放送や村からのお知らせ

場側の外壁にアンテナ取り付けとケーブルを引き

を正確かつ迅速に伝達することを目的として、対象

込むための穴開けが必要となります。新築工事や

世帯及び事業所へ屋外アンテナの設置工事を実施さ

リフォームを行う場合には、設計の段階で住民生

せていただきます。戸別受信機の聞こえが良くない

活課までご相談ください。

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

【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

事業所

◎健康相談

保健センター
今月の行事

９月５日（水）13:00〜 保健センター 栄養相談も可
９月26日（水）9:00〜11:00 保健センター
※このほか、保健センターで随時相談を受け付
けています。

◎乳児健診

◎専門医による「心の健康相談日」

【日時】９月６日（木）13:00〜

９月11日（火）、25日（火）13:30〜15:00

【会場】保健センター
【対象】４ヶ月（H30.4.7〜5.6生）
７ヶ月（H30.1.7〜2.6生）

10ヶ月（H29.10.7〜11.6生）
13ヶ月児（H29.8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６日（木）14:00〜

会場：秋田地域振興局福祉環境部
９月18日（火）13:30〜15:00
会場：男鹿市保健福祉センター
【申込・問合せ】秋田地域振興局福祉環境部
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】９月19日（水）、10月１日（月）

10:00〜11:30
【会場】ちょこっと

【相談医】湖東厚生病院小児科医師
【会場・申込】保健センター ☎ 45-2613
◎保健センター開放日「潟っ子広場」
《ベビーマッサージ》

【日時】９月10日（月）10:30〜
【会場】保健センター
【講師】助産師 近藤真利子さん
◎乳児相談
【日時】９月10日（月）11:00〜
※ベビーマッサージ終了後
【会場】保健センター
【対象】H30.6月生の乳児

【申込・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

｢こ

ころの体温計」ためしてみませんか？

こころの不調を気軽にチェックできるコーナー

保健センター ☎ 45-2613

〜こころのストレスチェック〜
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

が、村ホームページ内にあります。
ちょっと疲れを感じたら、こころの体温を測り

活用ください。
【問合せ】保健センター

ましょう。
大潟村

☎ 45-2613

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

自 殺予防週間及び相談窓口のお知らせ
９月10日〜16日は自殺予防週間です。全国、秋
田県とも年々自殺者数は減ってきていますが、秋田

自殺予防週間 街頭キャンペーン

県では、年間240人もの方が自殺で命を絶っていま

【日時】９月５日（水）16:00〜17:00

す（平成28年度）。お互いに支え合う、すべての人

【場所】あぐりプラザおおがた

にとってやさしい地域をつくるため、右のとおり街

【内容】大潟村メンタルヘルスサポーターの方々

頭キャンペーンを行います。

を中心に、心の健康づくりの普及啓発のための

また、次のような相談窓口もありますので、ひと

街頭キャンペーンを行います。

りや家族で抱え込まずに、ご相談ください。
相談内容

相談窓口

電話番号

受付時間

こころの電話相談

年末年始を除く
☎ 018-831-3939
9:00〜16:00（平日）
10:00〜16:00（土日祝）

自死遺族の方々の想い、悩
み、自死に関連した相談

あきたいのちの
ケアセンター

年末年始を除く
9:00〜16:00（平日）
☎ 0120-735256
10:00〜16:00（土日祝）
来所相談（要予約）
10:00〜16:00（平日）

18歳以上のひきこもり状態
にあるご本人やご家族などの
相談

ひきこもり相談支援
センター

人付き合い、家族関係、眠れ
ないなど様々な不安や悩み

☎ 018-831-2525

10時〜 16時（平日）

※保健センターでも随時相談を受け付けています。臨床心理士による心の相談もあります。
【問合せ】保健センター ☎ 45-2613
○
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『子育て・孫育て講話』から
７月５日（木）の保健センター「潟っ子広場」で、一般社団法人秋田県助産師
会の髙橋真樹子氏を講師に迎え「子育て・孫育て講話」を行いました。
子育てに関する常識が昔と今でどう違うかなどをお話いただき、聴講した方々
からは大きな反響がありましたので、内容について一部、ご紹介いたします。

◎乳児期の子育ての常識、今と昔の違い
昔

今

ミルクを積極的に与えよう。「丈夫で頭のいい子」に 母乳中心で育てよう。母乳は栄養豊富な上に、良い親子
育つように。
関係が作られて赤ちゃんの精神発達に良い影響がある。
断乳。やめると決めたら、
泣いて欲しがってもあげない。卒乳。自然な乳離れでゆっくりと卒業させる。
お風呂上がりは白湯や果汁を。

お風呂上がりは消化吸収が良く、新鮮な母乳を。

果汁は早い時期から与える。離乳食は大人が噛み砕い 離乳食の開始時期はゆっくりと（果汁も含めて）。大
て食べやすいようにして与える。
人が噛み砕いて与えると子どもは虫歯に！
抱き癖がつくので、泣いてもすぐ抱っこしないように。泣いたらすぐに抱っこして安心させる。
日光浴は生後すぐから積極的にさせる。

外出時は紫外線対策をしっかりと。まずは外気浴から。

寒くならないように、厚着をさせる。

住宅環境が昔より整備されていることや、体温調整機
能を養うため、赤ちゃんは、なるべく薄着で。

◎子育ては「役割分担」が大切

■大人の役割
・子どもが一人でやろうとしているのに、大人は
つい手伝ってしまうことがありますが、できる
ところまでじっと見守ることで、子どもは粘り
強く取り組むことができるようになります。
・１ 歳 ま で は 誤 飲 や 窒 息 の 事 故 を 防 ぐ た め 、
39mmよりも小さいものは子どもの手の届かな
いようにしましょう。
また、浴槽で溺れることがないように、浴槽
に残し湯をしないことや浴室に簡単に入れない
工夫をするなど、子どもが活動しやすいように
環境を整えましょう。

◎現代の子どもたちに必要なこと

◎大事なこと

■祖父母の役割
・子育ての主役はパパとママで祖父母はサポー
ターです。経験を活かし、客観的な広い視野
で、パパとママと話し合って協力できることを
引き受けましょう。
・子どもとたくさんコミュニケーションをとり、
生きることの楽しさや、夢と希望をもつ大切さ
を伝えましょう。
・最大の役割は命の在り方を伝えることです。祖
父母の老いを子どもたちは身近に見て感じ、い
たわる心や優しい心を育みます。

・現代は車で移動することが多く、歩くことが
少ないため体力の弱い子どもが増えていま
す。意識して歩いたり、体を動かしたりしま
しょう。
・テレビやゲームばかりで室内で過ごすことが
多いと、手先が不器用で自分で何かを作るこ
とが苦手になる傾向があります。手先を使う
遊びや外遊びをさせましょう。

・お母さんは子育てに疲れたら、周囲の力も活
用し、余裕が持てるように心がけましょう。
・周囲はお母さんが楽しく子育てしているか気
にかけて見守ることが大事。辛そうだと感じ
たら、何か手伝えることはないか、考えて手
を差し伸べましょう。

【問合せ】保健センター ☎ 45-2613
○
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保健センター ☎ 45-2613

が ん検診無料対象者のお知らせ
次の事業の対象者は、がん検診を無料で受診できます。この機会に是非、がん検診を受診しましょう。
＜子宮頸がん検診・乳がん検診 無料クーポン券対象者＞
村の総合検診の他、契約医療機関でも検診を受けることができます。
対象の方には６月に個別にクーポン券を配布しております。受診時に忘れずにお持ち下さい。
年齢
生年月日
子宮頸がん検診
乳がん検診
平成９年４月２日〜平成10年４月１日
○
21歳
平成４年４月２日〜平成５年４月１日
○
26歳
昭和57年４月２日〜昭和58年４月１日
○
36歳
昭和52年４月２日〜昭和53年４月１日
○
○
41歳
昭和47年４月２日〜昭和48年４月１日
○
46歳
昭和42年４月２日〜昭和43年４月１日
○
51歳
歳
昭和
年４月２日〜昭和
年４月１日
○
56
37
38
昭和31年４月２日〜昭和32年４月１日
○
60歳
＜胃がん検診助成事業＞
下記の年齢の方が無料で胃がん検診を受けることができます。
＊村の総合検診でのみ適用。クーポンの配布は行っておりません。
年齢
51歳
53歳
55歳
57歳
59歳

生年月日
昭和42年４月２日〜昭和43年４月１日
昭和40年４月２日〜昭和41年４月１日
昭和38年４月２日〜昭和39年４月１日
昭和36年４月２日〜昭和37年４月１日
昭和34年４月２日〜昭和35年４月１日

◎村の総合検診は、10月24日（水）
〜31日（水）です（24日は乳がん、
子宮頸がん検診はありません）。
◎年齢表記は平成 31 年３月 31 日現
在のものです。

＜がん検診受診率向上推進事業＞
がん罹患率が上昇する各年齢層の方にがん検診を受けてもらうための事業です。下記の年齢の方が無料で
対象のがん検診を受けることができます。＊村の総合検診でのみ適用。クーポンの配布は行っておりません。
大腸がん検診
肺がん検診
子宮頸がん検診

対象年齢
51〜55歳
61〜65歳
31〜35歳

乳がん検診

42〜45歳

生年月日
昭和38年４月２日〜昭和43年４月１日
昭和28年４月２日〜昭和33年４月１日
昭和58年４月２日〜昭和63年４月１日
昭和48年４月２日〜昭和52年４月１日
※昨年、乳がん検診を受診しなかった方

【問合せ】保健センター ☎ 45-2613

こ ども救急電話相談室について
秋田県では、夜間におけるお子さんの病気への対
応方法や、応急処置などを相談できる「こども救急
電話相談室」を毎日開設しています。
お子さんの急な体調不良で、医療機関を受診する
べきか迷った時になど、ご活用ください。経験豊富
な看護師が対応します（医療行為となる診断や治療
は行っておりません）。
○
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【相談日時】毎日 19:30〜22:30
【電話番号】☎＃８０００（プッシュ回線の固定電
話、携帯電話から）
☎ 018-895-9900
（全ての電話から）
【問合せ】保健センター
☎ 45-2613

平成30年９月号

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」
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19日・26日、10月３日（全て水曜）
【時間】13:30〜15:00
【会場】ふれあい健康館
【対象】おおむね65歳以上※申込みは不要です。

◎認知症予防教室「脳いきいき教室」
いきいきとした自分らしい生活を送るため、
体を動かしながら、脳をきたえます。
【開催日】９月20日、10月４日（全て木曜）
【時間】13:30〜15:00
【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
味のある方 ※申込み不要

◎「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
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】９月20日（木）
【会場】ふれあい健康館
【時間】9:30〜11:30

◎血圧測定・健康相談
【開催日】10月３日（水）
【時間】9:40〜
【会場】ふれあい健康館
【対象】おおむね65歳以上
◎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
お喋りをしながら、自立した生活を目指します。
【開催日】10月４日（木）【時間】10:00〜
【会場】ふれあい健康館
【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。

【問合せ】地域包括支援センター ☎ 22-4321 FAX 22-4511

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歳以上で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。

選挙管理委員会からのお知らせ

【募集部屋数】１部屋
【備考】食事は施設で用意します。
また、温泉入浴などが楽しめます。
【申込･問合せ】
ケアハウスゆうゆう
☎ 0185-22-4311

選挙管理委員会 ☎ 45-2111

引 っ越したら住民票を移しましょう
進学や就職などで転出された方は、原則、現在住 政サービスは、住んでいる市区町村が担っており、
んでいる寮・アパート等が住所地になります。
住民票の異動はこうした行政サービスや選挙人名簿
住所の異動がある方は、住民基本台帳法に基づき、 への登録などに繋がる大切な情報ですので、忘れず
転出・転入の手続きをする必要があります。
に手続きをしましょう。
上下水道やごみ処理、道路・公園の整備などの行 【問合せ】選挙管理委員会 ☎ 45-2111
○
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平成30年９月号

大潟村診療所

vol.２

岩村先生の健やかコラム
『問：病院で薬をもらうとかぜは早く治りますか？
答：いいえ、そんなことはありません。』

「薬を飲まないとかぜは治らない」と思って
普通のかぜならば自動
いる方が多いかもしれませんが、それは大きな 的にウィルスを駆逐して
間違いです。医者なら誰でも知っていることで 数日で治ります（日数が
すが、かぜは放っておけば治ります。
かかることもあります
話せば長いことになります。いわゆる「か が）。インフルエンザでも１週間で治ります、
ぜ」、すなわち急性上気道炎は、ほとんどの場 もちろん薬なしで。ウソだと思ったらインター
合ウィルスによる上気道（鼻・のどなど）の炎 ネットで調べてみてください。本格的な病気で
症です。一部のウィルスを除きウィルスを駆逐 あっても、自己修復力を最大限活用できるよう
する薬はなく、かぜの治療はうっとうしい症状、 に薬や手術で補助をしていると言うのが本当な
つまり熱・のどの痛み・せき・鼻水などを薬で のです。「元気になったのは先生のおかげ」と
やわらげるだけなのです。治しているのではあ 言われる事がありますが、「それはあなたの実
りません。抗生物質は細菌専用ですからウィル 力です、私はほんのちょっと下から支えただ
スには無効です。「売薬で良くならないので来 け」と反論してます。
ました」「早く薬を飲めば早く良くなると思っ
そうは言ってもいろいろな場合があるので、
て来ました」いずれもご期待に応えることはで なかなか良くならない時は診療所をお尋ねくだ
きないのです。
さい。医者の存在価値は、単なるウィルス性の
人間の体は非常に高級にできています（人間 かぜか、それとも抗菌剤が必要な状態か、そ
に限りませんが）。機械とは全く違います。異 れとも他の病気の始まりかなどを判断すること
常を察知してそれに対応する素晴らしい能力が にあります。かぜの患者様が一切来なくなっ
あります。体の一部が壊れれば直ちに復旧作業 たら、診療所の売り上げは減ってしまいますし
が始まります。外敵が入ってくるとそれを察知 （苦笑）。上記の原則を守りつつ患者様に満足
して排除にかかります。非常に複雑で高度なシ していただく、かぜの「適切な」診療というの
ステムが作り込まれているのです。
は、意外に難しいものなのです。

産業建設課からのお知らせ

｢新

米まつりinおおがた」出店（出展）者募集

「新米まつりinおおがた」を干拓博物館前駐車場
を会場とし、開催いたします。
つきましては、まつり当日に出店（出展）してい
ただける方（大潟村民に限る）を募集いたします。
【日時】10月７日（日）9:00〜14:00
【会場】干拓博物館前駐車場
【区画】
〔出店〕１区画：干拓博物館前テント
7.2m×3.6mの半分のスペース
大潟村農産物（加工品を含む）など
〔出展〕１区画：干拓博物館内展示スペース
1.8m×0.45mテーブルほか
農業活動の紹介など
○
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産業建設課 ☎ 45-3653

【申込期限】９月14日（金）
※産業建設課内に申し込み用紙を用意しています。
【その他】販売は屋外のみですが、販売金額や試食
等の設定は自由に行えます。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。
【問合せ】
新米まつりinおおがた実行委員会
（役場産業建設課内）☎ 45-3653

平成30年９月号

産業建設課からのお知らせ

産業建設課 ☎ 45-3653

平 成31年度未来農業のフロンティア育成研修生募集します
平成31年４月より２年間、実習や講義を通じて農
業経営に必要な知識や技術を習得することができま
す。１年目は県内各試験場で研修し、２年目からは
県内先進農家等で実践的な技術等を身につけること
ができます。
【研修コース】
研 修 先
農業試験場
畜産試験場
果樹試験場
花き種苗センター

研修コース
作物、野菜、花き
酪農、肉用牛
果樹（りんご等）
花き

【応募資格】
①農業後継者、または新たに農業を始める方で、
農業で自立する意欲の高い方。
②研修終了後、確実に県内に就農できる方。
③応募時点で年齢が概ね45歳未満の方。

【受付期間】
９月３日（月）〜10月12日（金）まで 期間厳守
※申し込みをお考えの方はお早めにお問い合わせ
ください。
【その他】
①募集人数には限りがあります。
②書類審査、小論文、面接試験があります。
③研修期間中は研修奨励金または農業次世代人材
投資資金（準備型）を受給できます。
④詳 細 事 項 及 び 募 集 要 項 は 、 県 Ｈ Ｐ （ http://
www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/4720）に
も掲載されています。
【申込・問合せ】産業建設課 ☎ 45-3653
○産業建設課の窓口に、募集要項、申請書等様式
を備え付けてあります。
※上記、県ＨＰからもダウンロード可能です。

９ 月10日は下水道の日です
普段、あまり目にすることのない下水道ですが、
私たちの快適で衛生的な生活を支える下水道につい
て一緒に考えてみませんか。
＜排水設備を大切に＞
○ごみや廃油を流さない
生ゴミ、野菜くず、油などは、排水管を詰ま
らせたり、悪臭や有毒ガスを発生させる原因と
なります。
○流していいのはトイレットペーパーだけ
紙おむつや水に溶けにくいティッシュペーパ
ーなどを水洗トイレに流さないようにしましょ
う。便器や排水管を詰まらせる大きな原因とな
るので絶対にやめましょう。
○排水管の近くに樹を植えない
排水管の近くに樹を植えると、排水管の小さ
な隙間から木の根が侵入し、成長に伴って排水
管を詰まらせることがあります。
＜雨水を流さないで＞
大潟村の下水道は、汚水と雨水を別々に流す
「分流式下水道」です。しかし、雨天時には汚水
量が増加し、汚水処理に支障をきたしています。
その原因のひとつに、雨どいが誤って汚水管に
接続されているなどの「誤接続」があります。次
の事項を参考に、皆さんのご家庭の下水設備の確
認をぜひお願いします。

・雨どいを汚水管につなげて雨水を流してはい
けません。
・屋根のない「屋外の流し」や「玄関先の足洗
い場」などが汚水管につながっている場合は、
雨水を流してはいけません。（雨水が入らな
いよう対策をしてください。）
・その他、村内においては、宅地内の枡が破損
していることにより、破損部分から雨水が流
入しているケースが見られます。そのまま放
置せずに対策をお願いします。
○雨水を汚水管に流すと・・・
住宅裏のマンホールや宅地内の枡から汚水が
あふれたり、各家庭からの汚水が排水されにく
くなったり、逆流する危険があります。
○誤接続や破損を発見したら・・・
宅内の下水道修理は自己負担になりますが、
早急に対策をお願いします。
下水道修理については、下水道排水設備指定
工事店に修理を依頼し
てください（指定工事
店については産業建設
課 建設上下水道班へお
問い合わせください）。
【問合せ】産業建設課
☎ 45-3653
○
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平成30年９月号

産業建設課からのお知らせ

産業建設課 ☎ 45-3653

村 営住宅入居者募集
※村営住宅を退居する場合は、退居希望日の30日前

【募集戸数】１戸（北１丁目）
【家賃】21,000円／月〜33,000円／月
※世帯所得に応じて決定します
【募集期間】９月10日（月）〜14日（金）
申込者多数の場合は、住宅困窮度（家族構成な
ど）の高い方を優先しますが、同程度の場合は抽選

までに産業建設課にご連絡ください。また、その
他手続き等でご不明な点
がある場合も遠慮無くお
問い合わせください。
【問合せ】産業建設課
☎ 45-3653

となります。

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

ご みの分別と袋への記名にご協力を
７月26日（木）にごみの回収作業中に車両火災が発生しました。カセ
ットボンベにガスが残っており、爆発したことが原因だと思われます。
「少しくらいなら」の思い込みが危険な事故につながることをご理
解の上、分別ルールの徹底にご協力をお願いします。
○カセットボンベ・スプレー缶は、穴を開けガスをぬきましょう
○ごみは分別し、排出ルールを守りましょう
○ごみ袋に名前を書きましょう
※ルールを守っていないごみは回収しないことがあります
【問合せ】環境エネルギー室 ☎ 45-2115

ペ ットボトルのゴミ出しについて
ペットボトルの出し方について問い合わせがありましたのでご紹介します。
《質問》

つぶ

つぶ

ペットボトルは潰して出すのですか？それとも、潰してはダメなのですか？
《回答》

つぶ

つぶ

どちらでも構いません。潰すとたくさん入り袋代の節約になるので潰す こ と
をおすすめしています。
なお、ペットボトルの出し方は以下のとおりです。
①ラベルとキャップを外す。
②残った中身は全部捨てて、軽くゆすぐ。
【問合せ】環境エネルギー室 ☎ 45-2115

墓 地管理委員会からのお知らせ
お彼岸のお供え物は、風で飛ばされたり、カラス等
の動物に食い散らかされたりすることを防ぐため、そ
の日のうちに片付けましょう。墓地公園の景観維持に
ご協力をお願いします。
○
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公民館 ☎ 45-2611
干拓博物館 ☎ 22-4113

教育委員会からのお知らせ

第 100回全国高校野球選手権記念大会「金足農甲子園報道写真展」in大潟村
秋田県立博物館で開催した金足農甲子園写真展が

干拓博物館で開催！

大潟村干拓博物館でも開催されます！

県立博物館では
展示のなかった
写真もあります！

どなた様も入館無料ですので、甲子園で活躍した
金足農の感動を写真で御覧下さい。

【日時】９月15日（土）〜16日（日）
9:00〜16:00

【会場】干拓博物館
【入場料】期間中無料
【主催】朝日新聞社 秋田県朝日会
【協力】日刊スポーツ新聞社
【問合せ】干拓博物館 ☎ 22-4113

新 しい本、入りました
№

タイトル

著者

№

タイトル

著者

わけあって絶滅しました。世界一
1 おもしろい絶滅したいきもの図鑑 丸山 貴史
マンガでわかる
三原 弘之
2 ビットコインと仮想通貨
ウォルター
3 チャレンジミッケ！７パイレーツ ウィック

5 ファーストラヴ

島本 理生

6 送り火

高橋 弘希

7 万引き家族

是枝 裕和

4 下町ロケット ゴースト

8 老後の資金がありません

板谷 美雨

池井戸 潤

【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

入札結果について
（予定価格130万円以上）

事業名

平成30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。
契約額（税込）

落札率（％）

業者名

大潟村放課後児童クラブ
指名競争 ７月11日
プレイルーム棟改修工事

17,280,000円

99.07

成田建設（株）本店

事 指名競争 ７月18日

4,428,000円

98.80

鈴成建設（株）

遊

歩

道

改

契約方式

修

工

入札日

○
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教育委員会からのお知らせ

子育て支援センター ☎ 45-2345

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な遊びや、

【９月のさくらんぼクラブ】

で、ぜひ遊びに来てくださいね♪

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、お友達を誘ってぜひ遊びに来てくださ
い♪

【利用時間】月曜日〜金曜日

●『みんなあつまれ！よ〜いどん！』

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

9:30〜12:00／13:00〜15:30

創立50周年記念親子ふれあい運動会

※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）☎ 45-2345

※こども園開放日
《日時》９月15日（土）9:00〜11:30
《会場》大潟こども園園庭
（雨天時：中学校大体育館）
《内容》小さいお子さんも、親子でふれあい
ながら体を動かして楽しめる競技を計画し
ています。
プレゼントもあります。ぜひお友だちを
誘って、みんなで楽しい時間を過ごしまし
ょう。
●『ワンツーパンチ♪』
《日時》９月26日（水）10:00〜11:00
《内容》子育て支援センター
《内容》親子で一緒に体を動かし、手遊びや
ふれあい遊びを楽しみます。

８月３日のさくらんぼクラブでは、
水遊びをして楽しみました

情報・募集・ご案内
Ａターンプラザ秋田（秋田県東京事務所）から

「Ａターンフェア」開催のお知らせ
秋田県では、県外に在住し秋田県内での就職を
希望する方を対象とした「Aターンフェアin東京」
を開催します。
当日は、県内企業ブースによる企業説明会や個
別面談、 A ターン希望者を対象としたミニセミナ
ーや各相談ブースによる就職相談や移住相談等を
行います。ご家族、お知り合いの方で A ターン就
職希望の方がいらっしゃいましたら、ぜひお知ら
せください。
【日時】10月28日（日）
受付11:00〜／開始11:30／終了16:10
【会場】浅草橋ヒューリックホール
東京都台東区浅草橋1-22-16
ヒューリック浅草橋ビル
○
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【対象】秋田県内への就職を希望する全ての方
( 学生も可)
【問合せ】Ａターンプラザ秋田（秋田県東京事務所）
東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館７階
☎ 0120-122-255（フリーダイヤル）

平成30年９月号

情報・募集・ご案内
秋田地域振興局福祉環境部から

秋田地域振興局福祉環境部から

井川子育て学校（野外編）
〜森で楽しむ『おやこのじかん』〜

井川みなくる子育て学校

【日時】９月30日（日）10:30〜12:00
【会場】井川町 日本国花苑（ちびっ子広場等）
【対象】幼稚園、保育園、小学校低学年のお子
さまとご家族（先着15組）
【主催】子ども・子育て支援推進秋田周辺地区
協議会
【内容】親子で『森のミッション』をクリアし
よう！
＊ミッションクリアでプレゼントがもらえます♪
【持ち物】飲み物、着替え、雨具、虫除け等
【服装】長袖、長ズボン、帽子、首用タオル、
（長靴がおすすめ）
【参加費】無料
【その他】小雨決行
【申込・問合せ】
秋田地域振興局福祉環境部（秋田中央保健所）
☎ 018-855-5171／FAX 018-855-5160

読み聞かせや子育て相談等、乳児の母親同士
が気軽に子育てを学べます♪
【日時】９月30日（日）10:00〜12:30
【会場】井川町子育て支援多世代交流館みなくる
【対象】乳児とご家族、妊婦
【主催】子ども・子育て支援推進秋田周辺地区
協議会
【内容】
多目的ホール：ふれあい遊び、リレートーク
読書ルーム：読み聞かせ
子育て支援ホール：託児、相談コーナー、歯
磨き指導（予定）
【参加費】無料
【問合せ】秋田地域振興局福祉環境部
（秋田中央保健所）
☎ 018-855-5171 ／ FAX018-855-5160

秋田県国際交流協会から

秋田地域振興局福祉環境部から

「あきた国際フェスティバル２０１８」
で世界につながろう！

手話教室のお知らせ

秋田に住む外国人の母国紹介や国際交流団体
の活動紹介ブース、様々な国の踊りなどが見ら
れるステージパフォーマンス、世界のお菓子が
もらえるクイズラリーなどが楽しめます。ぜひ
ご来場ください。
【日時】９月30日（日）10:00〜16:00
【会場】イオンモール秋田・セントラルコート
【入場料】無料
【問合せ】
（公財）秋田県国際交流協会（ＡＩＡ）
☎ 018-893-5499
HP：http://www.aiahome.or.jp

簡単な自己紹介やあいさつが学べる
手話教室を開催します。この機会に簡
単な手話に触れてみませんか。
【日時】９月17日（月・祝）
13:00〜15:30
【会場】秋田地域振興局福祉環境部
（秋田中央保健所）大会議室
【対象】秋田県民の方なら誰でも参加できます。
【募集】先着15名 【参加費】無料
【問合せ】秋田地域振興局福祉環境部
（秋田中央保健所）☎ 018-855-5171
宴も終へ晩夏の空を見上げおり

夏深し湖畔の宿の湯の香り

晩夏とは寂しき響き寺の鐘

老妻とたっぷり生きる晩夏かな

川面みる銀河に染まりゆく晩夏

入日どき海へ橋かけ晩夏光

池田郷太郎

佐藤 響泉

守時 誓子

佐藤モモ子

松岡 正樹

浅利猪一郎

下間 良子

拓邑俳句会

新しき年号想ふ晩夏かな

宮野 洋子

佐藤 豊

さわさわと晩夏の兆しらしき音

崩れ見る砂像の影や晩夏光

佐々木よしこ

仁田原鈴子

晩夏光寄せては返す白い波

大内 弘雲

あいさつも身振り晩夏の畑かな

風もなく草木萎れる晩夏かな

○
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平成30年９月号

情報・募集・ご案内
秋田地方・家庭裁判所から

「法の日」週間行事のお知らせ
三庁（裁判所・検察庁・法務局）見学ツアー
秋田地方・家庭裁判所、秋田地方検察庁及び
秋田地方法務局の三庁を見学しませんか。各庁
の役割や業務の説明などを解りやすく行います。
裁判所では、裁判員裁判用法廷の見学や、裁
判官の法服を試着しての写真撮影などを予定し
ています。
【日時】10月17日（水）9:30〜12:00
【当日受付場所】秋田地方裁判所
秋田市山王七丁目1-1
【申込】下記を参照 【定員】40名

無料法律相談
金銭・土地建物・交通事故・相続などの法律
相談について、秋田弁護士会所属の弁護士がご
相談に応じます。
【日時】10月12日（金）10:00〜15:30
【会場】アトリオン７階
秋田市中通二丁目3-8
（受付会場「くらしのサロン」）
【申込】下記を参照 【定員】24名

【申込方法】電話またはFAXでお申し込みください。FAXの場合は、①行事名、②氏名、③人数、
④連絡先を明記してください。
【申込期間】三庁見学ツアー：10月２日（火）〜10月15日（月）
無料法律相談：９月27日（木）〜10月10日（水）
※土日祝日を除く、8:30〜17:00
【申込・問合せ】秋田地方・家庭裁判所事務局 ☎ 018-824-3121／FAX 018-823-8849
秋田地方法務局から

「全国一斉！法務局休日相談所」及び
講演会「相続について」のご案内
【日時】10月７日（日）10:00〜15:00
（講演会は13:00〜14:00）
【会場】秋田地方法務局
（秋田市山王七丁目１番３号 秋田合同庁舎）
【主な相談内容】
◎土地・建物の相続登記や抵当権の抹消登記
に関すること。
◎遺言・後見など公正証書に関すること。
◎隣地との境界に関すること。
◎いじめや近隣トラブルなどの人権問題に関
すること。
秋田県司法書士会から

【相談担当者】公証人、司法書士、土地家屋調
査士、人権擁護委員、法務局職員
【講演会講師】鈴鹿寛公証人
【その他】相談・講演会参会は無料です。また、
相談は予約優先です。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
☎ 018-862-6531

秋田調停協会

「法の日」無料法律相談会のお知らせ

無料調停相談会のお知らせ

秋田県司法書士会では、
「法の日（10月１日）」
を記念して無料法律相談会を開催いたします。
予約は不要ですので、直接会場へお越しくだ
さい。
【日時】９月30日（日）10:00〜16:00
【会場】秋田県司法書士会館３階
【相談内容】不動産の名義変更や、相続・成年
後見に関すること、身近な民事トラブルにつ
いて無料でご相談いただけます。
【問合せ】秋田県司法書士会 ☎ 018-824-0187

【日時】９月14日（金）10:00〜15:00
※予約不要、当日の受付順に相談に応じます。
【会場】裁判所合同庁舎内
（秋田市山王七丁目1-1）
【内容】
◎家庭内の問題（夫婦関係（離婚）、親子関係、
扶養、相続、遺言）
◎土地・建物・金銭のもめごと
◎多重債務問題 ◎交通事故（補償）等
【問合せ】秋田調停協会 ☎ 018-824-3121

○
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平成30年９月号

情報・募集・ご案内
秋田公証人会から

10月１日〜７日は「公証週間」です
遺言書の作成や高齢者の後見に関すること、離婚に関する取り決めや重要な契約など、少しでもお悩
みのことがありましたら、公証役場にご相談ください。
10月１日〜７日の公証週間の期間中には、無料公証相談を実施します。公証人が直接、公正証書の作
成やこれに関する法律相談を受付いたします。

《無料公証相談》
〔秋田公証人合同役場〕公証人 鈴鹿 寛
秋田市大町三丁目５番８号 ウィング・グラン３階
☎ 018-864-0850／FAX 018-864-0854
〔能代公証役場〕公証人 髙橋 仁
能代市通町９番48号
☎ 0185-52-7728／FAX0185-88-8070
受付時間 土・日・祝日を除く9:00〜12:00
13:00〜17:00

また、日本公証人連合会本部では、10月１日〜
７日までの期間中、電話による無料公証相談を実
施します。

《電話による無料公証相談》

☎０３−３５０２−８２３９
受付時間 9:30〜12:00、13:00〜16:30
※期間中は土曜日、日曜日も受け付けています。
【問合せ】秋田公証人会 ☎ 018-864-0850

秋田県精神保健福祉センターから

各相談窓口のご案内
●こころの電話相談（専門の相談員が対応）
《相談内容》
人と上手につきあえない、家族との関係で悩
んでいる、眠れない日が続いているなどの様々
な不安・悩み
《日時》年末年始を除く毎日
平日9:00〜16:00
土日祝日10:00〜16:00
《電話番号》☎ 018-831-3939

●こころの健康相談〔来所相談〕
（精神科医師、保健師、心理判定員等が対応）
《相談内容》
人と上手につきあえない、家族との関係で悩
んでいる、眠れない日が続いているなどの様々
な不安・悩み
《日時》平日9:00〜16:00
※事前に電話予約が必要です。なお、
当日の相談はお受けしていません。
《予約電話番号》☎ 018-831-3946

●ひきこもり相談支援センター
（専門の相談員が対応）
《相談内容》
18歳以上のひきこもり状態にあるご本人やご
家族などの相談に応じます。
《日時》電話相談、面接相談
平日10:00〜16:00
☎ 018-831-2525
※面接相談は事前に電話予約が必要です。
《グループ支援》
◇ご本人のつどい（青年グループ）
対象：18 歳から 35 歳くらいのひきこもり
状態にあるご本人
日時：原則毎月第２火曜日 14:00〜16:00
◇親御さんのつどい（にじの会）
対象：18歳以上のひきこもり状態にある方
の親御さん
日時：原則毎月第４木曜日 14:00〜15:30

【問合せ】秋田県精神保健福祉センター ☎ 018-831-3946

○
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平成30年９月号

情報・募集・ご案内
秋田点字図書館から

デイジー図書編集ボランティア募集
【活動内容】自宅や当館のパソコンを使って、
視覚に障害のある方へ提供するデイジー図書
（デジタル録音図書）の編集作業を行います。
※ご自宅のパソコンに専用ソフトを入れて、
ご自宅で活動ができます。
※ワードやエクセルが使える方であれば活
動ができます。
【事前説明会】応募者を対象に事前説明会を開
催します。
日時：10月10日（水）10:00〜
【講座】ボランティア講座で活動を手引きします。
10月16日（火）、17日（水）、19日（金）
の計３回を受講していただきます（必須）。
３回とも、10:00〜15:00
【会場】秋田県点字図書館
（事前説明会、ボランティア講座とも）
【申込】10月４日（木）までに、秋田県点字図
書館にメールまたはFAXで、「デイジー図書
編集ボランティア希望」と書いて、住所、氏
名（フリガナ）、電話番号（日中連絡が取れ
るもの）を記入してお申し込みください。
※様式は自由。
【問合せ】秋田県点字図書館
（秋田市土崎港南三丁目2-58）
☎ 018-845-0031／FAX 018-845-7772

E-mail tenji@fukinoto.or.jp
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）
11月期生を募集します
【訓練期間】 平成30年11月１日（木）
（６ヶ月間）
〜平成31年４月26日（金）
【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）
住宅リフォームデザイン科（15名）
【募集期間】８月24日（金）〜９月25日（火）
【受講料】無料（テキスト代等は自己負担）
【応募資格】ハローワークに求職申込をされた
方で、新たな技術・技能を身に付
けての再就職を希望される方
【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
○

22

男鹿地区消防署から

「消防ふれあい広場」開催のお知らせ
【日時】９月９日（日）10:00〜12:30
※雨天の場合は、９月16日（日）に順延
【場所】マックスバリュ男鹿店駐車場
【主催】男鹿地区消防署
【協賛】マックスバリュ男鹿店
【実施内容】
・消防車両展示
・地震体験（９月９日実施の場合のみ）
・記念写真
・ミニ消防車＆ミニ救急車乗車体験
・君も救助隊員に！綱渡り体験
・心肺蘇生法、AED体験
・住宅用火災警報器の普及啓発（見本展示や
家庭での防火・防災対策等のコーナーも設
けています）
・高所放水車の乗車体験
・記念品プレゼント
【その他】乗車体験コーナーでは、整理券を発
行します。
【問合せ】男鹿地区消防署予防係
☎ 0185-23-3119
秋田県国民年金基金から

老後の備えは大丈夫ですか？
国民年金基金がお手伝いします
国民年金基金は、老齢基礎年金の上積み年金
として給付を行う、公的な年金制度です。掛金
全額が「社会保険料控除」になるほか、税制面
でも優遇されるたいへん有利な制度です。９月
下旬に、加入対象者あてダイレクトメールが送
付されますのでご一読ください。
誰にでも必ず訪れる「老後」の備えとして、
ご検討ください。詳しい資料の請求は、下記ま
でお問い合わせください。
【問合せ】秋田県国民年金基金
☎ 0120-65-4192
秋田県中央児童相談所から

「里親」登録者を募集します
様々な理由で親元で生活できない子どもたち
が全国で約４万６千人、県内には約200人います。
そうした子どもたちを家庭的な環境で養育する、
里親の登録者を募集しています。
なお、里親登録をするためには研修を受ける
必要があります。詳細についてはお問い合わせ
ください。
【問合せ】秋田県中央児童相談所
☎ 018-862-7311

平成30年９月号

９月の行事予定

村の人口の動き･公共施設の状況

日付
行事名等
場所等
２日 第50回干拓駅伝競走大会・女子ロ
（日） ードレース大会（8:30〜開会式） 村内コース
３日
（月）

農業委員会定例総会（13:30〜）

役場

第２回大潟村PTA連絡協議会

中学校

創立50周年記念大中祭
８日
（土） 全県中学校・高校新人相撲大会
（10:30〜）
９日
（日） 村民駅伝大会（15:45〜）
10日
（月） 大潟神社例大祭
創立50周年記念親子ふれあい運動会
（9:00〜）
15日 男鹿潟上南秋中学校秋季体育大会
（〜16日）
（土）
全国市町村交流レガッタ大津大会
（〜16日）

日付
２日
（火）
４日
（木）
５日
（金）
７日
（日）
10日
（水）

◎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

中学校

公民館
村民体育館
干拓博物館
多目的運動広場
多目的グラウンド
子育て支援センター

村内コース
大潟神社 他
こども園
村民体育館
（バレー）

役場

マラソン大会・なべっこ交流会

小学校

前期終業式

園・小・中

新米まつり（9:00〜）

干拓博物館前

後期始業式

園・小・中

こちらも
・保健センターの行事
チェック
⇒P９ してね。
・介護予防事業
⇒P13
・干拓博物館の行事 ⇒P17
・子育て支援センターの行事
⇒P18

3
7
1
1

利用者数(量)
1,003人 村民センター
1,041人
1,154人 ふれあい健康館
1,717人
1,543人 ごみ処理量
71ｔ
2,044人 水道使用量
42,345㎥
389人 下水排水量
45,975㎥
人
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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 1,214
113 1,170
69
西２分館
3.96
476
35
458
17
西３分館
7.74
734
93
688
47
東２分館
9.99 1,269
249 1,152
132
東３分館
9.99 1,145
303
970
128
北１コミ会館 7.20
637
108
577
48
北２コミ会館 5.40
705
74
652
21
南コミ会館
4.32
463
177
365
79
多目的会館
4.95
548
114
486
52
合 計
63.54 7,191 1,266 6,518
593
○売電量の金額換算：273,756円
円（単価円/kWh）
○発電量の石油換算：1,475リットル

場所等

農業委員会定例総会（9:00〜）

人数(人)

転入
転出
出生
死亡

◎公共施設の太陽光発電量（７月中）

滋賀県大津市

行事名等

(０)
(−４)
(−５)
(＋１)

◎公共施設の利用状況（７月中）
施設名
利用者数
施設名

大潟村相撲場

10月上旬の行事予定

1,122
3,193
1,601
1,592

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18日（火）10:00〜12:00
【会場】役場第２会議室

大潟村出身者の活躍情報、お待ちしています！
村外で活躍されている、大潟村出身者の情報をお待ち
しています。写真を添えてお寄せください。
ご提供いただいた情報は、広報おおがたへの掲載を検
討させていただきます。
※自薦・他薦を問いません（他薦の場合、広報担当か
らご本人もしくはご家族への確認を取らせていただ
きます）。
※写真は、なるべくデータでご提供ください。
【連絡・問合せ】総務企画課 ☎ 45-2111
○

23

成人おめでとう！

平成30年

大潟村 成人式

８月12日（日）、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ました。
当日は、新成人88人（県立大生48人）のうち36名が
出席し、久しぶりの再会と互いの成長を喜び合っていま
した。
式典では、村長式辞や来賓から新成人へのお祝いの言
葉があり、新成人の顔には改めて責任感がにじんでいま

堂々とした入場

○
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した。
続いて、新成人代表の清野瑠美さん（東 3-2 ）が、
「自分らしく人生を歩み、感謝の気持ちを忘れずに夢や
目標に向かって日々努力していきます」と誓いのことば
を述べました。
式典後の記念行事では、八郎太鼓 龍勢会による和太
鼓演奏があり、新成人の門出を祝いました。

新成人を、多くの方々が祝福

実行委員を務めてくださった皆さん

誓いのことばを述べた清野瑠美さん

厳かな式典後、ホッとして一枚

