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1.15 小学校通学

2020年
年頭のこあいさつ

新年のごあいさつ
明けましておめでとうございます。
年末の雪には一時どうなるのかと心配しましたが、その後落ち着いて穏や
かな日々となり一安心のことと存じます。
昨年を振り返ってみますと、村制施行 130 周年の記念事業を関係者のご
協力により執り行うことができました。村の親善大使として５名の方々を、
PR サポーターとして 27 名の方々をそれぞれ委嘱いたしました。また「成
瀬の源」の CD も作成し村の四季を紹介することもできるようにしました。
また、仙北道が文化庁の「歴史の道」百選に選定されたことは、この古道
の歴史的価値に関心を持って復活に努力された仙北道を考える会の事業の功
績が大きかったものと感じております。
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さらに、成瀬ダム堤体工事のコンクリート初打設が行われ工事が大きく前
進したことも村としての大きな動きであったと考えております。
新年度は、第４次 総合発展計画、過疎地域自立促進計画の最終年度とな
りしっかりと計画を推進し、次期計画の策定に向けて取り組む大事な年とな
ります。
成瀬ダム完成後を見通した交流人口の拡
大、観光交流と合わせた産業物産の振興も
大きな取り組むべき課題となりますので、
皆さんからの積極的な御協力を期待して年
頭のごあいさつといたします。

村

長
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100歳おめでとうございます

田子内在住の鈴木勇さんが12月に満100歳
を迎えられ、村から祝い状と祝い金が贈呈され
ました。
鈴木さんは、夏には畑仕事や散歩をしており、
身の周りのことは自分でするなど、100歳とは
思えないほど元気な暮らしぶりでした。

令和元年12月

村長の動き

１日（日） 全国町村会「町イチ！村イチ！2019」
（東京都）
２日（月） 「元気なふるさと・湯雄郷づくり県民運動」顕彰事業表彰式（応接室）
３日（火） 村議会定例会１２月定例会議（開会日）
４日（水）〜６日（金） 秋田県市町村総合事務組合交通災害等審査委員会視察調査（鹿児島県）
８日（日） 村交通安全住民の集い（ゆるるん）
10日（火） 年末年始の犯罪事故防止・交通安全運動「出動式」
（橫手警察署）
11日（水） 村議会定例会１２月定例会議（一般質問）
湯沢雄勝広域市町村圏組合管理者会（湯沢市）
13日（金） 村議会定例会１２月定例会議（閉会日）
ジュネス栗駒スキー場安全祈願祭
秋田栗駒リゾート株式会社取締役会（ホテルブラン）
16日（月） 衆議院議員石井ひろおを励ます会（秋田市）
17日（火） 夢・なるせ直売所営業実績検討委員会（ホテルブラン）
19日（木） 秋田さきがけ県南政経懇話会（湯沢市）

12.13

ジュネス栗駒スキー場
安全祈願祭

12.20

郵便局との
包括連携協定締結式

村結核予防婦人会研修会（防災情報センター）
村商工会年末懇談会（東仙歩）
20日（金） 「東成瀬村と橫手郵便局及び東成瀬郵便局との
包括的連携に関する協定」締結式（防災情報センター）
21日（土） 仙北街道「歴史の道百選」選定を祝う会（ホテルブラン）
23日（月） 湯沢雄勝広域市町村圏組合議会定例会（湯沢市）
25日（水） 祝い金支給
26日（木） 秋田県国民健康保険団体連合会理事会（秋田市）
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消

防

令和２年東成瀬村消防団出初式

新春恒例の消防出初式が１月４
日㈯に東成瀬村民体育館を会場に
開催されました。
当日は女性消防団員６名を含む
106名の団員が参加し、第３分団長
の総指揮の下で挙行されました。
式典では、団員の勤続表彰、無
火災表彰並びに村長、団長等によ
る年頭訓示などが行われ、団員たちは皆、決意
を新たに今年１年の無火災を祈願しました。

各種表彰受章者

（順不同、敬称略）

秋田県知事表彰（秋田県消防、水防功労者表彰）
秋田県消防協会会長表彰（秋田県消防協会定例表彰）
35年以上勤続章 伊勢谷 洋 一 （第1分団第2部） 10年以上勤続章 菅 野
淳 （第1分団第2部）
25年以上勤続章 平 良 隆 志 （第1分団第3部部長）
佐 藤 慶 太 （第2分団第1部）
髙 橋 春 雄 （第3分団第1部）
伊勢谷
誠 （第1分団第3部）
佐々木 一 夫 （第3分団第2部）
玉 井 幸 博 （第2分団第2部）
菊 地
智 （第2分団第2部） 消防団員家族表章 髙 橋 孝 男
修 （第1分団第2部）
20年以上勤続章 佐々木
柴 田 峻 輔
藤 原
守 （第1分団第3部）
柴 田 美 穂
髙 橋 一 幸 （第1分団第1部） 秋田県消防協会湯沢市雄勝郡支部長表彰
髙 橋 芳 則 （第2分団第3部） ７年以上勤続章
谷 藤 伸 幸 （第2分団第1部）
髙 橋 光 一 （第2分団第3部）
吉 田 康 訓 （第1分団第1部）
髙 橋 秀 喜 （第2分団第3部）
伊勢谷
亨 （第1分団第3部）
髙 橋 政 喜 （第2分団第3部） 東成瀬村長表彰
谷 藤 喜美男 （第2分団第1部） ５年以上勤続章 谷 藤 淳 也 （第1分団第1部）
佐々木
広 （第2分団第1部）
髙 橋 広 幸 （第2分団第3部）
佐 藤 一 則 （第2分団第1部）
吉 田 勝 英 （第2分団第2部）
谷 藤 五 佐 （第2分団第1部） 無火災女性の会表彰 田子内地区
谷 藤 和 広 （第2分団第1部）（安全を守る女性の会） 岩井川地区
髙 橋
貴 （第2分団第1部）
大柳地区
佐々木
伸 （第2分団第1部）
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税

金

税

所得税

村県民

国保税

申告相談の日程が決まりました！

村では、2月７日（金）から3月16日（月）まで所得税の確定申告及び村県民税・国保税

の申告相談を実施します。広報と一緒に配布した「令和2年度村県民税・国保税の申告のし
かた」をご確認のうえ、忘れずに申告を行いましょう。
実

施

日

会

対象地域

場

2月 7日（金）〜14日（金）

防災情報センター

蛭川・肴沢・下田・平良

2月17日（月）〜21日（金）

地域交流センターゆるるん

入道・岩井川

2月25日（火）〜28日（金）

まるごと自然館

椿台・五里台・手倉

3月 2日（月）・ 3日（火）

成瀬川交流館

谷地〜草ノ台

3月 4日（水）〜16日（月）

防災情報センター

滝ノ沢・田子内・特定者

■相談時間短縮のため次の点についてご協力をお願いします！

事業所得（営業・農業）を申告される方は、あらかじめ領収書等の集計を行い、年間の

収入と経費を計算してきて下さい。

医療費控除を受けられる方は、医療費等の領収書を集計し、控除の明細書を作成してき

て下さい。なお、保険金等で補てんされる額は、医療費から差し引かれます。

税務課 ☎４７−３４１０

令和元年分の確定申告期限と納期限のお知らせ
令和元年分の確定申告期限と納期限は

○申告所得税及び復興特別所得税・贈与税
○消費税及び地方消費税

となります。

……

…………………………

３月16日（月）
３月31日（火）

なお、納税には、便利で確実な振替納税をご利用ください。一度手続をしていただければ、

継続して利用できます。

令和元年分の確定申告分の振替日は

○申告所得税及び復興特別所得税
○消費税及び地方消費税

となります。

………………

…………………………

４月21日（火）
４月23日（木）

振替納税は、預貯金残高を確認しておくだけで金融機関の預貯金口座から自動的に納税がで

きる大変便利な制度です。簡単な手続で利用できますので、税務署（管理運営担当）にご相談
ください。

なお、既に申告所得税及び復興特別所得税又は消費税及び地方消費税について振替納税をご

利用の方は、確実に振替納付ができるよう、事前に預貯金残高をご確認ください。
ただし、贈与税については、振替納税ができませんのでご注意ください。
湯沢税務署
６
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0183-73-5100

健康づくり 身体の衰えは口腔の衰えから始まります
12月19日（木）、東成瀬村結核予防婦人会役員

研修会が開催されました。研修会では言語聴覚士の
髙橋和美さん（介護老人保健施設やすらぎの苑、田

子内在住）から、お口の筋肉を鍛えることについて、
「くちビルディング」というスポーツを交えての講
演をしていただきました。

研修会の内容を抜粋して、ご紹介します。

研修会の最後に、髙橋さんは「地域社会とのつながり

や健康意識を高めることが身体や口腔の虚弱予防につな

がる。これからも様々な場面でこの競技を広げていきた
い。」とお話していました。

オーラルフレイルになっていませんか？
オーラル（口腔）＋フレイル（虚

弱、身体の衰え）は「噛む」
「飲み
込む」
「話す」などのお口の機能
が衰えることをいいます。これは
身体の衰えのひとつであり、老化
の最初のサインです。

こんな変化は
…
オーラルフレイルかも
●むせる、食べこぼす
●食欲がない、少ししか食べない
●やわらかいものばかり食べる

●滑舌が悪い、舌がまわらない
●お口が乾く、においが気になる
●自分の歯が少ない、
あごの力が弱い

※当てはまる症状がある方は、かかりつけ歯科医に相談しましょう！

楽しみながらお口を鍛えましょう！「くちビルディング選手権」
「くちビルディング選手権」とは、お口の周

りの筋肉を鍛えながら老若男女が「食べる力」

を使って、本気で競い合う新感覚のスポーツで、
髙橋さんは県内で2人のトレーナーとして認定
されています。

研修会の中では、海苔を鼻と唇の間に貼り、

舌で海苔をはがす競技「黒ひげペロリ」を行い
ました。舌を上下左右に滑らかに動かす力や舌
の前部分の力が必要な競技です。参加者の皆さ
んは、お互いの黒ひげ顔に大笑いし、競技に苦
戦しながらも楽しく取り組んでいました。

2020.１ 広報 ひがしなるせ
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交通指導隊・防犯指導隊合同初出式

１月11日㈯、役場庁舎前において、交通指導
隊と防犯指導隊の合同初出式が開催されました。
式では、交通指導隊長指揮の下で観閲を行い、
村長や横手警察署増田幹部交番所長より激励の言
葉が贈られ、両隊員は決意を新たに今年のスター
トを切りました。
式終了後には、田子内天神社において今年一年
の安全と安心を祈願しました。

スリップ事故の防止

駐在所から

〜スピード抑え 車間距離は十分に〜

４つの「ゆ」を意識して、スリップ事故を防止しましょう。
ゆっくり

〜スピードは控えめに〜
速度が速くなると、それだけ止まるまでの距離が長く
なります。スピードの出し過ぎに注意しましょう。

ゆったり

〜車間距離は十分に〜
冬道は、乾燥した路面と同じように止まることはできません。
車間距離を十分にとりましょう。
〜「急」のつく運転は厳禁〜
急ハンドル、急ブレーキ、急発進など「急」のつく運転は
スリップのもとです。ゆとりを持って運転しましょう。

ゆとり

〜油断大敵〜
一見すると分からなくても、実は凍結している道路もあります。
冬道は油断大敵です。

ゆだん
たいてき

災害共済

交通災害・不慮の災害共済へ加入しましょう

令和２年度分の加入受付が２月３日（月）から始まります。村県民税等の申告相談期間中は、担当者
が一緒に巡回して受け付けますので、申告相談の日程をご確認のうえ、各地区でお申し込みください。
（役場総務課のほか、こまち農協等でも加入手続きができます）

◇掛 金
◇共済金

交通災害共済

年額300円
・死
亡 100万円
・後遺障害 100万円〜50万円
・傷害治療 入院１日 2,000円
通院１日
800円

不慮の災害共済
◇掛 金
◇共済金

年額700円
・死
亡 60万円
・後遺障害 60万円〜30万円
・傷害治療 入院１日 1,100円
（通院は対象外）

※令和２年度の小学１年生は、全員加入することとなっており、１年間に限り無料となっております。

問 総務課 ☎４７−３４０１
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2020年 年頭のこあいさつ

子供たちの可能性
皆様明けましておめでとうございます。本年
もよろしくお願いいたします。

を燃やしてほしいということにあります。
子供たちの可能性は無限大であると考えま

学校では、「難問に挑戦させよう」というこ

す。しかし、自分の中にどんな可能性があるか

とで、小学校では「チャレンジピック」､中学

はなかな自覚できません。いろいろなことに挑

校では「仙人思考力コンテスト」を行っていま

戦したり、見たり聞いたりすることで自分が分

す。これはどちらもそれぞれ全校の子供たちを

かると、次の段階に意欲を持って踏み出して行

対象にして、廊下に国語や算数、数学など教科

けると考えます。

に関する問題を掲示して各自に解いてもらうも

子供たちには､今後とも様々な学習の機会を

ので本村独自の取組です。内容は日頃学習して

提供し、臆することなく物事に挑戦して自分の

いるレベルよりも少し高度なものや、クイズの

可能性を拡大してほしいと考えています。

ようにひねったものになっています。答が出来
た子供は先生に提出して見てもらいますが、全
員が必ず回答しなければならないというもので
はなく希望によるものです。これまで多くの子
供たちが挑戦してきています。ねらいは、教室
で誰でも到達するレベルよりも一歩高度な内容
に挑戦したり、別の角度から見て解決したりす
る力を付けてほしいということと、仮に解くこ
とができなかったにしても、学問の世界は深い
ものがあり、上には上がある事に気付き向上心

教育長

鶴

飼

孝

2020.1 広報
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夢を叶えるために
− ふるさと先生 −

12月11日(水)に東成瀬小学校、17日(火)に東
成瀬中学校へ「ふるさと先生」をお招きしました。
小学校では、五城目警察署にお勤めの菊地保夫
氏より、｢これまで粘り強く立ち向かえたのは両
親の支えのおかげ｣、また、中学校では共同通信
社お勤めの黒川美加氏より、｢準備不足・勉強不
足は失敗する｣など、自身の経験や現在の職を目
指したきっかけや仕事の内容などにふれながら心
に響くご講話をいただきました。
児童生徒からは、｢今もたくさん親にお世話に
なっているので感謝したい｣｢何ができるか、する
べき準備は何かを考えられる自分になりたい｣な
どの感想が寄せられ、これからの夢や目標を考え
る貴重な機会となりました。

わくわくプログラミング教室
12月27日(金)、ものづくりとプログラミング
を融合した「わくわくプログラミング教室」が、
湯沢翔北高校を会場にして行われ、東成瀬小学校
の児童が参加しました。
当日は、先生と高校生にサポートしてもらいな
がらロボットの車を組み立てたり、動きを制御す
るプログラムの入力を行い、指示の通りに動かせ
るか実験しました。参加した児童たちは今回のプ
ログラミング教室を通して、ものづくりや情報処
理能力を育成するプログラミング学習を行い、貴
重な時間を過ごすことができました。
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なるせダムニュース

成瀬ダム工事事務所

成瀬ダム工事事務所より
新年のご挨拶を申し上げます

新年のご挨拶
新年明けましておめでとうございます。
令和の幕開けとなった昨年、台形CSGダム
として国内最大規模となる成瀬ダムでは、
ダム本体の基礎部分の掘削が進むとともに、
ダム堤体の材料を製造するプラント（＝建
設現場内の工場）も展望台の目の前にほぼ
完成し、10月には堤体の初打設式が行われました。
本体工事に関しては、今年からいよいよブルドーザーや振動ロー
ラーなどの重機が無人で動く自動化施工が始まります。今後、最盛期
には20台を超える重機が同時に動く光景が広がり、月面基地の建設に
もつながるような夢のある最先端の技術がここ成瀬ダムで展開される
予定です。
昨年の現場見学者数は前年の2倍を超える2300人以上となり、さらに
展望台には見学者以外の方も含めて2万8千人の方に来ていただき、改
めて成瀬ダムに対する関心の高さ、ダムの観光面でのポテンシャルの
高さを感じました。今年も、多くの方に東成瀬村に足を運んでいただ
けるよう、現場見学会などの広報活動を積極的に行う予定です。
建設に係る現場等の従事者は、昨年はピーク時に約770人（一昨年は
約530人）でした。今後も、資機材の搬入・搬出や関係者の通勤により、
村内の交通量が増えることが想定され、村民の皆様にはご不便、ご迷
惑をおかけすることもあるかと思いますが、村役場とも情報を密にし、
安全協議会等も通じて、できるだけ影響を最小限にするため努力して
まいります。
事務所の職員一同、成瀬ダムの早期完成に向けて、安全かつ円滑に
工事が進むよう一丸となって取り組んでまいりますので、引き続きの
ご理解・ご支援をよろしくお願いいたします。
結びに、今年が皆様にとって幸多い年であることを祈念いたしまし
て、新年のご挨拶とさせていただきます。

成瀬ダム工事事務所長

村山 英俊
2020.１ 広報 ひがしなるせ
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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

金管バンド部
アンサンブルコンテスト出場
１２月２２日、湯沢文化会館にて行
われた
「全日本アンサンブルコンテ
スト第４２回 秋田県大会県南地区
予選湯沢雄勝大会」
に，
金管バンド
部の佐々木琉菜さん，
谷藤優妃さ
ん，
吉田花隠さん，
髙橋環奈さん，
吉田桜瀬さん，
佐々木のどかさん，
鈴木菜七子さん，
杉山秋さんの８名
が，
管打８重奏で出場しました。演
奏曲は，
メキシコ民謡
「ラ・クカラー
チャ」
。審査員の方々からは，
「 音楽
に向かって吹く姿は，
とても好感が
もてました」
「まとまりのある優しさ
あふれる演奏です」
と講評と銀賞を
いただくことができました。金管バ
ンド部の子どもたちは，
自分たちの
演奏が賞に入ったことに大喜びで
した。
８名の奏者は全員５年生。来
年度のコンクール入賞が期待でき
るよい結果になったと思います。
２
学期の最後の日には，
村民体育館

東成瀬中学校
生 き 生き東中生

Ｓ1グランプリ2019 開催！
先月13日(金)，
『Ｓ1グランプリ
（セッション）』が開催され，各学年
の代表者10名が４つのブースに
分かれて発表しました。当日，参観
にいらした県外の視察者からも，
賞賛のことばをいただきました。
発表者
１年 髙橋 馳広さん
「成瀬の自然が育んだ清水」
谷藤 翔太さん
「自慢の米！！仙人米」
杉山 咲さん
「為る 成る なるせ図書館」
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に場所をかえ，
全校のみんなに演
奏を披露してくれました。一生懸命
な姿に大きな拍手が送られました。

家庭学習の習慣は
学校と家庭の協力で

縄跳び運動で体力つくり

１１月から２年生が自学ノートへ
の取り組みを始めました。家庭学習
を確実に行っていることは本校の
自慢の一つです。
４月に行われた全
国学力・学習状況調査，
質問紙調査
の「家で自分で計画を立てて学習
している」
の結果から見ても，
本校
児童の家庭学習の取り組みが充実
していることがうかがえます。

冬期間
のなるせタ
イムは縄跳
び運動で
体力つくり
です。縄 跳
び の 種目，
回数に応じてカードに色を塗りなが
ら，
できる技を増やしていきます。
学年によっては，体育の時間にも
縄跳び運動に取り組み，コツを教
えてもらいながらがんばっている
様子も見られました。
「三重跳びで
きるかな」と試してみたり，
「あや跳
びがうまくいかないな」と腕の交差
の仕方を工夫して跳んでみたりと
いろいろ工夫しながらできること，
また，低学年でも連続二重跳びが
できる人もいて，年齢にかかわらず
難しいことにも挑戦・達成できるよ
さがあるのが縄跳び運動だと思い
ます。
御家庭でも場所を工夫して，
家族も巻き込んだ冬の体力づくり
に縄跳びをしてほしいと思います。

している（％）
本

校

８１．８

全

国

３３．１

秋

田

４７．８

どちらかといえば
している（％）

９．１

３８．３

３８．４

秋田県教育委員会では
「家庭学
習の方法等に関する学校での指導
と家庭の声かけ，
見届け等の協力
により子どもたちは計画的に学習
する習慣が身に付いている」
と分析
しています。本校児童の家庭学習
習慣の維持，
徹底のためにも，
学校
の指導と共に保護者と祖父母のみ
なさん等の声かけ，
見届けも継続
してお願いしたいと改めて思いま
した。

２年 佐々木 陽向さん
「なぜ人は働く？」
髙橋 陽登さん
「働く人の苦労と努力」
髙橋 弥紅さん
「これからの働き方に
もとめられるもの」
伊勢谷 希さん（当日欠席）
「みんなの笑顔のために」

３年 最上谷 日暖さん
「あなたはどうする？
〜これからの未来〜」
佐々木 彩乃さん
「人生と向き合う」
佐々木萌絵さん
「夢を実現するために」
佐々木里緒さん
「誇りをもてる人生を」

今年度の
『Ｓ1グランプリ』
受賞者は
１年が杉山咲さん，
２年が佐々木陽向
さん，
３年が佐々木里緒さんでした。
なお，
『Ｐ1グランプリ（ポスター）』
の結果は次の通りです。
１年 グランプリ 杉山 咲さん
準グランプリ 菅原 美空さん
「貴方の知らない物語 龍泉寺」
２年 グランプリ 髙橋 彩佳さん
「地域を元気に」
準グランプリ 髙橋 陽登さん
３年 グランプリ 佐々木里緒さん
準グランプリ 佐々木萌絵さん
回を重ねるごとに，確かにポスター
とセッションの質が高まっています。
継続は力なり！

なるせ児童館
気持ちも新たに新春書き初め会！
１月６日に書道教室に参加している子どもたちが集まり、

書き初め会が行われました。４年生「花さく里」５年生「平和
な国」６年生「東京五輪」という題材でした。特に６年生が

書いた「東京五輪」は、２０２０年にふさわしい題材でした。
オリンピックへ関心を寄せながら、真剣に筆を走らせていま
した。
「今年もよろしくお願いします！」と挨拶する子どもた
ちに今年への新たなる思いを感じました。

上達したよ！虎の穴「スキー教室」
１月９日､１０日の二日間にわたり､虎の穴「スキー教

室」がジュネス栗駒スキー場で行われました。スキー
クラブの指導者の皆さんのきめ細かい指導のおかげ

で全員がリフトで上って降りて来られるようになり、そ

の上達ぶりは目を見張るものでした。素晴らしいホー
ムゲレンデを持っているのですから、スキーの楽しさ

を知った子どもたちが、これからもスキーに親しむこ
とを願っています。

なるせ保育園
自分が好き！
友だちが好き！
東成瀬が好き！

感謝を込めて
大掃除で締めくくり！

なる仙サンタさん登場
プレゼントありがとう！

12月25日(水)、クリスマス・お誕
生会をしていると、なる仙サンタさ
んが訪問してくれました。一緒にダ
ンスをしたりして楽しい時間を過ご
しました。最後にサンタさんからプ
レゼントをもらい、大喜びでした。あ
りがとうございました。

12月27日(金)は、年末年始休み
前のみんなが登園する最終日でし
た。４月からの写真を見ながら、楽
しかった行事や友達との思い出を振
り返りました。
その後、教室の棚やロッカーなど
自分が使ってきた箇所を中心に、あ
りがとうの感謝の気持ちを込めて
掃除しました。ホールなどみんなで
使った場所も雑巾がけしてとてもき
れいになりました。お家での手伝い
の成果でとても上手でした。

感染症にかからないぞ！

感染症が流行しやすい時期です。
看護師の古谷さんからばい菌が多
い場所や手洗いの効果を上げる方
法など教えてもらいました。

今年もよろしくお願いします！

今年は年長組だ！ 頑張るぞ！
2020.１ 広報
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み んなの 広場

Topics
（県主催）

東成瀬地区元気アップ運動教室
日

時

会

場

講
内

師
容

２月

８日（土）１３：３０〜１５：００

２月１５日（土）１３：３０〜１５：００
２月１６日（日）１３：３０〜１５：００
まるごと自然館
小嶋

「頼れる背中」

（1／4

（申込不要）

和 磨（東成瀬村スポーツ推進員）

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
脳トレや簡単な有酸素運動

服 装
持ち物

参加料無料

など

動きやすい格好、内履き
汗ふきタオル、
水分補給飲料

村消防団出初め式）

１年の健康を祈って

とっぴんぱらりのぷー
−初がたり−

−田子内どんど焼き−
１月１２日（日）、農村交流センターにて、門松やしめ
飾りなどの正月飾りを焼き、歳神様を見送ることでその
年の無病息災・五穀豊穣を願う、どんど焼きが行われま
した。
交流センター
の中ではポップ
コーンなどが振
る舞われ、訪れ
た 地 域の方々
で賑わっていま
した。

新酒まつり２０２０開催！

１月１１日㈯、地域交流センターゆるるんを会
場に、東成瀬村昔っこの会による「初がたり」が
行われました。
「１年の唄」の合唱から始まり、お
正月にちなんだものなど、
１２の昔語りを披露し
ました。丁寧に語られる昔語りの最後には、今にも
通じる教えもあり、会場にいた子どもから大人ま
でうなずいたり、笑ったり、ゆっくりとした楽しい
時間を過ごしました。

ジュネス栗駒スキー場ジュネス１にて、
「新酒まつり２０２０」を開催します。おいしいお酒となるせ赤べごなど

の特産品を味わえます。ぜひご堪能ください。

■日時 ２月２１日（金）１８：００〜
■会場 ジュネス栗駒スキー場ジュネス１
■内容 ・利き酒大会（銘柄あて）
・お楽しみ抽選会
■前売券料金 ５，０００円
■前売券販売 ２月３日（月）から
・申込先 観光物産協会
☎ ３８−８４１１
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Topics

ふるさと
への
便り

みち

仙北道を話題に ･･県境を越える懇親忘年会･･

在京いさわ会（岩手県胆
沢郡胆沢町：現奥州市）と
交流をするようになりもう
20年近くになる。胆沢町はいわゆる県境
を挟む燐町ではあるが、県境に横たわる深
い奥羽山脈が、隣町の概念すら意識させな
かったのだろうか。いしゃが（胆沢）と言
えば、きのこや、たけのこを採る山であ
り、車もない時代、とてつもなく遠い町
は、考えることすら思い浮かばなかったか
もしれない。東北道と新幹線が、遠かった
隣町をぐっと近づける。ふるさと交流の
きっかけは「焼石岳の山開き」と聞く。交
流当初の「胆沢町ふるさと会」は、まだ、
奥州市合併前であり「在京胆沢町友会」と
呼んでいた。夏場の帰郷は「胆沢町」を通
る。それまで漫然と走っていた「いさわ
路」がとてもやさしく感じられるように
なった。
昨年のいさわ会総会。首都圏ふるさと湯
沢会と、在京金ケ崎人会（胆沢郡金ケ崎
町）のみなさんと同じテーブルにご一緒し
た。いさわ会総会は、近隣市町村の「ふる
さと会」の方々が多く出席する。近隣ふる
さと会の方々とは、都度、楽しく交流をさ
せていただいている。ただ、その交流は年
一度に留まっている。ところが今回はどう
したことか。ふるさと談義に花が咲くと言
うのか、テーブルは終始ハイテンション
に。当然の如く、互いの総会への出席の約
束をしていた。しかし、それでは、少しさ
びしすぎるとばかりに、近いうちに「一杯
どうですか」とすっかり意気投合。金ケ崎
町は、胆沢郡で唯一合併しなかった町。水
沢、江刺の両市と、胆沢郡の２町１村が合
併した奥州市と、北上市に挟まれながらも
合併しなかった金ケ崎町。その環境や条件
に違いはあれど、ふるさと東成瀬村が重な
る。

さて有言実行と。「一杯どうですか」の
第１回交流会を皮切りに、在京金ケ崎人会
総会、なるせ会総会と約束を全う。「在京
いさわ会」と「首都圏ふるさと湯沢会」が
加わり、県境を超える交流会に発展。互い
の歴史文化を学び、互いのふるさとを尊重
し会う「楽しく集える会」にしたいと。
今から約1200年前、坂上田村麻呂が、
胆沢城（奥州市水沢）を築造、雄勝城（湯
沢市）に通ずる最短の道を造るため、奥州
市胆沢若柳下嵐江（おろせ）から、東成瀬
村手倉（御番所跡）までの６里（24キ
ロ）の道を開いた。それが「仙北街道」で
ある。金ケ崎町には、胆沢城と関係の深い
安倍一族の三男、宗任（むねとう）の館
「鳥海柵」がある。「前九年の役」の本拠
となった館である。東成瀬村を含む四つの
地域が、すべて「仙北街道」に関係する。
令和元年10月、文化庁の「歴史の道百
選」に選ばれた仙北街道。様々な歴史の偉
人が通ったと語られる古道。なかでも、源
義経が弁慶とともに平泉に逃れるときにお
そらく通ったであろうと。あの牛若丸
が…。まさに、〝古浪漫（いにしえろま
ん）に想いを馳せる〟であろう。
令和元年の師走。「仙北道」を話題に忘
年会を催し、交流会を「仙北街道を語る
会」とネーミング。共有するふるさとの歴
史を語り合いたい。
toko
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Information

仙人 郷版
横手市斎場使用料の改定について
令和２年４月１日付で横手市
斎場設置条例（平成１７年１０
月１日条例第１６１号）を改正
し、横手市民以外の方の斎場使
用料を次のとおり改定します。
○横 手市民 以 外 の方が令 和２
年４月１日以降に斎場使用許可
を受けた場合
・１３歳以上の者
１体につき ５０，０００円
・１３歳未満の者
１体につき ２５，０００円
・死退治
１体につき １５，０００円
・上肢下肢
１５，０００円

成人に対するAEDを含んだ
普通救命講習会を実施します
■日時
■会場

１月２６日（日）
９：００〜１２：００
湯沢雄勝広域消防本部
３階会議室
３０名

■定員
■その他
筆記用具を持参の上、動きや
すい服装でお越しください。受
講無料。
湯沢雄勝広域消防署救急班
☎０１８３−７３−３１５１

特設人権相談所を開設します
（申込不要・相談無料）
近隣との争いごと、扶養・相
続などの相談を人権擁護委員だ
お受けします。
■日時 ２月14日
（金）
28日
（金）
１０：00 〜１５：00
■場所 湯沢生涯学習センター
秋田地方法務局大曲支局
☎０１８７−６３−２１００
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入浴中の事故にご注意ください！

公共職業訓練実施

寒い時期は、入浴中に意識を
失い溺れるなどの事故が多くな
ります。平成３０年度中の湯沢
雄勝管内における入浴事故は５
８件発生し、そのうち２４名の
方が亡くなっております。事故
の７割以上が１０月〜４月の寒
い時期に集中していますので、
予防を意識した入浴を心がけま
しょう。
【安心安全な入浴法】
○体調が悪いときは入浴を控え
る
○浴室・脱衣所を暖めてから入
る
○湯温は４１度以下で浸かる時
間は５分以内にする
○入浴中に家族で声かけや確認
を
雄勝地域振興局福祉環境部
☎０１８３−７３−６１５５

求職者を対象とする令和２年
度アビリティーコース４月期生の
募集を下記のとおり行っており
ます。
■訓練期間
①②４月２日
（木）
〜９月 30 日
（水）
（６か月）
③４月７日
（火）
〜10 月30日
（金）
（７か月）
■訓練時間
９：２０〜１５：４０
■場
所
ポリテクセンター秋田
（潟上市）
■訓 練 科（定員）
①電気設備技術科（１３名）
②ビル管理技術科（１５名）
③建築 CAD 施工科（１５名）
■募集期間
１月29日
（水）
〜２月26日
（水）
■受 講 料
無料
（テキスト代等は個人負担）
■応募資格
ハローワークに求職申込され
た方で、
新たな技術・技能を身に
つけて再就職を希望される方。
秋田職業能力開発促進センター
訓練課 受講者第一係
☎０１８−８７３−３１７８

２月開催の
スキルアップセミナー
①イチから学ぶフォトショップ
講習
２月６日（木）
・７日（金）
定員：１０名
②JW-CAD 基本操作講習
２月１３日（木）
・１４日（金）
定員：１０名
③木造建築物の組立等作業主
任者技能講習
２月２６日（水）
・２７日（木）
定員：１０名
※別途受験資格要件があります
（１月末締切）
■時間 ９：００〜１６：００
※③は８：50〜１７：10
■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
大曲技術専門校民間訓練支援室
☎０１８７−６２−６３２１

放送大学
入学生募集のお知らせ
放送大学は、２０２０年４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。
テレビによる授業だけでなく、
学生は授業をインターネットで
好きなときに受講することもで
きます。
心理学・福祉・経済・歴史・
文学・情報・自然科学など、約３
００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。
■出願期間
第１回 ２月２９日
（土）
まで
第２回 ３月１７日
（火）
まで
放送大学秋田学習センター
☎０１８−８３１−１９９７

冬季労働災害多発注意報発令中！
「転倒災害」は秋田県内の休業４
日以上の労働災害の約１／４を
占めています。特に１月、２月の
積雪時期に多発しています。以
下の対策で災害を防ぎましょ
う。
◎危険な場所を知り、予防しよ
う！
駐車場、敷地内（歩行中）、出入
口（段差・スロープ等）等８割が
事 業 所 敷 地 内で発 生していま
す。
◎正しく靴 を 選 び 意 識 して 歩 こ
う！
防滑性能の高い靴を着用しま
しょう。
「滑るかもしれない」と
いう意識が重要です。
詳しくは秋田労働局健康安全
課（０１８−８６２−６６８３）
または最寄りの労働基準監督署
までどうぞ。

「Ａターン就職フェア」
を
開催します！
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」を開催します。

予約不要で、服装・入退場自

由ですので、ご家族、お知り合い
の方で就職希望の方がいらっ

しゃいましたら、ぜひお知らせ
ください。

【Ａターン就職フェアｉｎ東京】
■日時

２月９日（日）

１１：00 〜１６：10

■場 所 浅 草 橋 ヒ ュ ー リ ッ ク
ホール

Ａターンプラザ秋田

☎０１２０−１２２−２５５

2020年農林業センサスに
ご協力ください
令和 2 年２月
１日現在で、全国
一斉に “ 農林業
の国勢調査 ” と
いわれる「2020
年農林業センサス」が実施さ
れます。
この調査は、今後の農林業
の政策に役立てるために５年
ごとに実施される極めて大切
な調査です。
令和 2 年１月中旬から農
林業を営んでいる皆様のとこ
ろに調査員が訪問して、調査
票に農林業の経営状況などの
記入をお願いしますので、ご
協力をお願いします。

「あきたのファミリー」

～県民と外国出身の学生
との交流～

県内の大学に通う留学生と県

民との国際交流プログラム「あ
きたのファミリー」の交流会を
行います。留学生とゲームや会

令和２年４月から
喫煙場所の規制がスタート！

話を通じて、身近な国際交流を

健康増進法の改正により、事
業所、工場、ホテル、商業店舗等
は、原則屋内禁煙となり、喫煙を
認める場合は喫煙専用室の設置
が必要となります。
また、
２０歳未満の方は、
従業員
も施設の利用者も喫煙場所に立
ち入ることが出来なくなります。
２０歳未満の方が利用する事
業所、施設、商業店舗等は、屋内
禁煙化への取り組みをお願いし
ます。
秋田県健康づくり推進課
☎０１８−８６０−１４２９

■日

楽しみます。興味のある方はぜ
ひご参加ください。

■場
■定

時

３月７日（土）

１３：30 〜１６：00

所
員

■参加費

秋田市アトリオン

７階 くらしの研修室
４０名
無料

■申込・問合せ先
（公財）秋田県交流協会

☎０１８−８９３−５４９９

【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

２月の心の健康相談日
開催日 ２月10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

自立相談支援事業

東成瀬村巡回相談

日時

２月12日（水）
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
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平成30年５月12日生
田子内／健・夏子さんの長女

「日本で最も美しい村」
連合
に加盟しています。

12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〕
いっぱい食べていっぱい遊んで、毎日パワフルな晴。
ちょっぴりおてんばだけど、元気な晴が大好き。
これからも、かわいい笑顔をたくさん見せてね。
（お父さん・お母さんより）

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461日〜

◎交通死亡事故『０』継続日数
1337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
234日
〜令和元年5月12日より〜

慶弔（敬称略）
◆お誕生おめでとう
菊

地

いおと

庵

仁

直也

男 豊子 手倉

◆ごめいふくをお祈りします

撮影者
広報

【入賞】 「夜の迫川」
伊

藤

利喜雄（岩手県一関市）

令和２年１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.654 Eメールアドレス info@vill.higashinaruse.akita.jp
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橋

助治郎（91）幸寿苑

鈴

木

ト

石

川

清十郎（77）幸寿苑

シ（91）椿台

村の人口と世帯
●人

口

男 1,230人 (− 8)
女 1,285人 (± 0)
計 2,515人 (− 8)
●世帯数 902戸 (− 5)
●出生 １人〔６人〕●死亡 ３人〔41人〕
●転入 １人〔69人〕●転出 ７人〔65人〕
注(

)内は前月比、〔

〕は平成31年4月から

