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●今月の主な内容
内
◇ 国際ふるさと料理交流会（P1・2）
◇ 青年会発足50周年記念式典（P3）
◇ 村民・議員との懇談会（P3）
◇ 冬季ふるさと祭り（P28）
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◇ PolderlipWave2019＆
産直まつりinおおがた（P28）

楽しい会話もかくし味♪
様々な国の郷土料理が大集合！
調理しながらも会話が弾みます。もちろん、美味
しい料理を囲めば言語も国籍も関係ありません♪
（関連：P2）
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国際ふるさと料理交流会

料理を囲んで異文化交流
２月２日（土）、村民センターにおいて、国際
ふるさと料理交流会が行われました。
このイベントは、様々な国の郷土料理を通じて
国際交流を深めようという趣旨のもと、大潟村国
際交流協会の主催で毎年開催されています。
調理は昼過ぎから行われ、会場の村民センター
には様々な国籍の参加者が集まり、韓国・台湾・
ベトナム・オーストラリア・スロバキア・日本、
それぞれの国の郷土料理を作っていきました。
調理の合間には、互いに味見をしたり、レシピ
を教え合ったり、和気あいあいとした雰囲気の中
で次々と料理ができあがっていきました。
夕方からの交流パーティーが始まる頃には、約

100名の参加者が集まり、料理を囲んで交流を楽
しみました。

調理が進むにつれ、美味しそうな匂いが

大鍋で豪快に混ぜ込むキムチサラダ
「お酒にも良く合うよ♪」

様々な料理が並び、目移りするほど

還暦・厄年合同祈願祭

節目の年、平穏無事を祈って
２月２日（土）、サンルーラル大潟において、平
成31年還暦・厄年合同祈願祭が行われました。
当日は、還暦を迎える男女、42歳を迎える男性、

33歳を迎える女性、合わせて約30名が参加しました。
祈願祭が始まると、お祓い、祝詞奏上、玉串奉奠
などが厳かに進められました。
神事の後、参加者は御神酒を口にし、御守りと破
魔矢を受け取って、厄年の間の平穏無事・無病息災
を祈りました。
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平穏無事に過ごせますように

青年会発足50周年記念式典

50年間繋いだバトン、未来に

２月10日（日）、サンルーラル大潟において、大
潟村青年会発足50周年記念式典が開催されました。
初めに田口雄大実行委員長から「青年会活動が、
会員の結束や一人ひとりの成長に繋がっていること

わたる

最後に、本庄渉 会長が「先輩方を始め、青年会に
関わってくださった方々が50年間繋いだバトンを、
未来に繋げられるよう努力していきます」とあいさ
つを述べました。

を実感しています。理念を次の世代に引き継ぐため

式典後には祝賀会が催されました。冒頭の龍勢会

に、まずは 51 年目の活動をしっかり行っていきま

による太鼓演奏は、叩いた全員が青年会関係者で

す」とのあいさつがありました。続いて、髙橋村長

あったこともあり、大変盛り上がりました。

からの祝辞、青年会長から功労者への表彰がありま
した。

田口実行委員長のあいさつ

記念式典・祝賀会ともに、青年会活動51年目への
第一歩を大いに鼓舞するものとなりました。

本庄会長のあいさつ

当日の龍勢会メンバーは、全員が青年会員とＯＢ。
祝賀ムードも満点！

村民・議員との懇談会

率直な意見・要望、飛びかう
２月７日（木）、公民館において村民・議員との
懇談会が行われ、村議会議員12名、村民約30名が参
加しました。
初めに議会活動と村行政の主な取り組みについて
阿部議長から報告があり、続いてフリートーキング
が行われました。
参加した村民からは、婚活・子育て支援に関する
こと、福祉と医療に関すること、農産物の輸出に関
すること、公共交通網に関すること、その他たくさ
んの意見や質問があげられ、議員から丁寧に説明が
ありました。ざっくばらんな雰囲気の中で、たいへ
ん内容の濃い懇談会となりました。

参加者からは忌憚のない意見が多数寄せられました
○
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大潟村健康づくり研修会
２月５日（火）、秋田県国民健康保険団体連合
会と村の共催により、ふれあい健康館において大
潟村健康づくり研修会が行われました。
講師に筑波大学名誉教授の田中喜代次氏を迎え、
「健幸華齢に向けたスマートな生き方・老い方」
をテーマに、フレイル（虚弱化、老衰化）防止に
取り組むべきことについてお話しいただきました。
「健幸華齢（≒健康長寿）」とは、
［健（Healthy）］＝健やかに
［幸（Happy）］＝幸せに

田中喜代次氏が勧める《認知症予防の７つの心得》
１ 内服薬チェック 薬手帳を専門家にチェックしてもらおう。
知的ゲーム、囲碁、将棋、パソコン利用など
で頭をよく使おう。

［華（Brilliant）］＝華やかに

２ 知的活動

［齢（Aging）］＝老いていくこと

３ 社 会 交 流 サークル活動を通して、人と交流を楽しもう。

という意味で、運動や体操の有無が快食、快浴、

４ 家 族 交 流 家族との会話（電話）を毎日実行しよう。

快眠、快便に、さらには仕事への意欲高揚にも影

５ 音 楽 交 流 楽器演奏や歌唱練習、音楽鑑賞を楽しもう。

響を及ぼすそうです。参加者は講師の話に熱心に
耳を傾け、元気にいきいきと歳を重ねるコツにつ
いて学びました。

６ 栄 養 改 善 バランスのとれた適量の食事を楽しもう。
７ 運動実践

運動不足にならないよう屋内外で体をよく動
かそう。

オリンピアン ボート教室

一流選手のアドバイス、一言一句聴き逃すまい
２月２日（土）、村民体育館において、オリン
ピアンボート教室が開催されました。
オリンピアンによるボート教室は、ボート競技
の人口拡大やレベル向上を目的に、日本ボート協

教室は大いに盛り上がりました。
参加者は終始、オリンピアンから指導を受ける
貴重な機会を噛みしめるように、熱心に耳を傾け
ていました。

会が各地で行っています。今回の教室は、 2020
年東京オリンピックにおけるデンマークボートナ
ショナルチームの事前キャンプ地となった、大潟
村での開催となりました。
当日は、ボート競技の日本人オリンピアン７名を
お招きし、大潟ジュニアローイングクラブやスポー
ツ推進員、一般村民など約60名が参加し、エルゴ
メーター（ボートの練習器具）を漕ぎながら、オ
リンピアンからフォーム等のアドバイスを受けま
した。
また、参加者でチームを作り、リレー形式での
レースも行われました。大接戦のレース展開に、

オリンピアンによるマンツーマン指導

ポルダー結婚支援センター主催
「男子力アップセミナー」
＆
「シャンパンナイト」盛会
１月21日（月）にサンルーラル大潟で開催され
た「男子力アップセミナー」には約30名が参加し、

充実したイベントとなりました。

女性と接する上でのマナーや自己紹介のポイントな

２月２日（土）には「シャンパンナイト in おお
がた」が開催され、会場のサンルーラル大潟には男

どについて学びました。また、コミュニケーション

女合わせて31名の参加者が集いました。シャンパ

ツールとして、手軽なマジックにも挑戦しました。

ンや食事を楽しみながら、互いに交流を深めました。

参加者からは、大変勉強になったとの感想があり、
○
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村民ボウリング大会結果
【開催日】１月26日（土）
【会場】能代スポーツセンター
【主催】大潟村体育協会
【主管】大潟ボウラーズクラブ
【参加】男女混合４ゲーム、８名
【結果】
優 勝：小玉克男（北1-2）914点（Av.228）
準優勝：和田 肇（東2-5）854点（Av.213）
たかひら
３ 位：小松宇拓（東2-4）792点（Av.198）
ハイゲーム賞：小玉克男（北1-2）279点
ハイシリーズ賞：小玉克男（北1-2）914点

村民バドミントン大会 結果
【開催日】２月17日（日）【会場】村民体育館
【主催】大潟村体育協会
【主管】大潟バドミントン同好会
【参加者】一般28名、中学生10名
【結果】
《中学生の部》
ひなた
のりよし
優 勝：井上陽大（西2-3）・岸本憲佳（西1-2）
ゆ ら
らいら
準優勝：岡田悠来（東2-5）・三浦頼来（東2-3）
としちか
けいた
第３位：佐藤惇史（東3-3）・中原圭太（東3-2）
《一般の部１部》
優 勝：大鐘那月・田中杏奈
準優勝：佐沢翼・澤石遼丞
第３位：加藤和敬・林 博文
《一般の部２部》
優 勝：湊 純一・鈴木将央
準優勝：瀬川凱斗・関 颯人
第３位：石井桜陽・相原あさひ
松山優菜・大高里菜

第32回男鹿・潟上・南秋中学校
学年別卓球選手権大会 結果
【開催日】１月27日（日）【会場】村民体育館
【主催】大潟村教育委員会【主管】大潟村卓球協会
【参加中学校】男鹿北・男鹿東・男鹿南・天王・
羽城・五城目第一・八郎潟・井川・大潟（選手
94名）
ま り か
◆大潟中学校からは、後藤茉莉花さん（西1-2、1
年）が出場し、健闘しました。

第11回大潟錬成剣道大会 結果
【開催日】２月11日（月）【会場】村民体育館
【主催】大潟村教育委員会【主管】大潟村剣友会
【参加者】133名
◆大潟中男子チームは御野場中と合同で出場し、
健闘しました。

第6回南秋錬成剣道大会 結果
【開催日】２月16日（土）【会場】村民体育館
【主催】大潟村剣友会、五城目剣友会、八郎潟町
剣道協会、井川町剣友会
【参加者】32名
【結果】※村民の入賞者のみ紹介
《幼・１・２年生の部》
けい
優 勝：森本 慶（東2-5）
じょう
準優勝：土屋 丈（西3-4）
たいが
第３位：小日山泰雅（西3-1）
さいき
高階彩月（東3-1）
《３・４年生の部》
ともひさ
第３位：前田智久（東2-6）
《５・６年生の部》
ゆうま
第３位：櫻田悠眞（西3-1）

第38回村民スキー・スノーボード大会
【開催日】２月11日（月）
【会場】太平山スキー場 オーパス
【参加者】延べ54名
《スキー大会》※各クラス１位のみ紹介
あらと
小学１年生未満男子の部：杉森新竜（東3-2）
とものり
１年生男子の部：谷口智紀（西2-2）
ちさき
女子の部：門間千咲（西1-1）
かいせい
２年生男子の部：戸堀魁聖（東2-4）
このは
女子の部：森田心花（北1-1）
ともひさ
３年生男子の部：前田智久（東2-6）
はると
４年生男子の部：戸部遥斗（西3-4）

結果
ごうた

５年生男子の部：菅原豪太（東2-5）
りょうじ
士（東2-4）
６年生男子の部：竹本亮
り さ
女子の部：鎌田理沙（東3-2）
一般男子18歳〜39歳の部：竹本健治（東2-4）
一般男子40歳〜59歳の部：菅沼博明（西3-4）
一般男子60歳〜69歳の部：竹本晴美（東2-4）
一般男子80歳以上の部 ：菅原卯平（西2-2）
《スノーボード大会》※各クラス１位のみ紹介
きだい
小学生高学年男子の部：高階稀代（東3-1）
し お
中学生女子の部
：吉原白桜（東3-2）
まさのぶ
一般男子の部
：谷 真誠（東3-1）
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平成30年度
村づくり研修報告
〜幸せの国を訪ねて〜

前号に続き、村づくり研修事業の報告を掲載い
たします。今月は、山田照雄さん（西1-4）、三村
敏子議員、庄司都志哉主任（村職員）の報告です。

デンマークの農業について
西1-4

山田 照雄

私がなぜ北欧デンマークの研修に参加したかと
いうと、子どもの頃にアンデルセンの本を多く読
んだことや、デンマークが高度な酪農王国である
こと、世界でもトップクラスの幸せな国であるこ
と等、夢に見た国をこの目で見て勉強して、今後
の発想の原点にできればとの想いからでした。
デンマークは、国土が九州と同じ程度の広さ
で人口は570万人、日本の１人当たりのGDP名目

39,000ドル（世界21位）に対して、デンマークの
１人当たりのGDP名目54,000ドル（世界９位）と
デンマーク農業理事会にて

なっています。
高い国民所得のほか、教育・医療・介護等を原

者を「ビジネス経営者」として育成するという明

則無料とする高度な福祉国家であることや、風力

確な政策を実行しているものであり、ビジネス感

などを中心としたクリーンエネルギー政策、充実

覚に優れた人材育成に力を入れていると思います。

し開かれた協同組合経営の農業など、優れた所が

そして農場では、主体としては効率化された協

多くあるデンマークの原点、そして地方組織の自

同組合組織が多く、攻めの農業を実施し高い輸出

立した精神等を学び、有意義な研修になりました。

競争力を持っていると聞きました。具体的には、
一経営体として60ha〜80haの農地を有しており、

私は、特に農業に重点を置いて報告いたします。

生産・加工・流通・輸出等について協同組合が総

デンマークでは、国土の62％が農地として利用

合企業体として活動をしています。そういった仕

されています。土壌は非常に良質であり、高い山

組みのもと、食糧自給率300 ％のデンマークでは

が無く、なだらかな丘が続いています。水はほと

優れた農産物・加工品等を輸出しています。

んど地下水を利用しているそうです。

研修先の一つであるデンマーク農業理事会は、

また、自立した農業経営者になる為には、国の

民間の組織で100 年の歴史を有し、各地の農家代

資格試験を受け、グリーンサティフィケート（経

表、農産加工、その他農業関係組織の代表等で理

営資格証明）の認定制度をパスする必要がありま

事会を構成しています。同理事会はデンマーク農

す。この制度は、農業を担う強い意思を有する若

業の羅針盤的役割を担っているように思います。
理事会の主な仕事としては、政府への政策や各企
業等輸出についての助言、他の企業への技術提供、
新しい農家等への組合組織作りの助言、農業等そ
の他新技術の共有、国際アセスメント、水源保護
施策の提言、オーガニック農産物等の助言が挙げ
られます。
現地でデンマーク農業の優れた仕組みを学ぶこ
とができ、有意義な研修となりました。

○
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サムソ島の有機農場

平成31年３月号

国民（住民）の声でつくる国（自治体）の政策
大潟村議会議員

三村 敏子

関係者のみなさんのしっかりとした計画、打ち
合わせ、様々な準備と心遣いのおかげで、なんの
トラブルもなく、充実したデンマーク研修を終え
ることができました。本当にありがとうございま
した。現地での天候は雨と曇りと冷たい風と、良
い天候ではありませんでした。しかし、すばらし
い研修で、天候のことなど記憶に残らないほどで
した。
デンマークは「民主主義」の国だと思いました。

1970年代におきたオイルショックの後、再生可能
エネルギーに向かったことは大成功。それも国は
原子力発電に進もうとしたけれど、国民がそれに
反対して、再生可能エネルギーに舵をきったとの

高齢者施設の外観はとても開放的

こと。本当に民主主義の国だなぁとうらやましく

た、学校では生徒代表が学校の理事会に理事とし

思います。話し合いを重ね、国民の声が反映され

て入っています。子供のころから、大人の理事と

た政策が実行されているのでしょう。やはり85％

並んで話し合い、自分達の意見を話すことができ

以上の選挙での投票率の高さが、政治への国民の

ているようです。

声の反映に繋がっているのでしょうか。

デンマークの民主主義にならって、 studio-L

そして、再生可能エネルギーを推進したこと

（※）から学んだ話し合いの仕方を活かし、様々

により、風力タービン産業は世界最大。オイル

な事業で住民が話し合うことを行なっていくこと

ショック後の日本は原子力発電を推進し、東日本

が大事かと思いました。そのことにより、村の進

大震災により、福島第一原子力発電所がメルトダ

む方向や目標を、行政と住民と共有しながら歩む

ウンし、人が住めない地域を作り出してしまいま

事ができると思います。村民のアイデアや意見が

した。デンマークとは対照的です。

実現していくと、村民も話し合いに参加すること

サムソ島でのサムソエネルギーアカデミーの担
当者のお話でわかったことですが、サムソ島が再
生可能エネルギー100％の島を目指すにあたって、

が、楽しいと感じるのではないでしょうか。
※studio-L：｢第2期大潟村総合村づくり計画｣の策
定に携わったコンサルタント会社。

住民の話し合いが年に10回以上開催されたとのこ
と。住民の合意形成が重要視されていました。ま

また、デンマークでは人が大事にされていると
思いました。まず働く時間が短い。週に37時間労
働。そのうえ休暇が取りやすいので、子供が病気
のときなど、仕事を休みやすい環境です。高齢者
施設でも保育施設でも職員が腰を痛めないように、
持ち上げる動作が禁止されていました。そのため
の機械が設置されています。高齢者施設では、入
居者の方の人生がわかるように、幼い頃からの写
真が貼ってあり、歩んできた人生がわかるように
してありました。その方の人生を知り、関係性を
築き、寄り添って介護をしています。基本、人間
としての尊厳を失わないようにすることが、大事

高齢者施設を見学

○
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徴だそうです。
私が一番興味を持っていた、デンマークの男女
平等参画についてですが、オイルショックと同じ

1970 年代に「レッドソックス運動」というもの
があったそうです。女性が働きやすい社会を目指
して、かなり過激に運動したそうです。その結果
女性議員が増えて、今では、40％が女性議員です。
選挙は地方でも比例代表になっていて、党に属し
た選挙だそうですので、女性も立候補しやすいと
思います。また、オーフス市には女性博物館があ
るそうです。地方議会の様子も研修できれば、私
壁に貼られた、入居者の歴史写真

にされています。

にとっては、さらに充実した研修になったかと思
います。

農業に関しては農産物の 10 ％がオーガニック

今回の研修では、食事が美味しかったことも、

でした。自国の農産物におけるオーガニックの

うれしいことの一つでした。デンマークは野菜が

割合は世界一です。消費者の意識が変化し、オー

おいしい。パンもおいしくて、少し固めで薄い一

ガニックを購入する消費者がふえているそうです

切れでも充分お腹が満たされる感じでした。味付

（じゃが芋や人参はオーガニックでもそれほど値

けもちょっと塩味が効いています。ホイスコーレ

段が高くない）。物価は高いと聞いていましたが、

で 3 泊しましたが、出会った日本人はみんなデン

食料品などの消費税は抑えられ、スーパーでは高

マークに住みたいと言っていました。ホイスコー

いと思わずに買い物しました。

レで4ヶ月学んで、日本に帰った女性が、また、ホ

デンマークでは養豚が盛んで、3,000戸の農家で

イスコーレに遊びにきていました。中国人のフィ

3,000万頭を飼育しているそうです。直接の見学は

ルムクルーの団長は、デンマークの民主主義を、

できませんでしたが、酪農に関してはすべてオー

教育によって中国にも反映させたいと言っていま

トマチック化されていて、大規模であることが特

したが、そのことが大変印象に残っています。

デンマークでの交流
役場住民生活課 庄司 都志哉
１．はじめに
デンマークという国にどのような印象があるで
しょうか。福祉が充実した国。世界一幸せな国。
消費税が高い国。多くの人がなんとなくそうした
ことを見聞きしたことがあるかと思います。
実際にざっくりとデータで見てみると、右のよ
うになります。
日本より小さい国ではありますが、デンマーク
の特徴としてよく言われていることは税金が高い
分社会保障が充実しているということです。いわ
ゆる高負担高福祉で、病院、保育園から大学、老
人ホーム、全部無料です。これを聞いただけで、
○
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項目

デンマーク

日本

人口

580万人

1億2,700万人

面積

4.3万k㎡

37.8万k㎡

平均年収

780万円

400万円

国民負担率

45.9%

30.7%

投票率

80〜90%

50%

出生率

1.75

1.44

高齢化率

19.3%

26.7%

エネルギー自給率

98%

7.8%

幸福度ランキング

３位

54位

平成31年３月号

ものすごく良い国だと感じられますが、このよう

短期研修となりましたが、３ヵ月から６ヵ月の長

な情報はインターネット上にあふれています。実

期コースも用意されています。

際に行ってみれば、もっといろんなことが分かる

短期研修でしたので、実際にホイスコーレ内で

かもしれない、村づくりの参考になるヒントが得

の講義は受けることができませんでしたが、保

られるかもしれない、反対に日本や大潟村のいい

育・幼稚園統合施設や高齢者住宅、学校を見学す

ところを再認識できるかもしれない、そんなこと

ることができました。

を思いながら、約9,000km離れたデンマークまで
行ってきました。

ホイスコーレでは食事は食堂で決められた時間
に食べるため、そこで他の研修生とも触れ合う機
会がありました。欧米の方はもちろん、中国人や

今回の研修は特定の事業や特定の分野に関する

日本人も何名かいました。今回は短期間でしたが、

行政研修ではなく、総合的な研修でした。研修の

多様な人種の方々との長期間の共同生活は自己の

範囲は広く、農業、エネルギー、児童福祉、教育、

人間形成に大きな影響を与えるとても貴重な機会

高齢者福祉について研修してきました。各分野の

になるのではないかと感じました。多少の時間と

詳細については、他の研修生も報告していますの

お金は必要ですが、村づくり研修に関わらず、ホ

で、私からは様々な交流に関することを中心に報

イスコーレへの入寮はお薦めできます。

告します。
２．フォルケホイスコーレについて
フォルケホイスコーレ（ =FolkeH ø jskole ）と
は約170 年の歴史を持つデンマーク独自の民間の

３．その他交流について
ホイスコーレ滞在中にＦＯＦ日本語学校の学生
たちと交流する機会がありました。
ＦＯＦ（=Folkeligt Oplysnings Forbund）と

教育制度で日本語では国民大学などと訳されます。

は、生涯学習講座、カルチャースクールのような

17.5歳以上であれば、年齢国籍関係なく入学可能

もので、日本語では市民啓蒙連合などと訳されま

で、全寮制となっています。デンマーク国内に約

す。自治体は市民が希望すれば必ずこうした講座

70 校あり、それぞれ主要科目（文学、芸術、体

を開く義務があり、講座の運営は2/3が自治体負担、

育、心理学、哲学、ジャーナリズムなど）が異な

残りが自己負担となっています。

り、自分の学びたいことに合わせて選ぶことがで

その他にも、今回一緒に研修に行ったアントン

き、主要科目の他に選択科目もあります。対話と

さんのご家族やご友人、アントンさんの日本語の

共同生活による人間形成をコンセプトとしていま

先生であるオーフス大学の冨岡先生など、デン

す。

マークの一般市民の方やデンマークに住む日本人

今回、私たちはオーデンセという都市にあ

の方からいろいろなお話しを聞くことができまし

る ノ ー フ ュ ン ス ・ ホ イ ス コ ー レ （ =Nordfyns

た。とてもよい体験だったと思うと同時に自分の

Højskole）に３日間入寮しました。なお、今回は

英語力の低さを痛感しました。

ノーフュンス・ホイスコーレにて

FOF日本語学校の学生たちと
○
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デンマークの出生率は1.75ですから、日本ほど急
速ではないにしても少子高齢化に向かっています。
デンマークではこのままだと2040年には今の税負
担と社会保障のバランスが崩れると考えられてお
り、今から対策を検討しているとのことでした。
教育や文化、社会的な背景の違いがある中で、
日本とデンマークの単純な比較（例えば福祉など、
ある特定の分野のみを切り取っての比較）はでき
ませんし、デンマークの施策をコピーすることは
できませんが、多くのヒントを得ることができる
と思います。税制や社会保障制度については国の
施策が大きく関わるため、一自治体では難しいこ
アントンさんの家族や友人と

こうした交流を通して見えてきたデンマークの

とですが、持続可能性や共生社会といった考え方
は村づくりにおいても大いに参考になる部分でし
た。大潟村は比較的所得の高い自治体であり、小

ことについていくつか報告します。

さいコミュニティであるからこそ各分野において

・税金が高い分、貯蓄は難しい。

デンマークを参考とした村づくりができる部分も

・税金が高い分、共働きが普通。専業主婦とい

あるのではないかと思います。

う言葉は死語。
・大学入学時の学力は日本の学生の方が高いが、

今回の研修では、ホイスコーレ短期研修部代表
のモモヨさん、ＦＯＦ日本語学校の大福みみ先生、

創造性など入学後の伸びはデンマークの学生

オーフス大学の冨岡先生など現地で多くの日本人

の方が優秀。

の方にも大変お世話になりました。日本人の親切

・お店などのサービスは日本の方が圧倒的に良い。

さ、優しさを改めて実感できた研修でもありまし

・仕事は効率的と言われているが、実際は家に

た。

仕事を持ち帰っている人が多い。

外国の文化や仕組みに触れることは、自身に

・ＩＴ化が進んでいて、郵便局も減ってきてい

とって大きな経験になるはずです。デンマークで

る。公的書類も役所まで行かなくても電子

の村づくり研修は今回が第１回目ですので、来年

メールで取得できる。その反面、人と会う機

はもっといい研修になると思います。エネルギー

会が減り、孤立する人もいる。

事業やオリンピックをきっかけに始まったデン

・全人口の1/3が公務員または公務員に準ずる仕
事に就いている。
・デンマーク人は良く討論するが互いに調和も

マークとの交流を自己啓発の良い機会と捉え、特
に若い方々はぜひ村づくり研修への参加を検討し
てみて下さい。

図れる。
４．まとめ
デンマークと日本で大きく違うのは豊かさの定
義だと教わりました。日本は経済大国、一方でデ
ンマークはいわば生活大国であるとのことでした。
高い税金で、社会保障を充実させることは富の再
配分であり、所得格差は日本より少ないと言われ
ています。競争社会よりも共生社会の考え方であ
り、そうした考えに基づいた教育制度となってい
るのだと感じました。
また、持続可能性を重視してきたこともデン
マークの特徴の一つです。エネルギーや農業分野
もそうですが、社会保障制度でも同じです。人口
維持に必要な出生率は2.07と言われていますが、
○
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オーフス大学の冨岡先生と

平成31年３月号

大潟村診療所

vol.５

岩村先生の健やかコラム
その後、受診しましたか？

村では毎年10月に総合検診を行っています。人間ドックほどではありま
せんが、一通りの検査を行っています。軽い異常だと「要保健指導」、再検
査や治療が必要だと「要受診」と判定されます。一目見ただけで重大な異常
が明らかで治療が絶対に必要な人も中にはいますが、多くの場合は再検査し
て治療が必要でないことを確認すれば済みます。怖がらないでどんどん受診しましょう。良くあ
るパターンをご紹介しましょう。
１ 血圧
血圧は人の顔を見ただけで上がります。健診
の場で測って高いだけでは高血圧とは言えませ
ん。２週間くらい自宅で血圧を測ってから受診
してください。
２ 肝機能
ＡＬＴやＡＳＴが３桁だったら早めに受診し
ましょう。一応は重大な肝疾患の可能性があり
ます。エコーやＣＴが必要になるので開業医で
はなく病院へ行きましょう。２桁だとほとんど
が脂肪肝ですが、Ｃ型肝炎などの否定が必要で
す。γ―ＧＴのみ高い場合はアルコール性肝障
害の可能性が高いのですが、300以上あったら
ちゃんと受診した方がいいでしょう。
３ 高脂血症
慌てることはありませんが、再検査・追跡は
必要です。薬を飲むかどうかはゆっくり考えれ
ば良いです。食事療法は皆さんが思うほど効果
はありません。

なのですが、食事に気をつける・体重を減らす
くらいで済むことが珍しくありません。
５ 腎臓
尿タンパクが２＋以上出ていたら必ず内科を
受診して下さい、泌尿器科ではありません。で
も尿潜血３＋なら泌尿器科へどうぞ。クレアチ
ニンやｅ-ＧＦＲの軽度異常はまず心配いりま
せん。
６ 胸部レントゲン写真
ＣＴを撮るしかないので病院をお尋ねくださ
い。普通のレントゲン写真を撮りなおす意味は
ありません。
７ 心電図
ほとんどは深刻な異常ではなく追加の検査は
必要ありません。私の専門分野なので診療所へ
どうぞ。

８ 胃・大腸
バリウムで異常を言われたら必ず胃カメラを
飲みましょう。便潜血が陽性なら必ず大腸カメ
４ 糖尿病
血糖値よりもＨｂＡ１ｃに注目してください。 ラを受けましょう。その理由は１月のコラムを
ＨｂＡ１ｃとは血糖の一ヶ月分の平均値のよう 読んで下さいね。
な数字です。これが８以上あったら間違いなく
糖尿病で必ず治療が必要ですので早めに受診し
ざっとこんなもんです。迷ったらまず診療所
てください。何年も放置すると体のあちこちに をお尋ねください。
不可逆的な障害が発生します。７台でも糖尿病

入札結果について
（予定価格130万円以上）

事業名

平成31年１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
）をご覧ください。
大潟村ホームページ

契約方式

入札日

契約額（税込）

落札率（％）

業者名

ひ だ ま り 苑 厨 房 備 品 更 新 指名競争 １月10日

1,162,080円

63.29

（株）ヤマコー

小中学校冷房設備設置事業
指名競争 １月18日
工事設計・監理業務委託

4,806,000円

99.57

（有）花田設計事務所
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総務企画課からのお知らせ

総務企画課 ☎45-2111／FAX 45-2162

中 央３番地定住化促進住宅入居者募集について
移住定住促進の一環として、中央３番地に賃貸住
宅を現在建設しております。完成は今後となります
が、次のとおり入居の募集をしますので、希望され
る方は申込みをお願いします。
なお、内覧会も実施しますので、入居の参考とし
てください。
内覧会：３月９日（土）10:00〜12:00
【募集期間】
平成31年２月26日（火）〜３月14日（木）
【入居室タイプ】
１ＬＤＫ１棟 ４戸募集
（１戸当たりの駐車台数１台）
※１戸当たりの入居者は１名以上となります
３LDK１棟 ２戸募集
（１戸当たりの駐車台数２台）
※１戸当たりの入居者は２名以上となります
【入居資格】
１）村外から移住し大潟村の住民となり居住する
方（注１）
２）現在大潟村に住所を有し、村内に勤務されて
いる勤労者の方
３）現在大潟村に住所を有し、居住地を探してい
る方

【家賃】
１ＬＤＫ 月額22,000円〜48,000円
３ＬＤＫ 月額32,000円〜56,000円
入居されている世帯の所得により決定（注2）
【入居開始日】
１ＬＤＫ 平成31年４月１日（予定）
３ＬＤＫ 平成31年５月１日（予定）
【申込み書】
入居申請書は、役場総務企画課又は大潟村のホー
ムページより様式をダウンロードして頂き、必要事
項を記入のうえ総務企画課へ提出下さい。
【その他】
・入居者の選考は、入居資格の番号順に優先順位
とします。
・申込みの際には、入居される方の住民票と当該
年度の所得金額証明等を添付していただきます。
注１：募集開始より３ヶ月以上村外に住所を有して
いることとします。
注２：家賃は毎年世帯の所得に応じて審査し決定さ
れます。
【申込・問合せ】総務企画課 ☎45-2111

南 秋地域公共交通再編実施計画（案）についてご意見をお聞かせください
五城目町・八郎潟町・大潟村で構成
する南秋地域公共交通活性化協議会で
は、南秋地域公共交通網形成計画（平
成 29 年度策定）において定められた施
策・事業の推進に向け、地域公共交通
再編事業を行うため「南秋地域公共交
通再編実施計画」の策定を進めていま
す。
このたび、計画の案がまとまりまし
たので公告し、縦覧に供します。

◎南秋地域公共交通再編実施計画（案）の公告・縦覧
【縦覧場所】・各町村ホームページ
・五城目町役場３階 まちづくり課前
・八郎潟町役場１階 総務課前
・大潟村役場 １階 総務企画課前
【縦覧期間】３月20日（水）まで
※各町村庁舎での縦覧は8:30〜17:15（平日のみ）
縦覧期間中、住民・利害関係者は備え付けの様式で意見書を
提出でき、南秋地域公共交通活性化協議会での検討資料とな
ります。
【問合せ】南秋地域公共交通活性化協議会事務局
大潟村総務企画課 ☎45-2111

大 潟村マイタウンバスの時刻表が変わります
３月 16 日のＪＲ東日本ダイヤ改正に
伴い、大潟村マイタウンバスの時刻表
が変更になります。
詳細は村公式ホームページや公式ブ
ログ「おおがた散歩」、各バス停の貼
り紙等をご覧ください。なお、改正に
なった時刻表を全戸配布する予定とし
ております。
○
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【変更部分】
《大潟・湖東病院線（大潟村→八郎潟駅）》
・ホテルサンルーラル大潟前 発車時刻を18:47から18:55に
変更。
《大潟・湖東病院線（湖東病院・八郎潟駅→サンルーラル大潟前）》
・湖東病院前 発車時刻を12:00から12:10に変更。
・八郎潟駅前 発車時刻を19:35から19:55に変更。
【問合せ】総務企画課 ☎45-2111

平成31年３月号

総務企画課からのお知らせ

総務企画課 ☎45-2111／FAX 45-2162

交 通災害共済・不慮の災害共済受付中！
この共済制度は、県内の住民が助け合い、事故や 【掛金】交通災害共済 ：300円／１人
災害に遭った方を救済することを目的に、県内各市
不慮の災害共済：700円／１人
町村等を通じて秋田県市町村総合事務組合が取りま 【共済期間】
とめている制度です。
2019年４月１日〜2020年３月31日
交通災害は１日の通院・入院から、不慮の災害は （４月１日に加入した方は、加入日の
翌日から３月31日まで）
１日の入院から共済金を請求できます。加入は随時
受け付けています。加入申込書に必要事項を記入し、 【加入受付窓口】
・取扱金融機関（秋田銀行、北都銀
掛金を添えてお申し込みください。
行、ゆうちょ銀行、郵便局）
【加入資格者】大潟村に住んでいて、住民基本台帳
に登録されている方（2019年４月１日基準）
・大潟村役場 総務企画課
【問合せ】総務企画課 ☎45-2111

公 共施設の受動喫煙防止対策の強化について
村では、公共の場における受動喫煙防止対策の強
化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。
【実施日】2019年４月１日から
【内容】右表の公共施設について、新たに敷地内禁
煙とします。
※教育施設・保健福祉施設等は既に敷地内禁煙と
なっています。詳細は各施設にお問合せくださ
い。
※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。

◎2019年４月１日以降、
新たに敷地内禁煙となる
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

【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
（１時間の休憩あり）
※勤務日数・時間については応相談
【勤務内容】事務補助（パソコンの操作が可能な
方）、電話対応等
【報酬】時給800円
【募集人数】若干名
【受験資格】次に掲げる手帳等の交付を受けている者
※下記の手帳等は受験申込日及び受験日当日に
おいて有効であることが必要です。
ア 身体障害者手帳又は都道府県知事の定める
医師（以下｢指定医｣という。）若しくは産業
医による障害者の雇用の促進等に関する法律
別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書・

意見書（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう
若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス
による免疫又は肝臓の機能の障害については、
指定医によるものに限る。）
イ 都道府県知事若しくは政令指定都市市長が
交付する療育手帳又は児童相談所、知的障害
者更生相談所、精神保健福祉センター、精神
保健指定医若しくは障害者職業センターによ
る知的障害者であることの判定書
ウ 精神障害者保健福祉手帳
【選考方法】面接試験
【申込方法】顔写真を貼った
履歴書を提出
【申込・問合せ】総務企画課
☎45-2111

○
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平成31年３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

秋田県議会議員選挙が行われます。
〜選びたい

秋田のこれから

わたしの将来〜

任期満了に伴う秋田県議会議員一般選挙が、４月７日（日）に実施されます。投
票は私たちに与えられた大切な権利です。あなたの大事な一票、忘れずに投票しま
しょう。

【投票日時】４月７日（日）午前７時〜午後８時
【投 票 所】大潟村村民センター
◎投票できる方
①年齢要件
平成13年４月８日以前に生まれた方（投票日までに満18歳以上になる方）
②住所要件
平成30年12月28日までに大潟村に転入の届け出をした方で、引き続き大潟村に居住している方。
ただし、平成30年12月29日以降に秋田県内から転入の届け出をした方は、転入前の市町村で投票す
ることができます。詳しくは、大潟村選挙管理委員会にお問い合わせください。

◎期日前投票について
投票日に仕事や冠婚葬祭、旅行などで投票に行けない方は、以下のとおり期日前投票を行うことが
できます。
【期日前投票日時】３月30日（土）〜４月６日（土）午前８時30分〜午後８時
【期日前投票所】大潟村選挙管理委員会事務室（大潟村役場１階 第４会議室（産業建設課向かい）

◎住民票が村にあっても実際に居住されてない方の選挙権について
今まで住民票が村にあっても実際に居住されていない方（居住要件を満たされない方）については、
選挙人名簿に登録しておりませんでしたが、国の指導に伴い、昨年より住民基本台帳との整合性を図
るため、18歳以上の方で村に住民票がある方は選挙人名簿に登録することとしました。
今まで居住要件を満たさないことのみの事由により選挙人名簿に登録されていなかった方は、今回
の秋田県議会一般選挙から投票することができます。

◎引っ越したら住民票を移しましょう
住民基本台帳法及び公職選挙法など各種法令では、住所は生活の本拠となる市町村に届出を行わな
ければならないこととなっております。
例えば、近隣市町村の居住する寮や下宿から休日のたびに実家に帰宅したとしても、基本的にその
寮や下宿等が住所となり、事業活動面、政治活動面の住所ではなく、居住する所在地が生活の本拠と
なります。
進学や就職などで引っ越しをされた方は速やかに住民票を移してくださるようお願いします。

【問合せ】大潟村選挙管理委員会 ☎ 45-2111
○
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平成31年３月号

税務会計課からのお知らせ

税務会計課 ☎45-2113／FAX45-2162

軽 自動車の申告を忘れずに！
軽自動車税は、毎年４月１日時点で所有している
軽自動車（二輪の軽自動車を含む。）、原動機付自
転車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の所有者
に課税されます。

※小型特殊自動車には田植機、トラクター、コンバ
インなどの農耕作業用車両も含まれます。
※軽自動車税には、月割課税制度がありません。４
月２日以後に廃車等をした場合には、その年度分

車両をすでに廃棄または譲渡している場合でも、

の税金を全額納めていただくこと

廃車や名義変更の申告をしないと課税されます。新

になりますので、ご注意下さい。

規取得や廃棄、譲渡をした場合は４月１日までに役

【問合せ】税務会計課 ☎45-2113

場税務会計課にて手続きを行ってください。

住民生活課からのお知らせ

住民生活課 ☎45-2114／FAX 45-2162

交 通指導員を募集します
村内の交通安全を支える交通指導員を募集します。 【募集人数】３人
交通事故のない村を目指して一緒に活動しませんか。 【身分】大潟村の非常勤職員となり、村長から委嘱
【応募資格】
村内在住・在勤の満20歳以上の方

されます。
【報酬等】条例に基づき年額の報酬と出動に対する

健康で交通安全に深い関心をお持ちの方

日当（費用弁償）があります。

運転免許を持っている方

報酬 30,000円（年額）
日当
1,600円

【任期】２年（ただし、再任は妨げません。）
【活動内容】朝の児童通学時に街頭指導及び巡回
（毎月初めの登校日、春・秋の交通安全運動期

（１回につき）
【問合せ】住民生活課
☎45-2114

間）、各種イベント時の交通誘導

は り、きゅう、マッサージの助成が受けられます
村民の健康保持と福祉の増進に寄与するため、は

【有効期間】2019年４月１日〜2020年３月31日

り、きゅう、マッサージ助成事業を行っております。 【その他】受療券は、医療保険給
ご希望の方は、印鑑を持参のうえ、住民生活課窓口

付と併用して使うことはできま

で申請してください。

せん。また、指定された機関で

【対象者】大潟村に住む65歳以上の方

の施術のみ対象になります。

【助成の内容】施術１回につき1,000円の受療券を

12枚発行

【問合せ】住民生活課
☎45-2114

！
住 宅用太陽光発電システムに起因した住宅の火災事故にご注意ください
−太陽電池モジュールの設置形態等によって火災リスクが異なります！−
住宅用太陽光発電システムにおける火災は、施工

（参考）消費者安全法第23条第１項の規定に基づく

不良が原因の物だけではなく、太陽光パネルの不良

事故等原因調査報告書

に起因する火災事故の発生も報告されています。太

「住宅用太陽光発電システムから発

陽光モジュールの設置形態等によって火災リスクが

生した火災事故等」

異なりますので、十分ご注意ください。

【問合せ】住民生活課 ☎45-2114
○
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平成31年３月号

住民生活課からのお知らせ

住民生活課 ☎45-2114／FAX 45-2162

避 難行動要支援対象者へ名簿提供の同意確認書を送付します
村では、災害発生時の避難誘導や避難支援、安否 【避難支援等関係者】
確認、避難所等での的確な生活支援に役立てるため、 名簿情報は、下記の組織団体等に提供します。
災害時に自力避難が困難と思われる方の名簿をあら ・男鹿地区消防署大潟分署
かじめ作成しています。
・五城目警察署大潟警察官駐在所
そこで、災害時に備え、平常時から避難支援等関 ・大潟村消防団
係者（消防署や警察署、社会福祉協議会など）に名 ・大潟村社会福祉協議会
簿を提供するため、対象となる方々へ名簿提供の同 ・大潟村民生児童委員協議会
意確認書を送付し、意向を確認いたします。
【避難行動要支援対象者】
避難行動要支援対象者には、３月20日以降に、名簿
在宅で生活し、以下のいずれかに該当しており、 提供の同意確認書を送付させていただきますので、内
ひとり暮らしのため、あるいは同居家族等の支援だ 容を確認の上、返信してください。
けでは自力避難が困難と思われる方です。
また、避難行動要支援対象者に該当しない方でも、
①介護保険における要介護認定を受けている方
支援を希望する方がおりましたら、お問合せください。
②身体障害者手帳１・２級（総合等級）の第１種
をお持ちの方
【問合せ】住民生活課 ☎45-2114
③療育手帳Ａをお持ちの方（障がい児の場合はＡ
またはＢ）
④精神障害者保健福祉手帳１・２級をお持ちの単
身世帯の方
⑤指定難病と認定されている方
⑥上記以外で避難支援が特に必要とされる方
※施設等に入所されている方は、施設ごとの避難
支援の対象となりますので、この名簿には掲載
されません。
【名簿記載の情報】
氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、避難支
援等を必要とする理由（上記①〜⑥）

名簿提供の同意確認

避難行動要支援
対象者

大潟村
同意確認書の返信
見守り
支援

報告
相談
同意者名簿の
提供・更新

支援のお願い
よい人間関係づくり
避難支援等
関係者
○
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平成31年３月号

住民生活課からのお知らせ

保健センター ☎45-2613／FAX 27-8420
住民生活課 ☎45-2114／FAX 45-2162

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で、あなたも一緒
に生活してみませんか。
【入居条件】以下のすべてに該当する方が入居の対

【募集部屋数】２部屋
【備考】食事は施設で用意します。また、温泉入浴
が楽しめます。
【申込･問合せ】
大潟村ケアハウスゆうゆう

象となります。
・60歳以上の方。

☎0185-22-4311

・身体機能の低下や高齢等のため独立した生活で
は家事や炊事などに不安がある方。
・共同生活に適応できる方。
・寝食や入浴など日常生活が自立している方。

保健センター
今月の行事
◎２歳児親子歯科健診
【日時】３月６日（水）13:00〜
【会場】保健センター
【対象】H28.５月〜10月生の幼児と親
◎乳児健診
【日時】３月７日（木）13:00〜
【会場】保健センター
【対象】４ヶ月 （H30.10.5〜11.7生）
７ヶ月 （H30.7.5〜8.7生）
10ヶ月 （H30.4.5〜5.7生）
13ヶ月児（H30.2月生）
◎乳児相談
【日時】３月７日（木）11:00〜
【会場】保健センター
【対象】H30.１月生の乳児
◎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。
【日時】３月７日（木）14:15〜
【会場】保健センター
【相談医】湖東厚生病院小児科医師
【その他】事前にお申し込みください。
※当日でも、空いていれば相談できます。

◎健康相談
３月13日（水）13:00〜 保健センター
栄養相談も可
３月27日（水）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」
３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
３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】３月４日（月）、20日（水）10:00〜11:30
【会場】ちょこっと

【申込・問合せ】保健センター ☎ 45-2613／FAX 27-8420

○
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平成31年３月号

住民生活課からのお知らせ

保健センター ☎45-2613／FAX 27-8420

？
予 防接種の受け忘れはありませんか
〜まだ接種していない方は早めに受けましょう〜
次の予防摂取について、母子手帳を確認のうえ、未接種の方は早めに受けるようにしましょう。
《日本脳炎予防接種》

《水痘予防接種》
対象者：生後12月から36月（３歳）に至るまで

日本脳炎（２期）予防接種
対象者：平成12年４月２日

の間にある方

〜平成13年４月１日生まれの方
※日本脳炎予防接種の差し控えにより受けられな
かった不足分については、20歳になるまでは無
料で受けることができます。
標準的な接種期間

回数

１回目：生後12月から生後15月に達するまで
２回目：１回目の接種終了後６月から12月まで
の間隔をおく
※すでに水痘の予防接種を受けている方は接種

間隔

１期 ３歳に達した時から
２回 ６日以上
初回 ４歳に達するまでの期間

する必要はありません。
※水痘に罹ったことがある
方は、免疫を持っている

１期 ４歳に達した時から
１期初回接種終
１回
追加 ５歳に達するまでの期間
了後６月以上
２期

ので接種する必要はあり
ません。

９歳に達した時から
１回
10歳に達するまでの期間

※必ず予約のうえ医療機関を受診するようにして
ください。

【問合せ】保健センター ☎45-2613

高 齢者の肺炎球菌予防接種について
平成30年度の高齢者肺炎球菌予防接種の定期接種対象者は次のとおりですので、積極的に接種を受ける
ようにしましょう。
【対象】

65歳

昭和28年４月２日生〜昭和29年４月１日生の方

70歳

昭和23年４月２日生〜昭和24年４月１日生の方

75歳

昭和18年４月２日生〜昭和19年４月１日生の方

80歳

昭和13年4４月２日生〜昭和14年４月１日生の方

85歳

昭和８年４月２日生〜昭和９年４月１日生の方

90歳

昭和３年４月２日生〜昭和４年４月１日生の方

95歳

大正12年４月２日生〜大正13年４月１日生の方

100歳

大正７年４月２日生〜大正８年４月１日生の方

その他

60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウ
イルスによる免疫の機能に障がいを有する方

【接種回数】１回接種

【接種期間】平成31年３月31日（日）まで

【補助額】3,000円（接種料金から補助額を引いた

※上記の対象者には、平成30年４月に個別に通知し

額が自己負担額になります）
（大潟村診療所で接
種の場合、自己負担5,380円）
【接種医療機関】県内の委託医療機関
○
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ています。
【問合せ】保健センター ☎45-2613

平成31年３月号

保健センター ☎45-2613／FAX 27-8420
地域包括支援センター ☎22-4321／FAX 22-4511

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？ 〜こころのストレスチェック〜

ちょっと疲れを感じたら、｢こころの体温計｣で心 【モード】次の5種類のモード
の状態をチェックしてみましょう。
がありますので、状況にあ
パソコンやスマートフォンでいくつかの質問に答
わせてご利用ください。
えることで、回答者のストレス度や落ち込み度が表
本人モード
あなたご本人のストレス
示されます。
結果に合わせて、相談機関の情報も表示されます。 度・落ち込み度がわかります。
家族モード
大切な方のこころの健康状態をチェックします。
大潟村 こころの体温計
アルコールモード
飲酒がこころに与える影響がわかります。
ストレス対処タイプテスト
※大潟村公式ホームページのトップ画
ストレスにどう対処するかが、こころの健康を
面や、右のＱＲコードからもアクセ
保つのに大切です。
スできます。
これって認知症？
認知機能をチェックをすることができます。
【問合せ】保健センター ☎45-2613

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】３月６日・13日・20日・27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】３月28日（木）
【会場】ふれあい健康館
【時間】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。
【日時】３月７日（木）10:00〜
【会場】ふれあい健康館
※昼食代300円がかかります。申込みは３月４
日（月）までに電話でお願いします。

◎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】３月７日・28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
☆75 歳以上の方が運転免許更新時に行う認知機
能検査を体験出来ます。
◎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】３月８日（金）
【時間】10:00〜11:30
【会場】ふれあい健康館
【対象】前回の教室に参加した方
◎血圧測定・健康相談
【開催日】３月６日（水）
【時間】9:40〜
【会場】ふれあい健康館
【対象】おおむね65歳以上の方

【問合せ】地域包括支援センター ☎ 22-4321 FAX 22-4511

○
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産業建設課からのお知らせ

産業建設課 ☎45-3653／FAX 45-2162

村 営住宅入居者募集
【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】３月４日（月）〜８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

※村営住宅を退居する場合は、退居希望日の30日前
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／FAX 45-2162

「（仮 称）秋田洋上風力発電事業に係る計画段階環境配慮書」の縦覧について
日本風力開発株式会社が、八峰町、能代市、三種
町、及び男鹿市の沿岸域及び沖合において計画して

び沖合
【縦覧場所】大潟村役場

いる風力発電事業に関して、計画段階における配慮

（本庁舎１階環境エネルギー室カウンター）

事項をとりまとめた「計画段階環境配慮書」を以下

※インターネットによる電子縦覧も平成31年２月

の通り縦覧致します。
【縦覧書類】
（仮称）秋田洋上風力発電事業に係る計画段階環

26日より行っています。
【縦覧期間】２月26日（火）〜３月28日（木）
【問合せ】日本風力開発株式会社
☎ 03-3519-7481
事業者のホームページ

境配慮書
【事業実施想定区域の位置】

http://www.jwd.co.jp/akita/

八峰町、能代市、三種町、及び男鹿市の沿岸域及

教育委員会 ☎45-3240／FAX 45-2661
公民館 ☎45-2611／FAX 45-2661
体育館 ☎45-2269／FAX 45-2685

教育委員会からのお知らせ

大 潟村在宅子育て応援商品券の有効期限について
大潟村在宅子育て応援商品券の有効期限は３月31
日（日）までとなっております。期限を過ぎると、
使用できなくなりますので、期限内にご使用くださ
い。
【問合せ】教育委員会 ☎45-3240

●在宅子育て応援商品券とは･･･
こども園に通っていない、２歳児

者に該当の子ども１人当たり月額10,000円の商品
券を交付し、在宅での育児を応援します。

公民館・村民体育館に帽子や手袋、タオルなどの忘れ物はありませんか？持ち主不
明の忘れ物を一度処分しますので、心当たりのある方は３月29日（金）までに各施設
へお越しください。
【問合せ】公民館 ☎ 45-2611 村民体育館 ☎45-2269
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までの子どもを自宅で養育する保護

公 民館・村民体育館に忘れ物はありませんか？
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教育委員会からのお知らせ

公民館 ☎45-2611／FAX 45-2661

新 しい本、入りました
№

タイトル

著者

№

タイトル

著者

1 １R１分34秒（第160回芥川賞受賞） 町屋 良平

6 ウォールデン 森の生活

ヘンリー・D・ソロー

2 ニムロッド（第160回芥川賞受賞） 上田 岳弘

7 香りの心理分析

藤原 綾子

3 自分を大切にする生き方

北欧スウェーデン式

マーク・ビルマーク
キェルケゴールの日記
8 哲学と宗教の間
スーサン・ビルマーク

セーレン・キルケゴール
鈴木 祐丞

4 君に成功を贈る

中村 天風

9 ぼぎわんが来る

澤村 伊智

5 行正り香の家作り

行正 り香

10 一切なりゆき

樹木 希林

【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。
・借りた本を壊してしまった、汚してしまった等のときは、ご返却の際に公民館事務
室までお持ちくださいますようお願いします
【図書ボランティアを募集します♪】
公民館図書室の整理・整頓のお手伝いをしてくれる方を随時募集しています。みなさんが利用しやす
い図書室を一緒につくりませんか。お気軽に次の問い合わせ先までご連絡ください。
【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

【３月・４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。お友達を誘ってぜひ遊びに来てください♪

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）☎ 45-2345

●『みんないっしょに☆お楽しみ会』
《日時》３月20日（水）10:00〜11:00
《会場》子育て支援センター ホール
《内容》大きくなったことをお祝いしなが
ら、みんなで楽しく過ごします。
※参加を希望する方は、子育て支援センタ
ー（こども園）まで申し込みをお願いし
ます。期限は３月８日（金）までです。

●『はじめの一歩♪』

１月25日。節分の金棒と鬼さん豆入れを作りました♪

《日時》４月９日（火）10:00〜11:00
《会場》子育て支援センター
《内容》新年度、新しい施設・新しい環境で
子育て支援センターがスタートします。さ
くらんぼクラブに遊びに来て、友だちをつ
くってみませんか？

○
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干拓博物館 ☎22-4113／FAX 22-4115
体育館 ☎45-2269／FAX 45-2685

教育委員会からのお知らせ

第 40回大潟村芸術文化祭作品展
大潟村の芸文祭で出展された作品を干拓博物館で
も展示します。
大潟村の芸術文化活動の成果を、ゆっくりとご覧
ください。

｢潟

【期間】３月13日（水）〜４月７日（日）
【会場】大潟村干拓博物館 企画展示室
【問合せ】干拓博物館 ☎22-4113

のラジオ体操」を楽しむ集いに参加してみませんか？

冬期間お休みしていた「潟のラジオ体操」を楽しむ集いが、
３月１日より再開します。健康で充実した日々を過ごすため
に、手軽に行えるラジオ体操をぜひ活用してはいかがでしょ
うか。申し込み、その他手続きは一切ありませんので、どう
ぞお気軽にご参加ください。
【名称】「潟のラジオ体操」を楽しむ集い
【日時】３月１日より毎日 午前6:30〜6:40※冬期間は未定
【場所】大潟商店街前広場（雨天時は商店街アーケード内）
【問合せ】村民体育館 ☎45-2269

議会事務局からのお知らせ

議会事務局 ☎ 45-2587

村 議会３月定例会の日程（予定）
平成31年第１回（３月）定例会は以下の日程で行 【備考】議会の日程は３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】３月６日（水）〜15日（金）
下記への電話、又は、議会のサイトでご確認くだ
【日程】６日：本会議（村政報告・一般質問）
さい。
７日：総括質疑、各委員会審議
【問合せ】議会事務局 ☎45-2587
総務企画課 ☎45-2111
８〜14日：各委員会審議
ＵＲＬ http://www.ogata.or.jp/gikai/
15日：本会議（委員長報告、提出議案採決）

りんどうの会

初稽古母の形見の結城織

冬囲ひ父の遺せし道具あり
斎藤 幸子

大井 正子

冴返る部屋より出ずに遊ぶ子等

雪晴の表参道友と行く

冬の道足も心もすり減らす

工藤 孝子

自然薯の粘りまとまる朝餉かな

認知カフェ二月半ばの予定表

守時 誓子

己が脈雪解しずくと比べ居り 仁田原鈴子

小鳥来る何やら楽し女子の会

風花や遠いあの日の友の顔

薄氷すけて見ゆるは未来像

豆乳の膜を揺らして風邪貰ふ 今野サト子

立春や表紙の堅き童話本

受験子に励ます言葉選びをり 浅野 法子

田村 陽子
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寒月の揺れて風泣く八郎湖

しずり雪薄墨にじむ表書
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情報・募集・ご案内
自衛隊秋田地方協力本部から

防衛省採用試験のご案内
防衛省では平成30年度及び31年度採用試験を次のとおり行います。
１．自衛官候補生
種

目

自衛官候補生

受験資格

受付締切日

18歳以上
33歳未満の者

試

１回目：平成31年３月８日
２回目：平成31年３月25日

験

１回目：平成31年３月10日（日）
２回目：平成31年３月26日（火）

試 験 科 目
国語・数学・社会及び作文・口述試験・適性検査・身体検査
２．自衛隊幹部候補生
種

目

受験資格

受

付

試

験

平成31年５月11日（土）
５月12日（日）
※12日は飛行要員のみ

細部については問い合わせ 平成31年３月１日
一般幹部候補生
〜平成31年５月１日
てください

３．一般曹候補生
種

目

一般曹候補生

受験資格

18歳以上
33歳未満の者

受

付

平成31年３月１日
〜平成31年５月１日

試

験

平成31年５月25日（土）

試 験 科 目
筆記試験（国語・数学・英語及び作文）、適性検査
【問合せ】自衛隊秋田募集案内所 ☎018-864-4929

コチラかもアクセスできます→

人事院東北事務局から

国家公務員採用試験のお知らせ
人事院では、次のとおり国家公務員採用試験を実施いたします。
試験名
申込受付期間
第１次試験日
【インターネット】
総合職試験
４月28日（日）
３月29日（金）9:00
（院卒者試験・大卒程度試験）
〜４月８日（月）※受信有効
【インターネット】
一般職試験
４月５日（金）9:00
6月16日（日）
（大卒程度試験）
〜４月17日（水）※受信有効
【インターネット】
一般職試験
９月１日（日）
６月17日（月）9:00
（高卒者試験）
〜６月26日（水）※受信有効
なお、申込方法や受験資格等の詳しい内容については、人事院ホームページまたは下記にお問い合わ
せください。
【問合せ】人事院東北事務局 第二課 試験係 ☎022-221-2022
人事院ホームページ http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm
○
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情報・募集・ご案内
秋田労働局から

2019年度「労働基準監督官採用試験」の
お知らせ
【受験資格】
１．平成元年４月２日〜平成10 年４月１日生ま
れの方
２．平成 10 年４月２日以降生まれで次に掲げる
方
（１）大学を卒業した方、および2020年３月
までに大学を卒業する見込みの者
（２）人事院が（１）に掲げる者と同等の資
格があると認める方
【採用予定人数】
労働基準監督Ａ（法文系）約200名
労働基準監督Ｂ（理工系）約60名
【試験日時】
第１次試験 ６月９日（日）
9:35（試験開始）〜18:05（試験終了）
会場 秋田大学一般教育２号館（予定）
【申込期間】３月29日（金）〜４月10日（水）
【申込方法】インターネットにより行ってくだ
さい。
インターネット申込専用アドレス

http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
【問合せ】秋田労働局 総務課 ☎018-862-6681
（公財）秋田県国際交流協会（ＡＩＡ）から

ＡＩＡ国際活動助成金募集のお知らせ
県内で国際交流や国際協力・国際理解などの
多文化共生を推進する活動を行う民間の団体を
対象に、その事業の一部を助成します。
【申請期間：募集期間】
１期募集3/1〜3/31
（事業の実施時期4/1〜翌3/15）
２期募集7/1〜7/31
（事業の実施時期8/1〜翌3/15）
【助成内容】
・助成対象経費総額のうち上限８万円
・同一年度につき一団体１回、同一団体によ
る同一事業に対する助成は３回が限度
【その他】企画提案型助成金（１団体上限24万
円交付）を新設し、３月中に募集します。
【申込・問合せ】対象者、対象事業、対象経費等
詳細の問合せ、申込みは ☎018-893-5499 まで
ホームページ http://www.aiahome.or.jp
※申請書はHPからダウンロードできるほか、協
会窓口でも配付しています。
○
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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）
５月期生を募集します
【訓練期間】平成31年５月８日（水）
（６ヶ月間）
〜平成31年10月31日（木）
【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（10名）
住宅リフォームデザイン科（15名）
【募集期間】３月１日（金）〜３月29日（金）
【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
内閣府青年国際交流担当室から

青年国際交流事業に参加しませんか
内閣府では、国際社会・地域社会で活躍する
次世代グローバルリーダーの育成を目指し、船
と航空機を用いた６つの青年国際交流事業を実
施しています。
現在、2019年度の参加青年を募集しています。
【問合せ】内閣府青年国際交流担当室
☎03-6257-1434
ホームページ https://www.cao.go.jp/koryu/
ＮＴＴタウンページ（株）から

もしもの備えに
『防災タウンページ』の確認を
「防災タウンページ 秋田県版」が、昨年８
月にＮＴＴタウンページ（株）から発行され、
「タウンページ」とともに県内の全住戸・全事
業所に配布されました。
「防災タウンページ」には、日頃からの備え
や災害時の行動のポイントを盛り込んでありま
す。公衆電話や避難所の場所がわかるマップも
掲載されていますので、災害発生時
はもちろんのこと、いざという時に
備えて確認しておきましょう。
【問合せ】タウンページセンター
☎0120-506309

平成31年３月号

情報・募集・ご案内
生態系公園 行事予定
日 時

研修の名称

3月16日（土） ブルーベリーの
13:30〜15:00 剪定講習

研修の内容等

対象・研修経費

ブルーベリーの実付きを左右する
春の剪定を、専門家に学びます。

定員 なし
参加費 無料

日 時

企画展の名称

展示の内容

料金等

２月19日（火）
〜３月10日（日）
9:00〜17:00

うつむく姿が美しい！
クリスマスローズ

少しうつむき加減なのが奥
ゆかしい。人気のクリスマ
スローズ展。

無料

２月26日（火）
〜３月24日（日）
9:00〜17:00

温室の中は花盛り！
華やか洋ラン

ひと足速く春気分を満喫！
世界中で愛される魅力的な
洋ラン、様々な種類をお楽
しみください♪

無料

【問合せ】指定管理者むつみ造園生態系公園管理事務所
☎ 0185-45-3106 FAX 0185-27-8474
男鹿地区消防本部から

定期救命講習会のお知らせ
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
うために、講習を受けてみませんか。
【内容】心肺蘇生法、AED（自動体外式除細動
器）の取り扱い等
【日時】毎月第３日曜日 9:00〜12:00
【会場】男鹿地区消防本部
【参加費】無料
【申込期限】開催日の前日まで受け付けています。

男鹿地区消防本部から

住宅用火災警報器を設置・更新しましょう
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。
【設置時期を調べるには】
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。
【問合せ】男鹿地区消防本部 予防課
☎0185-23-3146

【今後の開催予定日】

2019年

３月17日、４月21日、５月19日、
６月16日、７月21日、８月18日、
９月 15 日、 10 月 20 日、 11 月 17 日、

2020年

12月15日
１月19日

※日程等に変更がある場合は事前連絡いたします。
【申込・問合せ】
男鹿地区消防署 救急係
☎0185-23-3119

FAX 0185-22-0202

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
○
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平成31年３月号

情報・募集・ご案内
秋田県司法書士会から

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

秋田年金事務所から

予約制による年金相談のご案内
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。
【予約受付時間】
平日：8:30〜16:30
第２土曜日：13:30〜15:00
【予約先】
日本年金機構 秋田年金事務所
お客様相談室 ☎018-865-2379
秋田地方法務局から

秋田地方法務局から

忘れていませんか？相続登記

ご存知ですか？「筆界特定制度」
「筆界特定制度」は、土地の筆界（境界）ト
ラブルを解決するため、法務局が現地における
筆界の位置を特定する制度です。
隣接地との筆界がわからず困っている方、筆
界について隣地の所有者と意見が一致せずに困
っている方は、筆界特定制度をご利用ください。
【問合せ】
秋田地方法務局 登記部門 筆界特定室
☎018-862-1442
秋田市山王七丁目1番3号 秋田合同庁舎２階
秋田財務事務所から

「多重債務相談相談窓口」のご案内
東北財務局秋田財務事務所では、自らの収入
で返済しきれないほどの借金を抱えてお悩みの
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
もに、必要に応じて弁護士・司法書士などの専
門家に引継ぎを行います。
ぜひご利用ください。
【相談窓口】秋田財務事務所 理財課
秋田市山王７丁目1-4 秋田第二合同庁舎 ３階
【受付時間】月曜日〜金曜日
（祝日、年末年始除く）
8:30〜12:00、13:00〜16:30
【相談料】無料
【相談専用ダイヤル】
☎018-862-4196
○
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不動産を相続した場合、所有者の名義を変え
るには、登記の申請が必要です。
相続登記をしないまま放置すると、その間に
第２次・第3次の相続が発生して、手続きが複雑
になることがあります。
思わぬトラブルを未然に防ぐためにも、早め
に相続登記をしましょう。
【問合せ】秋田地方法務局登記部門
☎018-862-1174
秋田財務事務所から

「出前講座」のご案内
東北財務局秋田財務事務所では、地域のコミ
ュニティ活動等の会合にお伺いし、特殊詐欺の
被害防止を目的とした「金融犯罪被害防止のた
めの出前講座」及び家計管理や消費生活に関す
る「金融経済教育の出前講座」を実施しており
ますので、お気軽にお問い合わせください。
【講座メニュー】
●振り込め詐欺等「特殊詐欺」の手口と対策
●家計管理や消費生活のワンポイント
●多重債務に陥らないために（ヤミ金融を含
む）など
【相談窓口】秋田財務事務所 理財課
秋田市山王７丁目1-4 秋田第二合同庁舎 ３階
【受付時間】月曜日〜金曜日
（祝日、年末年始除く）
8:30〜12:00、13:00〜16:30
【相談専用ダイヤル】☎018-862-4196

平成31年３月号

３月の行事予定
日付

行事名等

４日
（月）
７日
（木）
10日
（日）
15日
（金）
19日
（火）
20日
（水）
22日
（金）
27日
（水）

村の人口の動き･公共施設の状況
場所等

農業委員会定例総会（13:30〜）

役場

中学校 卒業証書授与式
中学校
（13:30〜）
村民ミニテニス大会（9:00〜）

村民体育館

小学校 卒業証書授与式
小学校
（10:00〜）
こども園 卒園式（10:00〜）

こども園

園・小・中 修了式

園・小・中

春季休業（〜4/3）
園・小・中
※こども園は１号認定のみ
体育協会スポーツ賞授与式
ふれあい
（17:00〜） 健康館

４月上旬の行事予定
日付

行事名等

５日
（金）

役場
園・小・中

小学校 入学式（10:00〜）

小学校

中学校 入学式（13:30〜）

中学校

８日
こども園 入園の集い・入園式
（月）

・保健センターの行事
⇒P17・18
・介護予防事業

人数(人） (増減）
1,117 (−４）
3,177 (−４）
1,602 (−２）
1,575 (−2）

項目
転入
転出
出生
死亡

人数(人）

4
5
2
5

◎公共施設の利用状況(１月中）
施設名
利用者数
施設名
利用者数(量）
公民館
201人 村民センター
1,179人
村民体育館
3,273人 ふれあい健康館
2,310人
干拓博物館
426人 ごみ処理量
62ｔ
多目的運動広場
0人 水道使用量
37,525㎥
多目的グラウンド
0人 下水排水量
42,544㎥
子育て支援センター
人
171

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
274
127
252
105
西２分館
3.96
51
51
43
43
西３分館
7.74
107
73
95
61
東２分館
9.99
319
300
252
233
東３分館
9.99
258
500
169
411
北１コミ会館 7.20
242
112
207
77
北２コミ会館 5.40
164
28
151
15
南コミ会館
4.32
110
96
83
69
多目的会館
4.95
157
68
135
46
合 計
63.54 1,682 1,355 1,387 1,060
○売電量の金額換算：58,254円（単価円/kWh）
○発電量の石油換算：310リットル

３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

・子育て支援センターの行事 ⇒P21
⇒P22

・博物館の行事

こども園

こちらも
チェック
してね。

⇒P19

項目
世帯数
人口
男
女

◎公共施設の太陽光発電量（１月中）
場所等

２日
農業委員会定例総会（13:30〜）
（火）
４日
園・小・中 始業式
（木）

◎人口の動き(２月１日現在）

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】３月19日（火）10:00〜12:00
【会場】役場第２会議室

誤

１月 日 １月 日

﹃大潟村史﹄正誤表

頁・項目
Ｐ３４５
出来事２
上段
正

村史についてお気付きの点等あ

りましたらご連絡ください︒

総務企画課 ☎４５︱２１１１

25

17

○
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第 40 回

冬季ふるさと祭り
２月３日（日）、村民体育館周辺を会場に、
第40回冬季ふるさと祭りが開催されました。
YBA大潟教室のストリートダンスで幕を
あけると、広い会場で様々な冬遊びが行われ
ました。凧揚げ、そり遊び、雪上ジャンボか
るた、馬そりなど、ほどよく残った雪の上で、
来場者は寒さを吹き飛ばして楽しんでいる様
子でした。
また、第 40 回を記念して超神ネイガー
ショーも催され、大盛り上がりの冬季ふるさ
と祭りとなりました。

餅つき体験、ぺったんこ♪

オープニングはクールなダンス♪

ネイガーに子どもたちから大きな声援

PolderlipWave2019＆産直まつりinおおがた

生け花体験コーナー。
自由な感性で、自分だけの一鉢を

ポルダーリップウェーブ

２月15日（金）〜17日（日）、干拓博物館でPolderlipWave2019が
開催されました。
様々な品種のチューリップや、チューリップを使った生け花・押し花
などが展示され、期間中約3,400人の来場者の目を楽しませていました。
また、生け花・押し花アートの体験コーナー、栽培ハウスの見学ツ
アーも人気でした。
産直センターで同時開催された産直まつりinおおがたでは、たくさん
のお客さんが色鮮やかなチューリップを買い求めていました。
○
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押し花を自由に並べて圧着すれば、
オリジナル押し花アートの完成です

