「豪雪地帯へ出動」

1.9〜1.10

陸上自衛隊災害派遣

・・

このマークのついた写真にスマホ
をかざすと写真が動き出す!
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今月号はP1とP20

2021

No.666

12

月村長の動き

年頭のこあいさつ

令和２年

2021年

１日（月）村議会定例会12月臨時会議
５日（土）室谷由紀女流棋士将棋教室（ホテルブラン）
８日（火）村議会定例会12月定例会議（開会日）
９日（水）湯沢雄勝広域市町村圏組合管理者会（湯沢市）
11日（金）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）
12日（土）交通安全住民のつどい（ゆるるん）
14日（月）秋田さきがけ県南政経懇話会（大仙市）
16日（水）村議会定例会12月定例会議（一般質問）
18日（金）村議会定例会12月定例会議（閉会日）
秋田県市町村総合事務組合職員採用二次試験（秋田市）
21日（月）湯沢雄勝広域市町村圏組合議会定例会（湯沢市）
22日（火）第８期介護保険事業計画策定委員会（防災情報センター）
23日（水）村結核予防婦人会研修会（〃）
24日（木）秋田県町村会要請活動（東京都）
28日（月）祝い金支給

新春に当たって
新年明けましておめでとうございます。
穏やかな新年を願っておりました昨年は、雪も少なく過ごしやすい

丑年の新年は、コロナ対策のワクチン接種によって感染が収束に向
かい更には新たな過疎対策法案が次期通常国会で成立することを願い

ものと期待しておったところでしたがとんでもない新型コロナウイル

村の総合発展計画の策定と相まって次の

ス感染症の出現によってすべての社会生活が大きな混乱の一年となっ

時代に向けて村の皆さんのためになる積

てしまいました。今なお収束の見通しがつかない中で、私たち秋田県

極的な行財政運営を目指して着実に進ん

民にとっては湯沢市出身秋田県初の菅内閣の誕生という最大の明るい

で参らなければなりません。

ニュースがありました。
ふるさと納税制度を創設され、内閣官房長官として敏腕を振るわれ

皆さんのご指導とご協力を願って新年
のごあいさつといたします。

地方創生にもご理解の深い総理のますますのご活躍をご期待申し上げ
たいと存じます。
村

２
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豪雪対策本部設置
村では、令和２年12月28日（月）午前10時に「豪雪対策本部」を設置しました。

令和２年12月21日（月）午前９時から「雪害対策部」を設置して雪による災害防止の対応をしてき

ましたが、年末年始の大雪及び寒波のため、「雪害対策部」から「豪雪対策本部」へ移行して今後起こ
りうる災害等に対応することにしました。

令和３年１月７日（木）には防災情報センターにおいて、各地区の
部落長や建設業協会、社会福祉協議会他関係機関による「豪雪対策会
議」を行い、住民生活の安全確保のための災害防止について協議しま
した。
村では住民生活の安全確保のため災害防止に万全を期しますが、住
民の皆様におかれましては雪による事故にあわないようにご注意くだ
さいますようお願いします。

・屋根の雪下ろしは安全対策を万全にし、一人ではおこなわないこと
・屋根からの落雪と流雪溝などへの除雪作業に注意すること
・雪の重みによる倒木での事故に注意すること
・大雪による交通障害や路面凍結などによる交通事故に注意すること
・雪崩の起きやすい急傾斜地などには近づかないこと
・住宅等や建物の出入り口上部の雪庇とつららに注意すること
・ストーブやボイラー等の吸排気管が埋もれないよう除排雪すること
・ホームタンクやＬＰガス器具が雪で破損しないように注意すること
・流雪溝や水路へ雪を投入する場合は周囲の状況を確認すること
・冬場は大きな火事になりやすいので火の元には充分注意すること

田子内積雪グラフ
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東成瀬村豪雪対策本部事務局
☎ ４７−３４０３（平日）４７−３４０１（休日・夜間）
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陸上自衛隊へ災害派遣を要請

東成瀬村において短期間の集中的な降雪により、

住宅や生命への危険性が高まり、１月７日（木）
午後４時に東成瀬村に災害救助法が適用となりま
した。

それに伴い、村では防災情報センターへ避難所

を開設したほか、１月８日（金）には、村からの
依頼により秋田県が陸上自衛隊へ災害派遣を要請
しました。

１月９日（土）より、陸上自衛隊第21普通科

連隊員による村内の倒壊のおそれのある高齢者世
帯等の雪下ろし作業が行われ、早速住民よりお礼
の電話が寄せられたり、雪下ろしの様子を見て安

堵した表情をされている方もいました。同隊員は、
１月10日（日）午後３時45分に対象家屋28戸す
べての作業を完了し、１月11日（月）午前８時
に撤収しました。

陸上自衛隊の皆さん、本当にありがとうござい

ました。

なお、村では引き続き関係機関との連携を図り

ながら豪雪対策を進めて参ります。

2021.１ 広報 ひがしなるせ

５

税

所得税

金

税

国保税

村県民

申告相談の日程が決まりました！
村では、２月５日（金）から３月15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３年度村県民税・国保税申告のしかた」をご確認の上、忘れずに申告を行
いましょう。
なお、来場される際には、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、必ずマスクを着用いただきますようお願
いします。

実

施

日

会

場

対象地域

２月 ５日(金)〜12日(金)

防災情報センター

蛭川・肴沢・下田・平良

２月15日(月)〜19日(金)

地域交流センターゆるるん

入道・岩井川

２月22日(月)〜26日(金)

まるごと自然館

椿台・五里台・手倉

３月 1日(月)〜 2日(火)

成瀬川交流館

谷地〜草ノ台

３月 3日(水)〜15日(月)

防災情報センター

滝ノ沢・田子内・特定者

2月7日、14日、3月7日、14日(日）

防災情報センター

予約者（各日８名まで）

■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
きてください。
医療費控除を受けられる方は、医療費の領収書を集計し、控除の明細書を必ず作成してきてください。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。
■申告相談予約について
申告相談会場の密集を避けるため、２月７日、14日、３月７日、14日の日曜日に限り完全予約制にて申告相
談を実施します。予約を希望する場合には、希望日の４日前までに税務課に電話で予約してください。なお、予
約の状況によりご希望に沿えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
税務課 ☎４７−３４１０

●税務署からのお知らせ●

１

ご自宅から申告できるe-Taxをご利用ください！
新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、ご自宅から申告できるe-Taxをぜひご利用ください！
２ 申告書作成会場への入場には、「入場整理券」が必要です！
申告書作成会場の入場に当たっては、混雑緩和を図るため、入場できる時間枠が指定された「入場整理券」
が必要となります。
入場整理券は、会場で当日発行しますが、LINEによる事前発行も可能です。
３ 申告書作成会場における感染防止対策について
○入場時の検温を実施します。
○マスクの着用、手、指の消毒をお願いします。
○少人数での来場をお願いします。
湯沢税務署 ☎０１８３−７３−５１００

国民健康保険

国民健康保険の医療費通知について
１月末までに、令和２年９月・10月診療分の医療費通知をお送りします。11月・12月診療分の医療費通知は、
３月中に送付予定です。
確定申告の期間までに通知できない11月・12月診療分、および通知書に記載されていないものについては、
別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付する必要がありますのでご注意ください。
民生課
６
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４７−３４０３

健康づくり

免疫力を高めて健康に冬を乗り切りましょう。
免疫力とは、細菌やウイルスなどの病原体から体を守る防御能力のことです。
冬は、寒さや乾燥で免疫力が低下しやすいので、風邪や感染症にかかりやすくなります。

○免疫力が低下する主な要因
・加齢

・栄養の偏り

・睡眠不足

・寒さや乾燥

・ストレスの多い生活

・季節の変わり目の激しい温度変化

・不規則な生活

・喫煙

○免疫力を維持する健康習慣

など

適度な運動………………汗を軽くかく程度の運動は免疫力アップにお勧めです。
規則正しい生活…………起床時間・就寝時間・食事時間を規則正しくすることで自律神経の
バランスが整い、免疫機能を維持します。
バランスのよい食事……食事の内容を見直すとともに、免疫力を高める次のような栄養を意識し
てとることもお勧めです。
積極的にとりたい栄養成分
ビタミンＡ

代表的な食材

にんじん、豚・鶏レバー、ほうれん草など

ビタミンＣ

ピーマン、キウイ、ブロッコリー、レモンなど

発酵食品

納豆、キムチ、みそ、漬け物、ヨーグルトなど

ビタミンＥ

カボチャ、アーモンド、植物油、モロヘイヤなど

児童福祉

冬期間の事故に注意‼
小さなお子さんと外出や雪あそびをする際は、
お子さんから目を離さないようにして次の点に注
意しましましょう。
●木の下や屋根、軒下であそばせない。
●流雪溝に近寄らせない。

●除雪機で除雪する際は周囲に子どもがいないか
確認する。

●駐車場であそばせない。

●車の乗降は安全な場所で行い、降車後は子ども
と手をつないで移動する。

ター

括支援セン

包
子育て世代

施します！

相談会を実

妊娠（不妊）、出産、子育てに関する相談会を
下記日程で実施しますのでご利用ください。

日時：２月10日（水）午前10：00〜12：00

２月24日（水）午後 1：30〜 3：00

場所：防災情報センター１Ｆ（民生課・相談室）
※上記以外でも随時相談を受け付けております。

子育て世代包括支援センター（民生課内）
電話 ４７―３４０５

2021.１ 広報
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消

防

令和３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日に防災情報
センターを会場に開催されました。
令和３年の出初式は新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため規模を縮小し、第１分団長の
総指揮の下、31名で挙行されました。
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

秋田県知事表彰（秋田県消防、水防功労者表彰）
35年以上勤続章 佐々木 喜 広 （第2分団第2部）
鈴 木 清 一（ 第 3 分 団 長 ）
佐々木
純 （第1分団第2部）
30年以上勤続章 佐 藤 一 也 （第3分団第3部）
25年以上勤続章 髙 橋 和 美 （第3分団第3部）
髙 橋 仙 智 （第2分団第3部）
20年以上勤続章 滝 沢 睦 夫 （第1分団第2部）
半 田 秀 之 （第3分団第2部）
佐々木
宏 （第3分団第2部）
佐々木
勤 （第3分団第2部）
菊 地 直 也 （第3分団第2部）
佐々木
悟 （第1分団第4部）
杉 山
彰 （第3分団第1部）

秋田県消防協会会長表彰（秋田県消防協会定例表彰）
10年以上勤続章 佐々木 年子和 （第1分団第4部）
髙 橋 祐 紀 （第2分団第3部）
髙 橋 孝 男 （第2分団第3部）
阿 部
悟 （第1分団第1部）
谷 藤 優 輝 （第2分団第1部）
谷 藤 重 士 （第2分団第1部）
半 田 克 宏 （第3分団第2部）
鈴 木 隼 人 （第3分団第3部）
秋田県消防協会湯沢市雄勝郡支部長表彰
優 （第3分団第3部）
７年以上勤続章 髙 橋
齊 藤 祐 一 （第3分団第2部）
藤 原
覚 （第1分団第1部）
佐々木 福太郎 （第2分団第3部）
髙 橋
俊 （第2分団第3部）
髙 橋 幸 次 （第1分団第1部）
平 良 成 巳 （第1分団第4部）
東成瀬村長表彰
５年以上勤続章 高 橋 和 博 （第2分団第3部）
鈴 木 喜 春 （第3分団第1部）
佐々木 港 平 （第1分団第1部）
無火災女性の会表彰 岩井川地区、椿川地区

（安全を守る女性の会）
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（順不同、敬称略）

年

金

年金委員制度のご案内です
日本年金機構では、公的年金制度と国民の皆さまとの橋渡し役を担っていただく、年金委員を募集し
ております。
年金委員は、厚生労働大臣の委嘱により、会社や地域において公的年金制度の啓発・相談・助言など
の活動を行う民間協力委員です。
活動内容は、自治会や町内会での公的年金関連のパンフレットの配布や近隣の皆さまへの各種手続き
の助言・相談です。活動に係る経費は日本年金機構が全額負担し、年金制度改正等の研修会に無料で参
加することができます。
公的年金制度について広く国民の皆様に知っていただく活動にご協力いただける方をお待ちしており
ます。

問 大曲年金事務所

総務課

電話

０１８７−６３−２２９６

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３年度分の加入受付が２月1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）

交通災害共済
◇掛 金
◇共済金

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
800円
通院１日

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３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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2021年

年頭のこあいさつ

コロナ禍の授業
皆様新年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。

「そうなるのはどうしてだろう」「どうし
たらいいだろう」などと考えていくことを

本村の学校では、探究型と言われる授業を

大事にしています。今後とも、なるべく多

行っています。この授業は、解決すべき課題

くの子どもたちがいろいろな考えを発表し、

に対して一人ひとりが自分なりの考えを持
ち、それを発表し、次に発表した事について

思考が深まるように工夫しながら授業を深め
ていきたいと考えております。

みんなで話し合い、考えながら解決策を明ら
かにしていくというものです。話し合いは、
隣同士や何人かのグループで行うのが通常の
形です。ところが、コロナが発生してからは
３密を防ぐ意味からその形はほとんど行わな
いで、全員が一斉に黒板に向かって行う学習
を多く取り入れております。このやり方にお
いても、一人ひとりが自分の考えを発表し、
他人の考えと違う点や同じ点などに気づき、

教育長

鶴

飼

孝

村内公共施設の運営状況

交流施設

体育施設

文化施設
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施設名

運営状況

山村開発センター

通常運営

地域交流センターゆるるん

規制期間

規制内容

開始日

終了日
−

−

規制運営

1月13日

2月7日

村内在住者に限り使用可能

休館

−

−

−

農村交流センター

規制運営

1月13日

2月7日

村内在住者に限り使用可能

村民体育館

規制運営

1月13日

2月7日

村内在住者に限り使用可能

中学校体育館

規制運営

1月13日

2月7日

村内在住者に限り使用可能

まるごと自然館体育館

規制運営

1月13日

2月7日

村内在住者に限り使用可能

ふる里館

規制運営

1月13日

2月7日

村内在住者に限り入館可能

まるごと自然館

規制運営

1月13日

2月7日

村内在住者に限り入館可能

成瀬川交流館

2021.１

−

駐在所から

スリップ事故の防止 〜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

ゆったり

ゆとり
ゆだん
たいてき

〜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。

〜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。

〜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。

広域消防

【豪雪】湯沢雄勝広域消防本部からお知らせです！
○道路状況の悪化により、救急車を要請してから、現場到着するまでの時間に遅れが生じています。ま
た、積雪により普段より消防車等の緊急車両が見えにくく、サイレンも非常に聞き取りにくくなりま
す。特に緊急車両を確認した際は十分注意をお願いします。
○消防職員、消防団員により消防水利の除雪が実施されています。地域の皆様にも、近くの消火栓、防
火水槽の除雪にご協力をお願いします。
○屋根の雪下ろし、除雪には十分気をつけて、必ず複数名で行って下さい。また、屋根からの落雪や除
雪作業に伴う、ガス配管や灯油用屋外配管を損傷する危険性が非常に高くなっています。配管の位置
をいま一度確認してください。
○大雪により、災害時の避難に支障がないよう、玄関の他、裏口などの避難口の確保に努めて下さい。

湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部予防課
☎ ０１８３−７３−３１６８
2021.1 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。
成瀬ダムでは、昨年7月からダム本体の打設において
ブルドーザーなどの建設機械の自動化施工（無人の建設
機械がプログラムに沿って動く）が始まりました。それらの監視などは、工事現場とは思え
ない「おしゃれな」管制室から行っています（写真－１）。また、建物の1階は土木の未来を
体感できる広報施設（写真－２）になっており、タブレット越しに建設機械やダム本体の映
像が現れる仕掛けもあり、子供から大人までとてもワクワクする内容になっています。ここ
東成瀬村で全国的に見ても最先端の工事が進んでいます。
写真－１

写真－２

一方、昨年はコロナ禍において、様々な面で対応を迫られました。成瀬ダムでも県内入
りする前2週間の体調管理や各場面での3密の回避などを行っており、引き続き、受発注
者で連携して感染拡大防止対策に取り組んでまいります。
広報活動については、見学会は新型コロナの影響で実施期間が短かったものの、前年
度の約6割にあたる1300人以上の方が参加されたほか、11月の村内のホテル宿泊者を
対象とした夜の現場見学会では、参加者募集当日の午前中で定員に達しました。また、
現地に来られない方向けに360°カメラの画像で現場を疑似体験できる「バーチャル見学
会」をウェブサイトに掲載しました。今年も、状況に柔軟に対応しながら広報活動に取り組
んでまいります。
現場従事者は、昨年はピーク時に765人（一昨年は770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、ご迷惑をおかけしますが、村役場とも情報を密にし、安全協議会等も通じて影響
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、今年も、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・ご協力をよろしくお願いいたします。
成瀬ダム工事事務所長 村山 英俊

2021.１ 広報
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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

年中行事「大黒様」12月11日

2年生は
「大黒様」の体験をしまし
た。大黒様には，
「 豆料理，
二股大根，
御神酒，
米俵３俵，
お水」
をお供えして
拝みます。そのあと，
大黒なますをみ
んなでいただきました。

12月の大雪に大喜び
12月14日から降り続いた雪は辺り
一面を銀世界にかえ，
校庭には大き
な雪山ができました。子どもたちは休
み時間になるとスノーウエアに帽子・
手袋と完全防寒をして外に出かけて
いきます。例年，
低学年が主となって

東成瀬中学校
生 き 生き東中生

管楽四重奏 銅賞！
12月20日
（日）
，
湯沢文化会館大
ホールで，
全日本アンサンブルコン
テスト第43回秋田県大会県南地区
予選湯沢雄勝大会が開催され，
吹
奏楽部の４名が管楽四重奏に出場
しました。
演奏曲は
「ノクチルカ 光を宿す
暗闇の欠片
（作曲／宮川成治）
」
で
す。顧問の阿部香教諭は，
「４人は今
できる演奏を披露することができ
た。この演奏は次につながる。」
と
振り返っています。

〈17日（木）の激励会〉
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いた雪遊び
ですが，
今年
度は高学年
の姿も混じっ
ています。雪
の 坂を滑り，
雪山からジャンプし，
雪に飛び込み大
喜びです。長靴の中に雪が入って，
し
もやけにならないか少し心配なとこ
ろもありますが，
まずは，
雪国の子ど
もたちにしか味わえない楽しさを十
分に味わってほしいと思います。
（令
和3年1月は雪山がさらに大きくなっ
ています。）

それぞれのお楽しみ会
12月
24日，25
日は各教
室で，
お楽
しみ 会 が
開かれていました。どの学級も，
事前
に学級での会議を行い，
議題に沿っ
て，
何をするのか，
どんな約束にする
のかなどについて，
話し合いを行った
上でのお楽しみ会でした。

体育館を
使ったボー
ルゲームや
教室での
カードゲ ー
ム ，み ん な
からの出し物など，
各クラスの特色が
出ている楽しい時間になっていたよ
うです。

誰にプレゼントするのかな

１・2 年 生
は，
ALTのベ
ン 先 生と一
緒 にとび 出
す仕 組 みを
使 っ た クリ
スマ スカ ー
ドを作りまし
た。ツリーに
シー ルや 折
り紙 で 飾 り
を付け，
そし
て，
「メリークリスマス」
は，
もちろん英
語で書きました。低学年が作ったとは
思えない完璧なとび出すクリスマス
カードができあがりました。

みんなで考えよう！
12 月２日（水），第２回生徒総会
が開催され，生徒会専門委員会の
前期活動報告と後期活動計画が発
表されました。

今後も，生徒の手による委員会活
動や生徒会行事の開催をめざします。

熱戦 バスケ！
12月18日
（金）
，
校内球技大会を
開催しました。全校生徒が赤，
青，
白
の３チームに分かれて，
保健体育の
授業で学習したバスケットボール
のゲームを楽しみました。

専門委員長の発表後，フロアの
生徒から委員会の活動に質問や要
望が出されました。

なるせ児童館
新春「書き初め会」

〜良い年でありますように〜
１月５日、書道教室に参加している
子どもたちによる
「書き初め会」
が行
われました。希望に満ちた
「お題」
に取
り組み、力強い作品を仕上げる子ど
も達の前向きな姿に、明るい春の到
来を願うばかりです。

冬休み中の学童クラブ
〜コロナ対策と共に〜

冬休み中の学童クラブでは、
何か問
題が起きても、
上の学年が下の学年
の面倒を見てくれたり、
同じ学年の子
ども達がコミュニケーションの橋渡し
をしてくれたり、
自分たちで解決でき
ている光景が多くみられました。今後
もコロナ対策を徹底しながら、
勉強や
遊びを工夫して取り組んでいきます。

▼てづくり毛糸ボー
ルで
「ボッチャ」
に挑戦
（田子内学童クラブ）

▲折紙で「だるま」を
製 作（ 岩 井 川 学 童ク
ラブ）

「なるせっ子広場」
〜絵手紙を書き初め〜

１月１２日
（火）
絵手紙に挑戦しました。
心温まるメッセージと共に、新年が良い
年となるよう思いを込めました。

なるせっ子広場
毎週火曜（月３･４回）
午前10時～11時半
なるせ児童館（育成室）

なるせ保育園
自分が好き！
友だちが好き！
東成瀬が好き！

ボール遊び教室は楽しい！
横手ＦＣの佐藤コーチが来園

ブログ更新中

なる仙サンタさん今年も来園！
なる仙サンタさんが今年もプ

し、ボールを使った色んな遊びを

レゼントを届けてくれました。商工

みにしています。

ざいます。

教えてくれています。みんな楽し

会青年部のみなさんありがとうご

新しいＡＬＴの先生です！
１２月からＡＬＴとしてベン先生が
来ています。英語で読み聞かせや
ゲームで楽しくふれあってくれてい
ます。
ひまわり組のみんな、とっても
楽しそうです。

2021.１ 広報
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み んなの 広場

Topics

キッズレース出場者募集！
今年もジュネス栗駒スキー場で開催されるジュネスカップスキー大会
に併せ、小学１年生から３年生を対象にキッズレースを開催します。
どなたでも参加できますのでお申し込みをお待ちしております。

■開催日

２月２７日（土）

■種目

大回転１本制

■申込期限 ２月１７日（水）
■表彰

各学年男女別に
１位から６位ま
でを表彰します。

■参加料

「村の安全を願って」

１，５００円

（1.４ 消防団出初め式）

問・申込

村体育協会（教育委員会内）☎４７−３４１５

年の瀬朝市賑わう！
１２月２８日（月）、役場前車庫において年の瀬朝
市が開催されました。新型コロナウイルス感染防止の
ため、例年行っていた甘酒の提供などはできませんで
したが、平良カブ等特産品の他、ピザも数量限定で販
売されて大変好評でした。
マスク着用など感染防止対策へのご協力ありがとう
ございました。

東成瀬村宿泊施設応援キャンペーン実施中！
お一人様１泊あたり（1泊2食付宿泊）４，
０００円助成します！
■期間 令和３年２月２８日（日）まで
■利用方法（特別な手続きは不要）
①対象となる宿泊施設に直接予約し、宿泊する
②宿泊料金精算時に助成額を差し引いた金額を施設に支払う
※現地での精算分のみ対象（事前決済は対象外）となります。
※東北6県と新潟県の居住の方に限ります。
※対象地域は、新型コロナウイルスの感染状況等により、変更する場合がございます。

■対象宿泊施設
・なるせ温泉東仙歩
・ペンション
・民宿

きのこ小舎

山野荘

・グルメペンション
・やまゆり温泉
16
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お山の大将

ホテルブラン

椿川字真戸30-1

☎０１８２−４７−３１８１

岩井川字川通28-8

☎０１８２−４７−２２５５

岩井川字合居3-9

☎０１８２−４７−２３６８

岩井川字沼又59-40 ☎０１８２−４７−３７１５
椿川字柳沢39-7

☎０１８２−４７−３１０４
企画課

☎０１８２−４７−３４０２

ふるさと
への
便り

異文化の21年（後）

駐在期間1987-2008

「車社会の国」

た。教育委員会と学校の寛大な配慮には大変

1936年の主な国の年間自

感謝している。家庭でも家庭教師を付けた言

動車生産台数は、米,446万、英,46万、独

葉の教育が１年間続いた。１年後には子供達

,21.7万、日本は1.2万台と、当時から車社会

の方が遥かに言葉を覚えた。高校を卒業する

が既に始まっていた。資源の豊富さと工業技

頃はかなりの語彙が増えていたが、子供達

術の進歩で国力が解る。車の需要から高速道

は、歴史、文化、地名、法律、習慣のことな

路が良く整備され、市街を離れると、車間距

ど、現地で生まれて育たないと、なかなか理

離は300〜500ｍ間隔が普通である。疲労

解できないことがあると言っていた。

度が少なく高速料金は無料、良く車で家族旅

北部と南部の発音や表現にも違いがある。

行をした。交通マナーも非常に良く、市街池

OH工場から米人を連れて行ったが、その米

に４WAY（４方向全てに一時停止標識があ

人が「何を言っているか解らない」と何度も

る）という優先の無い交差点がある。先に交

聞きかえしていたことが頻繁にあった。

差点に入っているのに「どうぞ」と合図をし

2008年に帰国、工場担当者として着任す

てくれる。マナーの良さは世界一かも知れな

ると、外国籍の派遣者が大勢働いていた。朝

い。

のミーティングを、日本人も外国人も一緒に

アメリカは16歳から自動車免許が取得で

なって毎日行っている。18年間日本で働

き、高校生でも車通学ができる。車は生活必

き、普通の会話ができるという外国人リー

需品で1人1台が基本、車が無いと仕事が出

ダーに、どの程度解るかを聞いて見た。する

来ない交通環境である。年間販売台数は

と、専門用語や言い回し方で半分位と返事を

1,700万台（日本520万台/2019年）と国

された。他の人の理解はどうかと聞くと…。

の基幹産業である。

ほとんど解らないであろうと言う。今、外国
人がたくさん生活している。異文化の中での

「言語と教育」

仕事や生活の不便さが想像できる。また日本
人の苦労も理解できる。仕事の業種が違う

義務教育は６・３・３制で高校まで義務に

と、実際の作業等を伝えようとしても理解し

なっている。スクールバスが自宅前まで来て

にくいだろうと。よって、文化、習慣、国土

くれた。駐在者の子供は、幼稚園から高校２

事情の違いを書いてみた。これも大国の一部

年生までの8人。1988年3月末に一緒に渡

であると思う。

米、その1週間後には全員が現地の学校に入

谷

藤

信

男

学、初めて外国人を受け入れたとの事であっ
た。
学校は一年間、毎日、最終時限をマンツー
マンで、言葉の教育と宿題の指導をしてくれ

2021.１ 広報
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Information

仙人 郷版
広報12月号でお知ら
せしていました２月３日
（水）の「全村女性のつど
い」は延期されました。

湯沢雄勝広域市町村圏組合
「建設工事等入札参加資格
審査申請」及び「物品購入
等入札参加資格審査申請」
の受付について
令和３・４年度に組合が発注

する建設工事等及び物品・役務
の提供について入札参加資格審
査を受け付けます。

競争入札等に参加を希望する

方は、次により申請して下さい。
○建設工事等
建設工事、コンサルタント業務
○物品購入等
物品の買い入れ、製造の請

負、修繕、改造、物品の売り払
い及び役務の提供
■受付期間

１月２２日（金）〜

３月１５日（月）※土日祝除く

■申請方法

湯沢雄勝広域市町村圏組合

HP

(ht tp:// w w w.yutopia.or.jp/~yokoiki）
■有効期間

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

■場所

■場所

る方

１０：００〜１５：００

湯沢生涯学習センター

（※2/26湯沢市青少年ホーム）

■主な対象者

湯沢市・羽後町・東成瀬村の方
秋田地方法務局大曲支局

☎０１８７−６３−２１００

ＬＰガスをご使用の皆様へ
降雪期は、屋根からの落雪な

どにより、雪害事故が発生する
ことがあります。雪下ろしや除
排雪作業を行う際は、ＬＰガス
設備を破損しないよう注意しま
しょう。

◇屋根からの落雪があった時

は、ガス設備の確認をお願い
します。

◇雪下ろしの際は、隣家のガス
設備にもご注意ください。

◇緊急時に容器バルブを閉止で
きるよう、ガス設備の周辺の
除雪をお願いします。

湯沢雄勝ＬＰガス協議会事

務局（株式会社髙田屋内）

☎０１８３−７３−８１２０

①イチから学ぶフォトショップ
講習
２月１６日（火）・１７日（水）
定員：１０名

②木造建築物の組立等作業主任
者技能講習
18
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（１月末締切）

■日時 ２月１２日（金）２６日（金）

お受けします。

湯沢雄勝広域市町村圏組合
☎０１８３−７３−９６９１

※別途受験資格要件があります
■時間 ９：００〜１６：００

２月開催予定の
スキルアップセミナー

総務財政課財政会計班

定員：１０名

続などの相談を人権擁護委員だ

令和３・４年度の２か年度

■申請先・問合せ

２月２４日（水）・２５日（木）

※③は８：５０〜１７：１０
大曲技術専門学校

■受講資格

現在お勤めしてい

■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

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６日（火）〜
９月３０日（木）
③４月６日（火）〜
１０月２９日（金）
■訓練時間
９：３０〜１５：４０
■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（15名）
②ビル管理技術科（15名）
③建築CAD施工科（導入訓練
付）（10名）
■募集期間 １月２９日（金）
〜２月２２日（月）
■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

福祉サービスに関する苦情
解決をお手伝いします
「思っていたサービスの内容と
違う」「詳しく説明してくれな
い」など不満や要望を、ご利用
の事業所に話しにくいときや、
話し合ってもなかなか解決しな
いときは当委員会にご相談くだ
さい。

秋田県運営適正化委員会

☎０１８−８６４−２７２６

第２１回全国障害者スポー
ツ大会（三重大会）個人競
技の選手選考方法「推薦応
募制」
新型コロナウイルス感染症の

感染拡大に伴い、来年度開催の
第２１回全国障害者スポーツ大
会（三重大会）予選大会を実施
できなかったため、特例として
推薦応募制による選手選考を行
います。

■申込方法
①参考となる自己記録・結果を
記載した推薦応募書類をもと
に選考

②身体・知的障害者は市町村障
害福祉担当主管課、精神障害
者は地域振興局福祉環境部

（秋田市民は秋田市保健所）
から推薦書類を受け取り、提

１０月２１日（木）〜２６日（火）
☎

（一）秋田県障害者スポーツ協会

０１８−８６４−２７５０

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。

石綿による疾病は、石綿を

吸ってから非常に長い年月を経
て（例えば、中皮腫の場合、潜

伏期間は20〜50年よいわれて
います。）発症することが大き
な特徴です。

お心当たりのある方は、
秋田労働

局労災補償課
（☎018-883-4275）
又はお近くの労働基準監督署に
ご相談ください。

隣接地との境界が分からず

困っている方、境界について隣
地の所有者と意見が一致せず

困っている方は、筆界特定制度
をご利用下さい。

筆界特定制度に関するお問い

合わせは、以下のお問い合わせ
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

その病気、その症状は石綿が
原因かもしれません
・ご家族に、肺がんや中皮腫な
どで亡くなられた方はいませ
んか？

・息切れ、胸が苦しいなどの症
状が出ていませんか？

石綿による疾病と認定された

場合、各種給付を受けることが
できます。

【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
開催日 ２月８・22日（月）
時 間 9：30〜11：30
場 所 東成瀬村国保診療所
相談室
担 当 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９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

出する。

③学校在学生、施設利用者（入
所・通所問わず）は市町村窓

口での対応はしないので、そ

れぞれの所属先へ確認するこ

と。ただし、令和３年４月より
在宅の場合は②で対応する。

■提出期間

４月１日（木）〜５月７日（金）
■大会派遣期間
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平成31年４月22日生
岩井川／健太・香織さん

「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〕

〜平成30年9月27日より無事故827日〜

色んなことができるようになって、おしゃべりも
お歌も好きになって、お友達もできたね
これからもいっぱい元気に大きくなろうね！(家族みんなより)

❤

◎交通死亡事故『０』継続日数 1703日
〜平成28年５月4日より〜
◎無火災記録
200日
〜令和２年6月15日より〜

第６回東成瀬村写真コンクール（生活部門）

慶弔（敬称略）
◆お幸せに
佐々木

優（肴沢） 未来（山形県上山市）

◆ごめいふくをお祈りします
佐々木

昭
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村の人口と世帯

撮影者
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一（秋田県東成瀬村）

令和３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.666 Eメールアドレス info@vill.higashinaruse.akita.jp
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●人

口

男 1,261人 (− 4)
女 1,258人 (− 2)
計 2,519人 (− 6)
●世帯数 972戸 (−1)
●出生 ０人〔７人〕●死亡 ４人〔39人〕
●転入 ４人〔93人〕●転出 ６人〔49人〕
注(

)内は前月比、〔

〕は令和２年４月から

