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「 初めての箱ぞり」

2.13 小学生雪遊び

秀作多数！

第６回東成瀬村写真コンクール受賞者決定！

１月20日（月）、防災情報センターにおいて

「第６回東成瀬村写真コンクール」の審査会
が行われました。

今回は、
「成瀬の四季、人、躍動」という

テーマで、また、
「成瀬ダム部門」を新設し募
集したところ、84点の応募がありました。

どの作品も、東成瀬村の伝統や文化、美しさを

うまく表現しており、審査員の方々は選考に苦慮
しているようでした。

入賞作品は広報の最終ページの「今月の一枚」

欄で順次紹介します。

景観部門
氏

優秀賞

藤江

住

名
健一

石川勘左衛門

所

題

名

岩手県一関市

目覚める白いジュータン

秋田県湯沢市

山里の朝景
新緑への誘い

優秀賞

吉田

慶嗣

秋田県秋田市

入選

村田

孝治

秋田県横手市

天空の温泉宿

入選

木村

東仁

岩手県一関市

白く覆われた世界

入選

佐藤あい子

秋田県秋田市

ネイチャーアート

氏

名

住

題

所

名

最優秀賞

伊藤

栄一

秋田県湯沢市

秋晴れの日

優秀賞

藤江

健一

岩手県一関市

代掻き始まる

優秀賞

原田

司

秋田県秋田市

無心

入選

五十嵐敏紀

秋田県横手市

早春の作業

入選

高橋

信夫

秋田県羽後町

白熱

入選

備前

源一

・東成瀬村長

佐々木

哲

男

・㈱秋田魁新報社湯沢支局長

森

元

季

人

村

山

英

俊

佐々木

慶

子

・東成瀬村芸術文化協会副会長

審査講評
昨年一年間のお休みが入ったことも影響したのか、
応募総数が少なくなって残念ではありましたが、その
内容は想像を超えるハイレベルな戦いとなりました。
なかでも今年新設された「成瀬ダム部門」には見応
えのある作品が並びました。最優秀賞の村田孝治さ
んの夜の工事現場を捉えた「未来の覗き窓」は、見る
ものを異次元の世界へと誘ってくれるような圧倒的な
表現力で審査員全員の心をつかみました。魚眼レン
ズを駆使したテクニックも見逃せません。

氏

白いジュータン」は，ワタスゲが咲き乱れるイワカガミ
湿原の朝焼けに感動する気持ちを素直に表現してい
て好感が持たれました。
生活部門の伊藤栄一さんの「秋晴れの日」は稲刈り
のワンシーンをスナップ。町内総出の稲刈りなので
しょうか、たくさんのご年配の方々がそれぞれの作業
者 のす が す がしい 表 情 。そ の 瞬 間 を 見 逃 が さ ず
シャッターを押した伊藤さんの眼力により、記録写真

住

名

所

題

名

最優秀賞

村田

孝治

秋田県横手市

未来の覗き窓

優秀賞

高橋

信夫

秋田県羽後町

山里新風景

優秀賞

佐々木年子喜 秋田県東成瀬村 ダンプの行進

入選

五十嵐敏紀

秋田県横手市

ダム作業現場の暮れる頃

入選

吉田

慶嗣

秋田県秋田市

わあー、大きい！

入選

高橋

弘

岩手県花巻市

タイヤから覗く

でとどまらず、次世代を担う若者のメッセージ性のあ
る作品へと見事に昇華させました。
最後に、全体的にタイトルの付け方がすばらしかっ
たです。撮る時のイメージやコンセプトがしっかりして
いたからこそ付けられたであろう作品が数多くあり、
着実にレベルが上がってきたとを感じ、選者もうれし
く審査させて頂いたことを付け加えておきます。
審査委員長

小

２

広報

ひとみ

に没頭しています。画面を締めたのが中央の一人の若

秋田県東成瀬村 兄妹

成瀬ダム部門
賞

松

景観部門の最優秀賞の藤江健一さんの「目覚める

生活部門
賞

小

成瀬ダム工事事務所所長

各部門 最優秀賞 １点
優 秀 賞 ２点
入
選 ３点 各部門計６点 合計１8点

最優秀賞

・写真家（審査委員長）

・国土交通省東北地方整備局

審査結果

賞

◎審査員（敬称略）

2020.２

松

ひとみ

芸術文化

第10回なるせ芸術文化祭

−東成瀬村芸術文化協会10周年記念−

２月１６日（日）、地域交流センターゆるるんを会場

に芸術文化協会主催で第１０回「なるせ芸術文化祭」
が開催されました。

村の芸術文化の発展に貢献した４名の表彰が行わ

れた後、ステージ部門では、踊りや民謡、太鼓、絵本の
朗読などが披露され、展示部門には、つる細工、和紙

製品、写真など素晴らしい作品が並びました。今年は

村の芸術文化協会の１０周年記念事業でもあり、特別

令和元年度東成瀬村芸術文化協会
表彰受章者

（敬称略）

＊半 田 ミ チ（手 倉）手倉歌謡踊
＊佐々木 秀 子（肴 沢）あかね会
＊谷 藤

勉 （岩井川）成瀬仙人太鼓

＊古 谷 春 子（田子内）成瀬仙人太鼓

ゲストに八郎潟町より、一日市郷土芸術研究会の秋田
県指定無形民俗文化財「願人踊」をお招きしました。独

特な右手足と左手足を交互に繰り出すリズミカルな

「一直踊」、コミカルな寸劇で会場を盛り上げていただ
きました。また、各団体の講師の先生にも踊りや民謡
をご披露いただきました。来場者は多彩なステージ発

表を楽しんだり、作品を鑑賞したりと芸術文化に触れ
るよい機会となりました。

2020.２ 広報

３

募

集

令和２年度の奨学資金貸付希望者募集

村では、令和２年度における奨学資金の貸付希望者を募集します。貸付を希望される方は、下記の要
領によりお申し込みください。
■貸付対象者
東成瀬村民で「高等学校」
「大学」
「短期大学」
「各種学校」の在学（もしくは入学予定）し、経済的
な理由で奨学資金の貸付を真に希望する方
■貸付期間
その学校における正規の修学年数
■貸付額（月額）
高等学校 20,000円
短期大学 50,000円

各種学校 50,000円
大
学 50,000円

■利

率

無利子

■申込方法
教育委員会にある申込用紙に記入のうえ、必要書
類を添えてお申し込みください。
※必要書類
調書、合格通知の写し、令和元年度納税証明書
■申込締切 ３月31日（火）

令和２年１月

問 教育委員会

☎４７−３４１５

村長の動き

４日（土）村消防団出初式（村民体育館）
６日（月）年頭訓示（山村開発センター）
村議会定例会招集会議
８日（水）秋田県町村会年頭訓示（秋田市）
秋田県総合事務組合年頭訓示（〃）
10日（金）内外情勢調査会（〃）
湯沢市商工会議所新年祝賀会（湯沢市）
11日（土）交通指導隊・防犯指導隊発出式（役場庁舎前）

25日（土） 備前雄一氏叙勲祝賀会（横手市）

16日（木）在京秋田県人新春交歓会（〃）

27日（月） 新秋田に向かって踏み出す会（秋田市）

17日（金）秋田県町村会正副会長会議（秋田市）

20日（月）東成瀬村写真コンクール審査会（防災情報センター）
村農業委員会新春懇談会（ホテルブラン）
21日（火）村農業再生会議（防災情報センター）

26日（日） 農業を語るつどい（ホテルブラン）

29日（水） 主要地方道横手東成瀬線整備促進期成

同盟会要望会（秋田市・横手市・湯沢市）
30日（木） 保証事業秋田協議会定例会（秋田市）
秋田県市町村振興協会理事会（〃）

村商工会新春懇談会（ホテルブラン）

秋田県市町村総合事務組合正副管理者

成瀬ダム振興事業協同組合新春懇談会（〃）

会議（〃）

22日（水）北海道東北六県町村会会長会議（東京都）
23日（木）全国自治協会評議員会（〃）
全国町村会理事会（〃）

広報

村長年頭訓示

14日（火）地方創生市町村長トップセミナー（東京都）

15日（水）秋田県・県内市町村と首都圏企業との懇談会（〃）

４

1.6

秋田県後期高齢者医療広域連合正副連
合長会議（〃）
31日（金） 介護保険・地域包括支援センター運営

都道府県町村会会長会（〃）

協議会（防災情報センター）

全国町村会正副会長交流会（〃）

国民健康保険運営協議会（〃）

2020.２

最優秀賞
のぎまわり
雪庇をおとす︶

まんぶかぎ

スコップを持って

しゃぶろたないで

︵軒まわり

ケイコ

まめだけが なめゃででこねたて ﹁じょんぶでら﹂

めがねあり

勇

姿

元気です︶

︵お元気ですか 名前が思い出せないけど

さがしあぐねだ

優秀賞

出なづきさ

さがしていた

でくのぼう

かかし

めがねがあった︶

︵おでこに

優秀賞

としょればな

おくやみ欄に

目が向く︶

まなぐいぐ

がさがさず

なるせ２番

おくやみ欄に

なでるあばの手

︵歳をとると

優秀賞

されころび

さする母の手

雪

華

がさがさしている︶

︵見事に転んでしまった

優秀賞

雪びゃっこで 今なばいいども あどおかねぇ

いじわるばばあ

あとが怖い︶

︵雪が少なくて 今はいいけれども

優秀賞

４７−２１１９

FAX

☎４７−３４１５

教育委員会

俳句・川柳
仙人の郷流

育
教

−方言活用推進事業−
東成瀬村方言活用推進委員会で募集しました第５回仙人の郷

流「俳句・川柳」は、17名の方より56作品の応募がありまし
た。選考委員会による審査の結果、最優秀賞１作品、優秀賞５
作品が選出されましたので、ご紹介します。

５

2020.２ 広報 ひがしなるせ

年

金

ご存じですか？
国民年金の任意加入制度
なお、老齢基礎年金を受け取るためには保

老齢基礎年金（65歳から受けられる年金）
は、20歳から60歳になるまでの４０年間保険

険料の納付済期間や保険料の免除期間等が

料を納めなければ、満額の年金を受け取るこ

原則として10年以上必要となりますが、この

とができません。

要件を満たしていない場合は、70歳になる

国民年金保険料の納め忘れなどにより、保

まで任意加入することができます。
（ただし

険料の納付済期間が40年間に満たない場合

昭和４０年４月１日以前に生まれた方に限ら

は、60歳から65歳になるまでの間に国民年金

れます。）
また、海外に在住する日本国籍を持つ方も

に任意加入して、保険料を納めることにより、
満額に近づけることができます。
（国民年金の

国民年金に任意加入することができます。
詳しくは、役場民生課またはお近くの年金

任 意 加 入は、お申し出した日からとなりま

事務所にお問い合わせください。

す。）

年金生活者支援給付金制度に
便乗した詐欺にご注意ください
令和元年10月より始まった年金生活者支援

厚生労働省、日本年金機構及び市区町村で

給付金制度に便乗し、厚生労働省、日本年金

は、電話でお客様の口座番号、暗証番号、マイ

機構、または市区町村の職員を名乗る者から、

ナンバー等をお聞きすることはありません。こ

「年金生活者支援給付金の振込口座が使えな

のような電話があっても、口座番号等の個人

いため、新しい口座番号、暗証番号、マイナン

情報を答えることのないようにご注意ください。

バーを教えてほしい。」という不審な電話がか

ご不明な点等ございましたら、お近くの年金

かってきた事例が報告されています。

事務所にお問い合わせください。

民
生
課 ☎４７−３４０４
大曲年金事務所 ☎０１８７−６３−２２９６
６

広報

2020.２

マイナンバー

個人番号カード等の
管理について
個人番号カードや個人番号の通知カード等を、

紛失する方が増えています。悪用の可能性があ
るため、紛失した場合は警察への届出が必要で

あるなど、簡単に再発行することができません。
ご家族や身の回りの世話をしてくれる方と、

なくさず保管して
いますか？

保管方法を相談し、大切なカードをなくさない
よう、十分注意してください。

１

個人番号通知カード

全員に配布されている緑色の紙のカード

※ 顔写真付きの個人番号カードを作った方は、役場に返却しています。

※ 紛失して再発行を希望する場合、警察署に届け出るとともに、再交付申請（手数料500円）が必要です。

２

顔写真付きの個人番号カード

平成２７年以降、申請して作成した人だけが持っています。

身分証明書として使えるほか、村の自動交付機や、自分のパソコンで確定申告をする時に利用できます。
※ 印鑑登録証の機能を兼ねています。

※ 紛失して再発行を希望する場合、警察署に届け出るとともに、再交付申請（手数料800円）が必要です。

３

住基カード

平成２７年以前に申請して作成した方だけが持っています。
顔写真付きの、村で交付したカードです。

※ 顔写真付きの個人番号カードを作った方は、役場に返却しています。

※ 個人番号カードに切り替えの為、現在再発行はできません。有効期限以降の利用を希望される場合は、
個人番号カードの申請をお願いします。
※ 印鑑登録証の機能を兼ねています。

４

印鑑登録証

写真や名前が記載されていない、白いカードです。

村に印鑑登録をしていて、②、③を作成していない人だけが持っています。

※ 印鑑登録証明書の交付を受ける際には、②③④のいずれかのカードが必要です。ご本人が来庁されても、
カードがないと交付を受けることができません。

民

生

課

☎４７−３４０４
2020.２ 広報 ひがしなるせ

７

健康づくり 感染症予防のために自分でできる
ことを考えよう

まだまだ寒い日が続き、感染症の流行の恐れがあります。

日頃から体調を整え、免疫力（病気と戦う力）を高めておき
ましょう。

①水分摂取

②口腔ケア

水や麦茶などの水分を1.2〜1.5リット

ル（成人）摂取することを心がけましょう。

また、3回の食事にも水分が含まれていま
すので、
しっかり食事を摂ることも大切で

す。特に朝は、寝ている間に水分が奪われ

口腔内には、大量の細菌が生息してい

ます。
ブクブクうがい（口の中を洗う）
とガ

ラガラうがい（のどを洗う）や、歯磨きをす

ることで口腔内の清潔を保持しましょう。

ているため、欠食することがないように気

をつけましょう。

③手洗い
正しい手洗いできていますか？

特に外から帰ってきたときは、
十分に手洗いを

しましょう。

④予防接種

予防接種は免疫を持たない人に免

疫を持たせること、免疫の効果を増強

させることを目的に行います。特にお

子さんは必要な時期に予防接種を受け

ることが大切ですので、未接種がない
か母子手帳を確認しましょう。

６５歳以上の方へ
下記の予防接種の実施期間は次の通りです。接種希望の方は、実施
期間内に受けるようにしてください。

●インフルエンザ予防接種：令和２年２月２９日まで

●成人用肺炎球菌ワクチン定期予防接種：令和２年３月３１日まで

８
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農

業

花キ栽培にかける想い

−東成瀬村農業を語るつどい−

１月26日(日)、やまゆり温泉ホテルブランを会場に「令和元年度東成瀬村農業を語るつどい」が開催
されました。
当日は、以前ジュネス栗駒スキー場に勤めていた経験があり、現在指導農業士で活躍している髙橋茂
樹氏（横手市）を講師としてお招きし、自身の農業経営（施設花き栽培）について講話をいただきまし
た。
講話では、冬季でも色づきの良いラナンキュラスを栽培した経緯や苦労など、髙橋氏の周年営農への
意気込みや花づくりにかける想いが語られ、参加者にとっては今後の営農への意欲をかき立てられる良
い刺激となったようでした。

元年産作況指数と２年産米『生産の目安』
元年産米の作況指数は、本村を含む県南は104で「やや良」となりました。カメムシ被害も多かった
年でしたが、北陸を除く西日本の作況は「やや不良」になった影響もあり、秋田県産米の価格は昨年度
より若干上がり高止まりが続いている状況です。
30年産米から、農業者自らの経営判断による需要に応じた生産・販売が行われており、村では農家
等の皆様へは『生産の目安』を提示することでご協力をいただいております。
２年産米については、１月21日（火）開催の農業再生協議会総会において、村全体の米の作付率を
60.9％とする『生産の目安』を決定し、１月下旬に関係する皆様へ通知しました。

『確実な需要』を求めて
国内では、人口減と１人当たり消費量減の影響で、より低

−事前契約の推進−
１人当たり消費量の推計

い需要見通しになっており、２年産米については年間10万ト
ン（約333万袋／30㎏）もの需要減が見込まれています。
米価の下落を招かないため、売れ残りを避け、賢い需要を
つかむことが重要となることから、国では米穀集荷業者（Ｊ
Ａ等）と生産者との事前契約を推奨しています。

全国
で毎年
約10万t
減少

農業再生協議会事務局（役場農林課内）☎４７−３４０６
2020.２ 広報
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なるせダムニュース

成瀬ダム工事事務所

●成瀬ダムの雪の状況は？●
令和２年１月は全国的に記録的な高温となり、降雪量は日本海側を中心に
記録的に少なく、昭和36年（1961年）の統計開始以降１月としては最も少な
かったと気象庁より発表がありました。
例年は３ｍほどの積雪がある成瀬ダム観測所はどのような状況なのでしょ
うか？

積雪深(cm)

成瀬ダム観測所 積雪深(平成30年度，令和元年度)
350

平成30年度

300

令和元年度

250
200
150
100
50
4/24 0:00

4/17 0:00

4/10 0:00

4/3 0:00

3/27 0:00

3/20 0:00

3/13 0:00

3/6 0:00

2/27 0:00

2/20 0:00

2/13 0:00

2/6 0:00

1/30 0:00

1/23 0:00

1/16 0:00

1/9 0:00

1/2 0:00

12/26 0:00

12/19 0:00

12/12 0:00

12/5 0:00

11/28 0:00

11/21 0:00

11/14 0:00

0

令和元年度のデータは２月１２日までですが、１月までは平成３０年度と比
べて１／３程度です。雪深い地域ですが、全国的な傾向と変わらず雪の少な
い状況となっています。
この記録的な少雪で各地の雪祭りにも影響が出ていて、成瀬ダム工事事
務所でも横手市観光協会より協力依頼があり、雪の採取場所として成瀬ダ
ム展望台を提供しました。
地元の建設会社などが地域貢献の一環として、１０ｔダンプトラック２４台
分、２６ｔダンプトラック６台分の雪を運搬しました。

１０ｔダンプトラックへの積込状況

２６ｔダンプトラックへの積込状況

◆東成瀬村写真コンクール「成瀬ダム部門」が決まりました！
入賞作品は役場 防災情報センターに展示されているほか、東成
瀬村ＷＥＢページに掲載されていますのでぜひご覧ください。
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消

防

救命講習会

成人に対するＡＥＤを含んだ
普通救命講習会です。

日時

令和２年３月１５日（日） ９時00分〜12時00分

会場

湯沢雄勝広域消防本部３階会議室

定員 ３０名

受講料：無料（普通救命講習Ⅰの修了証が交付されます）
申し込み方法：電話での申し込みとなります。

申し込み、問合せ：湯沢雄勝広域消防署救急班 TEL:0183-73-3151
※筆記用具を持参の上、動きやすい服装でお越しください。

湯沢雄勝広域消防署救急班 TEL:0183-73-3151 FAX:0183-73-0734 E-mail:yfdh-syo@yutopia.or.jp

駐在所から

爆発物製造事案の未然防止対策

〜爆発物の原料となり得る薬品等の保管管理の徹底をお願いします〜

近年、海外で発生した爆発物を使用したテロ事件においては、手製爆弾が多く使用されています
（平成27年11月〜フ
ランス・パリ同時多発テロ、平成29年５月〜イギリス・マンチェスターのコンサート会場における爆弾テロなど）
。
これらテロで使用された手製爆弾は、市販されている身近な薬品等が原料として悪用されています。こうした薬品に
ついては、工業用として事業所で使用されたり、
また、医薬品や肥料、塗料などの形で家庭などでも使用されています。
手製爆弾の製造は海外に限ったものではありません。インターネット上には爆発物に関する情報があふれており、
日本
国内でも次のような爆発物製造事件が発生しています。

そこで、みなさんにお願いです
薬品・肥料等が手製爆弾の材料として悪用されないための防犯対策をお願いします。
薬品（塩酸、硫酸等）や肥料（尿素等）、塗料（アセトン等）などは屋外に放置せず、
定期的に数を確認するなど保管管理を徹底してください。

紛失や盗難被害に遭った場合は、すぐに警察へ通報してください。

2020.２ 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

スキー教室で楽しみながら
技術が向上しました
上学年の一
回目は天候に恵
まれたものの２
回 目は 天 候 不
良のため，残念
な がら中 止。一
回目も，二回目
も晴天とは言い
が たい 天 候 な
がら，下学年は２
回のスキー教室を実施することがで
きました。
下学年のみんなは，
１回目よ
りもさらに上手になり，元気よく滑り
降りながら，さらにスキー技術を向上
させていました。
今年度は雪不足であったものの，
除雪の方には駐車場等から集めた
雪で，校庭に坂を作っていただくこと
ができました。
１年生はその坂で事前
にスキー練習することができました

し，下学年の休み時間のそり遊び場
として活用することができました。
保護者の皆さん，
地域の皆さん
のご協力のおかげで，
子どもたち
は，
雪国に育つ雪遊び，
冬季スポー
ツの醍醐味を味わうことができまし
た。
ご協力してくださった皆さま，
本
当にありがとうございました。

保育園年長さん
1年算数授業参観
1月２７日
３時 間 目 ，
保育園の
ひまわり組
のみなさ
んが１年生
の授業参
観に来てく
れました。
１
年生は，
園
長先生や
昨年までお世話になった先生方に
見られていることもあり緊張した様
子でしたが，
数直線の数の並び方に
ついて一生懸命学習することがで
きました。
ひまわり組のみなさんが

生 き 生き東中生

『スキー 最高！』
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マイクロビット
トレースカー競技会
1月１９日浅舞公民館を会場に
「マイクロビットトレースカー競技
会」
が行われました。
競技会に出場できる条件は，
昨
年のワクワクプログラミング教室
に参加していることです。本校から
は，
６名が出場しました。車の上部
を自由に創作したデザイン部門と
決められたコースを進むタイムの
２つの部門で審査が行われました。
本校からは，
特別賞に平良陽斗さ
ん，
デザイン賞に菊地慶汰さんが
選ばれ，
賞状を
いただ
き まし
た。

“命”を守ろう！

東成瀬中学校

１月16日(木)と21日(火)の2日
間，1･2年生のスキー教室をジュネ
ス栗駒スキー場で開催しました。
１
月は雪不足だったため，開催できる
かどうか心配しましたが，両日とも
前日から雪が降り，当日は気持ちよ
く滑ることができました。

最初から最後まで真剣に話を聞い
ている様子が見られ，園児の中に
はハンドサインを出しながら，分
かったことをつぶやいている人もい
ました。４月に１年生として入学して
くるのが楽しみになりました。

『生き方講座』第２弾！
１月17日(金)，２年生を対象に
『生き方講座』を開催しました。今
回の講師は校長先生で，演題は「未
来につながる『今』をよりよく生き
よう！！』です。
校長先生は生徒たちに「よりよ
い将来のために，今後必要とされ
る力を付けていってほしい。」と話
をしました。

２月４日(火)，２年生を対象に，
『普通救急救命講習会』を本校の武
道場で開催しました。指導者は，湯
沢雄勝広域市町村圏組合消防署
東成瀬分署署員の方々です。
生徒たちは，署員の方からてい
ねいに実技の指導を受け，
「人を助
けるために自分ができることを行
動にうつしたい。」という気持ちを
もつことができました。

なるせ児童館
おいしい抹茶
ごちそうさまでした！
１月２８日になるせっこ広場で、
「新春お茶会」

が行われました。保育園の年長さんとなるせっ子

の親子がお茶の作法を習い、おいしい抹茶をごち

学童クラブ利用申し込み

そうになりました。指導してくださった方々の服装

令和２年度学童クラブ利用申し込みについて

を醸し出していて、とても落ち着いてお茶を楽し

学童クラブの利用申し込みの締め切りが
２月２８日（金）
までとなっています。締め切り
日に遅れないように申し込んでください。

と茶道具などの本格的なセットが厳かな雰囲気
むことができました。

図書 館 で 野 菜 づ く り の コ ツ を 学ぶ！
1月21日になるせ児童館図書室において、
『図書館で学ぶ野菜づくり教
室』が開催されました。｢現代農業｣でおなじみの農文協出版社から講師を
招き、じゃがいもやねぎの画期的な栽培方法、カラスやモグラ退治のとっ
ておきの裏ワザなどを伝授していただきました。ＤＶＤを上映しながらの
説明に、参加者は熱心にメモを取って学んでいました。春からの野菜づく
りにぜひ生かして実践してみたいと感想が寄せられました。
図書館には今回紹介された野菜づくりに関するＤＶＤや図書がたくさん
ありますので、多くの方に活用していただきたいと思います。

なるせ保育園
自分が好き！
友だちが好き！
東成瀬が好き！

「鬼は外！福は内！」
悪い鬼を退治したぞ！

冷たい雪も何のその！
そり遊びは最高〜！

ボール遊び上手になったよ
５回の教室終了

今年度もボール遊び教室を５回
実施しました。ボールを使いながら
色々な動きに挑戦したり、ゲームで
競い合ったり、応援し合ったりしまし
た。遊びの中で協力して活動するこ
と、ルールを守ることなど沢山のこ
とを学ぶことができました。

2月３日(月)、２月のお誕生会、そ
して節分にあわせて豆まきをしまし
た。自分で 作ったお面をかぶって、
自分の中にいる「なまけ鬼」や「兄
弟げんか鬼」などを追い払いました。
そこへ本物の鬼がやってきて、大
騒ぎになりました。年長さんを中心
にちょっと怖い表情を浮かべながら
も、豆に見立てた紙ボールの嵐を鬼
に浴びせ、見事退治しました。優し
くなった鬼からプレゼントを貰い、
めでたし、めでたし！

2月７日(金)、５歳児がジュネス栗
駒での「ソリ遊び」を行いました。大
自然の中で雪まみれになり、大声で
思う存分笑い、楽しい思い出に残る
一日を楽しみました。レストランで
食べたカレーとフライドチキンも最
高でした。
2020.２ 広報
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Topics

祝！鈴木夫妻、
４年連続アベック入賞！

̶ 秋田県スキー技術選手権大会 ̶〔敬称略〕

２月１日（土）・２日（日）、たざわ湖スキー場で行われた「第４０回
秋田県スキー技術選手権大会」で、東成瀬スキークラブの鈴木洋律
さん・匠子さん夫妻（大柳）が４年連続で入賞しました。
２人は３月に長野県で行われる「第５７回全日本スキー技術選手
権大会」に出場します。

2/8

第２位

鈴木

洋律

◆女子総合

第３位

鈴木

匠子

「白熱！」

（ジュネスカップ

ひろのり

◆男子総合

石綿響選手）

石綿

しょうこ

響さんが総合優勝！

̶ ２０２０ジュネスカップスキー大会 ̶〔敬称略〕

２月８日（土）・９日（日）ジュネス栗駒スキー場において「タケ
ダスポーツ・ネクサス２０２０ジュネスカップスキー大会」が開催されました。
全県から延べ２３８名の選手が参加し、熱い戦いが繰り広げられ、４名のなるせっこが入賞を
果たしました。
◎第１戦：２月８日（土）
ゆ

い

な

つ

◆４年男子

第２位

髙

橋

結

◆５年女子

第２位

鈴

木

菜

◆６年男子

第２位

石

綿

◆４年男子

第１位

髙

橋

結

◆５年女子

第５位

鈴

木

菜

◆６年男子

第１位

石

綿

◆小学校男子の部

石

綿

◆３年男子

谷

◎第２戦：２月９日（日）

響

ゆ

い

な

つ

◎キッズレース：２月９日（日）

雪中田植えに挑戦！
２月１４日（金）、東成瀬小学校を会場に５年生
の児童が雪中田植えを体験しました。
これは「年中行事再現事業」の一つとして毎年
行われており、体育館前の駐車場内に作られた田
んぼに見立てた雪
上に、稲ワラや豆
殻を束ねた苗を植
えて今年の作柄を
占うものです。

14

広報

2020.２

藤

き

月

ひびき

◎総合優勝

第４位

と

人

と

人
き

月

ひびき

響

ひびき

響

みなと

湊

̶ 年中行事再現事業 ̶
また、餅つきをして、ホケチョ餅やメッ
コ餅（繭餅）などを作り五穀豊穣を祈願し
ました。児童たちは、今ではほとんど行わ
れていない年中行事を通じて、ふるさとの
伝統文化に触
れながら有意
義な時間を過
ごしていまし
た。

Topics

ふるさと
への
便り

「在京秋田県人新春交換会」から
しゅうれい

む

ひ

しじゅん

ひら

秀麗無比なる 鳥海山よ…… 至純の郷土と 択かん秋田

今年も高らかに「県民
歌」斉唱。令和２年「在京
秋田県人新春交歓会」が１
月中旬に、東京・西新宿「ハイアットリー
ジェンシー東京」に於いて開催された。
「県民歌の歌詞は４番まであるが、残念な
がら３番以降が歌われることは滅多にな
い」と。昨年の新春交換会で、首都圏秋田
県人会連合会・菊池会長が「県民歌」に思
いを寄せる主催者挨拶をした。その思いを
汲むかのような今年の県民歌。指揮者・佐
藤菊夫さん（秋田市出身）の心遣いを感じ
るリードで１番と４番を斉唱した。
さて「在京秋田県人新春交換会」は、秋
田県と首都圏秋田県人会連合会の共同主催
である。秋田県人会連合会が誇る芸能大会
は、民謡・歌謡・舞踊の３部門の日々研鑽
を競う。なかでも民謡は秋田民謡に限定し
ている。秋田伝統文化を伝える位置づけを
明確に、半世紀以上にも及ぶ行事である。
新春交換会は、その芸能大会・民謡優勝者
の謡（うたい）をオープニングに、県民歌
斉唱、主催者挨拶、国会議員・市町村長紹
介と進む。今年の参加者は、首都圏各地区
県人会・各市町村「ふるさと会」、県出身
の産業経済人、文化人と秋田ゆかりの方々
など約３４０名。乾杯をきっかけに会場は
一気にふるさとモード全開となる。

そのサプライズが新春交歓会で披露され
た。佐竹知事から石山投手に「秋田県スポ
ーツ大使任命証」が手渡された。現スポー
ツ大使の石川雅規投手は石山投手のチーム
メイト。格闘家の桜庭和志選手と秋田県の
スポーツ大使は３名になるそうである。
サプライズはまだあった。大相撲の押尾
川親方（元関脇豪風）が佐竹知事と並んで
登壇した。小柄な力士とは承知していた
が…。昨年初場所限りで引退した元関脇豪
風関。その引退相撲と断髪式が２月１日に
両国国技館で行われると。力士が大型化す
る角界にあって、恵まれているとはいえな
い小柄な身体で、県出身力士最多の幕内通
算５９０勝は、元大関清国関の勝ち星を超
えるという。間近に見る元関脇豪風関は、
その小柄なイメージを払拭するオーラを感
じさせてくれた。
ふるさとに深い関心をもつ。ふるさとの
発展を常に気にかける。それぞれが様々な
関わりをもってふるさとに向き合えば良い
と思う。新春交歓会には、終始、ふるさと
の風が流れていた。
toko

秋田県は新春交換会２日前、プロ野球東
京ヤクルトスワローズ・石山泰稚投手を秋
田県スポーツ大使に任命すると発表した。

なるせ会員の皆様へ

帰郷バスのご案内！

首都圏なるせ会が設立されて３０周年を迎えました。

その記念行事として、５月２２日（金）から２４日（日）までの期間で「ふるさと探勝交流会」を行う予定です。

参加人数３０名より実施する計画となっておりますので、多数のご参加をお待ちしております。

■期日 ５月２２日（金）〜２４日（日）

■内容 村内見学、懇親会など

■費用 ３５，０００円 程度

■申込 ３月２５日（水）まで
役場総務課内 首都圏なるせ会事務局
☎０１８２−４７−３４０１
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Information

仙人 郷版
プレミアム商品券購入期限
のお知らせ
東成瀬村のプレミアム商品券
の購入期限は、
２月２８日（金）ま
でとなっております。まだ、購
入されていない方はお急ぎくだ
さい。
商品券の使用期限は２月２９
日（土）までですのでご注意く
ださい。

「湯沢雄勝広域市町村圏組合
新消防庁舎」自動販売機設置
場所貸付に関する入札
■入札公募に関する広告日
２月１７日（月）
■入札日時
３月１１日（水） 午前１０時
■入札場所
湯沢雄勝広域交流センター
第１研修室
■設置場所
湯沢雄勝広域市町村圏組合
新消防庁舎
■設置期間
令和２年４月１日〜
令和５年３月３１日（３年間）
申込手続き等の詳細は、湯沢
雄勝広域市町村圏組合ホーム
ページをご覧下さい。
湯沢雄勝広域市町村圏組合
総務財政課消防庁舎建設室
☎０１８３−７３−９６９１

１０：００〜１５：００
湯沢生涯学習センター
■申込・問合せ先 秋田地方法
務局大曲支局
☎０１８７−６３−２１００

令和２年度自衛官募集！
次のとおり募集します。
◎幹部候補生
・受付期間（一般）

３月１日（日）〜５月１日（金）

・試験期日
１次試験

５月９日（土）・１０日（日）
２次試験

６月９日（火）〜１２日（金）

・受験資格

２２歳以上２６歳未満の者

◎一般曹候補生
・受付期間（一般曹候補生）

３月１日（日）〜５月15日（金）

・試験期日
１次試験

５月２３日（土）
２次試験

６月２４日（水）〜２９日（月）

・受験資格

１８歳以上３３歳未満の者

◎自衛官候補生
・受付期間（自衛官候補生）

年間を通じて行っております。

・試験期日

受付時にお知らせします。

・受験資格

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。相談は無料
で、申し込みは不要です。
■日時・場所
３月13日（金）・27日（金）
16
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１８歳以上３３歳未満の者

◎予備自衛官補
・受付期間（一般・技能）

１月６日（月）〜４月10日（金）

・試験期日

４月18日（土）〜22日（水）

・受験資格
一般：１８歳以上３４歳未満
の者
技能：１８歳以上国家免許資
格等を有する者
自衛隊秋田地方協力本部
横手地域事務所
☎０１８２−３２−３９２０

横手梅若会
第12回民謡のつどいin鶴ヶ池荘
■日時
■場所
■料金

３月２１日(土)

13：00〜16：00
鶴ヶ池荘

５００円(入浴代込)

■内容 １３：００〜１５：００
会員３０名程の発表会

１５：００〜１６：００
二代目梅若社中ショー

※午後５時から交流親睦会開催

(3月10日まで要予約、
会費5,000円）
事務局・小松田

☎０９０−３１２７−７６７７

自動車の登録手続き
年度末を待たずにお早めに！
年度末、運輸支局の自動車検

査・登録窓口は、例年大変込み

合います。特に３月中旬以降は、

自動車税課税基準日（４月１日）
前に名義変更や抹消登録手続き

を行う方々による駆け込み申請

及び車検車両の増加により大変

混雑し、申請者のみなさんには

長 時 間 お 待 ち いただく状 況に

なっております。

自動車の諸手続きをご予定の

方は、年度末前の比較的混雑の

少ない３月上旬ごろまでに手続

きされますようお願い申し上げ

ます。

東北運輸局秋田運輸支局

☎０５０−５５４０−２０１２

公共職業訓練実施
求職者を対象とする令和２年
度アビリティーコース５月期生
の募集を下記のとおり行ってお
ります。
毎週木曜日には施設見学会も
行っております。
■訓練期間
５月８日（金）〜10月30日（金）
■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）
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
２月28日（金）〜３月27日（金）
■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

ＡＩＡ国際活動助成金
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。
■募集期間
３月１日（金）〜３月31日（日）
■事業実施時期
平成３０年４月１日〜
平成３１年３月１５日
■助成金額
助成対象経費総額のうち上限
８万円
■回数

同一年度につき団体１回、同

一団体による同一事業に対する
助成は３回まで

■申込・問合せ先
（公財）秋田県国際交流協会
☎０１８−８９３−５４９９

申込方法や受験資格の詳しい
内容については、人事院ホーム
ページ又は人事院東北事務局に
お問い合わせ下さい。
人事院東北事務局第二課試験
係
☎０２２−２２１−２０２２

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

秋田県最低賃金が
改定されています
昨年 10 月 3 日から、28 円

時間額「７９０円」
引き上げられ、

界の位置を特定する制度です。

となっております。

っている方、筆界について隣地

たは最寄りの労働基準監督署ま

隣接地との筆界が分からず困

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。

詳しくは秋田労働局賃金室ま

でご照会ください。

秋田労働局賃金室

☎０１８−８８３−４２６６

筆界特定制度に関するお問い

合わせは、以下の問合せ先まで
ご連絡ください。

秋田地方法務局

登記部門筆界特定室

☎０１８−８６２−１４４２
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します。
■採用区分及び申込受付期間
・総合職（院卒者・大卒程度）
3月27日（金）〜4月6日（月）
・一般職（大卒程度）
4月3日（金）〜4月15日（水）
・一般職（高卒者）
6月22日（月）〜7月1日（水）
■第1次試験日
・総合職（院卒者・大卒程度）
４月２６日（日）
・一般職（大卒程度）
６月１４日（日）
・一般職（高卒程度）
９月６日（日）

【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

３月の心の健康相談日
開催日 ３月９日（月）
時

間

場

所

担

当

３月23日（月）
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

３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
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ル
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の
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が
我

半田

こうせい

耕盛

ちゃん

平成30年５月15日生
平良／拓未さん・亜由子さん

「日本で最も美しい村」
連合
に加盟しています。

１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〕
生まれてきてくれて、本当にありがとう。
これからも兄（にい）にいと仲良く遊んでね。
いっぱい笑って、いっぱい楽しんで元気にすくすく育ってね。
（パパ・ママより）

〜平成30年9月27日より無事故492日〜

◎交通死亡事故『０』継続日数
1368日
〜平成28年５月4日より〜
◎無火災記録
265日
〜令和元年5月12日より〜

第６回東成瀬村写真コンクール（景観部門）

慶弔（敬称略）
◆お誕生おめでとう
髙

橋

り

莉

あ

愛

◆おしあわせに
芳 賀 大 樹
真 矢

（

海

女 優奈 大柳
湯沢市
田子内

◆ごめいふくをお祈りします

【最優秀賞】 「目覚める白いジュータン」
撮影者

広報
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佐々木

キ

ヨ（98）幸寿苑

菊

地

貞

吉（87）田子内

鈴

木

ヱミ子（92）幸寿苑

村の人口と世帯
●人

口

男 1,228人 (− 2)
女 1,284人 (− 1)
計 2,512人 (− 3)
●世帯数 902戸 (± 0)
●出生 １人〔７人〕●死亡 ３人〔44人〕
●転入 １人〔70人〕●転出 ２人〔67人〕
注(

)内は前月比、〔

〕は平成31年4月から

