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感謝の思いと希望を胸に
オリンピック聖火リレー

※村代表聖火ランナーは佐々木桂氏（岩井川出身）※詳細Ｐ16

６月８日

●今月号の主な内容●
P2〜3
P4〜6

新型コロナウイルス対策関連情報
行政報告

P16〜19

みんなの広場

新型コロナウイルス対策関連情報
低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外）事業
児童手当及び特別児童扶養手当（令和３年

４月分）受給・非課税者
②

新規児童手当及び特別児童扶養手当（令和

３年４月から令和４年３月分）受給・非課税者
③

①②以外の平成15年４月２日から平成18年

４月１日生まれの児童を養育する非課税者
④

感染予防対策への負担が大きい住民税非課税世
帯及び子育て世帯へ生活応援商品券を支給します。
◆支給対象者

◆支給対象者
①

新型コロナウイルス対策応援事業

①〜③の養育要件に該当する令和３年１月

以降の家計急変者で非課税者と同等の方

◆支給額

児童一人当たり

◆申請手続き

５万円

①住民税非課税世帯の世帯員

②児童手当（令和３年１月分）受給者世帯の対
象児童（公務員・特例給付対象者を除く）

◆支給額

一人当たり１万円分の商品券

◆申請手続き

６月下旬から対象者へ申請書の送付
７月から申請受付
村より商品券発送

◆商品券使用期間

８月から１月まで

民生課

☎47-3405

企画課

☎47-3402

①~③の対象者へ案内文を送付
④の申請受付７月〜２月（審査後に随時支給）
民生課

☎47-3405

リモートワーク環境整備支援事業
村内企業が実施するテレワークやＷＥＢ会議等

応援クーポン券事業
外出自粛等を余儀なくされた村民への生活支援
と消費喚起による村内経済活性化を図るため、東
成瀬村応援クーポン券を発行します。

◆村住基登録者（５月末）へクーポン券を発行
（発行日までに転出等した場合は対象外）

◆クーポン券

一人１万円（村内全店舗共通券５

の環境整備を支援します。
◆補助要件

ネットワーク経由で業務を実施し、

業務効率化や生産性向上、新たなサービス提供
等を行う事業であること。

◆補助対象経費
整備費

①機器導入費

③ソフトウェア導入費

◆補助率

②ネットワーク
④コンサル費用

９/10以内（限度額30万円）

◆申請期間
企画課

７月から11月まで
☎47-3402

千円、飲食店・食料品小売業限定５千円）

◆実施期間

８月から１月まで

生活用品支援事業

※応援クーポン券事業に参加する村内の取扱店
を募集します。希望される事業者は、企画課
へお申し込みください。
企画課

☎47-3402

コロナ禍に伴う経済的な理由により、生理用品
の購入ができない村民に対し、生理用品を無償で
支給します。
◆支給品
◆期間

一人につき生理用ナプキン２種類
（昼・夜用）１セット
７月から３月まで

民生課

☎47-3405
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公共的空間安全・安心確保事業
◆事業費

440万円

村有施設の感染防止対策として、山村開発セン
ターの空調設備工事と観光施設等のサーモグラ
フィカメラ備品を整備します。
総務課

地産消費拡大事業
◆事業費

消費が減退している村内加工食品等の消費拡大
を図るため、村内の小・中学校及び保育園の給食・
おやつ用の食材を供給します。

☎47-3401

農林課

☎47-3406

ＷＥＢ会議等環境整備事業
◆事業費
るため、環境整備を行います。
☎47-3401

秋田県の支援事業
県では、宿泊施設を対象に、新型コロナ感染防
止を目的とした物品購入等への補助事業を実施し
ています。
◆対象者

秋田県内において旅館業法の許可を受けて営業

する宿泊施設

◆対象となる経費

新型コロナ感染防止を目的とした物品の購入や

設置等にかかる経費
※事業の詳細は、県観光戦略課ホームページでご
確認ください。
https://www.pref.akita.lg.jp/
pages/archive/58029

３
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防災対策事業

428万円

庁舎等のリモート及びオンライン会議に対応す
総務課

100万円

◆事業費

88万円

災害時の避難場所における感染拡大防止のため、
段ボールベッドを整備します。
民生課

☎47-3405

新型コロナワクチン接種について
６月 21 日（月）から、65 歳から 74 歳までの
方の接種が始まっています。予約をしている方は、
忘れずに接種を受けるようにしてください。
◆接種時の持ち物

接種券、予診票、本人確認のできる書類（免許証、

保険証、マイナンバーカードなど）、お薬手帳
※マスク着用で、肩の出しやすい服装でおいでく
ださい。
※65 歳以上の方で、接種の予約をしておらず、
接種を希望する場合は、診療所にご相談くださ
い。（相談先
民生課

診療所

☎47-3405

☎47-2308）

新型コロナ対応交付金事業に
４千万円の追加補正
︵全文掲載︶

みちのくコカ・コーラボト
リング株式会社との協定の
締結について
４月９日︑みちのくコカ・コーラ
ボトリング株式会社と﹁災害時にお
ける飲料の確保に関する協定﹂を締

歳以下の方に対

あり︑ワクチンの供給状況によりま

然災害に対応するため︑災害発生時︑

では︑突発的に発生する大規模な自

みちのくコカ・コーラボトリング

結しております︒

すが︑８月中には

へのワクチン接種は終了する予定で

する接種を開始できるよう準備を進

段階引き上げられております︒特に

対応地方創生臨時交付金の地域経済

一方︑新型コロナウイルス感染症

実強化を図る必要があることから︑

村としても災害物資の供給体制の充

できる体制づくりに取り組んでおり︑

員の方には︑今年度も引き続き活動

県内における警戒レベルは５段階
で︑５月９日に秋田市がレベル４︑
めてまいります︒

５月の県内感染例は秋田市を中心に

対策分となる宿泊助成事業は︑５月

内容は︑村内において地震︑風水

２７８例と急増し︑５月末現在で７

千円の利用となっております︒事業

害︑その他の災害が発生︑又は発生

活動を通じて地域の方々と接する

していただくこととしており︑現在

村では︑４月

は７月までとしておりますが︑村内

の恐れがある場合に︑飲料の確保に

機会も多くなると思いますので︑暖

今回の協定締結に至りました︒

日に第４回の対策本部会議を開催

における宿泊施設の予約状況は好調

ついて協力を要請するものでありま

す︒

は８名の隊員が活動を行っておりま

し︑ワクチン接種への対応と地方創

とのことから︑補助金を６００万円

かい御支援と御協力をお願いいたし

日に第３回︑５月

生臨時交付金事業の内容などについ

す︒

ます︒

日で終了しました︒

ら診療所︑幸寿苑等の施設で行い︑

ルス対策生活応援事業﹂に約７８７

円︑県事業となる﹁新型コロナウイ

名になる見込みと申し上げておりま

隊は︑３月定例会議の行政報告で６

今年度に着任する地域おこし協力

り︑前年度に対し︑件数で

８４件︑２５１万５千円となってお

ふるさと納税は︑５月末現在で３

ふるさと納税関連について

１回目は５月

万円の補正予算を計上しております

したが︑４月に着任した隊員は４名

額で

また︑このほか８事業に約４千万

接種者は５０５人で︑２回目は５月

で︑１名は本人の都合により着任が

す︒

歳から

万５千円の減となっておりま

27

う努めてまいります︒

を講じ︑納税額の増加につながるよ

今後︑返礼品を充実するなど対策

93

日から始まっております︒

次のワクチン接種は

また︑昨年度に着任した４名の隊

件︑金
ので︑よろしくお願いいたします︒

遅れており︑もう１名からは︑残念
す︒

引き続き︑県や関係団体と連携を
密にし︑ワクチン接種の円滑な実施

21 65

日から行う

歳

までの方を対象に６月
付けております︒

74

28

これにより７月中には高齢者の方

た︒

ながら辞退の申出があり承認しまし

地域おこし協力隊について

追加する補正予算を計上させていた
日か

だきました︒

て協議を行っております︒

末現在で２７０１件︑１０５９万９

64

と感染予防の徹底に努めてまいりま

10

予定とし︑６月２日から予約を受け

歳以上の方等を対象に５月

村における最初のワクチン接種は

26

５８例となっております︒

地域住民に対し飲料水を迅速に供給

秋田市以外はレベル３とそれぞれ１

新型コロナウイルス感染症
関連について

行政
報告
19

75

31

４
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第４回定例会

令和３年

今冬の豪雪は︑一時﹁

豪雪﹂を

村消防訓練大会の中止について

国民健康保険について

表者︑消防︑警察︑村建設業協会及

ンプ操法の部﹂に限った村消防訓練

した︒国保税については︑国民健康

営が県に移管され︑４年目に入りま

第三セクター関連について
秋田栗駒リゾート株式会社の令和
び社会福祉協議会など関係各位の御

保険運営協議会において︑国保改革

国保改革により国民健康保険の運

日

大会の開催を予定しておりましたが︑

の動向をとらえながら︑当面の間は

日に﹁小型ポ

２年度の決算がまとまり︑６月
支援︑そして何より村民の皆様の御

新型コロナウイルス感染症拡大防止

消防団では︑７月

に株主総会を開催する予定となって
協力により︑無事乗り越えられたこ

おります︒

税率を据え置くこととし︑不足が生

決算概要は︑コロナ禍による宿泊︑

はじめとする各種の支援策により︑
野焼きが原因とみられる火災が発生

５月１日︑田子内菅生田掵地内で

止が決定しております︒

市雄勝郡支部訓練大会についても中

消防操法大会︑８月の消防協会湯沢

なお︑全国消防操法大会︑秋田県

おります︒

入れにより対応する方針を決定して

じた場合は︑財政調整基金からの繰

宴会の減少や営業自粛等により︑厳

減収幅を圧縮することができました︒

しました︒広域消防及び消防団が出

しい状況となっているものの︑村を

なお︑令和３年度の営業状況は︑

動して消火に当たり︑周辺の立ち木

率改正を行わず︑据え置くこととし

ることから︑協議会の方針どおり税

基金繰入れにより所要額が確保でき

額が予算額を若干下回ったものの︑

今年度の国保税についても︑試算

県や村からの宿泊助成効果もあり︑

への延焼を食い止め︑無事に鎮火し

６月下旬から予定しております各

ております︒

解と御協力をお願いいたします︒

どで御迷惑をおかけしますが︑御理

地域住民の皆様には︑交通規制な

順次進めております︒

工事等の実施に向け︑必要な手続を

水源改修工事及び浄水場の場内整備

線での水道管埋設工事︑また︑沼又

工事関係では︑主に岩井川旧国道

ます︒

計画どおり事業が進ちょくしており

る国庫補助金は︑満額の内示となり︑

中部地区簡易水道事業の財源とな

簡易水道事業について

種検診事業は︑昨年度同様に﹁３密﹂

安全な検診事業の実施に御理解と御

で実施いたします︒住民の皆様には︑

を行うなど感染予防対策を講じた上

を避ける環境を整え︑来場者の検温

検診事業について

ホテルブラン・栗駒山荘ともに宿泊

防を呼びかけてまいります︒

今後も︑防災無線等により火災予

ました︒

４月下旬に外壁等の工事を発注し︑

また︑栗駒山荘の大規模改修は︑

いります︒

りながら︑売上げの向上に努めてま

部門は好調であり︑今後も誘客を図

菅生田掵地内の火災について

のため︑２年連続の中止を決定した

5/1 菅生田掵での火災

とに深く感謝申し上げます︒

超える状況となりましたが︑地区代

48

との報告を受けました︒

11

協力をお願いいたします︒

３密を避けての検診

７月には一部客室等の本格的な工事
に取り掛かるため︑宿泊客の皆様に
は御迷惑をお掛けしますが︑御理解
をお願いいたします︒

豪雪対策本部の廃止について
５月７日︑第２回豪雪対策会議を
開催し︑今冬の豪雪の状況や本部の
取組内容︑住家や農業用施設の被害
月に設置した

報告︑自衛隊災害派遣活動等の振り
返りを行い︑昨年
おります︒

2021.６
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５

21

﹁豪雪対策本部﹂を同日で廃止して

12

行政報告

号のスノーシェルター・スノー

して︑国道３４２号及び国道３９７

数確認され︑ＪＡや農業共済組合な

シェッドのメンテナンス工事も実施

します︒

どと協力して被害調査を行ったとこ

されております︒

本村においても被災した施設が多

村内の稲作状況については︑記録
ろ︑パイプハウスや畜舎などの農業

とするマツ林・ナラ林等景観向上事

パークゴルフ場については︑５月

日に国道３９７号の開通に併せ︑

オープンしております︒昨年同様︑

新型コロナウイルス感染症対策に十

分留意しながら運営してまいります︒

成瀬ダム事業関連について

令和３年度の成瀬ダム事業予算は︑

倍の伸びとなっております︒

２３２億３６００万円で前年度対比

０・

る一歩になると期待しております︒

農業において新たな可能性を模索す

の未然防止と景観向上等のため︑平

能性のある空間を排除し︑人的被害

ツキノワグマ等の野生動物がすむ可

おりますのでよろしくお願いいたし

本定例会議に︑関連予算を計上して

良をより一層促進してまいります︒

地区要望の実現や道路施設の新設改

相当上回る金額が内示されており︑

となっております︒

替工事等が継続して実施される予定

や国道３４２号の付替工事︑林道付

染症対策を実施しながら︑本体工事

今年度︑新たに田子内一ノ沢地区の

の崩落予防工事は継続で実施され︑

狼沢の地すべり対策工事と肴沢地区

なお︑県営治山事業については︑

解除される予定となっております︒

めとなっておりますが︑秋ごろには

により︑横手東成瀬線は全面通行止

策工事が実施されております︒これ

成瀬線・仁郷大湯線において落石対

工事として︑国道３４２号・横手東

県発注工事については︑災害防除

なったとの報告がありました︒

費で７００億円の増額変更が必要に

の上昇等により︑工期で２年︑事業

が生じたことや資材価格や労務単価

てもなお︑当初の堤体設計等に変更

査した結果︑コスト縮減の工夫をし

できたことから︑事業費について精

終了し︑今後の事業内容を概ね確定

今冬の豪雪は︑秋田県全域で農業

治山工事も始まりますので︑該当地

また︑道路施設の長寿命化対策と

農業用施設雪害被害について

６
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今春の稲作状況について
的な豪雪の影響で農作業の遅れが心
用施設の被害は

件︑被害額はおよ

配されましたが︑雪消えが予想以上
国︑県及び村では︑復旧に向けた
補助事業並びに支援事業を整備し︑
いち早く農家の方々へ行き届くよう
事務手続を進めております︒

水と緑の森づくり税等林業
関係事業について

また︑今年度は新たに︑農事組合

業では︑滝ノ沢地区において︑枯死

今年度の社会資本整備総合交付金

今後は︑梅雨の時期を迎えること

良地区の平野部との境界にある森林

ます︒

引き続き︑新型コロナウイルス感

から天候不順等による生育管理を注

において︑除伐・間伐・枝打ち・整

事業については︑例年の交付配分を

ジュネス栗駒カントリー
パークについて

そ５千万円となっております︒

現在︑田植作業は終盤を迎えており
ます︒
今年は︑育苗センターの苗に﹁バ
カ苗病﹂の発生が見受けられたこと
から︑県やＪＡから確認いただいた
ところですが︑今後の稲の生育及び
収量には大きな影響はないとの報告

法人岩井川ファームが横手市の浅舞

したナラ林の伐倒処理を実施する予

秋田県水と緑の森づくり税を財源

酒造株式会社と連携し︑酒造好適米
定です︒

を受けております︒

の﹁星あかり﹂を２ヘクタール作付

視するとともに︑農業総合指導セン

理伐の施業を実施する予定となって

また︑ダム本体の基礎掘削もほぼ

ターの巡回事業などで情報収集に努

おります︒

用施設に甚大な被害をもたらしまし

区住民の皆様の御協力をお願いいた

いります︒

た︒

また︑豊かな里山林整備事業では︑

99

建設事業関連について

に早く︑ほぼ例年並みに作業が進み︑

ナラの伐倒

め︑適宜農家へ情報提供を行ってま

けしました︒この取組は︑村の稲作

17

51

会長に佐々木村長を再任
―

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
日︵金︶

―

日︵月︶︑自衛官募集相談

自
―衛官募集相談員

２名に委嘱状を交付

５月

委嘱
村商工会へ要請
―

―
日︵木︶︑来春の高校卒業

古谷秀克︶

会員事業所へ早期採用活動の実施を

を定着させる大きなチャンスとして︑

が増加傾向にあり︑若者の県内就職

ナウイルスの影響で県内就職希望者

要請後︑村商工会では︑新型コロ

などの要請を行いました︒

を訪れ︑会員事業所の早期求人提出

沢は︑村商工会︵会長

と雄勝地域振興局︑ハローワーク湯

１日︵火︶から始まるのを前に︑村

予定者を対象とした求人受付が６月

５月

高卒求人の早期提出を

写真はご婦人が代理
※
■谷藤和昭さん︵岩井川︶

■半田義房さん︵手倉︶

相談員

２名の相談員が委嘱されました︒

令和３・４年度の２か年度の任期で

動や勧誘等を行うもので︑村では︑

保のため︑各自治体において募集活

自衛官募集相談員は︑自衛官の確

員の委嘱状交付式が行われました︒

24

秋田県町村会
―
秋田県町村会では︑６月２日に理
事会を開催し︑任期満了に伴う役員
の改選が行われ︑本村の佐々木村長
日か

が再任となり会長職として３期目が
決定しました︒︵任期は６月
ら令和５年６月９日まで︶

特設人権相談所を
開設します

３期目となる佐々木村長

湯沢市︑羽後町︑東成瀬
村の方
大曲支局

☎０１８７２１００

秋田地方法務局

◆対象者

湯沢生涯学習センター

時から午後３時

７月９日︵金︶・
午前

30

20

10

近隣との争いごと︑扶養・相続な

相談
◆場所

10

要請

呼びかけています︒

あきた回帰キャン
ペーン展開中！

都道府県会館７階

事務所内

東京交通会館８階

県東京

ふるさ

と回帰支援センター内

☎ ０８０ ９―２９２ ５―１９５

秋田テルサ３階

田県ふるさと定住機構﹂

○Ａターン就職登録・相談窓口﹁秋

◆秋田

場所

そう！Ａターンサポートセンター﹂

☎０１２０ １(２２ ２)５５
○移住・就職相談窓口﹁あきたで暮ら

場所

相談窓口﹁Ａターンプラザ秋田﹂

○学生就活サポート・Ａターン就職

◆東京

次の相談窓口を紹介してください︒

う方がいらっしゃいましたら︑是非︑

かな﹂﹁秋田に住んでみたい﹂とい

知り合いで﹁そろそろ秋田に帰ろう

秋田を離れて暮らすお子さんやお

かけてみませんか︒

に﹁秋田に戻ってこない？﹂と呼び

県外に住むご家族とお話する機会

開しています︒

キャンペーン﹂を︑年間を通じて展

や定住をサポートする﹁あきた回帰

学生や社会人の方々の秋田での就職

村では県と連携して︑県外に住む

相談

場所

☎０１８ ８(２６ １)７３１

2021.６
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役場からのお知らせ
information

（左から）
村長、古谷会長、雄勝地域振興局長、湯沢公共職業安定所長

役場からのお知らせ

相談 子育て世代包括支援センター

午前 10 時から正午まで

妊娠（不妊）、出産、子育てに関する
相談会を次の日時で実施します。

「法定相続情報証明制度」をご存じですか。

◆日時

この制度は、相続が発生した際、戸籍謄本等

７月７日（水）・７月 21 日（水）

と相続人を一覧とした図（法定相続情報一覧
図）を法務局に提出していただくと、登記官が

（子育て世代包括支援センター相談室 )

※上記以外でも随時相談を受け付けております。

す。この証明書を提出すると、相続登記、相続

子育て世代包括支援センター

税の申告、預貯金及び保険の払出し等の際に戸

（民生課内）☎３４０５

籍謄本等の提出が不要となり、複数の手続きを

同時に行うことができます。その上、提出先で

６月は男女共同参画推進月間
とから審査時間が短縮され、スムーズな相続関

性別に関わりなく，誰もがあらゆる

係手続きが行える、非常に便利な制度です。

分野で個性や能力を十分に発揮し、活

この制度のご利用方法等につきましては、法

躍できる社会を目

務局ホームページに掲載しています。また、ご

指しましょう。
不明な点等がございましたら問合せ先までご連

絡をお願いします。

防災情報センター１階

◆場所

確認した上で、法定相続人を特定した公的な証

明書を無料で必要とする通数を発行する制度で

国民年金保険料免除
等の申請について

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

総務課

いただける方をお待ちしています︒

大曲年金事務所

☎０１８７２２９６

８

2021.６ 広報

年金委員制度のご案内

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い

年金委員は︑厚生労働大臣の委嘱

ます︒

年金を受けられない場合があります︒

活動内容は︑自治会や町内会での

により︑会社や地域において公的年

﹁保険料免除制度﹂や﹁納付猶予制

公的年金関連のパンフレットの配布

経済的な理由等で国民年金保険料

歳未満︶﹂がありますので︑

金制度の啓発・相談・助言などの活

度︵

や近隣の皆さまへの各種手続きの助

を納付することが困難な場合には︑

役場民生課の窓口で手続きをしてく

言・相談です︒活動に係る経費は日

動を行う民間協力員です︒

ださい︒申請書は民生課窓口にご用

本年金機構が全額負担し︑年金制度
ら令和４年６月分まで︶の免除等の
受付は令和３年７月１日︵木︶から
開始されます︒
また︑申請時点の２年１か月前の
月分までさかのぼって申請すること
ができます︒
失業等により保険料を納付するこ
とが経済的に困難になったものの︑
申請を忘れていた期間がある方は︑
民生課窓口または大曲年金事務所へ
ご相談ください︒

☎３４０４

☎０１８７２２９６

大曲年金事務所
民生課

改正等の研修会に無料で参加するこ

意しています︒

保険料の納付が免除・猶予となる

生すると︑障害基礎年金や遺族基礎

障害や死亡といった不慮の事態が発

保険料が納め忘れの状態で︑万一︑

年金

令和３年度分︵令和３年７月分か

50

お気軽に
ご相談ください︒

子育て世代包括支援センターでは、

忘れていませんか？
「相続登記」
相続

は、複数の戸籍謄本等を確認する必要がないこ

秋田地方法務局登記部門

☎０１８(８６２)１１７４

information

外出自粛の日々が続き︑家にいる
自分の体の変化に早めに気付くこと

レイル予防のために大事なことは︑

﹁フレイル﹂を予防しましょう

時間が長くなると﹁フレイル﹂の心
会を持つことです︒まずは︑左記の

と︑普段から生活習慣を振り返る機

フレイルとは︑病気や年齢を重ね
フレイルを予防するための３つのポ

配が出てきます︒
ることによって体の機能が低下し︑
イントを確認してみましょう︒
栄養や食事について相談したい方は︑

家に閉じこもりがちになり社会との
結びつきが減ってしまう状態を言い

外へ出て、近所の人と
会話を楽しみながら気
分転換をしましょう。

☎３４０５

ネットワーク連絡会
を実施しています！
日から７月８日まで村内

☎２７００

定表を配布しておりますので︑お誘

今年度始めに村の広報と一緒に予

る内容を準備しています︒

地域のみなさんと楽しみながら行え

しています︒脳トレや創作活動など︑

ふれあいいきいきサロンを毎月実施

いて︑交流と健康増進を目的とした

村内各地区の交流センター等にお

ふれあい
いきいきサロンを
実施しています！

社会福祉協議会

対象の方は︑是非︑
ご参加ください︒

え合いの体制づくりを進めています︒

などを実施し︑地域での見守りや支

情報交換︑要援護者マップの見直し

に︑身体状況・生活環境等の相談や

る方や一人暮らし高齢者世帯を対象

ふれあい安心電話に登録されてい

各地区で開催されています︒

会が６月

今年度の上半期ネットワーク連絡

福祉

い合わせの上︑是非︑
ご参加ください︒
☎２７００

▲下田地区の連絡会

▲パラリンピック正式競技種目
「ボッチャ」を楽しむ参加者の皆さん

民生課栄養士までご連絡ください︒

軽いストレッチや散歩
などから始めてみまし
ょう。

ます︒そのままにしておくと︑要介

社会参加

民生課

身体活動

護状態になる可能性があります︒フ

食事は活力の源。
１日３食を基本に、
毎食たんぱく質のおかず
をとるようにしましょう。

10

社会福祉協議会
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養
栄

健康

健康
フレイル予防のための３つのポイント

役場からのお知らせ

検診日程･時間･会場の指定について

検診会場での受診者の密集を避けるため、皆さんの

検診日程・時間・会場を指定しています。指定された

数が増加しており︑農作物への被害
等を防止するため︑鳥獣被害防止対
策実施隊員︵狩猟者︶の確保や育成
に取り組んでいます︒新たに狩猟免
許を取得する方に対し︑費用の一部
︵上限６万円︶を助成します︒また︑
秋田県の免許取得や散弾銃等の購入

村の検診を申し込みされた方には、６月上旬に受診

―

日時以外では受診できませんので、ご注意ください。

ここ数年クマやイノシシの目撃件

狩猟免許取得を支援します
―

ハンターになろう！

を避けるため、次のとおり対策を講じて実施します。

に係る補助制度も活用できますので︑

岩井川に星あかり☆
試験栽培開始
―

―

星あかり︶の栽培を

性を模索する第一歩として良い出来

村の稲作農業において︑新たな可能

あきたこまちが主流となっている

は同会社により醸造されます︒

環境でも育つ品種の酒米で︑収穫後

星あかりは︑あきたこまちと同じ

えました︒

行っており︑先月無事に田植えを終

米︵品種名

市平鹿町︶とタイアップし酒造好適

今年度から浅舞酒造株式会社︵横手

農事組合法人岩井川ファームでは︑

農業

秋となるよう期待しています︒

秋田県住宅リフォ
ーム事業について

昨冬の豪雪において被災した住宅

の復旧工事について︑秋田県が行っ

ている住宅リフォーム事業において

補助金を申請できる場合があります︒

詳細及び必要書類等については雄勝

☎０１８３６１６６

雄勝地域振興局建築課

地域振興局建築課にお問い合わせく

ださい︒

県の案内チラシ
は役場建設課に
もあります︒

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

７月６日︵火︶

主に保護者を対象に教育相談を行い

ます︒

◆日時

時から午後３時まで

雄勝地域振興局福祉環境部

午前

◆場所

﹁教育相談票﹂に必要事項

日前頃まで

◆申込

を記入の上︑実施日の

新型コロナウィルス感染症対策とし
※
て保護者の方のみご来場ください︒

相談会当日に発熱や倦怠感等の症
※
状がある場合は︑教育委員会へ連

☎ ３４１５

絡してください︒

教育委員会

10
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支援

相談

教育委員会にお申し込みください︒

10

度に引き続き、今年度も密集・密接・密閉の「３密」

☎ ３４０６

10

６月22日（火）から総合検診が始まります。昨年

取得予定の方はご連絡ください︒
農林課

星あかりを使った
浅舞酒造の日本酒
星あかりの稲

☎３４０５
民生課
▲村猟友会の皆さん

健康

総合検診が始まります！
支援

券と指定日時を案内していますので、ご確認ください。
指定された日に受診できない場合は、追加検診日
（９月17日（金））に受診してください。
検診当日の対策について

検診当日は、来場時間以外は会場への入室ができま

せん。入室時には、皆さんの検温と手指消毒を行いま

す。また、ご来場の際は、マスク着用をお願いします。
また、発熱等の症状がある方は受診をお断りするこ

とがありますので、体調管理の上、ご来場ください。

information

次々に開講
しています

今年度の生涯学習教室も通常型︑
体験型ともに順次開講しています︒
誰でも参加できますので︑是非︑
おいでください︒

●歌謡踊り教室
６月２日︵水︶に開講式を終えた
﹁こまち踊り︵岩井川︶﹂と﹁手倉
踊り﹂は︑昨年はコロナウイルスの
影響により芸文祭等出演の機会がな

芸術・趣味コース︶

●家庭菜園教室
︵体験型

興味のある方は教育委員会までお問

作業日時は随時決まりますので︑

冬を越え︑元気に成長中です︒

ました︒昨年植えたタマネギも無事

ジャガイモ︑里芋︑カボチャを植え

除草作業から開始した畑には︑

タマネギ成長中

い合わせください︒肥料のやり方な

分

運動・健康づくりコース︶

●パークゴルフ教室
︵体験型

６月の毎週水曜日︑午前９時

体験コースの日時等については︑

せんか︒

らえます︒一緒に体を動かしてみま

ルールや打ち方など丁寧に教えても

行っています︒初めての方でも︑

からジュネス栗駒パークゴルフ場で

30

広報６月号と一緒に配布したチラシ

☎ ３４１５

をご覧ください︒
教育委員会

遭難防止のロープ
を張りました！

日︵金︶︑国道３４２号沿

どに気をつけ︑遭難事故防止を心が

過信せず︑無理な行動はしない﹂な

を告げる﹂︑﹁自分の体力や体調を

﹁家族・隣人に行き先や帰りの時間

また︑山菜採りに出かけるときは︑

で立ち入らないようにしてください︒

事故が多発しています︒危険ですの

入山禁止区域では︑これまで遭難

ためのロープ張りが行われました︒

系遭難対策協議会による入山禁止の

い栗駒山国有林内において︑栗駒山

５月

ー栗駒山系遭難対策協議会 ―

防災

☎ ３４０３

けましょう︒

民生課

2021.６
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家庭菜園

どいろいろな情報交換ができます︒

ロープを張る対策協議会員の皆さん

くなってしまいましたが︑今年こそ
はと練習に励んでいます︒

こまち踊り

28

生涯
学習

手倉踊り

初めての方でも丁寧に教えてもらえます

なるせダムニュース

成瀬ダム工事事務所

～洪水対応演習について～
洪水対応演習を実施しました
毎年、東北地方整備局では６月から９月の洪水期前に洪水対応演習を実施し、台風
やゲリラ豪雨による大雨の危機管理対策の訓練を行っています。
６月４日（金）、成瀬ダム工事事務所では大雨により工事現場内で崖崩れが発生したこ
とを想定し、災害発生時の演習訓練を行いました。

◆演習状況（その１）
仮想台風の襲来により成瀬川が増水した場合を想定し、各関係機関と電話やメール
などで速やかに情報を伝達する訓練を行いました。

各班に分かれて状況把握の訓練状況

メールや電話による伝達訓練状況

◆演習状況（その２）
仮想台風の大雨により工事現場内で崖崩れが発生した場合を想定し、その応急復旧
対応の検討や関係機関との連絡調整の訓練を行いました。

被災状況の確認や応急復旧対応の訓練状況

現場からの映像配信を活用した訓練状況

～成瀬ダムからの大雨に伴う防災情報～
成瀬ダム工事事務所では東成瀬村に設置された大柳雨量観測所で累計雨量80mm程度を観測した
場合等、災害対策支部を設置し注意体制に入ります。その場合、現場点検を実施し災害の発生に備
えます。状況については事務所ホームページで随時、情報発信していきます。
！緊急情報・防災情報 ☚ ここを
（URL http://www.thr.mlit.go.jp/narusedam/）
クリック
2021.６ 広報
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学校のとびら

目指せ自己ベスト！
︱運動集会︱

日︵金︶︑多目的グラウン

でいました︒

るせタイムの時間に練習に取り組ん

１か月ぐらい前から体育の授業やな

にして行っています︒子どもたちは

走と持久走の２つに絞り︑記録形式

を育てる﹂と焦点化し︑種目を徒競

もって運動に取り組もうとする態度

昨年度からねらいを﹁めあてを

た︒

ドにおいて運動集会が開催されまし

５月

28

仕事もがんばっています︒
ひらがなを読んだり︑書いたりも
上手にできるようになり︑一年生の
教室からは元気な声が︑いつも響い
てます︒これからもできることを増
やしてほしいと思います︒

▲あさがおの種まき

東成瀬小学校
夢いっぱい かしこく
やさしく たくましく

一年生の学校生活の
様子を紹介します

名︒全員元気に学校生活を楽し

学校生活にもすっかり慣れた一年
生
んでいます︒
毎週金曜日は学級清掃で︑一年生
だけで教室掃除をがんばっていま

日︵水︶

す︒床ふきも一列に並んで上手にで
きるようになりました︒
生活科の学習では︑５月

日︵火︶には

泥んこ楽しい！

︱田植え体験︱

６月２日︵水︶︑５年児童がＪＡ

の協力のもと︑田植え体験をしまし

た︒この活動は︑米作りの体験の一

環で︑秋には稲刈りも体験します︒

機械を使わずに人力での田植えで︑

転んで泥だらけになりながらも︑

初めての体験を楽しんでいるようで

した︒

地域の皆様方に支えられているこ

とを実感できた貴重な体験となりま

した︒

おいしく育つといいですね！

▲助けて～！

▲床ふきがんばっています。

あさがおの種まきをしました︒この

には春の虫さがし︑

12

日から毎日のあさがおの水やりのお

2021.６
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虫をさがそう
▲生活科

11

▲白熱！

学校のとびら
東成瀬中学校
生き生き東中生
ほとんどで︑迫力に圧倒されていま
した︒２名の生徒が竹刀を持って打
突体験を行いました︒
校長先生は﹁小中学生の頃は︑稽
古がいやだったりつらかったことも
あった︒それでもがんばって続けて
よかった︒﹂とお話しになりました︒
﹁あきらめなければ必ず報われる︒﹂
﹁勝つことはもちろん大事だけれど︑
熱 心 に 続 け て 取 り 組 む こ と が 大 事︒

雨に負けない！
体育祭！

６月４日︵金︶︑﹁勝機〜無限の
魂〜﹂のテーマのもと︑体育祭が開
催されました︒
当日はあいにくの雨のため体育館
で行われました︒全校縦割り﹁青︑
白︑橙︵だいだい︶﹂の色別に分か
れて競技を行いました︒
残念ながら﹁１００ｍ走﹂や﹁全
員リレー﹂などは行えませんでした
が︑一つ一つの競技に全力で楽しん
でいました︒また︑生徒たちの︑仲
間を応援したり賞賛したりする姿や
一生懸命準備や運営に取り組んでい
る姿が印象的でした︒

たくさんの保護者の皆様に観戦し

14
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ていただきました︒ありがとうござ

いました︒

▲じゃんけん大会で盛り上がっています

▲先生に負けるな！

大切なことに気付くことができる︒﹂
という言葉が心に残りました︒

▲生徒による打突体験

「剣道から
学んだこと」
生き方講座

日︵金︶に生き方講座が開

を実際に見ることが初めての生徒が

えながらのお話になりました︒剣道

本校の２名の先生による実演を交

︵教士七段︶です︒

剣道を続けてきた本校の校長先生

催されました︒講師は︑小学校から

５月
28

▲伊藤校長先生

▲東中ソーラン節

なるせっ子

なるせ児童館

日︵月︶︑花壇に花を植え

毎週火曜(月３・４回)
午前 時から 時半
なるせ児童館(育成室)
10

11

音楽リズムあそび♪

なるせっ子広場
日︵火︶です！お待ちしています︒

﹁音 楽 リ ズ ム 遊 び﹂♪ 次 回 は ６ 月

ました︒心の成長を促す効果のある

で元気いっぱいのひとときを過ごし

全身で音やリズムを感じて︑親子

沼郁子先生を講師に迎えました︒

５月 日︵火︶︑音楽療法士の日
25

命の話とともに
花植え（虎の穴・健全育成）

５月
ました︒植える前に︑花の葉や茎を
折ったり︑足で踏んだりすること
は︑生き物を怪我させたり命を奪っ
てしまうこと︒また︑赤ちゃんの時
にお母さんのお乳を飲んで育つよう
に︑花には水をあげなくてはいけな
いこと︒雑草は︑おむつを替えるよ
うに何度もとってお世話してあげな
いといけないことを伝えました︒子
ども達は真剣に耳を傾け︑丁寧に花
を植えてくれました︒最後に水をや
り︑これから長い間お世話してくれ

なるせ保育園
自分が好き！
友だちが好き！
東成瀬が好き！

キレイなフェンス！

ました︒園庭で子どもたちは気持ち

のフェンスを綺麗に塗り直してくれ

の皆さんが︑ボランテイアで園庭等

６月７︵月︶︑湯沢雄勝塗装組合

▲ペンキを塗る湯沢雄勝塗装組合の皆さん

よく遊んでいます︒ありがとうござ
いました︒

正しい手洗いの
仕方を覚えよう！

５月７日︵金︶︑健康のお話の中

で︑２歳以上の子どもたちに︑手洗

い練習スタンプ﹁おててポン﹂を活

用し︑楽しみながら正しい手洗いの

仕方を練習しました︒子どもたち

は︑手にスタンプした印影を泡石け

んでしっかり洗い落とすことで︑見

えないウイルスを丁寧に洗い落とす

ことの大切さを感じてくれたことと

思います︒

2021.６
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▲丁寧に花を植える子どもたち

ることを約束し無事終了しました︒

▲「おててポン」で楽しく手洗い

▲電子ピアノとロールピアノ

29
▲リズムにノリノリ

31

感謝の気持ちやトーチの重み

佐々木桂氏 －オリンピック聖火リレー－

６月８日（火）、秋田県内の東京オリンピック聖火リレー
が開催されました。
スタートとなった湯沢市の第３走者で、村出身の佐々木桂
さんが聖火を引き継ぎました。
「このご時世に都会から帰ってきて、どんな目で周囲に見ら
れるか心配だったが、多くの人に声をかけてもらうことがで
き、地元秋田県の人のあたたかみを感じた。たった２００ｍ
という走行距離でも、走っている間に、応援してくださる方
への感謝の気持ちやトーチの重み等、様々な思いが巡った。
このようなイベントにランナーとして携わることができ、非
常にありがたく、嬉しかったです。」と語る佐々木さん。今
後益々のご活躍をお祈りします。

▲湯沢市サンロードを走る佐々木さん
佐々木 桂（岩井川出身）エッセイスト、詩人とし
て文筆活動を行っている。詩の普及運動として、
「日記の代わりに詩を書こう」
をスローガンに、
『日
詩』
という言葉を創りその活動を提唱。
自身も5年
以上毎日詩をSNS等にアップしている。

また、湯沢雄勝地域の小中学生もサポートランナーとして
第１走者と一緒に走り、スタートを盛り上げました。村から
は、小中学校を代表して、伊勢谷悠真さん（東成瀬小６年）
と平良陽斗さん（東成瀬中１年）の２名が務めました。
◀サポートランナーを務めた（左）伊勢谷さんと（右）平良さん

石綿さん

砲丸投げで準優勝！

－中学校郡市総体－
６月３日（木）、稲川陸上競技場で湯沢市雄勝郡中学
校総合体育大会陸上競技大会が開催され、石綿響さん
（東成瀬中２年）が男子共通砲丸投げで準優勝を果たし
ました。おめでとうございます。
石綿さんは、７月10日（土）から12日（月）に秋田
市で開催される全県大会へ出場する予定です。
■男子共通砲丸投げ

第２位

石綿

響

８ｍ52cm

弘法の祠（ほこら）祭り －仙北道－
例年、雪解けに合わせて行われている弘法の祠の祭
典が、１か月遅れの６月15日（火）に開催され、椿
川地区の皆さんと仙北道を考える会の会員で弘法様を
お詣りしました。
▲弘法の祠

ここ数年、熊の仕業か祠がひっくり返されていまし
たが、今年は無事でした。祠のお掃除、お供えをし弘
法様と一緒に山の安全をお祈りしました。

▲弘法様との記念写真

にぎやかな事を好んだとされる弘法様も喜んでくれ
たことでしょう。
2021.６ 広報
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ここは、みなさんが主人公になるコーナーです。
情報お待ちしていますっ！

今年もご協力ありがとうございました！
－キバナコスモス播種場所整備－

きれいに咲いてね！
キバナコスモスの種まき
－小中連携教育－

５月 28 日（金）、今年も村建設業協会を始めと
した有志の皆様が、「キバナコスモス植栽活動」の
ための除草や下地整備と、中学校校舎周辺の除草
や花壇整備を行っていただきました。
ボランティアにご参加の皆様、ご協力いただきあ
りがとうございました。

東成瀬村建設業有志の会
大橋建設㈱ ㈱鈴木建設工業
㈲成瀬産業

備前建設

㈱佐々木機械土木

㈲高橋土木

㈲佐々木工業 鹿島・前田・竹中土木JV
大成・佐藤・岩田地崎JV 日本工営㈱
㈱高嶋組 ㈱自然科学調査事務所

▲今年で15回目を迎えるキバナコスモスの種まき

６月１日（火）に東成瀬小中学校の児童生徒
が、地域のボランティアの皆さんの協力を得て、
田子内バイパス沿いと小学校周辺にキバナコスモ
スの種をまきました。
この事業は、「優しい心」「協力する心」「奉
仕する心」の３つの心を育むことを目的として
行っており、今年で15回目となります。
秋には、児童生徒が思いを込めたキバナコスモ
スの鮮やかなオレンジ色が、村民や村を訪れる
方々を歓迎してくれることでしょう。

▲建設業有志の会によるボランティア活動

なるせ保育園フェンス再塗装
―湯沢雄勝塗装組合―
６月７日（月）、湯沢雄勝塗装組合16名の皆さん
に、ボランティアでなるせ保育園のフェンスをペンキで
塗り替えしていただきました。
湯沢雄勝塗装組合では、社会貢献活動として、毎年順
番に、郡市内６地域でボランティアを行っています。あ
りがとうございました。
▲ペンキを塗る湯沢雄勝塗装組合の皆さん

17
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赤べごハンバーグ
－食肉加工センター

村内で販売開始！
運営は長沼商店－

４月からふるさと納税用の返礼品や特産品開発に取り
組む長沼商店（代表取締役長沼文男氏）が、６月１日
（火）開催の議会全員協議会で挨拶を兼ねて、商品開発
に対する考え方や現況について説明を行いました。
現在は、村特産の短角牛「赤べご」の肉を使ったハン
バーグや餃子を作っており、既に自社の店頭で販売して
います。また、昨年度３月まで指定管理を行っていた
▲長沼代表取締役

「羽後の國ファーム」で開発したドッグフードも引き継
いで製造し、県内限定で７月から販売する予定とのこと
でした。
村内では、滝ノ沢と岩井川の物産販売所において、ハ
ンバーグや一部自社製品を販売しています。

◀直売所での販売

年中行事の再現事業
－端午の節句－
◀端午の節句の
お話をする佐々
木友信氏

５月24日（月）、東成瀬小学校１・２年生を対象
に、年中行事の再現「端午の節句」が行われました。年
中行事の先生は佐々木友信氏で、端午の節句に鯉のぼり
があげられる理由などのお話を聴きました。
また、においが強く、みんなを守る不思議な力がある
とされる「しょうぶ」と「ヨモギ」を実際に手にしてみ
ました。最後に、昔っこの会の昔語りを聞いて、おいし
い笹もちを頂きました。

▲しょうぶとヨモギを手にする児童

成瀬味噌作り職人直伝
－小学校味噌作り体験－
6月９日（水）、東成瀬小学校３年生が村民体育館に
おいて、「味噌作り」を行いました。
椿台麹加工所の髙橋邦男氏を講師にお迎えし、豆をす
りつぶしたり麹等を混ぜたりと味噌作りの工程を体験し
ました。この味噌は12月の豆腐あぶりの時に使われま
す。
▲みそすり機に興味津々

美味しいお味噌になりますように。

2021.６ 広報
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ここは、みなさんが主人公になるコーナーです。
情報お待ちしていますっ！

思いやりの心を大切に
―「人権の花」運動―
５月26日（水）、東成瀬小学校において、全校児童
が「人権の花」の植栽を行いました。この活動は、命の
大切さや相手を思いやる心を育むことを目的に毎年行わ
れており、児童たちは、互いに協力しながら花の植栽や
水やりを行っていました。
また、人権の花の植栽後には、５年生を対象に人権擁
護委員の方々による人権教室も開催されました。

▲「人権の花」の植栽に協力して取り組む児童

税金について考えよう

－租税教室－

６月４日（金）、東成瀬小学校６年生を対象に、租税
教室が開催され、学校や道路、消防活動など身近な税金
の使われ方を学びました。
児童からは、「これまでは少しくらい税金が無くても
良いかなと考えていたけれど、授業を受けて、やはり必
要なものだと気持ちが変わった」などの感想発表があり
ました。
▲積極的に発表をする児童

名僧と業績

－了翁禅師展－

６月 25 日（金）から８月 22 日（日）まで、
まるごと自然館において、了翁禅師展が開

【村へのボランティア】

催されます。

・団体＝なるせ防犯ボランティア

湯沢市出身で、村にもゆかりのある「了

の皆様

翁禅師（りょうおうぜんじ）」の生涯にま
つわるパネル等の企画展示で、入場は無料
となります。是非、おいでください。

おらほの図書館
ライオンのおやつ
小川 糸 著／ポプラ社

人生の最後に食べたいおやつは何ですか？
食べて、生きて、この世から旅立つ。すべ
ての人にいつか訪れることをあたたかく描き
出す…
毎日をもっと大切にしたくなる物語です。
2020年 本屋大賞 2位
作品
※6/27（日）よりNHKプレミアムドラマにて放送予定です。

小説 はたらく細胞
時海 結衣 著／講談社
すり傷、インフルエンザ、花粉症、
熱中症…小さな細胞たちに次々にふり
かかる災難を面白く描いた体内細胞擬
人化漫画を小説化。
児童書ですが、大人が読んでも楽し
めます。

～おしらせ～
７月の休館日

４日（日）、18日（日）
22日・23日（祝）

７月のおはなし会

19

広報

2021.６

3日（土）10：30〜



地 域 お こ し 協 力 隊
だいきの活動日記

地域おこし協力隊の鈴木です︒
あれよあれよという間に私も東成
瀬村に来てからもう１年が経って
しまいました︒
私は協力隊のメインの活動とし
て︑滝ノ沢・手倉ファームで村の

重な体験ができました︒
作業を終え︑収穫した米をいた
だ い た の で す が ︑ と て も お いし

のなかでの食事に︑苦手な虫が

テーブルを歩いていることもあま

り気にならないくらい夢中になっ

ふたりで愛知県から東成瀬村に

で︑ほかの協力隊の皆さんに比べ

私たちは撮影も編集も初心者

秋田の村に住んでみた！

越してきて約２か月が経ちまし

て歩みはゆっくりですが︑これか

てしまいました︒

た︒自然いっぱいの村で暮らすこ

ら村の素敵なところをたくさん見

かったです︒澄んだ空気と豊富な水

とも協力隊としての活動も︑まだ

つけて発信していきたいと思って

が︑東 成 瀬の米を美 味しくしてい

最近は田植えやドローンによる

まだ右も左もわからない状態です

るのでしょうか︒

除草剤散布の補助という形で引き

が︑村の方々に気にかけていただ

きながら楽しく刺激的な毎日を過
まるごと自然館を会場に︑麺づく

の皆さんとワラビ採りに行き︑そ

先日は商工会女性部﹁宝の山﹂

ごしています︒

り教室を行う予定です︒みなさん

れを山汁に調理しておいしくいた

今後は︑村の生涯学習教室で︑

も是非参加していただけたら嬉し

だきました︒空気もおいしい自然

教えてください︒

和(泉・小出

物︑なんでも知りたいので︑ぜひ

きれいな景色やおいしい食べ

続き農業に携わっています︒

▲食べごろのワラビを見分けるコツを勉強中！

に動画をアッ
い ま す ︒ YouTube
プしたので︑是非ご覧ください︒

▲休憩時間にファームの皆さんと談笑しています

いです︒

)
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▲作った山汁と、用意していただい
たおこわ、お漬物を堪能！

▲YouTubeチャンネル
「秋田の村に住んでみた!」

農業に携わらせていただきまし
た︒私がこちらに来た時期が６月
という事もあり︑田植え作業がす
でに終わっていたため︑去年は稲
の収穫作業から手伝わせてもらい
ました︒今まで農業に触れる機会
がなかったので︑とても新鮮で貴

▲田植えを手伝っています

ふるさとへの便り
一気に６００世帯を超えるまで

会員数も当初の１５０世帯から

いた︒その後︑役員が一新され︑

に手探りだったとの苦労話を聞

受けながらの自治会設立は︑正

指導や近隣自治会などの援助を

自治会の活動経験がなく︑市の

たま越したお隣が初代自治会長︒

なり手不足に悩んでいる︒たま

多い新興住宅地︒ここも役員の

い世代の共働き世帯が圧倒的に

会が設立され今年で５年目︑若

会が増えているというが︒自治

不足に悩んでいる自治会や町内

の存続問題︒その役員のなり手

高齢化が進む自治会や町内会

応が追いつかないという切実な

の増加に役員の数が少なく︑対

動に限界があるという︒世帯数

事と家庭を犠牲にしながらの活

役員全員がフルタイム勤務︑仕

会 計 各 １ 名︶で あ る︒し か も︑

に 役 員 が ３ 名︵会 長・副 会 長・

る︒６００世帯を超える自治会

会だより﹂をよくよく読んでみ

妙な違和感を覚えながら﹁自治

い た︒役 員 募 集 を チ ラ シ？で︒

﹁自 治 会 役 員 大 募 集﹂に な っ て

募集﹄と︒そのサブタイトルが

がひときわ目立つ﹃スタッフ大

が折り込まれていた︒イラスト

だったと思う︒回覧版にチラシ

が 回 覧 さ れ る︒一 昨 年 の 暮 れ

ありふれた光景︒ペットボト

ミ散乱︵カラスに荒らされ︶は

しなどは日常茶飯のこと︒生ゴ

ネット掛けない︒前日︵夜︶出

るものがあった︒分別しない︒

なかでも﹁ごみ出し﹂は目に余

ナーは褒められたものではなく︑

自治会ができた頃の住民マ

らく悩まされそうである︒

り手不足﹂解消には︑まだしば

から４名になったが﹁役員のな

監事選任の報告があった︒３名

その後︑総会において新たな

うが︒

羽詰まった状況ということだろ

かと︒裏を返せば︑それだけ切

集﹂とは少し突飛過ぎはしない

思う︒それにしても﹁役員大募

名でこなせる活動域ではないと

数を満たしたとしても︑到底６

と言ってしまえばそれまでだが︑

たしていない︒なり手がいない

状は会則に定める役員数すら満

の自治会が﹁住みよいまちづく

気配りをする︒﹁子育て世代﹂

守り︑周りに不快感を与えない

人がマナーとルールをきちんと

社会づくりにつながる︒一人一

合いが安心安全で住みよい地域

治組織で︑お互いの協力と助け

自治会は住民の最も身近な自

決の方向に向かってきている︒

別として︑ごみ問題は徐々に解

告が実際に行われたかどうかは

み袋を開けて調べると勧告︒勧

た︒市の職員立ち会いのもとご

煮やした自治会が実力行使に出

改善されないマナー違反︑業を

役員のなり手不足に悩む

に急増︒世帯数の急激な増加に

訴えであった︒改めて会則︵役

ル・びん・缶なども凡︵およ︶
副会長２名︑会計２名︑監事１

だった︒再三の注意にも一向に

そマナーとはかけ離れたもの

﹁子育て世代﹂

役員が悲鳴をあげているのが実

員︶を読んでみる︒﹁会長１名︑
名﹂となっている︒しかし︑現

ｎａｒｕ

り﹂に試行錯誤している︒

情のようである︒
ひと月おきに﹁自治会だより﹂
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５月の
東成瀬村

菊

地

いおと

庵

令和元年12月22日生
手倉／直也・豊子さん

仁

くん

「日本で最も美しい村」連合
に加盟しています。

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978日〜

◎交通死亡事故『０』継続日数 1854日
〜平成28年５月4日より〜
◎無火災記録
30日
〜令和3年5月2日より〜

慶弔（敬称略）
◆ごめいふくをお祈りします
後

藤

惠

子（69）滝ノ沢

平

良

勝

雄（72）肴沢

今月の一枚

村の人口と世帯
●人

口

好きな歌やメロディーが流れると、音に合わせて体をくねくねさせています。
外で遊ぶのも好きで気になった物は触って確かめています。
にいにのことが大好きで、いつも後ろを追いかけているいおとクン。
これからも４人でいろんな所に行こうね。
お父ちゃん、お母ちゃんより

男 1,241人 (− 5)
女 1,235人 (− 2)
計 2,476人 (− 7)

●世帯数 958戸 (− 6)
●出生 ０人〔１人〕●死亡

２人〔８人〕

●転入 ２人〔20人〕●転出

７人〔20人〕

注(

)内は前月比、
〔

〕は令和３年４月から

東成瀬村の地域おこし協力隊が
You Tube で動画を公開しています!
要〜KANAME〜

ひがしなるせの
あおチャンネル
東成瀬村
Higashi Naruse Village
in Japan

すくすく育つといイネ！
撮影

広報

―小学校田植え体験―
2021年６月２日（水）
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