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「仙人への登竜門」

8.3 仙人修行

25名の仙人が誕生！

〜喧騒の空間からエスケープ〜

８月２日
（金）
から８月４日
（日）
ま

座禅

での３日間、
３５回目となる仙人修
行が開催されました。今年はリピ
ーターを含め２５名（県内１２名、
県外１２名、海外１名）
の方が参加
し、断食、わらじ作り、座禅、滝行、
農作業体験などを行いました。
３日間の修行を終え、仙人認定
証を手にした参加者の皆さんは、

写経

「非日常的な体験ができた」
「また
来年来たい」
など達成感に溢れ
ているようでした。
また、今回で５回目の参加とな
る林宇一朗さん
（山形県山形市）

おかゆって
こんなに
美味しか
ったんだ…

には、
「 名誉仙人」
の認定証が授
与されました。

滝行を終えた参加者たち
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断食終了

仙人修行
こんなに大きい
ジャガイモ
初めてだ…

ジャガイモ収穫体験

美女とトマト
あなたは
どっち派？

トマト収穫体験

小嶋、おめ
こへれだが～？

わらじ作り

龍泉寺境内掃除

仙人修行認定式

滝行終了後の昼食

長いようで
短かった
３日間…

仙人の認定を受けた参加者たち
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成人式

祝成人

８月15日、ゆるるんを会場に「第72
回東成瀬村成人式」が挙行されました。
今年の対象者は28名で、当日は22名
の新成人が出席しました。久しぶりに
会う友人や中学校の恩師との再会に笑
顔で会話をはずませていました。式典
では、来賓の方々からお祝いの言葉を
いただき、成人を迎え、新しい「令和」
の時代を担う責任感に気を引き締めて
いました。
式典終了後は中学校を訪問し、思い出の教
室や廊下の展示物を見学し、中学生時代の自
分の写真も見つけ懐かしんでいる様子でした。

４
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令和初の新成人

−第72回東成瀬村成人式−

行

政

東成瀬村職員（高校卒）採用試験のご案内

■試験区分及び採用予定人員
・高校卒業程度一般行政

■職務内容

■試験の方法
若干名

一般的な行政事務に従事

■受験資格

⑴

第１次試験

⑵

平成６年４月２日から平成14年４月１日までに
生まれた者。ただし、学校教育法による大学を卒業

⑶

日

教養試験

できません。

■欠格事項

検

次のいずれかに該当する者は受験できません。
イ

地方公務員法第16条の規定により地方公務
員となることができない者
・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

時

受付開始

れらに相当する学歴を有すると認められる者は受験

日本の国籍を有しない者

資格調査

・知能についての教養試験及び
性格特性検査

口述試験、作文等

■第１次試験日及び場所

した者もしくは令和２年３月卒業見込の者またはこ

ア

第２次試験

高等学校卒業程度の一般的知識

場

査
所

■受付期間

令和元年10月20日（日）
午前９時〜

午前10時〜正午

午後０時10分〜午後０時30分
秋田県市町村会館

秋田市山王４丁目２−３

9月4日（水）〜9月25日（水）

※第１次試験の合格発表は11月上旬です。第２

で破壊することを主張する政党その他の団
体を結成し、またはこれに加入した者

次試験のご案内は合格者に通知します。受験手
続きなど詳細については総務課までお問い合わ
せください。

問 総務課

電話４７−３４０１

除雪オペレーターを募集します
業 務 内 容

除雪機械による道路除排雪作業ほか

募 集 人 員

８名

雇 用 期 間

令和元年12月１日〜令和２年３月31日

応 募 資 格

１
２

応 募 方 法

心身共に健康であること
大型特殊免許を取得し、かつ車両系建設機械運転技能講習を修了していること。
（大型免許又は中型免許
（８トン限定なし）
も併せて取得していることが望ましい）
３ 民間会社に所属している方は、会社の承認を得ることができること。

採用申込書に必要事項を記入のうえ、次の書類を添えて建設課に提出してください。
採用申込書は建設課窓口にあります。
（添付書類）運転免許証（写し）
車両系建設機械運転技能講習の修了証（写し）
直近の検診結果通知書（写し）

応 募 締 切

令和元年９月20日
（金）

そ

選考結果については、応募者に後日通知します。

の

他

問い合わせ先

建設課

☎ ０１８２−４７−３４０８
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東成瀬村プレミアム付商品券のお知らせ
10月に消費税率引上げが予定されていますが、村では所得の低い方や

子育て世帯の消費に与える影響緩和と、地域における消費の喚起と下支
えのため、プレミアム付商品券の発行・販売を行います。

購入対象者

令和元年度住民税非課税者
※住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養
親族、生活保護被保護者などを除く

平成28年4月2日〜令和元年9月30日まで
の間に生まれた子が属する世帯の世帯主
※消費税・地方消費税率引上げ日の前日まで

購入限度額

券面額2.5万円（販売額2万円）

券面額2.5万円（販売額2万円） ×子の数

申請方法

対象者と見込まれる方には、８月中に申請
用紙を送付します。必要事項を記入の上、
12月27日㈮まで、郵送するか、役場企画
課へ提出ください。申請受付後、９月中旬
から順次購入引換券を送付します。

申請は不要です。対象となる世帯主には、
購入引換券 を送付します。

購入方法

購入引換券を持参の上、次の期間および場所で購入できます
〇購入期間 10月１日〜令和２年２月28日
〇購入場所 東成瀬村観光物産協会（役場隣山村開発センター内）
午前９時から午後４時平日のみ

使用方法

取扱い指定の村内販売店で商品を購入できます。
※タバコなど、一部購入できない商品があります。
※額面（500円）以下の商品購入では、おつりは出ません。

使用期限

令和２年２月29日

「振り込め詐欺」や「個人情報詐欺」にご注意を！
申請に不備があったときは、役場から連絡をすることはありますが、「ATMの操作」をお願いすることはあり
ません。また、商品券の購入や販売店などに「手数料」がかかることは絶対にありません。もし、不審な電話
がかかってきたときは、すぐに企画課または警察に連絡してください。
企画課 ☎４７−３４０２

令和元年７月

１日（月）全国自治協会海外地方行政調査団報告会（東京都）
２日（火）全国町村会正副会長会・理事会ほか（〃）
３日（水）全国山村振興連盟理事会（〃）
全国防災・危機管理トップセミナー（〃）
４日（木）なかいずみ松司出陣式（〃）
５日（金）祝い金支給
県南地区交通安全協会連絡協議会（ホテルブラン）
11日（木）秋田県国民健康保険団体連合会理事会（秋田市）
秋田県市町村総合事務組合監査委員会（〃）
12日（金）秋田県町村電算システム共同事業組合定例会（〃）
町村長と町村議会議長との政策研究会（〃）
13日（土）第47回村社会福祉大会（ゆるるん）
第38回たすけあいチャリティショー（〃）
14日（日）村消防訓練大会（多目的グラウンド駐車場）
16日（火）田畑会総会（ホテルブラン）
17日（水）秋田県市町村総合事務組合正副管理者会（秋田市）
18日（木）東北ダム事業促進連絡協議会総会ほか（東京都）
23日（火）秋田県関係在京有識者と町村長との懇談会（東京都）
24日（水）令和２年度政府予算及び施策に関する実行運動（〃）

６
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村長の動き

秋田県関係自由民主党国会議員と町村長との意見交換会（〃）
25日（木）全国町村会正副会長会・理事会ほか（〃）
高速道路の早期全線開通等に係る県、市町村及び商工団体等
の協働要望（〃）
26日（金）幸寿苑夏祭り
27日（土）第５回菅与杯パークゴルフ大会（ジュネス栗駒パークゴルフ場）
29日（月）秋田県市町村会館管理組合監査委員会（秋田市）
秋田県国民健康保険団体連合会通常総会（〃）
31日（水）あきたリッチセミナー
in TOKYO 2019
（東京都）

7.13 村社会福祉大会

7.14 村消防訓練大会

年

金

年金相談・お手続きの際は、ぜひご予約を！

日本年金機構の全国の年金事務所では、年金

相談や年金請求手続きについて、「事前予約」
を行っています。お待たせ時間の少ない「予約
相談」をぜひご利用ください。

ご予約の方法は、

全国共通の予約専用受付電話

「０５７０−０５−４８９０」
またはお近くの年金事務所
（大曲年金事務所）へ
電話・来訪時に

お申込みください。

◆予約相談希望日の１か月前から前日まで受
付しています。

◆お申込みの際は、基礎年金番号のわかるも
の（年金手帳や年金証書など）をご用意く
ださい。

日本年金機構職員等を装った
不審電話にご注意ください！
全国各地で、「日本年金機構」や「社会保険

庁」もしくは「厚生労働省」などの職員と称し
て、現金を詐取したり、銀行口座番号や家族構
成、預貯金額を聞いたりなどする、不審な電話
や訪問があった等というお問い合わせが寄せら
れています。

また、“年金関係の書類”を配達できないなど

と言って、運送会社を名乗り、職業や会社名な

不審な点を感じたら、できるだけ１人で対応

せず、相手の名前や所属、用件を聞いて、メモ
を控えて家族等に相談してください。

怪しいなと感じたら、口座番号等の個人情報

を話したり、現金を支払ったり、振り込みをせ
ずに、お近くの年金事務所または警察へお問い
合わせください。

どの情報を入手しようとする電話があったとい
うお問合せも寄せられています。

日本年金機構職員及び委託事業者が訪問する

際は、必ず写真付身分証明書を携行し、お客様
に提示いたします。

なお、委託事業者の訪問員が現金をお預かり

することはありません。

民
生
課
大曲年金事務所

☎４７−３４０４
☎０１８７−６３−２２９６
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健康づくり

長期休み明けの心の疲れに気をつけましょう

９月は心の疲れが表れやすい時期です。長期休みによる体の疲れが残っている、生活リズムが戻
りにくい､学校や職場へ行くプレッシャーを感じるなどから、自殺が多くなる傾向にあります。心
の疲れは、ある日突然起こるのではなく、長い時間かかって徐々に危険な状態になります。日頃か
ら自分と家族、周囲の人の心や体の変化を気にかけるようにしましょう。

次のような症状や様子に思い当たる
ことはありませんか？

気づいた人や周囲ができること
●悩みに耳を傾ける
●早めに専門家に相談するよう促す

● 学校や職場へ行きしぶる

●温かく寄り添いながら、

● 自分を責めるようになる

じっくりと見守る

● 眠れない
● イライラしやすくなる
● 食欲がない

お困りの時は、

● リラックスして好きなことを楽しめない

など

民生課保健師（47-3405）
まで、ご相談ください。

「妊活」応援相談会のご案内
東成瀬村では、妊娠を希望するご夫婦を応援する相談会を実

施します。

「子どもがほしいが、妊娠しやすい体を作るためにできること

は?」「不妊の検査や治療はどんなもの?」など、どんなこと
でも相談できます。

なお、個別相談ですので、必ず電話で医療機関に予約を入れ

て下さるようお願いします。

日

時

場

所

相談対応者
予

約

先

９月20日（金）

16：00 〜17：00

池田産婦人科クリニック（湯沢市）
池田

雅人

先生

池田産婦人科クリニック（TEL0183−73−0100）

電話予約受付時間：9時から16時半（木曜は12時、土曜日は15時まで。日曜休み）
※相談前に問診がありますので、開始時間の10〜20分くらい前においで下さい。
※緊急にお産が入った場合などは、お待ちいただくことがあります。
万が一、日程が変更になる場合は、医療機関から連絡があります。
８
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消

防

圧巻の三連覇達成 ‼

８月４日（日）湯沢市松ノ木グランドで開催
された消防協会湯沢市雄勝郡支部訓練大会で、
先月の東成瀬村消防訓練大会で優勝した各代表
が活躍しました。
規律訓練礼式の部に出場した第１分団（指揮
者：佐々木和仁部長）が第３位、小型ポンプ操
法の部では第３分団第３部（指揮者：髙橋峰班
長）が第１位となりました。

小型ポンプ操法の部では、今大会で東成瀬村
消防団が三連覇を達成し、８月24日（土）に
開催される第56回秋田県消防操法大会に、湯
沢市雄勝郡代表として出場を決めました。
また、今大会では小型ポンプ操法の優秀選手
賞４名中、東成瀬村消防団（第３分団第３部）
から３名が選出されました。
【小型ポンプ操法の部
指揮者：髙橋峰班長
１番員：鈴木隼人
３番員：鈴木健二

優秀選手賞】

規律訓練の部 表彰

ポンプ操法の部 表彰
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不燃ごみの特別回収のご案内

環境衛生

村の一般廃棄物回収では、回収できない金属クズやバッテリーなど、各家庭で処理に困っている不燃
廃棄物について、下記のとおり特別回収を行います。
回収処分を希望する方は、下記指定会場へ受付時間内に現物を各自で持ち寄ってください（事業系の
廃棄物は受付しません）。
地

会

実施日

区

受付時間

場

田子内地区

８月27日（火曜日）

役 場 車 庫 前 駐 車 場

午前６時〜午前８時

椿川地区

８月29日（木曜日）

まるごと自然館前駐車場

午前６時〜午前８時

岩井川地区

８月28日（水曜日）

大柳地区

８月30日（金曜日）

午前６時〜午前８時

ゆ る る ん 前 駐 車 場

午前６時〜午前８時

大柳センター前駐車場

※ 受付時間は、どこの会場も午前６時〜午前８時まで。
※ 地区に関係なく、どこの会場でも受付できます。
また、同日同時間帯に家電リサイクル法に係る家電４品目の

回収対象
家電４品目

①
②
③
④

!

クマに注意!

ここ最近で、クマの目撃情報が多数よせられてい
ます。今年はクマの好物であるブナの実が凶作とな
っており、クマが食べ物を求め人里へ下りてくること
が予想されます。
村内での被害等の報告はありませんが、他市町村
で被害を受けたという情報が入ってきています。村
内での被害を防ぐためにも、生ゴミなどの誘引物を
野外に放置しないこと、鈴やラジオ等の音の出るも
のを身につけて行動するよう注意してください。

広報
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も行います。

家庭用エアコン
テレビ（ブラウン管式・液晶式・プラズマ式）
電気冷蔵庫・電気冷凍庫
電気洗濯機・衣類乾燥機

※参考料金や処分できる物の例など、
詳しくは広報と一緒に配布された
チラシをご覧ください。

10

有料回収

問 環境課 ☎４７−３４０７

林

業

新たな森林経営管理制度が始動！その2

先月号から、新たな森林経営管理制度につい

合、市町村は意欲と能力のある林業経営者に再

これまでの管理方法から、｢適正に経営管理

（詳細は先月号参照）

て紹介しています。

されていない森林について、市町村がその所有

委託できる。｣という制度に変わりました。

村では、今年度から年次計画により順次全村

者に意向調査を行い、その意向によっては所有

の森林所有者を対象に意向調査を行う予定で

できる。それが林業経営に適した森林である場

査の流れについて紹介します。

者が経営管理権を市町村に委ね、市町村が管理

す。（一部森林を除く）今月号ではその意向調

役場

１、意向調査を行うまでの流れ
❶森林情報の収集

下刈りが不十分なため草が生い茂っていないか、伐期を過ぎ
た立木がそのままになっていないかなどの森林状況を把握す
るため、林地台帳等で情報を収集する。

❷森林経営計画や施業履歴の確認

め、森林簿や補助事業の実績等を確認する。

❸森林の所有者情報の確認

経営管理
を委託

定されているか、過去に施業しているかなどを確認するた

意向確認

区域内の森林について、森林組合等による森林経営計画が策

区域内の森林について、所有者を林地台帳等で確認する。

❹意向調査対象森林の抽出

意向調査の対象森林の抽出と、エリア分けをして優先順位を
決定する。

❺意向調査の実施

意向調査票を森林所有者に配布する。

２、意向調査後の流れについて

森林所有者

❶森林所有者から経営管理を委託する森林があった場合、村と森林所有者で協議し経営管理権集
積計画を定め、森林所有者から経営や管理について委託を受ける経営管理権が設定されます。

❷村は経営管理権が設定された森林について、｢林業経営に適した森林｣は林業経営者につなげ、

経営管理権実施配分計画の作成をします。｢林業経営に適さない森林｣は村が自ら経営管理します。

❸所有者不明森林等においては、一定の手続を経て村が経営や管理の委託を受けることができます。

森林所有者の方々、林業関係の皆さんのご理解とご協力をおねがいします。

問 農林課 ☎４７−３４０６
201９.８ 広報 ひがしなるせ
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駐在所から

夏期における山岳遭難防止

〜登山届の提出の推奨〜

平成30年中における夏期（６〜８月）の山

岳遭難発生件数は20件、遭難者は26人となっ
ております。この26人の遭難者のうち、3人が

死亡し、２人が行方不明及び３人が怪我をして
おります。更にこの８人のうち、５人が65歳
以上の高齢者です。

誰も自分が遭難すると思って山に入る人はい

ないと思います。

“自分に限って”という油断は禁物です！
安全はあなたの心構えから!!

家族、又は所属する山岳会に提出して下さい。
「登山届」等には、入山する山、入山日、入

山ルート、入山者、下山日等を記載することに
なっています。万が一遭難した場合は、この情
報をもとに捜索を開始します。

登山届の提出は、郵送やＦＡＸのほか、携帯

電話やネットから「電子申請」による届出もで
きます。

詳しくは秋田県警察のホームページからアク

セスするか、又は下のＱＲコードを読み込んで、
手続きして下さい。

万が一遭難した場合のことを考え、素早い遭

難の認知と捜索の実施のことを考え、入山する
方は「登山届」や「登山計画書」を、警察署、

ＱＲコード

安全で、楽しい登山を行うために
次の点に注意しましょう。

入山者の
皆さんへ 山に行くときの注意・装備品の注意
●家族又は知人に行き先を告げましょう

●自分の体力、体調にあった行動をとりましょう

●登る山の地図とコンパスを持ち、確認しながら上りましょう
●天気予報・気象情報を確認してから出かけましょう

●食糧、雨具、着替え、ライター、ナイフ、熊鈴、ラジオ、笛などを持ちましょう
●携帯電話を持ちましょう（電波の届く場所を確認しておきましょう）
●服装、所持品は目立つ色にしましょう（白色のタオル等）
●無理をせず早めに切り上げ、明るいうちに下山しましょう

もし、

迷って

しまったら

●登山届を必ず出してから行きましょう

●転落の危険がありますので、むやみに歩き回らないようにしましょう
●雨風を防げる場所で救助を待ちましょう

●明るくなったら見通しの良い場所に出て、救助を待ちましょう

●捜索のヘリコプターを見つけたら、見通しの良い場所に移動して目立つ色の
着衣・雨具・白いタオル等を振って自分の居場所を知らせましょう
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学校 の と び ら
東成瀬小学校
夢いっぱい かしこく
やさしく たくましく

女性消防団による防災教室
自分の身体は自分で守る

たくさんのザリガニが
釣れました

人権の花
きれいに咲いています

校庭のプランターの花が大きく
育ち，きれいな花を咲かせていま
す。また，それぞれの学年が育て
ている校庭や農園の花や農作物も
夏の日差しを受け、順調に成長し
ています。青々と茂った葉っぱが
目に鮮やかです。農作物は秋の収
穫も楽しみになってきました。

東成瀬中学校
生 き 生き東中生

ＰＴＡ除草活動
７月28日（日），午前６時半から
ＰＴＡ文化体育研修部主催による
「キバナコスモス通り除草活動」が
行われ，生徒と保護者，教職員の約
100名が参加しました。今年も，活
動中少し雨に降られましたが，時
間いっぱい作業することができま
した。花が咲き誇る日が待ち遠し
いです。

ら災害に備えることの大切さを学
ぶことができました。大変良い機
会を設定していただいた女性消防
団の方々に感謝しています。

７月22日終業式の日，東成瀬
村女性消防団の方を迎え，防災教
室を行いました。「もし，東成瀬
村に地震がおきたらどうなるの
か」と，「身の守り方について」
の話を聞いた後，地区ごとに分か
れて防災マップを作りました。消
防団の方々が大きな地図を準備し
てくれたおかげで，子どもたちは
自分の家があるその地域の特徴を
地図から読み取り，その上で，災
害時の安全な場所，危険な場所な
どを色分けしたり，付箋に大事な
ことを記入したりすることができ
ました。作業をしながら，普段か

２年生 職場体験学習
働くことの尊さや喜びを体験し
たり，
職業に対する関心・理解を深
めたりすることをねらい，
２年生の
職場体験学習が実施されました。
スーパーマーケット，
書店，
ラジ
オ局，
ホームセンター，
病院，
食堂，
ス
ポーツ店からの協力をいただき，
た
くさんのことを体験することがで
きました。
ありがとうございました。

７月10日１，２年生のザリガニつ
り体験は，良い天気の中で行われ
ました。
特製釣り竿と釣りえさだけでな
く子どもたちの腕が良かったせい
か，今年はザリガニがたくさん釣れ
たそうです。その中でも大きくて立
派なザリガニが２年生の教室の水
槽の中で飼育されることになりま
した。
をいただきました。この賞は地域
活性化につながる特色のある教育
活動に対し，その活動に要する費
用の一部を助成するものです。助
成金は10万円。
30日（火），弘済会職員の方
が本校を訪問され，校長に授与し
ました。

この助成金をもとに作ったの
が，「校名・校章入り作業用汗ふ
きタオル」です。生徒による活動
の際に，使うことになります。

地域貢献賞 受賞
尚，８月18日（日）はＰＴＡリサ
イクル活動を予定しています。
14
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今年度，本校は日本教育公務員
弘済会秋田支部から「地域貢献賞」

なるせ児童館
暑い日差しと梅雨の最後の湿っぽさがある

中、縄文時代体験教室が
「上掵遺跡」
と
「まるご

虎の穴「縄文時代体験教室」
縄文時 代にタイムスリップ!!

と自然館」
を使って行われました。遺跡では土

器掘りに暑さを忘れて夢中になる子どもと大

人の姿が有り、大昔へタイムスリップするよう

なロマンを感じることができました。まるごと

自然館では竪穴式住居に入り、勾玉や斧、土器
作りを体験することができました。

なるせっ子夏祭り2019大盛況!!
７月20日㈯、なるせっ子夢セン
ター駐車場において、なるせっ子夏
まつりが開催されました。絶好の天
気に恵まれ、各親子会の出店や保育
園児のお化け屋敷、子ども仙人太鼓
や園児と小学生の｢パプリカ｣の踊り
発表など、盛りだくさんな内容でし
た。出店、お化け屋敷共に大盛況で
大人も子どももお祭り気分を存分に
味わうことができました。

なるせ保育園
自分が好き！
友だちが好き！
東成瀬が好き！

夏のもう一つの楽しみ
「どろんこ遊び」

夏の日差しを浴びて
子どもも野菜も大きく成長！

夏の人気のある遊びと言えばプー
ルですが、
「どろんこ遊び」も大好き
です。普段、洋服を汚してはいけな
いと自制することが多いのですが、
この遊びは特別です。砂場の中で泥
まみれになってダムを造ったり、砂
山に雨を降らせたり、大胆に発想し
ダイナミックに遊びを展開し楽しん
でいます。こうした体験が豊かな発
想や行動力につながっていきます。
夏ならではの遊びを楽しんでいます。

自然への関心を高め、観察など
で自主的な活動につなげたり、育て
たものをみんなで食べたりする活動
を通して食育へと結びつけるため、
野菜の栽培を行っています。
トマトやピーマン、ズッキーニな
どたくさんの野菜が夏の日差しを浴
びて大きく成長しています。収獲し
た野菜が給食に出ると、大喜びでお
いしそうに食べています。子ども達
も野菜も逞しく成長しています。

なるせっ子夏祭り
子どもお化け屋敷大盛況！

7月20日(土)に行われた夏祭りに
かわいい子どもお化けが登場し、み
んなを恐怖の世界に誘い込みました。
どんなお化け屋敷にするのか、自分
はどんなお化けになりたいのかなど
自分たちで考え、自分たちで作って
楽しく活動することができました。

201９.８ 広報

15

み んなの 広場

Topics

祝銀賞！ 東成瀬中学校吹奏楽部

銀

７月 2 1 日（ 日 ）〜７月 2 2 日

（月）
、湯沢文化会館において第
61回全日本吹奏楽コ

ンクール秋田県県南

地区大会が行われま

した 。東 成 瀬 中 学 校

吹奏楽部が銀賞を受

賞しました。おめでと

うございます。

「二十歳の決意を胸に」
（8／１5村成人式）

ご参加ください！ 東成瀬地区元気アップ運動教室（県主催）
●日

時 ８月24日（土）13：30〜15：00

●講

師

●会
●内
●服

場

地域交流センターゆるるん
小嶋

容 ピラティスボールを使ったストレッチ、筋力トレーニング
装

● 持ち物

● 参加料

脳トレや簡単な有酸素運動
動きやすい格好、内履き

汗ふきタオル、水分補給飲料
無料（申込不要）

栗駒清掃登山
8月6日（火）、栗駒山産沼コースの清掃登

山が行われました。今回は、栗駒山の魅力を全

国にPRするため、七大陸最高峰日本人最年少
登頂記録保持者の南谷真鈴さんをお迎えして開
催され、参加者と一緒に栗駒山に登頂し、下山
しながら清掃を行いました。

7日には、南谷さんの講演会が行われ、栗駒

山の魅力や世界中の登山エピソードなどが紹介
されました。
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和磨
（東成瀬村スポーツ推進員、
東成瀬村地域おこし協力隊）
など

Topics

ふるさと
への
便り

人生を変えた一本のビデオ
（前）

今から、十数年前のある
朝のこと。塾教師退任後、
家庭教師派遣業の会社を経
営していた私は、いつものように出勤の支
度をしていた。出勤時間の確認程度に何の
気なしに点けっ放しにしていたテレビ画面
に、思わず目が釘付けになった。某県の私
立高校で数学を教えている山田先生の授業
風景だった。「なかなか活気のあるいい授
業だな･･･」
私がひとりで納得していると、番組も終
わりに近くなり、ゲストの人たちから称賛
の声が上がった。高校名を急いでメモし、
職場に到着するなり、即、電話取材した。
山田先生は授業中であったが、このような
取材は全て広報担当の責任者が応じている
とのことであった。広報担当の先生は、山
田先生に関する様々なエピソードを詳しく
教えてくれた。これまで、私と同じような
取材があるとみえて、快く、かなり流暢に
時間を割いて応じてくれた。
山田少年は某県に生まれた。両親の愛情
を受けてはいたが、すくすく育ったという
わけではなかった。あまりに精神も肉体も
ひ弱だった。
小学校に入学してからも、何事において
も自信がなく、勉強も運動もからっきしダ
メだった。誰と話すことも遊ぶこともな
く、学校に行き教室の自席につき教室の気
まずい空気を吸って、ただ帰るだけの毎日
だった。出口の見えない暗く長いトンネル
がどこまでも続くような学校生活だった。
それでも、平穏に下校できることは少な
かった。
クラスの同級生や上級生の悪たれからイ
ジメぬかれた。ちょっと、ぼんやりしてお
れば、「オリャー」という掛け声ととも

に、いきなり背中を蹴られケガをすること
もあった。休み時間に運動場に出ようとす
れば、運動靴に画鋲まで入れられることが
あった。びっくりし、あまりの痛さに悲鳴
を上げると、悪たれどもはそれが面白く、
ゲラゲラと笑い転げた。いざ、勉強時間が
始まりノートや教科書をカバンから出そう
としても、ことごとくどこかに隠されてし
まった。このような学校生活であったか
ら、成績は言うまでもなくどん尻だった。
地元の中学に入学してからも、山田少年
に対するイジメは更にエスカレートした。
両親はうすうす感じて、我が子に尋ねるこ
とがあった。山田少年は、イジメについて
一切話すことはなかった。成績は、正真正
銘の「オール１」である。義務教育である
から、このような成績でも中学を卒業する
ことができた。
あまりにも不甲斐ない我が子の将来を案
じた両親は、何か、手に職を就けさせてや
らなければと考えた。考え抜いた末「大
工」にさせることにした。だが、実社会の
波は予想外に荒々しかった。
何事においても、自信がなく消極的でモ
タついている山田少年に対して、大工の棟
梁は容赦しなかった。即、注意されビンタ
が飛んだ。言い訳一つできず、ただ耐える
だけだった。それでも山田少年は、いつか
は腕の良い大工になろうと思っていた。
佐藤

清助

201９.８ 広報
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Information

仙人 郷版
軽減税率制度説明会
湯沢税務署では、本年10月
から始まる消費税の軽減税率制
度について、事業者の方を対象
に説明会を開催します。
施行間近に加え、多くの事業
者の方に関係のある制度ですの
で是非お越しください。
■日時 ９月 11 日（水）
13：30〜15：30
■場所 山村開発センター大集
会室

出会い・子育てわくわくフェスタ
子育 て中 のご 家 族 はもちろ
ん、これからパパママになる方
や、結婚したいと考えている方を
対象としたイベントを開催しま
す。当日は子どもの遊びのコー
ナーをはじめ、健康に関するコー
ナーや結婚支援事業の紹介など
幅広いブースを用意しております
ので、ぜひお立ち寄りください。
■日時 ９月８日（日）
９：30〜12：00
■会場 湯沢市役所市民ロビーほか
■内容 ・遊びのコーナー
・健康に関するコーナー
・その他
（結婚支援など）
■問合せ先
雄勝地域振興局福祉環境部
企画福祉課
☎０１８３−７３−６１５５

サムライになろう！
〜第二回剣道体験教室〜
■日時

９月２８日（土）
13：00〜14：00
■場所 湯沢雄勝広域交流センター
■対象 湯沢雄勝郡に在住で小
学校低学年までの剣道未経験者
■内容 竹刀で新聞切り など
18
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■申込 ９月20日（金）まで
■問合せ先
湯沢市雄勝郡剣道連盟 山脇
☎０９０−７６６１−０８３０

就学や教育に関する相談会
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を対象に教
育相談を行います。
■日時 ９月３日（火）
10：00〜15：00
■場所 雄勝地域振興局福祉環境部
■申 込 10日前までに教育委
員会にお申し込みください。ま
た、
「教育相談票」を受け取り、必
要事項を記入して祖当日相談会
場へ持参してください。
※相談当日はできるだけお子さ
んと一緒においでください。
■問合せ先 教育委員会
☎４７−３４１５

特設人権相談所を開設します
近隣との争いごと、扶養・相
続などの相談を人権擁護委員が
お受けします。（申込不要・相
談無料）
■日時 ９月13日（金）
９月27日（金）
10：00〜15：00
■場所 湯沢生涯学習センター
■問合せ先
秋田地方法務局大曲支局
☎０１８７−６３−２１００

行政書士会無料相談会
■日時

９月１日（日）
10：00〜15：00
■会場 湯沢雄勝広域交流センター
■内容 相続関係、
農地、
建設業、
産業廃棄物申請 など
■問合せ先
秋田県行政書士会湯沢雄勝支部
☎０１８３−６２−２７７１

「消費生活セイフティ講座」
受講者を募集します
消費生活の情報や消費者トラ
ブルの未然防止等のため開催す
る講座です。
■日時 10月10日（木）
13：30〜15：15
■会場 横手市役所条里南庁舎講堂
■定員 50名
（先着順・参加無料）
■申込 10月２日（水）まで
■問合せ先
秋田県生活センター
南部消費生活相談室
☎０１８２−４５−６１０３

９月開催予定の
スキルアップセミナー
・エクセルレベルアップ講習
（初級編）
９月３日（火）・４日（水）
の２日間 定員１０名
・マシニングセンタプログラミ
ング（初級編）
９月４日（水）・５日（木）
の２日間 定員５名
・第一種電気工事士筆記試験
準備講習
９月11日（水）〜13日（金）
の３日間 定員２０名
９：００〜１７：００
・第二種電気工事士筆記試験
下期準備講習
９月19日（木）・20日（金）
の２日間 定員１０名
９：00〜１７：００
・２級電気工事施工管理技士試
験準備講習
９月２６日（木）・２７日（金）
の２日間 定員１０名
■時間 ９：00〜16：00
■実施場所 大曲技術専門学校
■受講資格 現在お勤めしている方
■受講料 無料（テキスト代は別途）
■申込・問合せ先
大曲技術専門校
☎０１８７−６２−６３２１

「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
・振り込め詐欺等の手口と対策
・家計管理や消費生活のポイント
・多重債務に陥らないためになど
■問合せ先
財務省東北財務局
秋田財務事務所理財課
☎０１８−８６２−４１９６

利用しよう「法廷相続情報証明制度」
各法務局において、各種相続
手続きに利用することができる
「法廷相続情報証明制度」を取
り扱っています。
当制度において交付する証明
書を金融機関等に提出すること
で、預貯金の払出し等の手続が
スムーズになり、相続人の負担
が軽くなります。
■問合せ先
秋田地方法務局登記部門
☎０１８−８６２−１１７４

受動喫煙防止対策助成金のご案内
来年４月１日より、原則屋内
禁煙が義務化されます。厚生労
働省では、職場での受動喫煙防
止対策として、中小企業に喫煙
専用室などの設置費用を助成して
おります。是非ご活用ください。
助成上限額 １００万円
助 成 率 ２分の１
（飲食店は３分の２）

■問合せ先
秋田労働局健康安全課
☎０１８−８６２−６６８３

秋田県国民健康保険団体連合会
職員採用試験
■採用予定人員 大卒程度若干名
■受験資格
令和２年３月に４年制大学卒
業見込みの者または大学卒業後
３年以内の者
■試験日時
１０月２０日（日）１０：００〜
（受付９：３０〜９：５０）
■試験会場
秋田県社会福祉会館８階
「合同研修室」
■受付期間
８月26日
（月）
〜９月１１日
（水）
■申込・問合せ先
秋田県国民 健 康 保険団体連
合会
☎０１８−８６２−６８６４

Ａターン就職フェア
県外に在住し秋田県内での就
職を希望する全ての方（学生も
可）を対象とした
「Ａターン就職
フェアin仙台」
を開催します。
当日は、企業説明会や個別面
談、就職相談や移住相談等を行
います。
【Ａターン就職フェアｉｎ仙台】
■日時 ９月23日（月・祝）
11：30〜16：10
■場所 イベントホール松栄
■問合せ先
Ａターンプラザ秋田
☎０１２０−１２２−２５５

県税事務所からのお知らせ

◎個人事業税（１期）の納期は
９月２日（月）です！
◎個人事業税の納税も口座振替で！

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。
９月末日までお申し込みされ
ますと、２期分から個人事業税
の口座振替ができます。
■問合せ先
秋田県総合県税事務所
納税部収納管理課
☎０１８−８６０−３３３１
秋田県総合県税事務所
雄勝支所
☎０１８３−７３−３１８１

自立相談支援事業

東成瀬村巡回相談

日時

９月1０日（火）
10：00〜12：00

場所

東成瀬村国保診療所相談室
秋田県南福祉事務所
企画福祉課

☎０１８２−３２−３２９４

【村へのボランティア】

・団体＝なるせ防犯ボランティア
の皆様

９月の心の健康相談日
開催日 ９月９日（月）
時

間

場

所

担

当

9：30〜１１：30

東成瀬村国保診療所
相談室

東成瀬村のぞみの会
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佐々木 芯 太

ちゃん

平成30年１月31日生
田子内／良・征子さんの長男

「日本で最も美しい村」
連合
に加盟しています。

7月の
東成瀬村
安全記録
◎交通事故 ・発生件数… 0 件〔0件〕
・死者……… 0 人〔0人〕
・傷者……… 0 人〔0人〕
かけっこと踊りが好きな芯太！
これからもお姉ちゃんと仲良く元気に育ってね♥
（パパ、ママより）

第８回栗駒山麓観光写真コンクール

〜平成30年9月27日より無事故308日〜

◎交通死亡事故『０』継続日数
1184日
〜平成28年５月4日より〜
◎飲酒運転検挙件数
0 件〔0人〕
注〔
〕は平成31年 １ 月からの累計
◎無火災記録
81日
〜令和元年5月12日より〜

慶弔（敬称略）
◆お誕生日おめでとう
ひろと

川

本

滉

高

橋

依

い

渡

く

久

靖之

男 優衣 肴沢
女 和博 入道
佳菜子

◆ごめいふくをお祈りします
平 良 ミヨノ子（92）平良
後 藤 ナ ミ（104）平良
佐々木 ヒサ子（89）田子内

【優秀賞】
「燃える！いずくら断崖」
撮影者

広報

吉

田

アツ子（秋田市）

令和元年８月20日 編集・発行／東成瀬村役場企画課
〒019-0801秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30-1
TEL0182-47-3402 FAX0182-47-3260
東成瀬村ホームページ http://www.higashinaruse.com
HIGASHINARUSE
No.649 Eメールアドレス info@vill.higashinaruse.akita.jp
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村の人口と世帯
●人

口

男 1,263人 (＋ 10 )
女 1,305人 (− 4 )
計 2,568人 (＋ 6 )
●世帯数 920戸 (＋ 11)
●出生 ２人〔３人〕●死亡 ３人〔18人〕
●転入 14人〔56人〕●転出 ７人〔19人〕
注(

)内は前月比、〔

〕は平成31年4月から

