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グルテンフリー給食の提供開始
４月28日
（木）
（木
）
、給食でのグルテンフリー食材
の定期供給が開始されました。子どもたちは、
小麦とはまた違った食感を楽しんでいる様子で
した。（関連P2）
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こども園・小中学校でグルテンフリー給食の定期提供開始
４月28日(木)、こども園・小中学校の給食でグ
ルテンフリー食材が提供されました。
グルテンフリー食材は村内の事業者が生産する
もので、以前小学校の給食に提供されたこともあ
りましたが、今年度より定期的な提供が開始され、
この日は記念すべき第１回目ということもあって
多くのメディアや関係者が訪れました。
提供された給食のメニューは、こども園では米
粉のフジッリ（パスタ）を使ったサラダ（①）、
小中学校ではフジッリを使ったスープ（②）と揚

「もちもちしている」という声が多く聞かれました

げ餃子（③）で、配膳後に（株）あきたこまち生
産者協会の涌井社長、餃子計画（株）の秋山副工
場長から食材の説明を受け、いよいよ実食。子ど
もたちからは「もちもちしておいしい」「大潟村
の自慢になる」と好意的な声が寄せられました。
グルテンフリー食材のさらなる広がりが期待さ
れます。

①サラダ

こども園給食

③餃子

②スープ

小中学校給食

涌井社長（左）と秋山副工場長

米粉餃子と米粉パスタ

未来につながる持続可能な農業推進コンクールで栢森一夫さんが農産局長賞
令和３年度「未来につながる持続可能な農業推
進コンクール」において、かやもり農産の栢森一
夫さん（東2-4）が有機農業・環境保全農業型農業
部門で農林水産省農産局長賞を受賞し、４月19日
(火)に役場第１会議室にて授賞式が行われました。
栢森さんは平成６年から一貫して有機農業に取
り組み、平成12年からは有機JAS認定を継続して
取得するほか、大潟村有機農業推進協議会の会長
として有機農業の普及、他農業者の技術の向上や
情報共有にも尽力しており、これらの実績が認め
られての受賞となりました。
この度の受賞、まことにおめでとうございます。

○
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受賞した栢森一夫さん（写真中央）

令和４年６月号

人権擁護委員の斉藤幸子さんが仙台法務局長賞を受賞
先日開催された秋田人権擁護委員協議会にて、長年にわたり人権
擁護委員の活動に尽力したとして、斉藤幸子さん（西1-1）に仙台法
務局長表彰が贈られました。まことにおめでとうございます。
人権擁護委員は、地域住民や子どもたちから人権に関する相談を
受け、問題解決のお手伝いをしたり、法務局の職員と協力して人権
侵害による被害者の救済を行いつつ、地域住民や子どもたちに人権
について関心をもってもらえるような啓発活動を行っています。

表彰された斉藤幸子さん

●人権擁護委員の募集
村では人権擁護委員を募集しています。
人権擁護委員は、地域住民や子どもたちから人権に関する相談を受け、問題解決のお手伝いをしたり、
法務局の職員と協力して人権侵害による被害者の救済を行いつつ、地域住民や子どもたちに人権につい
て関心をもってもらえるような啓発活動を行っています。
委員の活動に特別な知識や資格は必要ありません。村の人権擁護活動にご協力いただける方を広く募
集します。
福祉保健課 ☎45-2114
●常設人権相談所
常設の人権相談所は下記のとおり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
子どもの人権１１０番
女性の人権ホットライン

TEL:0570-003-110
TEL:0120-007-110
TEL: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。
●子どもの人権SOSミニレター
子どもの人権SOSミニレターは、小中学生を対象に家庭や学校で困っていること、悩んでいることを切
手不要の手紙で相談することができます。相談内容の秘密は守られ、手紙は人権問題に詳しい人権擁護委
員や法務局職員が読み、悩みを解決できる方法を考え、希望の連絡方法（手紙・電話）で返事をもらうこ
とができます。
子どもの人権SOSミニレターは大潟村福祉保健課窓口と公民館で配布しており、また、定期的に小中学
校へ配布されます。お子様と一緒にご利用ください。
秋田地方法務局人権擁護課 TEL:018-862-1443

鳥獣被害対策実施隊を委嘱
４月22日(金)、役場にて鳥獣被害対策実施隊の
委嘱式が行われました。
実施隊は28名のメンバーで構成されており、こ
の日は代表として浅沼正道さん（西2-2）、金子拓
さん（西3-2）、大川史郎さん（西1-2）、栢森一
夫さん（東2-4）の４名が来庁し、委嘱状の交付を
受けました。実施隊の主な任務としては、村内の
見回りや、鳥獣被害に関する相談などがあります。
よろしくお願いいたします。
○
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令和４年６月号

大潟村役場 職員紹介

令和４年度

先月と今月の２回にわたり、所属ごとに令和４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

北林

强

学 校教育班 ☎45-3240

学校教育担当
主席次長補佐(兼)指導主事

伊藤

昌人

会計年度任用職員
事務補助

西方

真樹子

学校教育担当
主査

池田

☎45-2611

たつなり

龍成

畠山

ゆかり

北1担当

東3-4担当

4

ゆうすけ

友伴

千田

あ き み

昭美

会計年度任用職員
放課後児童クラブ支援員

佐藤

由美子

三浦

み

き

美輝

会計年度任用職員
事務補助

小玉

志保

て る み

鏡美

会計年度任用職員
放課後児童クラブ支援員

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、読書活動、二十歳のつどい式
典、冬季ふるさと祭り、放課後子ども教室など

竹田

と

会計年度任用職員
ICT支援員

クリストファー・
ディピエトラントニオ

会計年度任用職員
放課後児童クラブ支援員

各種学級・講座担当
主事

豊

さ

外国語指導助手（ALT）

東3-1担当

各種講座・ホストタウン担当
主査

小林

○

総務・幼児教育担当
主任

会計年度任用職員
放課後児童クラブ支援員

生 涯学習班

西1-1担当

ま

雅人

教育委員会、教育環境の整備、教育振興大会、こども園、幼
児教育、子育て支援、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

東3-3担当

北嶋

宮田

佐々木

英里

↑ どちらの班も
公民館の中に
↓ あります

令和４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
会計年度任用職員
学習生活支援員

会計年度任用職員
学習生活支援員

会計年度任用職員
事務補助

会計年度任用職員
校務員

会計年度任用職員
学習生活支援員

会計年度任用職員
事務補助

大森

会計年度任用職員
学習生活支援員

三浦

秋帆

会計年度任用職員
学習生活支援員

伊藤

彩華

鈴木

富美子

けさみ

鈴木

斉藤

恵子

会計年度任用職員
学習生活支援員

門脇

令子

みつる

満

中 学校 ☎45-2330
中学校の管理・環境整備、庶務、
学習支援など

会計年度任用職員
学習生活支援員

平塚

千春

会計年度任用職員
学習生活支援員

田口

雄大

佐藤

久美子

千田

さとみ

会計年度任用職員
校務員

石井

光幸

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

館長

船木

信一

博物館事務担当
主事

髙橋

ま さ や

真也

東3-2担当

会計年度任用職員
事務補助

川村

ひとみ

会計年度任用職員
事務補助

林

信久

会計年度任用職員
事務補助

生田

紗月

○
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令和４年６月号

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
主事

太田

翼

西3-2担当

こ ども園 ☎45-2345

庄司

真紀子

東3-3担当

保育教諭

白石

よしたか

芳高

西1-2担当

会計年度任用職員
保育教諭

伊藤

○
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明子

藤原

郁子

小澤

主任保育教諭

主任保育教諭

主任保育教諭

田中

佐藤

三浦

友美

東2-1担当

保育教諭

佐々木

香代子

東3-2担当

会計年度任用職員
保育教諭

工藤

彩香

会計年度任用職員
事務補助

菅原

そ

ら

青空

園長（兼）
子育て支援センター所長

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

会計年度任用職員
事務補助

純子

北2-4担当

会計年度任用職員
保育教諭

栄田

美智代

会計年度任用職員
保育教諭

伊藤

ま さ こ

正子

たけあき

豪祥

東2-5担当

会計年度任用職員
保育教諭

田中

礼子

会計年度任用職員
保育教諭

舘岡

麻耶

むつみ

睦

主任保育教諭

齊藤

ま

ゆ

こ

真優子

東3-1担当

会計年度任用職員
保育教諭

加藤

や す こ

康子

会計年度任用職員
保育教諭

北嶋

真紀子

令和４年６月号

会計年度任用職員
保育教諭

仁木

あい

葵

会計年度任用職員
保育教諭補助

江畠

明美

会計年度任用職員
生活支援員

鎌田

麻友子

会計年度任用職員
保育教諭

川井

唯

会計年度任用職員
保育教諭補助

納谷

和代

会計年度任用職員
子育て支援センター支援員
かねまる

金丸

美樹

会計年度任用職員
保育教諭

天野

みどり

会計年度任用職員
保育教諭

尾倉

な お こ

尚子

会計年度任用職員
保育教諭補助

会計年度任用職員
栄養士

小助川

栗森

恵子

会計年度任用職員
子育て支援センター支援員

菊池

聖子

ルリ子

会計年度任用職員
事務補助
く の う

久能

恵理

会計年度任用職員
保育教諭補助

小林

け い こ

京子

会計年度任用職員
生活支援員

山田

由紀

会計年度任用職員
用務員

大澤

俊博

北 １丁目集合型村営住宅入居者募集について
北１丁目集合型村営住宅への入居者を募集します。
契約時に敷金として100,000円を納めてい
希望される方は、次の事項を確認の上、お申込みく
ただきます
ださい。
６月１日(水)〜６月13日(月)
・申込書は大潟村のホームページよりダウンロード
していただくか役場総務企画課で配布しています。
・申込みの際に入居者全員の住民票、当該年度の所
３ＬＤＫ（重層タイプ）２戸
得証明書等を添付していただきます。
１戸あたり駐車台数２台
・入居者の選定については、住宅困窮度の高い方を
７月１日
次のいずれかに該当する者
優先するなど、入居選定委員会により決定します。
①現在村内に居住または勤務しており、住居を探
総務企画課 ☎45-2111
している方
②現在村外に住所を有し、大潟村の住民となり居
住する方
※入居人数については、２名以上とする。
３ＬＤＫ（重層タイプ）
月額34,000円〜58,000円
・家賃は毎年世帯の所得に応じて決定されます
○
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令和４年６月号

中 央３番地定住化促進住宅入居者募集について
中央３番地の賃貸住宅への入居者を募集します。
希望される方は、次の事項を確認の上、お申込み
ください。
６月１日(水)〜６月13日(月）
３ＬＤＫ ２戸
１戸あたり駐車台数２台
７月１日
①現在村外に住所を有し、大潟村の住民となり居
住する方（注）
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、住居を探している方
※入居人数については、２名以上とする。

３ＬＤＫ 月額32,000円〜56,000円
・家賃は毎年世帯の所得に応じて決定されます
契約時に敷金として100,000円を納めてい
ただきます
・申込書は大潟村のホームページよりダウンロード
していただくか役場総務企画課で配布しています。
・入居者の選考は、入居資格の番号順に優先順位と
します。
・申込みの際に入居者全員の住民票、当該年度の所
得証明書等を添付していただきます。
注）募集開始（６月１日）を基準日として３ヵ月以
上村外に住所を有していること
総務企画課 ☎45−2111

カ タマルシェを開催します！
自然の中で、遊んで食べて観て体験するマルシェの第１回
目開催！家族、友達で１日中楽しんじゃおう！！
６月26日(日）10：00〜16：00
生態系公園
体験メニュー
10:00〜 八郎潟モグリウムプロジェクト
−水の旅＆モグとプランクトン顕微鏡観察−
親子ヨガ：藤原亜衣子先生 （各30分）
10:30〜 子どもと一緒に親子ヨガ ￥500
11:30〜 赤ちゃんと抱っこ大人ヨガ ￥500
※屋外での開催ですので、シートやマットをご持参くだ
さい。ヨガマット貸出有（数に限りがあります）
ステージ
龍勢会、秋田県立大学竿燈会
※新型コロナウイルスの状況により内容が変更となる場合
があります。
総務企画課 ☎45-2111

看 護師（会計年度任用職員）を募集します
会計年度任用職員（募集１名）
時給1,353円〜1,373円
看護師免許
・9:00〜17:00のうち７時間
・週５日勤務 ※時短勤務，週５日未満希望の場
合は、要相談
○
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・休日：土・日・祝
任用の日〜令和５年３月31日
履歴書を総務企画課へご提出ください。
（定員になり次第、募集は終了します。）
面接日時は個別にご連絡します。
総務企画課 ☎45-2111

令和４年６月号

令 和４年度

大潟村職員採用試験のお知らせ

令和５年４月１日に採用予定の村職員採用試験を次のとおり行います。
試験区分
保育士
(高校卒業程度)

採用予定人数
若干名

受験資格
昭和57年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた方
で、保育士資格及び幼稚園教諭免許を有する方
（令和４年４月１日時点で取得見込の方も含みます）

■第１次試験
試験日：令和４年７月10日(日）
会 場：秋田県市町村会館（秋田市山王４丁目２−３）
内 容：教養試験（10:00〜12:00） 性格特性検査（12:10〜12:30）
※第１次試験の合否は７月下旬に通知します。
■申込受付期間
令和４年５月25日(水)〜６月15日(水）
申込は土曜日・日曜日・祝祭日を除く８時30分〜17時までです。
郵送の場合は６月15日(水)までに役場到着のものに限り受け付けます。
■第２次試験
第１次試験合格者に通知します。
試験日：令和４年８月上旬（予定）
会 場：大潟村役場
■申込用紙等の請求
申込用紙等の請求を次の請求方法により、請求してください。内容確認後、こちらから申込用紙・自
己紹介書を郵送いたします。なお請求後、６月13日(月)までにお手元に届かなければご連絡ください。
※自己紹介書については、大潟村ホームページからダウンロードできます。
≪請求期間≫
令和４年５月25日(水)〜６月８日(水）※ただし、直接受取（下記①）の場合は６月14日まで
≪請求方法≫
①直接受取
総務企画課窓口に取りに来てください。(６月14日まで）
②メール請求 ogata̲mura@vill.ogata.akita.jp 宛てに、件名を「大潟村役場採用試験申込用紙の請求
について」として、本文に申込用紙送付先（①郵便番号 ②住所 ③電話番号 ④氏
名）を記入して送信してください。(６月８日まで）
③郵便請求
大潟村役場 総務企画課採用試験担当宛に、封筒の表に「職員採用試験申込用紙請
求」と朱書きし、申込用紙送付先（①郵便番号 ②住所 ③電話番号 ④氏名）を記
入した文書を同封して送付してください。(６月８日必着）
④FAX請求
FAX番号 0185-45-2162宛てに、件名を「大潟村役場 採用試験申込用紙の請求につ
いて」として、本文に申込用紙送付先（①郵便番号 ②住所 ③電話番号 ④氏名）
を記入して送信してください。(６月８日まで）
■申込手続
①持参の場合 申込書及び自己紹介書に所要事項を全部記入し、申込書の受験票部分には最近撮影し
た上半身、脱帽、正面向き、縦６㌢、横4.5㌢の写真１葉を貼って、大潟村総務企画課
宛に提出してください。
②郵送の場合 ①と同じものと宛先を明記した84円切手を貼った返信用封筒（定型・長３サイズ）を
必ず同封して、封筒の票に「職員採用試験申込」と朱書きして簡易書留もしくは特定
記録で郵送してください。
※普通郵便の事故には対応できません。封筒を同封しない場合には受験票を返送しませ
ん。受験日の１週間前までに受験票が届かない場合は、必ずお問い合わせください。
■提出書類等
①申込書及び自己紹介書 各１部（所定の用紙を使用すること。）
②受験料 不要
■資料請求・申込み・問合せ
大潟村役場総務企画課採用試験担当
〒010-0494 南秋田郡大潟村字中央１番地１
☎0185-45-2111
○
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地

域おこし協力隊 通信♪

からこそ見える大潟村の良さを新たに発信してい
きたいと思います。
また、今まで美容業界に勤めていましたので、協
力隊の活動としては講座やイベントを通して美容・
健康面での情報を発信して盛り上げていきたいと
思っています。
美容情報収集が趣味のひとつですので、是非気
山畠 彩花
になることがあれば気軽にお声がけください！
はじめまして！今年度より地域おこし協力隊に
そして、大潟村の
着任しました、秋田市出身の山畠彩花と申します。 農産物を伝える際に
私は東京・千葉・宮城・北海道と都心での生活 は美容視点の「美食」
が長く、３年ほど前に地元秋田に帰ってきました。 をテーマにしてのイ
久々に帰ってきた際に思ったのは「空気がおいし ベントや発信もして
い」「ご飯がおいしい」「お酒がおいしい」です♪
いきたいと思ってお
祖父母が育ててくれたお米や野菜を幼い頃から ります。
食べていたので、米所秋田に生まれて幸せだなと
皆さんのお声を直
改めて感じました。
接聞きよりよい大潟
先日体験した「種まき」で、本格的な作業や行程 村にしていく為に協
に今まで当たり前に食べていたお米が育つまでに 力隊の活動に努めた
は、細やかな作業があることや手間と時間がかかっ い と 思 い ま す の で、
ていることを学べ、とても感動しました。
これからどうぞよろ
まだまだ大潟村には手間暇のかかった素晴らし しくお願いいたしま リンパマッサージの様子。
い農産物が豊富にありますので、今後は大潟村の す。
７月にセルフケアの講座も
開催します！（P20参照）
歴史と共により理解を深め、村外に暮らしていた

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。
７月４日(月）9:30〜11:30
村民センター東２丁目分館（旧東２丁目児童館）
回収できる衣類
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
※洗濯したもの

回収できない衣類
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。
生活環境課 ☎45-2115
○
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令 和４年１０月支給分から児童手当制度が一部変更になります
１

現況届の提出が不要になります
⇒毎年６月に提出していた現況届が不要になります。
※一部の受給者については引き続き提出が必要です。（１）ア※をご確認ください。
２ 特例給付の支給に係る所得上限額が設けられます
⇒所得額により特例給付の支給がされない場合があります。
（１）現況届の提出について
ア 令和４年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
※ただし、次の受給者は、引き続き現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等による避難のため、住民票と居住地が異なる場合
・支給要件児童の戸籍や住民票がない場合
・離婚協議中で配偶者と別居している場合
・法人である未成年後見人、施設等受給者（里親含む）の場合
・その他、大潟村からの提出の案内があった場合
イ 以下の変更事項があった場合は、届出が必要です。
・児童を養育しなくなったとき
・受給者、配偶者または児童の住所が変わった（他の市町村への転出や海外転出を含む）とき
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がい
なくなったとき
・受給者の加入する年金が変わった（受給者が公務員になった等）とき
・離婚協議中の受給者が離婚したとき
（２）所得制限の上限について
令和４年10月支給分から、児童を養育している方の所得が表１の②以上の場合、児童手当等は支給さ
れません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて認定請求書等が必要になり
ますのでご注意ください。
表1

所得制限額
①所得制限限度額

②所得上限限度額

扶養親族 所得額 収入額目安 所得額 収入額目安
等の数 （万円） （万円） （万円） （万円）
0人

622

833.3

858

1,071

1人

660

875.6

896

1,124

2人

698

917.8

934

1,162

3人

736

960

972

1,200

4人

774

1,002.1

1,010

1,238

5人

812

1,042.1

1,048

1,276

表 2 支給額等
対象となる
中学校修了まで
子ども
〔所得制限額未満〕
月額15,000円
3歳未満
第1、2子
月額10,000円
3歳〜
小学生
第3子以降 月額15,000円
支給額 中学生
月額10,000円

所得は、児童の父母（養育者）それぞれの所得で判定します。
※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。

支給月

〔①所得制限額以上〕
年齢に関係なく一律
〔②所得制限額以上〕
年齢に関係なく支給なし

月額5,000円

10月、２月、６月に前４か月分を支給

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
男女共同参画社会を実現するためには、一人ひと
を深めるとともに、男女共同参画の推進に関する活
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
が大切です。男女がお互いの立場を理解し、ともに
推進月間と定めています。
考え、ともに責任を担う社会づくりを推進するため
◎男女共同参画社会とは
性別に関わりなく、個人として尊重され責任を分 に、みなさまのご協力をお願いします。
福祉保健課 ☎45-2114
かち合い、個性と能力を発揮できる社会のことです。
○
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マ イナンバーカードの申請をサポートします
役場窓口でマイナンバーカードの申請ができるよ
うになりました。来庁の際は、窓口の混雑緩和のた
め下記連絡先までご予約下さい。
＊毎週水曜日は予約があった場合のみ午後６時30分
まで開庁いたします。
・顔写真付きの身分証明書（運転免許証など）
なお、QRコード付きの申請書をお持ちの方は役
場窓口のほか、パソコン、スマートフォン、郵便、

◎乳児健診
６月23日(木) 13:00〜
４ヵ月児（R4.1.10〜2.23生）、
７ヵ月児（R3.10.10〜11.23生）、
10ヵ月児（R3.7.10〜8.23生）
13ヵ月児（R3.5生）
保健センター
◎健康相談
次のほか、保健センター来所者の相談も随時
受け付けています。
６月21日(火) 9:30〜11:00
保健センター
◎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。
６月23日(木) 14:00〜（乳児検診後）
湖東厚生病院小児科医
保健センター ☎45-2613
◎専門医による「心の健康相談日」
６月10日(金)、24日(金) 13:30〜15:00
会場：秋田地域振興局福祉環境部
６月21日(火) 13:30〜15:00
会場：男鹿市保健福祉センター
※相談の予約は、相談日の前日12時までにお願
いします。
秋田中央保健所
調整・障害者班 ☎018-855-5171

○

12

まちなかの証明写真機でも申請することができます。
QRコード付きの申請書をお持ちでない方も、マ
イナンバーカード総合サイトから手書き用の交付申
請書と封筒をダウンロードし、郵送にて申請するこ
とができます。
＊マイナンバーカード総合サイト（ kojinbangocard.go.jp）
福祉保健課 ☎45-2114

◎乳児相談
６月27日(月) 11:00〜
R4.3〜4月生の乳児
保健センター
◎保健センター開放日「潟っ子広場」
６月27日(月) 10:00〜13:00
保健センター
◎『ちょこっと』での血圧測定
６月６日(月)、22日(水）
10:00〜11:30
ちょこっと

令和４年６月号

６ 月からマイナンバーカードの業務（受け取り等）の時間を延長します（要予約）
マイナンバーカード業務（カードの受け取り・申
請など）について、毎週水曜日の開庁時間を午後６

＜マイナンバーカードを受け取る方＞

時30分まで延長します。来庁の際は、下記連絡先に

・送付した「交付通知書」(受け取りの案内はがき)

お電話でご予約ください。

・マイナンバーの「通知カード」

毎週水曜日 午後６時30分まで
※業務はマイナンバーカードに関することのみとな
ります。

・顔写真付きの身分証明書（運転免許証など）
※「交付通知書」または「通知カード」を紛失され
た方は、窓口でお申し出ください
＜マイナンバーカードを申請する方・申請書を受け取る方＞

来庁当日の午後５時まで（☎45-2114）

・顔写真付きの身分証明書（運転免許証など）

※予約がない場合は通常の業務時間で閉庁します。

福祉保健課 ☎45-2114

新 型コロナワクチン追加（４回目）接種について
国内において、新型コロナワクチンの４回目接種が決まりました。４回目接種の対象者と接種間隔は下
記のとおりです。
①60歳以上の者
②18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する者、その他重症化リスクが高いと医師が認める者
３回目接種から、少なくとも５か月以上空ける。
対象となる方全員に、後日「接種券付き予診票」と「予防接種済証」を送付します。

〜大潟村新型コロナワクチン集団接種について〜
村の４回目集団接種については、７月中旬から８月上旬に実施予定です。詳しい日程については、６
月17日付けの全戸配布でご確認ください。
３回目接種を令和４年３月４日までに村の集団接種で終了した方に、自動的に「日時指定通知」を送
付しますので、日時をご確認のうえ、接種を受けてください。
※３月５日以降に３回目の接種を実施された方向けには、８月下旬以降に保健センターでの接種を予定
しています。
※キャンセルや日時変更は、必ず下記の大潟村新型コロナワクチン相談窓口へご連絡ください。

●基礎疾患があり、村の集団接種で４回目接種を希望する方
（１・２回目接種の希望調査で基礎疾患ありと回答し、これまで村で基礎疾患の枠で接種されている方
には、自動的に４回目接種の日時通知をしますので連絡不要です。）
●村の４回目接種の対象者で、４回目は接種を希望しない方
●１〜３回目の接種を村外の接種会場で受けた方で、４回目の接種は村の集団接種を希望する方
●１〜３回目の接種がまだの方で、村の集団接種を希望する方（接種券の再発行もできます）
●転入してきた方で、村での集団接種を希望される方（村で接種記録の把握ができないため、接種記録
の確認をさせていただいた後、接種券付き予診票等を発行いたします）
●３回目接種後、５か月経過したが予診票等が届いていない４回目接種の対象者

大潟村新型コロナワクチン相談窓口 TEL.０９０−２５７８−２８６１
○
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歯 科健診のお知らせ
村では成人と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。なお、対象者へは個別に通知しております。
＜成人の歯科検診＞
●対象者●

40歳（昭和57年４月２日〜58年４月１日生）
50歳（昭和47年４月２日〜48年４月１日生）
60歳（昭和37年４月２日〜38年４月１日生）
70歳（昭和27年４月２日〜28年４月１日生）
※R5.3.31現在年齢

＜検診内容＞ 現在歯・喪失歯の状況、歯周組織の状況、口腔清掃状態など
＜高齢者の歯の健診＞
●対象者●

75歳（昭和22年４月２日〜昭和23年４月１日生）
80歳（昭和17年４月２日〜昭和18年４月１日生）
85歳（昭和12年４月２日〜昭和13年４月１日生）
90歳（昭和 ７年４月２日〜昭和 ８年４月１日生）
95歳（昭和 ２年４月２日〜昭和 ３年４月１日生）
100歳（大正11年４月２日〜大正12年４月１日生）
※R5.3.31現在年齢

＜健診内容＞ 歯、歯ぐきの状態、入れ歯の状態、かみ合わせ、口腔の状態など
●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。
●実施期間● 令和５年３月31日まで
保健センター ☎45-2613

臨 床心理士による「心の相談」
６月20日(月) 13:00〜15:00
臨床心理士 渡部 明子 さん

臨床心理士の先生とお話してみませんか？心が軽
くなります。

保健センター ☎45-2613

人間関係で悩んでいる、人とうまくコミュケーシ
ョンがとれない等ありませんか？
子どものこと、家族のこと、自分自身のことなど、

ご希望の方は、６月13日(月)までに申し込み下さ
い。

何でも相談ください。プライバシーは守られます。

保 健センター開放日「潟っ子広場」
「離乳食・幼児食づくり〜大人の料理から取り分け
できる手づかみ食べ！簡単おすすめレシピ〜」
７月７日(木) 10:00〜
谷口典子 管理栄養士
村民センター
じゃが芋のお焼き、焼きうどん、ミニ
○
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ミニしゅうまい
６月30日(木)まで保健センターへお申込みくださ
い。
※託児あります（託児される方は、お子さんのバス
タオル、おやつ、飲み物、オムツ、着替えを持っ
てきて下さい。）

令和４年６月号

参加者募集
夏 の健康教室
「からだケア教室」〜ひざ痛の予防・改善のためのセルフケア〜
６月10日(金）

ひざ痛を中心に、からだの不調の予防・改善のた
めのセルフケアを身につけます。
触覚ボールなどで肩、腰、膝のケアを行います。
からだをほぐし、鍛えてスムーズに動けるからだ
を目指しましょう！
触覚ボールを使ったコンディショニング、
ストレッチ、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
保健センター
おおむね20歳〜65歳の男女
（各教室定員12名）
触覚ボール、タオル、飲み物、ヨガマッ

月日
サブテーマ
６月17日(金)
24日(金)
肩こり
７月 １日(金)
15日(金)
22日(金)
29日(金)
腰痛
８月 ５日(金)
19日(金)
各回10:00〜11:30
保健センター ☎45-2613

ト（お持ちの方）、マスク
※触覚ボールをお持ちでない方は購入していただ
きます。（1,500円/個）

大潟村健康ポイント参加者募集

〜健康づくりに取り組み、最大3,000円の商品券！〜
村民の皆さんの健康づくりを応援するため、健康づくりに取り組んだ際にポイントを付与し、貯
まったポイントに応じて商品券を進呈します。
健康ポイントが５ポイント貯まったら村内で使える1,000円の商品券を進呈します。
健康づくりに取り組んで、健康なからだと商品券を手に入れましょう！
＜ポイントの貯め方＞
①まずは、前年度の健診結果票を持って保健セ
ンターへ
→
健診受診ポイント♪
※総合検診の健診結果票が見当たらない場合
は、保健センターに連絡を
②前回健診の検査数値をもとに自分の取組目標
を１つ決める
※地域包括支援センターの介護予防事業に参
加してもポイントがつきます。
③取組目標に１ヶ月取り組み、達成できたら
→
目標達成ポイント♪

④今年度、健診を受ける【必須項目】
評価項目（７項目）を、維持・改善で
→
成果ポイント♪
⑤さらに、取組目標を継続し、達成できたら
→
目標達成ポイント♪
★申し込みや目標設定、ポイント付与は、原
則、月２回の健康相談日に実施します。
※健診受診日によって、①〜⑤の順番は前後
します。
※ご本人が保健センターへ来ないと、ポイン
ト付与ができません。
※詳しくはチラシをご覧ください。

20歳以上の大潟村に在住している人（国保、社保問わない）
皆さんの参加をお待ちしています
まずは、健診結果票を持って保健センターへ！

問い合わせ先
大潟村保健センター
電話：４５−２６１３

○
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いただきます
人生１００年歯と共に
歯と口の健康週間（令和４年６月４〜10日）

う歯（むし歯）のリスクを高める飲料水に注意！

歯を大切に！〜子ども編〜

大潟村のお母さんたちと子どもの歯と口に関する意識は高く、子ども達の「う歯」は減少傾向にありま
す。が、習慣的に乳酸飲料やジュース、スポーツ飲料を飲んでいるお子さんに「う歯」が発生しやすい傾
向があるようです。お楽しみでたまに飲むのは大丈夫ですが、回数が多い場合は徐々に麦茶や水に切り替
えることをお勧めします。また、甘い飲み物を飲んだあと、すぐに水でぶくぶくうがいすると口の中の酸
度を和らげてう歯のリスクを下げることができます。

口腔トレーニングで誤飲を予防！〜高齢者編〜
加齢によって「噛む」「のみ込む」「発音する」「味を感じる」「だ液を分泌する」などの働きが衰え
た状態をオーラルフレイルと呼びます。最初は小さな変化からはじまります。次のようなサインを見逃さ
ないようにしましょう。
オーラルフレイル初期のサイン
・硬いものが食べにくくなった
でむせることがある

オーラルフレイルがある人のリスクは要介護状態
・お茶や汁物

・食べこぼす

・滑舌が

悪くなった ・口が渇くようになった

に至るリスクが約２ .４倍、死亡リスクは約２ .１倍
になるとの調査結果があります。サインに気がつい
たら早めに予防対策をしましょう。

※すでに介護を受けている方などで、ふだんうがいをしていない方は誤飲による肺炎の危険性があります
のでトレーニングを行わないでください。

オーラルフレイルを予防する「うがい」

上を向いてガラ
ガラと５〜 10 秒間
くらい、１日３回
行う。
注）顔を上に向け
るので首を痛めな
いように注意する。

＜こんなときに＞

● 食後

頬全体を膨らま
せ、ブクブクと５
〜 10 秒間くらい、
ガラガラうがいと
セットで１日３回
行う。

● 外出して戻ったとき ● 歯みがきしたあと など

参考文献：NHKテキストきょうの健康2022年4月号 東京都健康長寿医療センター歯科口腔外科部長 平野浩彦 氏
○
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◎転倒予防教室「元気！はつらつ教室」
◎地域交流サロン
転倒などによる寝たきりを予防し、自分らし
「遊び体操」など高齢者にあったプログラムやお
い生活が送れるように、運動を通して筋力の維 しゃべりをしながら、自立した生活をめざします。
持、向上をはかります。
６月９日(木)
６月８日・15日・22日・29日
10:00〜
ふれあい健康館
(全て水曜)
13:30〜15:00
500円（昼食代 昼食が無い場合はかか
ふれあい健康館
りません）
おおむね65歳以上 ※申込みは不要です。
３日前までに電話でお申し込みください。
◎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。
６月９日・23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

◎「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。
６月23日(木)
ふれあい健康館
9:30〜11:30
◎血圧測定・健康相談
７月６日(水)
9:40〜
ふれあい健康館
おおむね65歳以上

※新型コロナウイルス感染対策により、事業が中止となる場合があります。

プ レミアム付き飲食券を販売します
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている村内飲食店を応援するため、飲食券10,000円分（1,000
円×10枚）を7,000円で販売します。
ファミリーレストランパンダ、産直センター潟の店、ホテルサンルーラル大潟、
ポルダー潟の湯 ※購入した店舗でのみ利用できます。
取扱店舗でお買い求めください。
６月１日(水)から12月31日(土)（数量に限りあり）

雇 用維持・事業持続化支援事業について
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げ
が減少した事業者に対し、雇用と事業を継続するた
め支援金を支給します。
下記のいずれかに該当する者
・村内に住所を有し、村内で事業を行っている事業
者
・村に法人住民税を納付している事業者（農業・金
融業・複合サービス〈郵便局、協同組合〉を除く)

令和３年４月から令和４年３月の間で、売上げが
平成31年１月から令和元年12月までの同月比で
30％以上減少している月があること。
対象となる月の固定費の２分の１以内
令和４年６月６日(月)から17日(金)まで
※詳細は村公式ホームページ又は直接お問い合せ
ください。
○
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村 議会６月定例会の日程（予定）
議会の日程は、状況により変更される場合
があります。最新の情報は、下記への電話、又は
議会のサイトでご確認ください。

令和４年第３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。
６月９日(木)〜14日(火)
９日：本会議（村政報告・一般質問）
10日：総括質疑、各委員会審議
13日：各委員会審議
14日：本会議（委員長報告、提出議案採決）

議会事務局 ☎45-2587 総務企画課 ☎45-2111
ＵＲＬ https://www.vill.ogata.akita.jp/gikai/

大 潟村農業委員会の委員を公募します
令和４年10月18日をもって任期満了となるため、
次のとおり委員を公募いたします。
令和４年７月６日(水)〜８月５日(金)
13名
推薦又は応募による
推薦及び応募に係る様式は、農業委員
会事務局に備えてあるほか、大潟村ホームページ
からダウンロードできます。
平日8:30〜17:15
大潟村農業委員会事務局
（役場旧庁舎２階）

農業に関する識見を有し、農地等の利
用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員
会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行
うことができる方
月額40,000円
令和４年10月19日から令和７年10月
18日まで（３年間）
受付期間中及び終了後に、推薦及び応
募の状況を公表し、候補者の審査を行い、村議会
の同意を経て、村長が任命します。
農業委員会 ☎45-3654

就 学や教育に関する相談会について
子どもの発達や気になる行動への対応、就学に関
する相談等について主に保護者の方を対象に教育
相談を行います。相談担当者は大潟村教育委員会
担当者や、特別支援教育アドバイザー、県の特別
支援教育担当者などです。

相談希望の方は、大潟村教育委員会まで電話もし
くは直接お越しになって、お申し込みください。
「教育相談票」をお渡ししますので、必要事項を
記入して当日相談会場へご持参ください。
お子さんの来場はご遠慮ください。
相談会当日、発熱や倦怠感等の症状がある場合は、
大潟村教育委員会にご連絡ください。
教育委員会 ☎45-3240

８月18日(木) 10:00〜15:00
秋田県総合教育センター
（潟上市天王字追分西29-76）

新 しい本、入りました
1 【2022年本屋大賞】同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬
青山 美智子
2 赤と青とエスキース

原田 ひ香
6 三千円の使いかた
7 100歳まで生きてどうするんですか？ 末井 昭

3 六人の嘘つきな大学生

浅倉 秋成

4 もう別れてもいいですか
5 ほいきた、トシヨリ生活

垣谷 美雨
中野 翠

作／谷口あさみ
8 カービィのお誕生日（いつでもカ
ービィ８）
絵／Caho
9 ふたごパンダのこころコロコロ 西島 三重子
湊 かなえ
10 残照の頂 続・山女日記

公民館 ☎45-2611
○
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公民館講座・教室
◎野菜ソムリエによる料理教室
昨年好評の料理教室が今年も開催！
６月21日(火) 10:00〜13:00
①フライパンで作るパエリア②サラダ
③デザートの３品を作る。
先着12名
野菜ソムリエ
鈴木まり子氏（秋田市）
村民センター
1,000円（材料費）※当日集金します
マスク・エプロン・三角巾、
タッパー（持ち帰り用）
６月６日(月) 9:30〜
６月13日(月) まで

◎寒天料理教室
リピーター続出の寒天教室、今年度第１回目
の開催です。
７月５日(火) 10:00〜13:00
①あずきの水ようかん②いなにわうど
んの寒天（桜を添えて）
先着10名
照井 律 氏（美郷町）
公民館
700円（材料費）※当日集金します
マスク・エプロン・三角巾、
タッパー（持ち帰り用）
６月６日(月) 9:30〜
６月27日(月) まで

◎マスクチャームとマスクミストづくり
マスクミストを使って感染対策しながら、見
慣れたマスクをおしゃれに演出しちゃいましょ
う♬
６月30日(木) 9:30〜12:00
マスクミスト作りの他、アクセサリー
作家さんとコラボして、マスクチャームも作
成します。お手持ちの石やビーズを使って作
成も可能です。
10名程度
環境サークルたんぽぽ 他
公民館
600円（材料費）※当日集金します
マスク、使いたい石やビーズ（あれば）
６月22日(水)

◎男の料理教室〜バーベキュー編〜
「日本バーベキュー協会公認」上級インストラク
ターの資格を持つ講師による本格的なＢＢＱ講座。
７月８日(金) 11:00〜13:00 ※小雨決行
①いぶりがっこのピザ ②焼き野菜
③しいたけ焼き ④アメリカンビーフ
⑤ビア缶チキン ⑥マシュマロ
男性
10名程度
ＢＢＱＰlus＋
代表 伊藤 智博 氏（秋田市）
公民館
1,000円（材料費）※当日集金します
マスク・エプロン・三角巾、アウトド
ア用の机・イス（あれば）、タッパー、飲み物
６月６日(月) 9:30〜
６月30日(木) まで

◎ルーシーダットン（全３回シリーズ）
深い呼吸法とやさしいポーズで身体を整えて
いきます。初心者の方歓迎します。
①７月６日 (水) 10:00〜11:30
②７月13日(水) 10:00〜11:30
③７月20日(水) 10:00〜11:30
タイ式ヨガ
10名程度
CiEL ルーシーダットン
盛岡 希絵 氏（秋田市）
公民館
無料
動きやすい服装、飲み物、ヨガマッ
ト（あれば）、大判のバスタオル、長めの汗
ふきタオル
開催１週間前まで
○
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公民館講座・教室
◎リンパマッサージ（全３回シリーズ）
セルフでできる施術方法を、実践を踏まえて
学ぶ。
①７月７日 (木) 10:00〜11:30
②７月14日(木) 10:00〜11:30
③７月21日(木) 10:00〜11:30
リンパマッサージを学び、疲れにくい
身体作りを目指す。
女性 ※妊娠中、産後３ヵ月未満の方
は対象外
10名程度
大潟村地域おこし協力隊
山畠 彩花 氏
公民館
無料
動きやすい服装、飲み物、タオル
開催１週間前まで

高齢者学級
◎芸術鑑賞（康楽館）
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。
６月29日(水)
公民館8:00発（集合7:50）
〜公民館16:30着（予定）
小坂町
村民・老人クラブ会員
先着40名
3,200円（観覧料・昼食代・お茶代）
※当日集金します。おつりのないようご協
力ください。
６月21日(火)

家庭教育学級
◎ポーセラーツ

6月23日(木) 9:30〜11:30

成人文化講座
◎わらび座観劇＆ブルーベリー摘み取り体験
今年はミュージカル「ゴホン！といえば」を
観劇します。
７月11日(月)
公民館8:30発（集合8:20）
〜公民館17:30着（予定）
たざわこ芸術村
村民
先着40名
5,980円（観劇代・昼食代）
※摘み取り体験代は別途
※当日集金します。おつりのないようご協力
ください。
７月１日(金)
※ブルーベリーの摘み取り体験を希望されない
方は申込時に申し出てください。
○
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ポーセラーツのマグカップやトレー皿の作成
家庭教育学級生・小中高校生の子をもつ保
護者
10名
ポーセラーツ工房 KIRAKIRA
南部 恵美子 氏
公民館
700円〜1,000円（※作品に応じて）
※当日集金します。
６月15日(水)

◎ペタペタ・アート
こどもの手形や足形を様々なモチーフに見立てた
手形アートを作成し、成長の記録、思い出を残しま
しょう。
6月28日(火) 10:00〜12:00
こどもの手形・足形に、自分好みの装飾を
加えてアート作品を完成させる。
乳幼児（０〜６歳児）とその保護者
親子10組程度
prtapeta−art
アドバイザー 笹渕 良子 氏（男鹿市）
公民館
500円 ※当日集金します。
汚れてもいい服装、ウエットティッシュ
６月20日(月)

令和４年６月号

秋 田25市町村対抗駅伝ふるさとあきたラン！に出場する選手を募集します
10月16日(日)に仙北市角館で開催される25市町村対抗駅伝ふるさとあきたラン！の大潟村チームの出場
選手を募集します。大会及び募集の概要については次のとおりです。
10月16日(日) スタート ※開会式は10月15日(土)
各区間２名程度
第１区
第２区
第３区
第４区
第５区

小学男子
小学女子
中学女子
一般女子
壮年

1.3
1.3
3.0
2.4
4.3

第６区
第７区
第８区
第９区

高校男子
一般男子
中学男子
高校女子

6.4
7.3
3.7
3.3

※出場資格等についてはお問い合わせください。
※未成年者については、保護者が連絡してください。
６月30日まで
スポーツコミッションおおがた（村民体育館内）
☎45-2269 FAX.45-2685
ユニフォーム等については教育委員会より支給いたします。

新 体育館基本構想策定委員会委員の募集について
昭和53年度に竣工した村民体育館は、建設から既に43年が経過しており老朽化が著しくなってきていま
す。また、古い施設であるため、現在の利用者ニーズにあっているとも言い難いのが現状です。
そこで、村民体育館を建て替えることを前提に、利用者ニーズに合致した体育館を建設するため、基本
構想策定委員会を立ち上げることといたしました。広く意見を求めるため、下記のとおり委員を募集しま
すので、希望される方は村民体育館までご連絡ください。なお、定員をこえる応募があった場合には選考
させていただきます。
令和４年６月〜令和５年３月
委員会３回程度/年、県内体育館視察１回程度
全日当：5,500円、半日当：2,750円
男女各１名
村民体育館 ☎45-2269

６ 月20日(月)村民グラウンドゴルフ大会参加者募集
６月20日(月) 13:30〜（受付13:00〜）
雨天決行
多目的運動広場
（１）申込期限：６月10日(金)
（２）申込場所：大潟村村民体育館
（３）申込方法：用紙に記入のうえ申込

大潟村体育協会
大潟村グラウンドゴルフ愛好会
申込用紙は村民体育館に備え付けてあり
ます。
村民体育館 ☎45-2269

大 潟村Ｂ＆Ｇ海洋センタースタッフ募集のお知らせ
７月１日(金)〜９月11日(日)
①9:00〜11:30
②14:00〜17:00
③17:30〜20:00（７・８月）
受付､ﾌﾟｰﾙ遊泳者の監視､施設衛生管理など
850円

大潟村で開催する赤十字水上安全法講習会
（水難救助講習会）に参加できる方
※講習会 開催日時：６月27日(月)13:30〜14:30
場所：Ｂ＆Ｇ海洋センター
６月17日(金)
スポーレおおがた（村民体育館内）
☎090-4042-0799（大澤）
○
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令和４年６月号

Ｂ ＆Ｇ海洋センタープール

７／１(金) ＯＰＥＮ!!

皆様のご利用をお待ちしております!!
７月１日(金)〜９月11日(日)
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）
※９月は夜の部は行いません。
プールご利用にあたっては、水泳帽とゴ
ーグルを必ず着用して下さい。
※コロナウイルス感染防止のため水泳帽、ゴーグル
の貸出しは行っておりません。

◎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。
団体利用の際は、事前にお申込ください。
スポーレおおがた ☎090-4042-0799

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〜

◎６月の教室内容

毎週火曜・水曜・金曜

村民体育館

水・金9:00
火13:00

インターバル速歩体験

25

村民体育館

9:00

タイ式ヨガ

６

ふれあい健康館

10:00

呼吸法と生活ヨガ

13

ふれあい健康館

10:00

20・27

ふれあい健康館

10:00

24

村民体育館

10:00

14・21・28

多目的運動広場

16:00

21・28

大潟漕艇場

10:00

１・８・15・22・29

ふれあい健康館

9:00

ちびっこ体操

15・22・29

村民体育館

14:00

ジュニア複合

13・20・27

ラグビー場

16:00

16・23

アリナス

13:30

現地集合

ちょいスポ

９

村民体育館

10:00

種目：ゆっくりラン

さなぶりウオーキング
東沢バラ公園

11

山形県村山市

7:00

村体出発

8:30

村体出発
檜山多宝院・北限の
お茶畑・浄明寺・旧
料亭金勇・風の松原

インターバル速歩

３Ｂ体操
スローエアロビック
グラウンドゴルフ
ボート体験教室
高齢者ラージ卓球

水中ウォーク＆自主トレ水泳

能代歴史探訪ウオーキング

30

能代市

※教室へ参加される方は水分補給等の準備をしてください。

スポーレおおがた事務局（村民体育館内）☎090-4042-0799
○
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時間厳守

現地集合

令和４年６月号

赤 十字水上安全法講習会（水難救助講習会）
６月27日(月) 13:30〜
Ｂ＆Ｇ海洋センター
救助講習
日赤秋田県支部指導員

どなたでも参加できます。
水着･水泳帽
※水着なしの参加もOKです。
スポーレおおがた ☎090-4042-0799

ノ ルディックウォーキング講習会
●ノルディックウォーキングとは
専用のポールを使って歩くフィンランド発祥の健
康運動です。ひざや腰への負担を軽減し、手軽で、
効果的なカラダにやさしいウォーキングです。中高
年の方々にもおすすめです!!会員以外の参加OKです!!
７月７日(木) 10:00〜
村民体育館前集合

笑 顔いっぱい！子育て応援します！
子育て支援センターでは、子どもはも
ちろん、大人も楽しいと感じるような、
明るく開放された遊びの場を充実させて
います。その中で、うれしい経験、楽し
い経験を積み重ねながら、子どもの成長
を共に喜び、子育てのサポートをしてい
けるように育児相談やイベント情報の提
供もおこなっています。
子育てをとおして、友だちの輪や、地
域とのつながりを広げてみませんか？

帽子・手袋・飲物・歩きやすい運動靴
20名
７月１日(金) まで
白神ノルディックウォーキング倶楽部
会長 佐々木 昇 氏
ポールは全員レンタル（無料）少雨決行
スポーレおおがた ☎090-4042-0799

子育て支援センター♪

《日時》６月24日(金) 10:00〜11:00
《場所》大潟こども園 子育て支援センター
０〜３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。親子でハ
ッピーになれる食事は何かな…。いつでもお気軽にご相
談ください。
《日時》７月１日(金) 10:00〜11:00
《場所》大潟こども園 子育て支援センター
子どもの成長を願いながら、伝統飾りに少しアイデアを加え
て、七夕飾りを作ります。当日は子育てサポーターアリスの
会の方もお手伝いに来てくれます。ぜひ、参加してください。
子育て支援センターでの遊びや行事への参加の際に、検温
と、簡単な健康チェックなどを行っています。また、行事
の内容変更および中止をさせていただく場合がありますが、
ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
子育て支援センター（大潟こども園内）☎45-2345

一緒に遊びました♪

in

大潟こども園

☆魔法の言葉 ５歳児

桜が満開 ５歳児つき組と４

歳児ほし組が一緒に︑お花見に

行きました︒

保育者と手をつないで︑Ａ男さ

んと歩いていたときのことです︒

Ａ男﹁せんせい︑
あしはやいね︒
﹂

保﹁えっ？ そうかな︒
﹂

子どもと一緒に歩いているつ

もりでしたが︑実際には︑かな

り早歩きだったようで︑

がながいからだよ︒
﹂

Ａ男﹁だって︑せんせいはあし

帰る時間を気にして︑急いで

そして︑普段は活発で︑勢い

歩いていたことを反省しました︒

のある子どもが保育者に対して︑

優しい﹃魔法の言葉﹄で︑気づ

かせてくれたことにうれしさ

と︑成長を感

じ︑胸が熱く

なりました︒

!!

○
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①金属加工技術科（15名）
②住宅リフォームデザイン科（15名）
③電気設備エンジニア科（15名）
（企業実習付）
①②令和４年８月２日(火)
〜令和５年１月31日(火)（６ヶ月間）
③令和４年８月２日(火)
〜令和５年２月28日(火)（７ヵ月間）
9:30〜15:40
ポリテクセンター秋田（潟上市）

５月30日(月)〜６月23日(木)
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
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
◆毎週木曜日に施設見学会を行っています（雇用保
険受給中の方は就職活動として認められます）

in
秋田県では、県内就職希望者等を対象とする
就職イベント「Ａターンフェアin秋田」を開催し
ます。
当日は、県内企業等がブース出展し、個別面
談を行うほか、Ａターン就職相談、移住相談等
をお受けします。
お問い合わせは公益財団法人秋田県ふるさと
定住機構までお願いします。
●開催日時及び内容

in
７月３日(日) 12:00〜16:30
東京都立産業貿易センター浜松町館
４階展示室（東京都港区海岸1-7-1）
県内企業や市町村等と県内就職・移住
を希望する方との面談
※６月３日(金)出展企業をホームページ「あきた
就職ナビ」特設サイトにて公開予定
※６月13日(月)「あきた就職ナビ」登録者事前予
約受付開始予定
※６月17日(金)未登録録者事前予約受付開始予定
●対象等
・県内就職を希望する方（一般・学生、県外在
住・県内在住問わず）
・予約制（当日予約も可）
●問合せ
公益財団法人秋田県ふるさと定住機構
住所：秋田市御所野地蔵田3-1-1
秋田テルサ３階
☎018-826-1731

○
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環境影響評価方法書の縦覧および説明会を行
います
三菱商事エナジーソリューションズ（株）、
（株）シーテック、三菱商事（株）
６月10日(金)〜７月11日(月)
・大潟村役場 生活環境課
（土日祝日を除く8:30〜17:00）
※事業者ホームページからも閲覧可
（https://www.ctechcorp.co.jp/news/category/news/）
・意見書の提出
住所、氏名、意見（理由）を記載し、縦覧
場所に備える意見書箱に投函するか、７月 25
日(月)までに問合せ先に郵送（当日消印有効）
６月30日(木) 18:00〜20:00
男鹿市 若美コミュニティセンター
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、
延期または中止になる場合があります。
〒467-8520 愛知県名古屋市瑞穂区洲雲町4-45
（株）シーテック 担当 稲田・今井・西山
☎052-888-7035
（土日祝日を除く9:00〜17:00）

令和４年６月号

情報・募集・ご案内

警察官Ａ（第２回）
女性警察官Ａ（第２回）

警察官Ｂ
女性警察官Ｂ

大学を卒業又は卒業見込みで
昭和62年４月２日以降に生まれた方

左記以外で、昭和62年４月２日から
平成17年４月１日までに生まれた方

７月22日(金)〜８月17日(水)

７月22日(金)〜８月17日(水)

９月18日(日）

９月18日(日）

※受験の申込みは原則、「秋田県電子申請・届出サービス」からとなります。
五城目警察署 ☎018-852-4100

自動車は、生活に欠かせない移動手段となっ
ているのみならず、娯楽の道具としても認識さ
れており、様々な部品等が販売されております。
しかしながら、①灯火の色が不適切な灯火器
及び回転灯等の取り付け、②運転者席・助手席
の窓ガラスへの着色フィルムの貼付け、③タイ
ヤ、ホイールの車体（フェンダー）外へのはみ
出し、④基準外ウィング（エア・スポイラ）の
取り付け、⑤マフラーの切断・取外し又は基準
不適合マフラーの装着等の不正改造を施された
車両が存在し、国民生活の安全・安心を脅かし
していることから問題となっていおります。
これらの不正改造については、改造を実施す
ること、改造された自動車を走行させることの
両方が法律により禁じられており、これに違反
すると整備命令の交付を受けたり、罰金等の対
象になることとなります。
国土交通省では、これら不正改造を排除し、
車両の安全確保及び環境保全を図るため、関係
省庁、自動車関係団体等と協力して、「不正改
造車を排除する運動」を全国的に展開しており、
秋田運輸支局では、６月強化月間として重点的
な取組を行っております。
皆様も是非、この機会に不正改造について認
識を深めていただき、不正改造は絶対に行わな
いようにしましょう。
詳しい情報はこちらから「www.tenken-seibi.
com」
不正改造車・迷惑黒煙車を確認したら、下記
まで情報をお寄せください。
☎018-863-5811（代表）
東北運輸局秋田運輸支局 検査・整備・保安部門

自動車税は４月１日現在の車検証の登録名義
人に課税されます。４月１日以降に移転登録
（転売等）したときでも４月１日現在の車検証
の登録名義人が全額納付することになります。
忘れずに最寄りの金融機関又はコンビニエン
スストアで納期内に納めましょう。
なお、納税通知書は６月１日(水)に発送予定です。
＊自動車税も口座振替で
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、北都銀行及びみずほ銀行は、県外
の支店でも可能です。
令和５年３月31日までにお申し込みされますと、
令和５年度分の自動車税から口座振替ができます。
秋田県総合県税事務所 納税部収納管理課
☎018-860-3331

６月１日から来春の高卒者を対象とした求人
受付を開始しました。
企業の将来を担う優秀な人材の確保と若者の
地元就職による活力ある地域づくりのため、早
期の求人提出により生徒への企業情報・採用情
報を発信し、若い人材を確保してください。
また、県内ハローワークでは、事業所相談コ
ーナーを開設し、学卒求人の作成等に係るサポ
ートなど、高卒者の採用をお手伝いしています。
ハローワーク男鹿 ☎0185-23-2411
○
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「アルバイトの労働条件を確かめよう！」
キャンペーン中です！
事業主の皆さま、キャンペーンを通じてアル
バイトの労働条件を再確認してみませんか？
アルバイトを雇うとき、書面による労
働条件の明示をしていますか？
勤務シフトの設定は適切ですか？
アルバイトの労働時間を適正に把握し
ていますか？
アルバイトに、商品を強制的に購入さ
せたり、一方的にその代金を賃金から
控除させたりしていませんか？
アルバイトの遅刻や欠勤等に対して、
あらかじめ損害賠償額等を定めたり、
労働基準法に違反する減給制裁をした
りしていませんか？
⇒これらの正しい取扱いやキャンペーンの詳細
については秋田労働局ホームページをご確認く
ださい。

https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/
newpage̲01093.html

入札結果について
（予定価格130万円以上）

○

放送大学では、2022年10月入学生を募集して
います。

10代から90代の幅広い世代、約９万人の学生
が、大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、
様々な目的で学んでいます。
心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自
然科学など、約300の幅広い授業科目があり、１
科目から学ぶことができます。
卒業すれば学士の学位を取得できます。
●放送授業1科目の授業料は11,000円（入学金は
別）。半年ごとに学ぶ科目分だけの授業料を
払うシステムです。
●半年だけ在学することも可能です。
●全国にミニキャンパスと言える学習センターや
サテライトスペースが設置されており、サーク
ル活動などの学生の交流も行われています。
●資料を無料で差し上げています。お気軽に放
送大学秋田学習センター（☎018-831-1997）
までご請求ください。
●出願期間は、６月10日から９月13日まで。

令和４年４月末までの入札結果は以下のとおりです。詳しい入札結果については、
公式ホームページまたは入札結果閲覧簿（総務企画課カウンター）をご覧ください。

広 報 お お が た 印 刷 事 業 指名競争 ４月11日

7,619,040円

97.53

一日市印刷

水 道 水 質 検 査 業 務 委 託 指名競争 ４月13日

3,520,000円

80.91

（公財）秋田県総合保健事業団

大 潟 村 指 定 ご み 袋 購 入 事 業 指名競争 ４月13日

3,445,266円

85.81

（株）誠文社

議事堂議場照明 LED 交換工事 指名競争 ４月14日

1,265,000円

93.50

若美電気工事（株）

議会棟外壁改修工事設計監理業務委託 指名競争 ４月14日

1,078,000円

81.67

（株）草階建築創作所

村道･歩道（舗装道）補修工事 指名競争 ４月18日

1,980円
（1㎡あたりの単価）

90.58

鹿島道路（株）大潟出張所

道の駅おおがた防鳥ネット設置工事 指名競争 ４月21日

717,200円

40.75

成田建設（株）本店

プールろ過装置ろ材交換他補修工事 指名競争 ４月25日

5,500,000円

94.88

東邦産業（株）

ふ れ あ い 広 場 管 理 業 務 委 託 指名競争 ４月28日

3,146,000円

96.62

（同）美留造園土木

消 防 設 備 保 守 点 検 業 務 委 託 指名競争 ４月28日

1,210,000円

65.32

猿田興業（株）

冷暖房機械保守管理業務委託 指名競争 ４月28日

7,975,000円

98.11

山二施設工業（株）

26

令和４年６月号

６月の行事予定
日付

行事名等

場所等

２日
農業委員会定例総会
（木）

役場

４日
大潟小学校運動会
（土）

小学校

５日
八郎湖クリーンアップ
（日）

堤防周辺

20日
村民グラウンドゴルフ大会
（月）

多目的運動
広場

23日
大潟村防災訓練
（木）

村内

行事名等

人数(人） (増減）

場所等

項目

人数(人）

世帯数

1,149

(＋52）

転入

68

人口

3,048

(＋54）

転出

11

男

1,518

(＋29）

出生

１

女

1,530

(＋25）

死亡

４

施設名

７月上旬の行事予定
日付

項目

利用者数

施設名

利用者数(量）

公民館

377人 村民センター

843人

村民体育館

659人 ふれあい健康館

873人

753人 ごみ処理量

55ｔ

４日
農業委員会定例総会
（月）

役場

干拓博物館

９日
村民野球大会（〜10日）
（土）

村民球場

多目的運動広場

1,907人 水道使用量

50,904㎥

多目的グラウンド

385人 下水排水量

46,010㎥

子育て支援センター

29人

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。お気軽にご相談ください。
北村シゲ（西3-4、☎45-2918）
６月21日(火) 10:00〜12:00
役場第２会議室
施設名
こちらも
チェック
してね。

発電能力kW

施設名

発電能力kW

西１分館

9.99 北１コミュニティ会館

7.20

西２分館

3.96 北２コミュニティ会館

5.40

西３分館

7.74 南コミュニティ会館

4.32

東２分館

9.99

多目的会館

4.95

東３分館

9.99

合 計

63.54

大潟村公式ブログ「おおがた散歩」公開中！

http://www.vill.ogata.akita.jp/blog/

公式ホームページトップのバナーからもアクセスできます。

大潟村公式ツイッターアカウント（@ogata̲mura）
主にブログ更新や各種イベントの広告をツイートしています。
ツイッターをご利用の方は、是非フォローをお願いします。
産業振興課 ☎45-3653

○
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小学５年生

田植え体験学習

５月20日(金)、秋田県立大学のフィールド教育センターにて、５年生の田植え体験が行われました。
５年生25人は自転車で圃場へ向かい、講師の先生から説明を受けたあと、６班に分かれて田植え作業に取
りかかりました。
最初に秋田県立大学アグリイノベーション教育研究センターの伊藤慶輝先生から「少し斜めに植えると活着
が良くなる」「深く植えすぎると成長が遅くなり、浅いと倒れるのでちょうどよく」と植え方の説明を受け、
いよいよ田んぼに足を踏み入れます。
作業が始まると、泥から抜け出せずに助けを求める子、黙々と作業する子、転んで泥まみれになる子、裸足
で動き回る子など、終始にぎやかに作業が進められました。終わりに各班でバケツ苗を作り、学校に持ち帰っ
て成長を観察するそうです。
作業後は、「泥が思っていたよりもずっと重くて、長靴で歩くのは大変だった」「泥の歩き方を教えても
らったので何とかうまくできた」「歩き方を教わったものの、結局素足の方が早く歩けた」など、歩き方につ
いての感想が多く聞かれました。次は７月に草取り体験をする予定とのことです。順調な生育が期待されます。

先生の話に真剣に聞き入ります

いざ、泥の中へ・・「重い！」

危機一髪・・まだ服は綺麗です

黙々と植えていきます

尻もちをつく子も・・

あともう少し

○
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作業後は水場が大混雑

最後にバケツ苗を作りました

この後、長靴をあきらめました

完成間際

手直しもしていきます

何とか植え終わりました
次は草取りを頑張ります！

