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●今月の主な内容
内
◇ 全国消防操法大会（P1・2）
◇ 新米まつりinおおがた（P2）
◇ 大潟村ふるさと会総会（P4）
◇ 米盗難防止パトロール出発式（P4）

発行
電話

秋田県大潟村役場

南秋田郡大潟村字中央１番地１
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◇ 小学校学習発表会（P24）

すべては、住民の安全のため。
富山県を舞台に行われた、全国消防操法大会。
全国47都道府県を代表する消防団が集い、日
頃から磨いた操法を実施しました。
（関連：P2）

No.

560
平成30年

11月号

第26回全国消防操法大会 大潟村消防団第３分団が健闘

10月19日（金）、第26回全国消防操法大会が行
われ、大潟村消防団第３分団がポンプ車の部に出
場しました。ポンプ車の部の秋田県代表としては
７大会連続（４年に１度）の出場となります。
会場の富山県広域消防防災センターには、全国
から都道府県代表の消防団が集い、ポンプ車の部
には23団が出場しました。
大会当日、日差しのあった午前中とは打って変

わって、午後は雨風が強まりました。大潟村消防
団はちょうど天候の変わり目での操法となりまし
たが、悪条件下でも、指揮者を先頭にして最後ま
で冷静な操法をやり遂げました。
惜しくも入賞とはなりませんでしたが、秋田県
代表として堂々たる操法を行った選手の皆さん、
お疲れ様でした。

《出場選手》

指揮者
３番員

班長
団員

吉原
鈴木

忍（東3-2） １番員
昇（西2-2） ４番員

団員
班長

佐藤真悟（西2-1） ２番員
高木茂之（東2-4） 補助員

団員
団員

佐藤寿輝（東3-2）
村上直樹（西2-1）

選手・関係者・応援団で一緒に

新米まつり in おおがた
10月７日（日）、干拓博物館において、新米ま
つりinおおがたが開催されました。
当日は荒天のため、屋外のブースは大幅に縮小
されましたが、会場には朝早くから大勢の来場者
がありました。

ブースには、新米や特産品を求めて多くのお客さ
んが訪れ、購入者が参加できる抽選会には長い行
列ができていました。
また、つきたての餅が無料で振る舞われるなど、
イベントは大いに賑わっていました。

館内に特設された村内の米販売事業所等の販売

○
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急遽の屋内開催にも関わらず、たくさんの客足

「おめでとうございます！特賞です！」

平成30年11月号

菅生金作さんに全国防犯功労表彰

長年の防犯活動の功績が認められ
10 月 11 日（木）、菅生金作さん
（東2-6）に全国防犯功労表彰の防犯

以後、村内の防犯パトロール活動や、
「安全安心まちづくり村民集会」の開
催などに率先して取り組まれ、現在ま
栄誉銀賞が伝達されました。
で同委員会の会長として防犯活動に尽
伝達は、同日に五城目警察署におい
力されています。
て行われた、平成 30 年全国地域安全
また、平成 29 年からは五城目地区
運動キャラバン隊出発式に合わせて行
われました。
防犯協会連合会の会長も兼任し、広く
菅生さんは平成 13 年に大潟村防犯
地域の安全のために尽力されています。
これらの功績が認められ、警察庁長
協会会長に就任し、平成 16 年には村
官・全国防犯協会連合会長連名での表
内の防犯強化のために村内 40 団体で
彰を受けられました。誠におめでとう
「大潟村安全安心ネットワーク委員
会」を立ち上げ、会長に就任しました。 ございます。

全国地域安全運動キャラバン隊
10月11日（木）〜20日（土）の10日間、地域安全の
強化を図るため全国地域安全運動が実施されました。
初日の11日には五城目警察署管内の市町村防犯協会で
構成されるキャラバン隊が大潟村を訪れ、大潟村安全安
心ネットワーク委員会の菅生金作会長から工藤副村長へ、
「犯罪被害を未然に防ぐためには、《安全・安心なまち
づくり》に、地域ぐるみで取り組むことが大切」などと
キャラバンメッセージが伝達されました。
平成30年の全国地域安全運動スローガン
・子供と女性の犯罪被害防止
・特殊詐欺の被害防止
・住宅対象侵入窃盗の被害防止

池田元美さんが全日本水上スキー選手権大会で総合優勝！

自身の持つ記録を大幅に更新、世界を視野に
９月14日（金）〜17日（月）にかけて、第64回
桂宮杯全日本水上スキー選手権大会が行われ、池
田元美さん（東 3-4 ）が女子 45 歳以上の部で総合
優勝しました。
会場は大分県中津市の耶馬溪アクアパーク。大
潟村のコースより波の影響を受けやすい環境下で
池田さんは、スラローム、トリック、ジャンプの
３種目全てにおいて結果を残し、総合優勝に輝き
ました。
特にジャンプでは、自身が持つこれまでの日本
記録である16.5mを大幅に塗り替える20.2mとい
う日本新記録を打ち立てました。
また、本大会は 11 月 24 日（土）〜 12 月２日

（日）に南米のチリで
開催される、 35 歳以上
の世界選手権「 World

Over 35 Waterski
Championships
2018」の日本代表選考
会も兼ねており、池田
さんは見事に選出され
ました。なお、夫の昌弘さんは既に日本代表に選
考されており、夫婦揃って世界大会に出場するこ
ととなりました。
世界選手権を始め、今後の更なる活躍にご期待
申し上げます。
○

3

平成30年11月号

大潟村ふるさと会総会・懇親会
10月20日（土）、東京都江東区のホテルイースト21東京
において、大潟村ふるさと会総会・懇親会が開催されました。
当日は、ふるさと会会員、髙橋村長、川﨑副議長、小林JA
組合長など約40名が出席しました。
総会では、各議案の審議と行政、JAが現在取り組んでいい
る政策事業等の説明の後、出席者との意見交換がなされ、移
住定住やタマネギ栽培への応援などの意見が出されました。
その後、パルシステム生活協同組合連合会参与の白川恵子
氏から、『地域・食・農との繋がり』と題して講演をいただ
きました。
懇親会には関東能代会、東京みたね会の役員の方々も参加
し、終始和やかな雰囲気の中で楽しい時間を過ごしました。

米盗難防止パトロール出発式
10月15日（月）、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。
主催者である安全安心ネットワーク委員会の菅生金
作会長は、「油断せず危機感を持ち、地域みんなで監
視の目を光らせることが大切です」と呼びかけました。
このパトロールは、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、毎年実施されています。
農家の皆さんにおいても、米の保管場所の施錠を徹
底するなど、地域全体で盗難防止に努めましょう。
※不審車両などを見かけた場合、接触はせずに110
番をしてください。安全な範囲で、車種やナンバーの
メモをお願いします。

パトロール隊の出発を激励

「８０２０ いい歯のお年寄り表彰」 大潟村から５名
９月12日（水）、潟上市の秋田中央保健所にお
いて、8020いい歯のお年寄り表彰が行われました。
この事業は、歯科医療機関での口腔審査をもと
に80歳以上で20本以上自分の歯をお持ちの方を認
定するものです。
大潟村からの被表彰者は、佐藤弘さん・モモ
さんご夫婦（西2-4）、太田ナミヱさん（西1-2）、
芹田キワ子さん（東 2-4 ）、樋熊敏江さん（東

3-2 ）の５名で、佐藤さんご夫婦のように夫婦そ
ろっての認定は珍しいとのことです。
表彰式には佐藤さんご夫婦が出席し、8020認定
証が交付されました。また、佐藤弘さんは秋田中
央地区代表に選ばれ、優秀賞も受賞されることと
なりました。
○
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認定を受けられた皆さん、おめでとうございま
す。

どうも、アントンです。
空中から失礼します。

国際交流員

2回

アントンの

第

『幸せインタビュー』
せインタビュー』
こんにちは！国際交流員のアントンです！
大潟村に来たデンマーク人の私は、インタビューを通じて村民と意見
交流をしたいと思っています。
第二回目の幸せインタビューは、大潟村で色々な国際活動や教育活動
に関わり、ALTの英会話教室及びきらきら塾で英語講師をしている丹野
あすかさんです。彼女は８月に、大潟村中学生デンマーク派遣団の通訳
としてデンマークへも同行しています。

第２回 ゲスト

アントン

丹野あすか さん
アントン

幸せインタビューならではの質問、幸せです
か？

私は幸せです。なんでだろう、１つはやりた
いことはできていて、今の生活に不自由がな
い、満ち足りているからです。まあー、欲を
出せば、色々な小さいものがあるけど、たと
えば… 都会じゃないからイベントが少ない
とか、近くに住んでいない友達もいるとか、
私は結婚していないので、結婚している友達
とは生活パターンが違ってきたとかはありま
すが。大きな流れで言うと幸せです。
アントン

アントン

丹野

今、あすかさんが言ったことは非常にいいこ
とだと思います。幸福の研究をしているデン
マークの Wiking さんは短期的と長期的な幸
せがあると主張していますが、まさにあすか
さんが幸せについて言っていることと同じで
す。短期的な幸せも大事ですが、最も大事な
のは長期的、『大きな流れの幸せ』でしょう
ね。
話は変わりますが、実際にデンマークを訪れ
た日本人としてデンマークのイメージはどう
でしたか？

夢のある国です。特に首都コペンハーゲンは
おとぎ話のような、独自の文化、色合いの街
です。首都はどちらかというと高層ビルがあ
り、モノクロなイメージで、どこも似ている
ような印象ですが、コペンハーゲンはかわい
らしい街でした。

丹野

やはり、デザインと街並みはデンマークの印
象的なところですね。ではデンマーク人のイ
メージはどうでしょう

滞在先で特に中学生と関わって思ったんです
けど、「人間としてできている」というふう
に思いました。自分と違う人を、絶対に否
定しないというところがすごいなと思いまし
た。その答えは多分、教育の影響だと思いま
すが、その理由をアントンさんに聞きたいで
す。

丹野

アントン

確かに、デンマークが理想とする教育とは
「自立できる子供を育てる」ということです
が、その話は次の機会にしましょう。

アントン

最後に、デンマークが日本から学んだ方がい
いことはありますか？

学んで欲しいことというわけではないけど、
デンマーク人がもっと日本に来て、たくさん
の大きな違いがあることを肌で感じてもらえ
れば嬉しいです。
アントン

丹野

私も毎日のように、日本そして大潟村の意外
なところを肌で感じ、驚きます。全てが何か
の役に立つわけではないけれど、物事の考え
方が違うということを理解し、それだけで十
分なときもあると思います。人の幸せはそれ
ぞれですからね。

丹野さん（右）と

○

5

平成30年11月号

公 共施設の受動喫煙防止対策の強化について
国では、受動喫煙による健康被害をなくすた
め、「健康増進法」を改正することとしています
（2020年４月１日施行）。
村では、健康増進法の改正を踏まえ、率先して公
共の場における受動喫煙防止対策に取り組むことと
いたしました。
「日本一元気な長寿村」を目指すにあたり、皆様
のご理解・ご協力をお願いいたします。
2019年４月１日から
右表の公共施設について、敷地内禁煙とし
ます。
※敷地内禁煙では、駐車場や車の中を含む、施設の敷
地内全てにおいて禁煙となります。
※すでに敷地内禁煙になっている公共施設：こども園、小
中学校、保健センター、診療所、なかよし館、放課後児
童クラブ、干拓博物館、ふれあい健康館、ひだまり苑、
ケアハウス、ラグビー場、テニス場、B＆Gプール

◎2019年４月１日以降、
敷地内禁煙となる公共施設
・役場庁舎
・公民館
・村民体育館
・村民センター(分館含む)
・コミュニティ会館
・村民野球場

・サブグラウンド
・ソフトボール場
・水上スキー場
・漕艇場
・多目的会館

※次の施設は分煙措置とします
・サンルーラル大潟
・ポルダー潟の湯
・産直センター潟の店
・多目的運動広場（グラウンドゴルフ場）
・多目的グラウンド（サッカー場）
・ソーラースポーツライン関連施設
総務企画課 ☎45-2111

「一 日行政体験事業」「村づくり懇談会」開催のお知らせ
○一日行政体験事業
「行政の仕事」について、実際の体験を交えながら、理解を深めていただく事業です。
※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。
11月29日（木）10:00〜13:15 ※昼食は役場で用意します
役場２階 第１会議室ほか
総務企画課 ☎45-2111
○「村づくり懇談会」
今年度の村主要事業を説明した後、村民の皆様とざっくばらんに懇談します。
ぜひこの機会に、日頃疑問に思っていることや、ご意見・ご要望をお聞かせください。
11月29日（木）13:30〜15:00
役場２階 第１会議室
村民の方はどなたでも参加できます（申込み不要）。
当日に参加できない方でも事前にご意見等をお寄せいただければ、後日回答をいたします。
書面（FAX可）または電子メールでお寄せください（住所・氏名・連絡先を明記してくださ
い）。
総務企画課 ☎45-2111／FAX 45-2162／電子メールogata̲mura@ogata.or.jp

障 がい者を対象とした非常勤職員 募集のお知らせ
非常勤職員（週５日程度勤務）
任用日〜平成31年３月31日（更新有）
8:30〜16:30の原則７時間
※勤務日数・時間については応相談
公共施設の清掃、電話対応等
時給800円
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
面接試験
顔写真を貼った履歴書を提出
総務企画課 ☎45-2111

平成30年11月号

滅 失家屋はございませんか？
家屋（住宅、車庫等）の全部又は一部を取り壊し
た場合には、手続きが必要となります。固定資産税
の課税基準日（１月１日）前に抹消手続きが完了し
た場合には、翌年度その家屋には固定資産税が課税
されません。
①登記されている家屋を取り壊した場合
建物滅失登記申請書を法務局に提出してくださ

い。法務局から役場税務会計課に通知が届き、そ
れに従って処理します。
②登記されていない建物を取り壊した場合
役場税務会計課へご連絡ください。現地を確認
し、固定資産台帳から抹消します。
税務会計課 ☎45-2113

家 屋調査にご協力ください
村では固定資産税の課税対象となる家屋の評価額
を算定するため、税務会計課職員がお伺いし、家屋
の調査を行っております。
対象物件がある方には、村からお知らせしていま

すが、未登記家屋等を建設した場合
などはご連絡をお願いします。
税務会計課 ☎45-2113

男 女共同参画講演会を開催します
男女共同参画講演会（主催：大潟村婦人会・ JA
大潟村女性部、共催：大潟村、 JA 大潟村）を、下
記の日程で開催いたします。
皆さま、お誘い合わせのうえ、ご参加ください。
昭和女子大学理事長・総長 坂東 眞理子氏

11月26日（月）10:10開演
（受付は当日9:50〜）
サンルーラル大潟
事前申込み不要。入場無料。
住民生活課 ☎45-2114

『今、求められる農業・農村における女性の活躍』

「女 性の人権ホットライン」強化週間
法務局では、下記のとおり「女性の人権ホットラ
イン」強化週間を実施し、皆様方からのご相談をお
受けいたします。相談は人権擁護委員及び法務局職
員が担当し、相談内容についての秘密は厳守します。

☎0570-070-810

11 月は児童虐待防止推進月間です
子育てに不安や悩みがある方、虐待を受けたと思
われる子どもをみつけた方は次の窓口にご相談くだ
さい。
・大潟村住民生活課 ☎45-2114
・中央児童相談所
☎018-862-7311
・秋田県子ども家庭相談電話 ☎0120-42-4152
住民生活課 ☎45-2114

11月12日（月）〜16日（金）
8:30〜19:00
11月17日（土）・18日（日）
10:00〜17:00
住民生活課 ☎45-2114

秋 の火災予防運動
11月４日（日）から11月10日（土）までの一週
間は、秋の火災予防運動期間です。
期間中、6:30と19:00にサイレンを吹鳴します。
火災とお間違えのないようお願いします。
また、空気が乾燥し火災が発生しやすい時季を迎
えるため、火の取り扱いには充分ご注意ください。
住民生活課 ☎45-2114
○
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特 設人権相談所の開設について
国連では世界人権宣言が採択された12月10日を「人権デー」と定めています。
法務省及び全国人権擁護委員連合会では、「人権デー」を最終日とする１週間を「人権週間」と定め、
全国的に人権擁護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。
12月８日（土）10:00〜16:00
公民館
大潟村人権擁護委員
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。
平日 8:30〜17:15
秋田地方法務局人権擁護課
（秋田市山王７丁目1-3）
みんなの人権110番
☎ 0570-003-110
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」で検索。
携帯電話でも相談できます。
秋田県人権啓発活動ネットワーク協議会
事務局 ☎018-862-1443

市町村の推薦に基づき法務大臣が委嘱する民間
のボランティアの方々です。人権擁護委員法に基
づいて、国民の基本的人権を守り、また、人権が
大切なものであることを知ってもらうために、法
務局や県内・村内の委員と協力しながら日ごろ活
動しています。
〔人権擁護委員の主な活動〕
①人権啓発活動
住民一人一人の人権意識を高め、人権につ
いて理解を深めてもらうための活動。

②人権相談
面談、電話、インターネット、手紙による、
人権に関する相談への対応。
③人権侵害（いじめ、差別、暴行、虐待等）の
被害者救済
被害者等からの申告を受けて、法務局職員
と協力し、問題を解決していく取組。

平 成30年度

地域公開講座を開催します。

今回のテーマは「介護保険サービスと利用料」で
す。
元気に自宅で生活していた方も、徐々にまたは入
院をきっかけに身体（認知機能を含め）が衰えてき
ます。できることであれば介護保険サービスを使わ
ずに自立（自律）した生活を送りたいものです。
今回は事前に介護保険サービスの料金を知ること
により、今後の将来設計に役立てて頂ければと思い
ます。
11月11日（日）14:00〜15:00
ひだまり苑 介護者教育室
○
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◆人権擁護委員の活動に関心のある方は、役場住民
生活課（☎45-2114）までお問い合わせください。

テーマ「介護保険サービスと利用料」
◆在宅サービス、施設サービスを利用した場
合の利用料金について
ケアハウスゆうゆう 施設長
ひだまり苑 事務長
林 次男 氏
無料
ひだまり苑 ☎22-4311
住民生活課 ☎45-2114

平成30年11月号

防 犯カメラ設置に係る費用の補助について
村では、農作物等の盗難防止を目的とした防犯カ
メラ設置に係る経費の一部を補助しています。
・大潟村民で、村内に農業用ビニールハウス又は
農業用格納庫を所有していること。
・自己の所有する農業用ビニールハウス又は農業
用格納庫に防犯カメラを設置すること。（設置
後に補助金を交付）

◎２歳児親子歯科健診
11月7日（水）13:00〜
保健センター
H28.2月〜4月生の幼児と親
◎乳児健診

11月12日（月）13:00〜

保健センター
４ヶ月（H30.6.2〜7.12生）
７ヶ月（H30.3.2〜4.12生）
10ヶ月（H29.12.2〜H30.1.12生）
13ヶ月児（H29.10月生）
◎乳児相談

11月13日（火）11:00〜
保健センター
H30.8.7〜8.31生の乳児

◎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。
11月12日（月）14:15〜
保健センター
事前にお申し込みください。
湖東厚生病院小児科医師
◎『ちょこっと』での血圧測定
11月5日（月）、21日（水）10:00〜11:30
ちょこっと

●検診結果説明会

・防犯カメラの撮影範囲内に他者の土地又は建物
が含まれるときは、当該他者から同意を得てい
ること。
一世帯につき１台
設置経費の 1/2 補助。
ただし、20,000円を上限とします。
住民生活課 ☎45-2114

◎健康相談
11月14日（水）13:00〜16:00 保健センター
栄養相談も可
月
日（水）
11 28
9:30〜11:00 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。
◎専門医による「心の健康相談日」

11月13日（火）、27日（火）13:30〜15:00
会場：秋田地域振興局福祉環境部
11月20日（火）13:30〜15:00
会場：男鹿市保健福祉センター
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
◎保健センター開放日「潟っ子広場」
『ベビーマッサージ』
11月13日（火）10:00〜
保健センター
助産師 近藤真利子 氏
『フリーマーケット』
11月15日（木）10:00〜13:00
保健センター
出店者募集中です。
◎骨粗鬆症検診
11月8日（木）、9日（金）
受付 9:00〜11:45、13:00〜15:00
保健センター
600円
35〜70歳の女性
※申込みし忘れた方でも当日受けることができ
ます。

12月３日（月）〜５日（水）
9:00〜16:00（５日は12時まで）
保健センター

○
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４ 00ml献血へのご協力をお願いします
一人ひとりの献血が、輸血を必要としている患者
さんの尊い生命を支えています。
次の日程で献血を実施しますので、皆様のご協力
をお待ちしております。
11月25日（日）
道の駅おおがた

9:30〜10:30

秋田県立大学学生寮
『清新寮』

12:00〜15:30

※今回は、400ml献血のみ実施いたします。
年齢：男性 17歳〜69歳、女性 18歳〜69歳
※ただし65歳以上の方は、60〜64歳まで
に献血経験のある方に限る。
体重：50kg以上

大潟村診療所

次の薬について、献血当日に服用されている場合
でも原則として献血にご協力いただけます。
①健康増進のためのサプリメント、②胃腸薬、③降
圧薬、④漢方薬、⑤高脂血症治療薬、⑥アレルギ
ー治療薬、⑦抗ヒスタミン薬、⑧少量の女性ホル
モン・避妊薬、⑨点鼻薬、点眼薬、塗り薬、貼り薬、
⑩抗潰瘍薬、⑪緩下剤、⑫痛風高尿酸値治療薬
（最終的な判断は検診医が判
断いたします。）
保健センター
☎45-2613

vol.３

岩村先生の健やかコラム
『心房細動って知ってますか？』
心房細動は不整脈の一種です。不整脈ってな
んなの？という声が聞こえてきそうですが、そ
れはさておいて、治療が必要な不整脈としては
心房細動が圧倒的に多いのです。
心房細動になると脈がばらばらに打つように
なります。ですから心房細動の治療は脈をきれ
いにする事のように思われるでしょうが、それ
よりもずっと大切な事があります。詳しい事情
は省きますが、実は心房細動になると脳梗塞に
なりやすくなるのです（元巨人の長嶋がそうで
す）。そして心房細動による脳梗塞は規模が大
きくなることが多く、一発で寝たきりになる事
が珍しくありません。生命に危険が迫ることも
あります。心房細動の患者様を診ていく上で一
番大事なのは脳梗塞の予防なのです。
幸い、心房細動による脳梗塞の予防法は確立
されています。抗凝固療法といいまして、俗に
言う血液サラサラの薬を飲む事です。血液サラ
サラの薬ならなんでも良いわけではなく、心房
細動用の薬があります。以前はワーファリンと
いって「納豆を食べちゃいけない薬」が主でし
たが、今は新世代の薬が中心で、薬を飲んでい

○
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ても納豆は食べられるよ
うになりました。ワーフ
ァリンよりも安全性が高
く効果も確実で、やや値
段が高いのですがお勧めです。
心房細動のもう一つの困ったことは心不全に
なりやすくなることです。いつの間にか足がむ
くんできて、そういえば歩けば息が切れる、こ
んな具合です。体の中にひそかに余分な水が溜
まっているのです。治療はというと、余分な水
をおしっこにして体の外に捨てること、要は利
尿剤の内服です。だた、心臓が本当に悪くてな
る心不全とはまったく違っていて、薬をしっか
り飲めば割と簡単に落ち着きます。薬を飲みな
がら元気に暮らしていくことが十分可能です。
この場合も抗凝固療法は大変大事で、一緒に血
液サラサラの薬を飲んでいかないといけません。
「不整脈」は全然珍しい物ではなくほとんど
は治療の必要はないのですが、中に心房細動の
ような面倒な物が混じってきます。脈がおかし
いな、胸がどきどきするな、と思ったら診療所
にお寄りください。

平成30年11月号

｢大

腸がん検診のおすすめ」の電話をします（コール・リコール事業）

昨年に引き続き、秋田県総合保健事業団と協力し、電話で大腸がん検診受診をおすすめします。
◎11月26日（月）〜27日（火）に、対象の方に電話をします。
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。
「がん検診コール・リコールセンター」から電話で追加検診の案内をします。
追加検診のおすすめと申し込みをとります。

がん検診コールリコールセンター（秋田県総合保健事業団内）☎018-884-5531
※電話をかける時間帯：8:30〜19:30
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を
希望していたのに受診できなかった方を対象に、追

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本採ってください

加検診を実施します。
日程は下記のとおりですので、どちらか都合の良

（１本しか採れなかった場合でも、検査は可
能ですので、提出してください）。

い日にお越し下さい。

12月10日（月）、11日（火）
9:00〜11:30

２.採った便は冷蔵又は冷暗所で保存し、黄色の

大潟村保健センター

３.黄色の袋の裏面を記入して来てください。

500円

袋に入れて提出して下さい。
保健センター ☎45-2613

こ ども救急電話相談室について
毎日 19:30〜22:30
☎＃８０００（プッシュ回線の固定電

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

話、携帯電話から）
☎ 018-895-9900
（全ての電話から）

な看護師が対応します（医療行為となる診断や治療

保健センター

は行っておりません）。

☎ 45-2613

入札結果について
（予定価格130万円以上）

平成30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。

大潟村公共下水道管渠改築工事 一般競争 ９月７日

84,240,000円

95.96

（株）沢木組

役 場 旧 庁 舎 耐 震 補 強 工 事 一般競争 ９月10日

27,324,000円

96.09

中田建設（株）

全 国 瞬 時 警 報 シ ス テ ム
随意契約 ９月21日
新 型 受 信 機 整 備 事 業

3,013,200円

99.64

日興通信（株）秋田支店

○
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◎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

◎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、

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。

11月７日・14日・21日・28日
（全て水曜）
12月５日
13:30〜15:00
ふれあい健康館

11月15日、12月６日（全て木曜）
13:30〜15:00
ふれあい健康館
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

おおむね65歳以上※申込みは不要です。
◎「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。

11月15日（木）
ふれあい健康館

◎血圧測定・健康相談
11月７日（水）

9:40〜
ふれあい健康館
おおむね65歳以上

9:30〜11:30
◎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。

12月６日（木）
10:00〜
ふれあい健康館

300円（昼食代）
12月３日（月）までに電話でお申し込
みください。

村 営住宅入居者募集
２戸（北１丁目）

※村営住宅を退居する場合は、退居希望日の30日前

21,000円／月〜33,000円／月

までに産業建設課にご連絡ください。また、その

※世帯所得に応じて決定します

他手続き等でご不明な点が

11月５日（月）〜９日（金）
申込者多数の場合は、住宅困窮度（家族構成な

ある場合も遠慮無くお問い
合わせください。

ど）の高い方を優先しますが、同程度の場合は抽選

産業建設課

となります。

☎ 45-3653

○
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家 電４品目の廃棄の仕方について
ブラウン管テレビの廃棄の仕方について問い合わ
せがありましたのでご紹介します。
テレビは家電４品目に含まれますので、村のごみ
処分場で引き取ることはできません。
《家電リサイクル法に定められている４品目》
・エアコン
・テレビ（ブラウン管、液晶、プラズマ）
・冷蔵庫、冷凍庫
・洗濯機、衣類乾燥機

左記の対象家電を廃棄しようとするときは、同法
に基づきリサイクルすることが義務付けられていま
す。具体的な廃棄方法については大潟村のホームペ
ージに掲載していますが、家電販売店やあぐりプラ
ザおおがたでも取扱いしていま
す。料金等は取扱店に照会して
ください。
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。
12月6日（木）9:30〜11:30
村民センター東２丁目分館（旧東２丁目児童館）

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。
※ご協力いただいた方にはごみ袋（可燃大）を１枚差し上げます。
環境エネルギー室 ☎45-2115

ご み袋への記名にご協力をお願いします
ごみを出す人の責任と分別の徹底を図るため、ごみ
袋への記名をお願いしています。呼びかけを始めてか
ら半年が経過し、多くの方から協力をいただいており
ます。これからも趣旨をご理解いただき、ごみ袋への

記名（原則､世帯主名のフルネーム）
のご協力をお願いいたします。

指定袋

大潟たろう

環境エネルギー室 ☎45-2115

大潟村

冬 期間の施設閉鎖・休止等について
12月〜２月の冬期間は、降雪や凍結防止のた
め、公衆トイレ（墓地公園、公民館前、干拓記
念碑前）の使用を休止いたしますのでご協力を
お願いします。

庭木・剪定木類について、ごみ処分場で受入
を行っておりますが、12月〜２月の冬期間は、
降雪のため受入を休止します。その間は各自で
保管してくださるようお願いします。
環境エネルギー室 ☎45-2115
○
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こ ども園・学校敷地内の東西通路は通り抜けできません
10月30日に完成した、園・学校敷地内（スクー とはできません。また、敷地内は徒歩や自転車で通
ルゾーン）の東西通路と駐車場は、子どもの送迎や、 園・通学する子どもが多く、登下校時の時間帯は特
園・学校の行事に参加する保護者、及び園・学校関

に車の運転に注意が必要です。徐行運転を心がけ、

係の業務用車両など、園・学校へ用事がある方の為

横断歩道付近では最徐行を、村道に出る時は必ず一

の道路・駐車場です。

時停止をお願いします。
教育委員会 ☎45-3240

園・学校に用事の無い一般の車両が通り抜けるこ

子 どもの登下校時に「ながら見守り」をお願いします。
「ながら見守り」とは、「散歩しながら」、「掃

どもが安心して通学できるよう、また防犯の為にも

除しながら」、などのように、日常活動を行いなが

日常の活動の機会に、「ながら見守り」をお願いし

ら、子どもの登下校の様子を見守ることです。

ます。

子どもが事件に巻き込まれる時のキーワード
は、「下校時」、「路上」、「小学生」、「女児」、

教育委員会

「15時〜17時」と言われています。特に下校時は

☎45-3240

子どもを見守る地域の目が少なくなりがちです。子

公民館主催講座・教室

申込・問合せ 公民館 ☎ 45-2611

◎男の料理教室 〜本格的イタリア料理に挑戦！〜
初心者の方でも大丈夫！美味しいイタリア料理
を、楽しみながら作りましょう♪

11月27日（火）10:00〜13:00

700円（材料費）
エプロン

11月20日（火）

フライパンとトースターで焼くピッツァ、
ティラミス
村民男性

15名
村民センター
吉田 岳青 氏

◎親子で作ろう！クリスマスリース作り
身近な自然素材を使って、手作りクリスマスリ
ース作りを楽しんでみませんか。

12月１日（土）13:00〜15:00
村民

15組
公民館
生態系公園 所長 本間 廣喜 氏

○
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500円（材料費）
なし

11月28日（水）

平成30年11月号

家庭教育学級（小中高編）

申込・問合せ 公民館 ☎ 45-2611

◎座学・調理実習『食事もトレーニング！ジュニアアスリート飯！』
スポーツを頑張る子どもを支える保護者の皆さん、
成長期のアスリートの栄養・食事について一緒に学
んでみませんか。
11月22日（木）10:00〜13:00
スポーツをする子どもに適した栄養・食事
に関する座学と調理実習
村民、家庭教育学級生
15名

村民センター
ACCAスポーツ栄養スペシャリスト
加藤 澄子 氏（秋田テルサ料理講師）
800円（材料費）
筆記用具

11月16日（金）

新 しい本、入りました
1 ふたりぐらし

桜木 紫乃

7 信長の原理

垣根 涼介

2 寿司大全

エイ出版社
編集部

8 空港時光

温 又柔

3 新装版 ハゲタカ（上）
4 新装版 ハゲタカ（下）

真山 仁

白井 青子

真山 仁

9 ウィスコンシン渾身日記
10 漢方水先案内人

5 愛なき世界

三浦 しをん

11 日本でヒュッゲに暮らす

イェンス
イェンセン

6 ヒルティの幸福論

カール ヒル
ティ他 2 名

津田 篤太郎

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。
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。
公民館 ☎ 45-2611

ど

由利の牛尻押してやる草の市
新米や家族笑顔の輪を保ち
今野 サト子

よぐ来たな母の笑顔に秋桜
いなご捕り孫と二人で追いかける
工藤 孝子

最高の新米神に供えおり
秋晴れや海風子等の声運ぶ
浅野 法子

風高しコスモス揺れる潟の道
柿並木夕陽に染まる日曜日
守時 誓子

大小があって不器用きりたんぽ
新米に自慢話の親子かな

斎藤 幸子

千切れては繋がるパズル秋の雲
鼻歌のルンバのリズム秋麗
仁田原 鈴子

百歳をきちんと生きて秋の山
張り替へし障子の外の吾子の声
大井 正子

木鼠の胡桃に通ふ吾も通ふ
幼等は小さな音で落葉踏む
田村 陽子

○
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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

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♪

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♪
月曜日〜金曜日

11月21日（水）10:00〜11:00
子育て支援センター
授乳から離乳食、幼児食へと移行す
る０〜２歳児の食事に関して、気になるこ
とはありませんか？こども園の栄養士が質
問にお答えします。楽しく食事ができるよ
うにクイズも…。お気軽にご相談ください。
いろんな野菜と帽子（ヘタ）をとりかえ
ごっこ。楽しいミュージックパネルもあり
ます。

9:30〜12:00／13:00〜15:30
※土・日・祝日・年末年始はお休みです。
無料
子育て支援センター（こども園内）☎ 45-2345

12月５日（水）10:00〜11:00
子育て支援センター
クリスマスをにぎやかに彩る飾りを、
子どもと一緒に楽しみながら作ります。
※小さなお友だちも参加できるよう、子育て
支援センター職員と、アリスの会の方もお
手伝いします。ぜひ、お友だちを誘って遊
びに来てください。
※妊婦さんも、制作をしながら子育て中の保
護者の方と交流し、情報交換をしたり、保
育者やアリスの会の方と気軽に話をしたり
しながら楽しい時間を過ごしてみませんか。

楽しいイベントが色々あります。
気軽に遊びに来てくださいね！

大潟こども園

☆﹁おれたちのチームワーク﹂

運動会を終え︑体を動かしたり︑友だちと集

まって遊びを考えたりすることが増えてきた４

歳児︒現在はサッカーで盛り上がっています︒

Ａくん﹁サッカーしない？﹂

Ｂくん﹁いいね！Ａくんと同じチームがいいな︒
﹂

ゆったりした雰囲気の中︑ゴールの数を競っ

て楽しんでいました︒

そこに運動神経抜群なＣくんがやってきて ･･･
Ｃくん﹁ぼくもいれて！キーパーやるから︑み

んなのシュートを止めてやるよ！﹂

少し無理に遊びすすめようとするＣくんに対

し︑Ａくん︑Ｂくんのシュートはことごとく止

められ︑遊びの雲行きが怪しくなってきました︒

それをみていた審判役のＤくん︒

Ｄくん﹁あのね︑チームプレイはね︑一人でや

ろうとするとレベルがさがるんだよ︒
﹂

その後︑先生の仲立ちで︑みんなでシュート

をすることになり︑楽しく遊びました︒

やりとりに成長も感じながらも︑子どもらし

くもあり︑小さな監督もいるようなやりとりで

した︒

子どもらしさの中に

16

も︑ 園 児 た ち の 成 長 を

感じるやりとりでした︒
○
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卓 球教室生徒募集のお知らせ
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お待ちし
ております。

11月〜3月末の毎週水曜日
18:00〜20:00
村民体育館
大人・子供 共に1,600円
※保険の加入等は個人対応で
お願いいたします。
村民体育館 ☎45-2269

体 育館を月曜日も開館します
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。
月曜日の開館時間と利用対象は次のとおりです。

13:00〜17:00 一般開放
17:00〜22:00 団体利用開放
※9:00 〜 12:00 は清掃・点検等のため休
館します。
村民体育館 ☎45-2269

博 物館教室『プロペラ飛行機を作って飛ばそう！』
プロペラ飛行機をつくって飛ばしてみよう！ありふ
れた材料で滑走路や飛行機の格納庫も作ってみよう！
11月18日（日）10:00〜11:40
干拓博物館
小学６年生までのお子さんとその保護者
※小３以下保護者同伴

無料
先着 30 名 ※事前に
お申込みください。
干拓博物館
☎22-4113

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〜

◎インターバル速歩講習会
〜インターバル速歩で効率よく筋力アップ〜

12月７日（金）10:00〜
村民体育館
熊坂文子 氏（由利本荘市）
内履き・飲物
12月３日（月）

11月
12月

2日・9日・16日・30日
7日・14日・21日・28日
14日・21日・28日
12日・19日・26日

会員、村民
参加賞として、牛乳200ml１パックプ
レゼント
☆ウォーキングに興味のある方は気軽にご参加
下さい！

金曜日
水曜日
金曜日
水曜日

9:00〜
8:30〜
9:00〜
8:30〜

○
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請 願や陳情、要望書の提出について
行政について意見や要望があるときは、誰でも請
願書や陳情書、要望書を議会に提出することができ
ます。

採決されます。また、審議結果については議決後に
文書でお知らせいたします。
書き方等、詳細についてはホームページをご覧い

請願や陳情、要望書の村議会12月定例会での審議

ただくか、議会事務局までお問い合わせください。

を希望される方は、11月28日（水）までに議会事
議会事務局 TEL/FAX ☎ 45-2587

務局へ提出をお願いします。
提出された請願書等は、議長が受理し、定例会で

URL http://www.ogata.or.jp/gikai/seigan̲chinjo.html

関係する常任委員会に付託され、最終的に本会議で

情報・募集・ご案内

ご祈祷者には御守り、破魔矢、千歳飴とお祝
いの品を差し上げます。
11月10日（土）11:00〜
大潟神社 拝殿
3,000円（当日ご持参ください）
各住区の総代がとりまとめます。
※または役員事務局まで
舘岡紀男 ☎ 45-2758／今野諭 ☎ 45-2508

全国的に梅毒が増加しています。秋田県でも
近年最多の報告がされています。
妊娠中の女性が梅毒に感染すると、死産や早
産、新生児死亡、奇形が起こることがあるため
（先天梅毒）、特に注意が必要です。
県内の各保健所では、年間を通じて無料・匿
名による梅毒、エイズを含む性感染症検査を実
施しています。
まずは、お近くの保健所にご相談ください。
秋田県健康福祉部 保健・疾病対策課
（秋田中央保健所内）☎ 018-860-1427

○
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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。
公共料金の支払いを同じように、個人事業
税も口座振替にしませんか。金融機関に出向
く手間が省けて、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、北都銀行及びみずほ銀行は県外
の支店でも利用可能です。
秋田県総合県税事務所納税部
収納管理課 ☎ 018-860-3331

11月は労働保険適用促進強化月間です。労働
保険は、農林水産業の一部を除き、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に
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
関わらず、法律上、当然加入の手続きを行うこ
とが事業主の義務となっています。
まだ加入されていない場合は、早急に最寄り
の労働基準監督署かハローワーク(公共職業安定
所)にご相談ください。

秋田労働局総務部労働保険徴収室
☎ 018-883-4267

平成30年11月号

情報・募集・ご案内

防衛省では平成30年度採用試験を次のとおり行います。
１．自衛官候補生採用試験

自衛官候補生

18歳以上33歳未満

10月１日〜11月２日

の男女

11月５日（月）

国語・数学・社会及び作文・口述試験・適性検査・身体検査

2．陸上自衛隊 高等工科学校

陸上自衛隊
高等工科学校生徒

平成30年11月１日
一般 1 5 歳 以 上 1 7 歳 未 満
（平成 14 年４月２日 〜平成31年１月７日
〜平成 16 年４月１日
までの間に生まれた 平成 年 月１日
30 11
推薦 者）の男子
〜平成30年11月30日

国語・社会・数学・理科・英語
陸上自衛隊
高等工科学校生徒

一般
作文
推薦

平成31年
１月19日（土）
平成31年１月５日（土）
から１月７日（月）まで
の間に指定する１日

択一式
（マークシート）

中学校卒業程度

500字程度

口述試験・筆記試験・作文・身体検査

自衛隊 秋田募集案内所 ☎ 018-864-4929
携帯電話・スマホはコチラからも
アクセスできます→

年金記録や将来の年金受給見込額を確認し、
未来の生活設計について考えてみませんか。
「ねんきんネット」をご利用いただくと、い
つでもご自身の年金記録を確認できるほか、将
来の年金受給見込額について、ご自身の年金記
録を基に様々なパターンの試算をすることもで
きます。
「ねんきんネット」については、日本年金機
構のホームページでご確認いただくか、秋田年
金事務所にお問い合わせください。
秋田年金事務所 ☎ 018-865-2379

秋田年金事務所では、予約制による年金相談
を実施しております。事前に予約することで、
待ち時間なく相談を開始できます。また、事前
に相談内容を把握しておくことで、スムーズな
相談ができますので、ぜひご利用ください。
平日：8:30〜16:30
第２土曜日：13:30〜15:00
日本年金機構 秋田年金事務所
お客様相談室 ☎ 018-865-2379
○
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情報・募集・ご案内

わず応募したくなるような魅力ある求人票作成の
お仕事を探している方はもちろん、子育てが一
段落した方や定年退職した方で、これからお仕事

仕方をアドバイスしています。
ぜひ、役に立つ情報満載のハローワーク秋田に

をしようか迷っているみなさん。ハローワーク秋

ご来所ください。

田には、資格や経験を活かせる求人や、未経験で

※ハローワークは国の機関です。提供するサービ

も応募できる求人など、数多くの求人が申し込ま

スは、訓練テキスト等を除き、すべて無料で利

れ、正社員やパートなどライフスタイルに合わせ

用できます。

た求人を簡単な操作で検索して、紹介を受けるこ
とができます。相談だけでも結構です。再就職に
は、超売り手市場の今がチャンスです。

ハローワークのお得な活用術は、こちらから
（ハローワーク秋田のホームページに移行します）。

ぜひ、一度、ハローワーク秋田にご来所ください。
ハローワーク秋田では、以下のようなサービスを
行っています。

お仕事を探している方

事業所の方

⇩

⇩

●面接会や、就職活動に役立つ内容のセミナー
を、ほぼ毎日開催しているほか、窓口におい
ても履歴書等の書き方や面接の受け方を、丁
寧に説明しています。
●ハローワークプラザアトリオンには「マザー
ズコーナー」を設置しています。お子様を預
けながら安心して相談することが可能です。
●希望する職業に就くために、必要な技能や資
格を身につけたいとお考えの方に対し、訓練
施設や訓練科目などの情報を提供しています。
人手不足でお困りの事業所のみなさんに対して

〔URL〕https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/

hw.html
＞ハローワーク秋田
＞知って得するハローワーク活用術
ハローワーク秋田 ☎ 018-864-4111

も、仕事を探している求職者の目線に立って、思

平成31年１月７日（月）
（６ヶ月間）
〜平成31年６月28日（金）

秋田職業能力開発促進センター

9:20〜15:40

（ポリテクセンター秋田）訓練課

ポリテクセンター秋田（潟上市）
電気設備技術科（15名）
ビル管理技術科（15名）

10月26日（金）〜11月26日（月）
無料（テキスト代等は自己負担）
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

○
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受講者第一係 ☎ 018-873-3178

平成30年11月号

情報・募集・ご案内

11月17日（土） 葉ボタンと季節の花
10:30〜12:00 のフラワーリース
12月１日（土） コニファーでミニク
13:30〜15:00 リスマスツリー作り

11月23日（金･祝）
〜12月９日（日）
9:00〜17:00

生態系公園

葉ボタンをメインにしたフ
ラワーリースで、年末年始
を彩ります♪
常緑樹のコニファーに飾り
付けをして、ミニクリスマ
スツリーを作ろう♪

写真展

定員 16人
参加日 2,500円
定員 16人
参加日 1,000円

アマチュアカメラマンが様々な
視点で撮影した生態系公園の写
真を展示します。

無料

☎ 0185-45-3106 FAX 0185-27-8474

東北財務局秋田財務事務所では、次のとおり
「多重債務無料相談会」を開催します。
借金を抱えてお悩みの方々からのご相談に、
弁護士が応じます。相談は事前予約制・秘密厳
守・無料です。
多重債務（ヤミ金融を含む）
11月29日（木）
10:00〜12:00／13:00〜16:00
秋田財務事務所 第二会議室
（秋田市山王7-1-4 秋田第二合同庁舎３階）
東北財務局秋田財務事務所理財課
☎ 018-862-4196（相談専用）
＊受付時間：月曜〜金曜（祝日除く）
8:30〜12:00／13:00〜16:30
11月27日（火）
東北財務局秋田財務事務所理財課
☎ 018-862-4196

道路横断暗渠管改修工事に伴い、次の区間の
村道が通行止めとなります。
基幹水利施設ストックマネジメント工事
平成30年12月から平成31年３月
村道大潟環状線の一部(下図のとおり)

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。
秋田県中央児童相談所
☎ 018-862-7311

解雇・雇止め、いじめ・嫌がらせ、職場環境
の悪化など、働く人と勤め先との間でおきた労
働関係のトラブル解決を、専門家がお手伝いし
ます。
利用は無料で、秘密は厳守しますので、お気
軽にご相談ください。
秋田県労働委員会 ☎ 018-860-3284

●南橋

工事実施通行止め箇所

●南部排水機場

秋田地域振興局 農村整備課
生産基盤第一班 ☎ 018-860-3400

○
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平成30年11月号

情報・募集・ご案内

県内中小企業の強みや魅力をＰＲするイベ
ントを２日間開催します。
企業展示に加え県内高校等の制作も展示。
そのほか、ＡＩやロボットなど先進技術に関
する講演やデモンストレーション、 女子高
生社長 で有名になった椎木里佳さんの講演
など盛りだくさんの内容となっています。
また、来場者への県産品プレゼントもあり
ます。ぜひご来場ください。
11月16日（金）〜17日（土）
両日とも 10:00〜16:00
秋田市エリアなかいち
にぎわい交流館ＡＵ
無料
※小学生を対象とした「ものづくり体験コ
ーナー」も予定しています。
秋田県産業労働部産業政策課
☎ 018-860-2214

◎11月16日（金）10:00〜16:00（企業展示・学校展示）

11:00〜12:30
「秋田デジタルイノベーション元年」フォーラム
・記念講演 ＡＩとロボットが切り開く未来社会
ヴイストン（株）代表取締役 大和信夫 氏
・知事等による 秋田デジタルイノベーション元
年 宣言
・各業界の団体代表者によるイノベーションリレー
トーク
13:10〜13:50
「秋田県優良中小企業者表彰」表彰式
14:00〜15:40
「あきた工業会 企業活動成果発表会」
◎11月17日（土）10:00〜16:00（企業展示・学校展示）

13:30〜15:00

農地中間管理事業では、農地の貸し借りを行
う国の事業で、耕作されなくなる農地を「農地
の受け皿」である農地中間管理機構（秋田県農
業公社）が借り受け、地域農業を将来にわたり
支えていくことのできる担い手農家へ農地を集
積･集約化する事業です。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
公益社団法人秋田県農業公社
☎ 018-893-6223

講演 これからのビジネスに活きる若者マーケティ
ングと起業のススメ
（株）ＡＭＦ代表取締役 椎木里香 氏

住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿
命や電池切れなどで、火災を感知しなくなるこ
とがあります。
火災警報器を設置した時に記入した「設置年
月日」、または本体に記載されている「製造
年」を確認してください。
男鹿地区消防本部 予防課
☎ 0185-23-3146

男鹿地区消防本部では、毎月第3日曜日に救命講
習会を開催しています。大切な人の命を救うため

平成30年11月18日、12月16日

に、講習を受けてみませんか。

平成31年１月20日

心肺蘇生法、AED(自動体外式除細動器)

※日程等に変更がある場合は事前連絡いたします。

の取り扱い等
毎月第３日曜日 9:00〜12:00
男鹿地区消防本部
無料
開催日の前日まで受け付けています。
○
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男鹿地区消防署 救急係
☎ 0185-23-3119

FAX 0185-22-0202

平成30年11月号

11月の行事予定
日付

行事名等

場所等

こども園竣工式（10:00〜）

こども園

１日 園小中創立50周年記念式典
学校大体育館
（13:30〜）
（木）
園小中創立50周年記念祝賀会
サンルーラル
（17:00〜）
５日
（月） 農業委員会定例総会（13:30〜）

県営トレーニ
ングセンター

20日
（火） 中学２年生 修学旅行（〜22日） 東京方面

村内事業所
ほか

22日
（木） 中学１年生 地域訪問

人数(人) (増減)
1,123 (＋２)
3,185 (−４)
1,603 ( ０ )
1,582 (−４)

項目
転入
転出
出生
死亡

人数(人)

4
6
1
3

役場

９日
（金） 大潟中学校同窓会総会（14:00〜） 中学校
17日
（土） 全県中学校秋季バレーボール大会

項目
世帯数
人口
男
女

一日行政体験事業
役場
（10:00〜、P６参照）
村づくり懇談会
役場
29日
（13:30〜、P６参照）
（木）
創立50周年記念芸術鑑賞教室
「佐藤卓史ピアノコンサート」
学校大体育館
（10:45〜）

12月上旬の行事予定

日付
行事名等
場所等
３日
（月） 農業委員会定例総会（13:30〜） 役場
村民センター
６日
（木） 不用衣類回収（9:30〜、P13参照） 東２丁目分館

施設名
利用者数
施設名
公民館
655人 村民センター
村民体育館
2,100人 ふれあい健康館
干拓博物館
3,149人 ごみ処理量
多目的運動広場
2,832人 水道使用量
多目的グラウンド
257人 下水排水量
子育て支援センター
200人

利用者数(量)
1,310人
1,260人
67ｔ
36,793㎥
41,626㎥

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
978
122
942
86
西２分館
3.96
361
36
345
20
西３分館
7.74
667
75
634
42
東２分館
9.99 1,047
217
977
147
東３分館
9.99
964
258
859
153
北１コミ会館 7.20
743
94
692
43
北２コミ会館 5.40
577
56
539
18
南コミ会館
4.32
392
154
316
78
多目的会館
4.95
539
86
496
43
合 計
63.54 6,268 1,098 5,800
630

こちらも
チェック
してね。

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。
北村シゲさん(西3-4、☎45-2918)

11月20日（火）10:00〜12:00
役場第４会議室

消防団員募集
大潟村消防団では新入団員を募集し
ております。興味のある方
は住民生活課またはお近く
の消防団員までご相談くだ
さい。
☎ 45-2114

○
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50

大 潟 小 学 校 創 立

周 年 記 念

学習発表会
『歴史に残れ！平成最後の学習発表会
〜潟っ子せん風をまき起こせ〜』

５年生の朗読劇「八郎」からの…
「カ〜モンベイビ〜、アメリカ♪」

10月20日（土）、大潟小学校の学習発表会が開
催されました。

立50周年にちなんだものも多く、「未来は自分た
ちで作っていく」といったメッセージが込められて

太鼓クラブの力強い演奏で幕を開けると、続いて

いました。

箏、マジックなどクラブ活動の発表がありました。

どの発表も、児童たちが本番に向けて一生懸命に

学年ごとの発表では、演劇や歌、ダンスなど、各

練習してきた様子が伺え、来場者からは大きな拍手

クラス工夫を凝らした内容でした。また、小学校創
３年生

が送られていました。

４年生

「燃える男の〜♪」
太鼓クラブ

「私の夢は、スーパードクター！」
今日も電話がひっきりなし
１年生

６年生

タイムマシンがあっても、
未来を決めるのは自分たち
マジッククラブ

１年生ながら堂々たる演技！
箏クラブ

○
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２年生

体をいっぱいに使った、迫力のダンス♪

音楽部

