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おいしいラーメンできるかな・・・
麺づくり教室
※講師

地域おこし協力隊

７月15日

鈴木大貴さん（左）※詳細Ｐ8

●今月号の主な内容●
P2
P3

地域活性化起業人派遣協定

新型コロナウイルス対策関連情報

P12~15

みんなの広場

過疎地をデジタル化！

お任せください

派遣社員

橋本翔太

システム開発事業部の橋本と申

します︒

私は︑当社の立ち上げからシス

テム開発業務などに携わってきま

した︒

この度は東成瀬村のＷＥＢ制作

という大役を賜り︑自然が好きな

身としては並々ならぬ使命感に燃

えています︒どうぞよろしくお願

い致します︒

価値を向上していくことが不可欠で

す︒現在東成瀬村で推進している地

域活性化の取組をさらに効果的・効

ひとの流れを創出するには︑地方の

ます︒課題解決のため︑地方圏への

捉え︑私自身責任を持って従事致し

ち手となるのが今回の協定であると

東京一極集中︒この課題に有効な打

出すために尽力致します︒

ＰＲ支援等幅広い領域で成果を生み

今後もＩＴ戦略策定や事業開発︑

が有効であると確信しております︒

員を派遣し︑技術力を提供すること

２
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ＩＴのスペシャリストが村へ
７ 月 ２ 日︵金︶︑総 務 省 の﹁地 域
活性化起業人︵企業人材派遣制度︶﹂
を活用した人材派遣協定を株式会社
フリューゲルと締結しました︒社員
１名が７月１日から３年間企画課に
派遣されます︒
主な業務内容は︑村公式ＷＥＢサ
イトの改変やマーケティング技術を
生かした観光客の誘致など︑デジタ
ル課題の解決を通じて︑住民の利便

株式会社フリューゲル

性向上や各種業務効率化を図るもの
です︒
企 業 名
所 在 地

人材育成・教育サービス事業

東京都目黒区東山１ ― ―
３
銀河総研ビル
代表取締役 近藤純光
２０１９年１月
システム開発事業、

近藤純光

!

日本が抱える大きな課題のひとつ︑ 率的に展開するためにも︑当社の人

代表取締役

ごあいさつ

代 表 者
設
立
事業内容

17

地域活性化起業人派遣協定 ―
―

地域活性化起業人とは

域独自の魅力や価値の向上、地域経

一定期間、地方自治体において、地

員が、そのノウハウなどを活かし、

三大都市圏に所在する企業等の社

…

署名した協定書を掲げる近藤社長（左）
と村長

済の活性化、安心・安全につながる
業務に従事する制度。

企業概要

東成瀬村

×

新型コロナウイルス対策関連情報
16歳から64歳の村民の方へ

－新型コロナワクチン接種について－

８月から、16 歳から 64 歳の方の接種が始まります。
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
①接種券

▲受付時の持ち物確認

②予診票
③お薬手帳
④本人確認のできる書類
（マイナンバーカード、運転免許証、保険証等）
※マスクを着用し、肩を出しやすい服装でおいでください。
※接種日に都合が悪くなった場合は、早めに診療所までご連
絡ください。
※65 歳以上の方で接種予約をしておらず、接種を希望する場
合は、診療所にご相談ください。
相談先

診療所

☎47-2308

▲検温や手の消毒にご協力ください

熱中症に注意しながら上手に感染症予防を
新型コロナウイルス感染を防止するうえで、次の３つが基本となります。

①身体的距離の確保

②マスクの着用

③手洗いの実施

しかし、暑い時期は、マスクの着用により、熱中症のリスクが高まります。
マスクを着けることで、皮膚からの熱が逃げにくくなったり、気づかないうちに脱水になるなど、
体温調節がしづらくなります。暑さを避け、水分を摂るなどの熱中症予防と、マスク、換気などの新
しい生活様式を両立させましょう。
◆屋外で人と２ｍ以上離れている
時は熱中症予防のためマスクを
外しましょう。

◆マスク着用時は、激しい運動を
避け、のどが渇いていなくても
こまめに水分補給をしましょう。
※気温、湿度が高いときは特に
熱中症に注意しましょう。

３
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◆エアコン使用中もこまめに換気
をしましょう。

役場からのお知らせ

若干名
①大学卒業程度

◆試験日
若干名
日︵日︶

佐々木さん再任！
人権擁護委員

佐々木るり子さん︵岩井川︶が︑

村の人権擁護委員に再任されました︒

日まで３期目となります︒

任期は︑令和３年７月１日から令和
６年６月

皆様のご意見を
お聞かせください︒

令和３年７月下旬から

東成瀬村ホームページ

日︵火︶まで︵予定︶

ます︒

◆意見の提出方法

☎３４０２

所︑氏名︑連絡先等︶は公表いたし

また︑個人が特定される情報︵住

んので︑ご了承ください︒

見に対する個別の回答はいたしませ

て計画を策定し︑公表します︒ご意

それに対する村の考え方等を整理し

提出いただいたご意見を考慮し︑

◆ご意見の取り扱い

出してください︒

か︑意見提出用紙により企画課へ提

の回答フォームに入力していただく

村ホームページ

のほか︑役場企画課窓口で閲覧でき

◆閲覧方法

８月

◆募集期間

実施します︒

パブリックコメント︵意見募集︶を

の皆様からご意見をいただくため︑

この計画の策定にあたり︑広く村民

︵案︶の策定に取り組んでいます︒

成瀬村過疎地域持続的発展計画﹂

に関する特別措置法に基づき︑﹁東

された過疎地域の持続的発展の支援

村では︑令和３年４月１日に施行

過疎計画
パブリックコメント募集

募集

ません︒

企画課

４
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東成瀬村職員採用試験のご案内

◆採用予定人員
①大学卒業程度一般行政
②高校卒業程度一般行政
令和３年９月

・日時
午前８時から

一般的な行政事務に従事

◆職務内容
・受付開始
分まで

分から午前

分から

日︵日︶

時

分から午前

◆受験資格
時

時

午前８時

午前

・教養試験
年４
・検査
分まで

令和３年９月

②高校卒業程度
・日時
午前

時

・受付開始

分から午後

分から午後２時

分まで

午後０時

午後２時

２時

・教養試験
・検査
分まで

特設人権相談所
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
日︵木︶︑

大曲支局

湯沢市・羽後町・東成瀬

湯沢生涯学習センター

午前

時から午後３時まで

日︵金︶

令和３年８月

ます︒︵申込不要・相談無料︶
◆日時

◆場所
◆対象者

村の方
秋田地方法務局

☎０１８７２１００

▲佐々木るり子さん

①大学卒業程度
・平成４年４月２日から平成
年４月２日以降に生まれた

月１日までに生まれた者
・平成

年

者で大学卒または令和４年３月卒
業見込の者
②高校卒業程度
平成８年４月２日から平成
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
◆場所

見込みの者又はこれらに相当する

秋田県市町村会館

受験できません︒

日︵水︶まで

◆受付期間

月

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︒
☎３４０１

委嘱
相談

19

45

15 30 19

学歴を有すると認められるものは

した者もしくは令和４年３月卒業

50 45
11

20 15

３
秋田市山王４丁目２ ―
８月４日︵水︶から８

◆欠格事項︵次のいずれかに該当す
る者は受験できません︶

10

10

10 10

第１次試験の合格発表は 月中旬
※
です︒第２次試験のご案内は合格

25

総務課

12

①日本の国籍を有しない者
条の規 定により

口述試験︑作文等

10

②地方公務員法第
◆試験の方法
①第１次試験

③資格調査

②第２次試験

性格特性検査

般的知識についての筆記試験及び

試験区分に応じた一

地方公務員となることができない者

16

30

27

10

40

12

12
16

11

募集

information

湯沢雄勝広域観 光 推 進 機 構 事 務 局

10 20 30

子育て世代包括支援センターでは、
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。
◆日時 ８月 18 日（水）・８月 25 日（水）
午前 10 時から正午まで
◆場所 防災情報センター１階
（子育て世代包括支援センター相談室 )
子育て世代包括支援センター
（民生課内）☎３４０５

国民健康保険税の
納税相談について

※上記以外でも随時相談を受け付けております。

国民健康保険税額は被保険者の前
年の所得をもとに世帯毎に計算して
決定されますが︑特別な事情により
期日まで納付が困難な場合︑分割納
付や徴収猶予等の納税相談を行って
います︒
また︑次の用件を満たす世帯は︑
国民健康保険税が減額となる場合が
あります︒詳しくは税務課へお問い
合わせください︒
◆失業や病気療養等により︑前年よ
り５割以上収入が減少する場合
◆新型コロナウイルス感染症の影響

☎３４１０

で︑前年より３割以上収入が減少す
る場合
税務課

７月３１日でマル福カードの有効期限が切
れる方を対象に、８月１日から有効となるマル

福カードをお送りしますので、お手元に届き

ましたらご確認ください。

詳細はマル福カードに同封する通知をご覧

ください。

格

資

給

受

者

象

対

乳幼児（未就学児） 小学校入学前の児童

小・中学生・高校生

小学生・中学生・高校生
の児童及び生徒

ひとり親家庭の児童

18歳に達する日以後の
最初の３月31日まで

高齢身体障がい者

65歳以上で身体障がい者
手帳４級から６級の所持者

◆﹁被保険者証﹂をお送りしています
令和３年８月１日から後期高齢者
医療制度の被保険者証が﹁紫色の被
保険者証﹂に変わります︒７月中旬
に郵送しておりますので︑８月１日
以降は新しい被保険者証で受診して
ください︒
○﹁限度額適用・標準負担額減額認
定証﹂ をお持ちの方へ
現在交付を受けている方で︑昨年
度に引き続き該当になる方には︑８
月１日からの﹁限度額適用・標準負
担額減額認定証﹂を被保険者証と一
緒にお届けします︒被保険者証の裏
側にありますのでご注意ください︒

※所得制限により該当しない場合もあります。
※「重度心身障がい者（児）」に該当する方（マ
ル福カードの対象区分が「７３」
「７８」から始ま
る方）は、今回の更新はありません。

めです︒

民生課

☎３４０３

が︑便利で安心な口座振替がおすす

または納付書︶での納付となります

方の保険料は︑普通徴収︵口座振替

また︑特別徴収の対象とならない

ます︒

は︑申請により口座振替に変更でき

特別徴収︵年金からの納付︶の方

い︒

法を通知しましたのでご確認くださ

令和３年度の保険料額とお支払方

ています

◆﹁保険料額決定通知書﹂をお送りし

﹁後期高齢者医療﹂の
被保険者証が新しくなります！

新しい福祉医療費受給 医療
者証（マル福カード）
をお送りします
医療

相談
お気軽に
ご相談ください。

子育て世代包括
支援センター

相談

観光誘客推進
取組事業補助金

湯沢雄勝地域への誘客促進を図る
ため︑地域の観光資源を活用し︑観
光客の誘致に取り組む事業者等の新
規誘客及び継続した誘客効果が見込
める取組等を支援しています︒そこ
で︑次のとおり︑補助金交事業者等
を募集します︒
①対象者
湯沢市又は雄勝郡内に住所を有す
る法人︑団体︵任意団体を含む︶若
しくは個人
②補助金
補助率
／ 以内
補助限度額 １回目
万円以内
２回目
万円以内
３回目
万円以内
新規事業は１回目︑過去に実施さ
れた事業と同一内容で実施する場合
は２回目︑さらに翌年度以降も同一
内容で実施する場合は３回目の補助
限度額を適用します︒
③募集期限
令和３年７月 日︵金︶
④応募
募集期限までに︑企画提案書︵様
式第１号︶︑収支予算書︵様式第５
号︶及び必要に応じて 複数年事業
実施計画書︵様式第２号︶を事務局
まで提出してください︒
10

30

☎０１８３８１９１
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10

募集

役場からのお知らせ
医療

国民健康保険高齢
受給者証などの
更新・申請について

74

◆高齢受給者証

から

70

８月１日から有効の新しい﹁国民

健康保険高齢受給者証﹂︵

▲高齢受給者証

歳まで対象︶を︑７月中にお送りし

ます︒８月１日からは新しい受給者

証で受診してください︒

見本

日で

31

◆限度額適用認定証︑限度額適用・

標準負担額減額認定証

認定証の有効期限は７月

す︒８月１日以降に新しい認定証の

交付を希望される方は︑８月２日

︵月︶以降に役場民生課へ申請して

ください︒認定証は︑申請月の初日

保険証・印鑑

から有効となります︒

〇申請に必要なもの

村民税非課税世帯で過去１年間に
※

日を超える入院をした場合は︑

☎ ３４０３

病院の領収書もご持参ください︒

民生課

90

健康 「フレイル予防健康教室」始めました！
５月から疾病予防と介護予防を目的に「フレイル予
防健康教室」を開催しています。
６月８日は「お口の機能」をテーマに、歯科衛生士
の遠藤孝子先生からお口の機能をチェックしていただ
きました。遠藤先生は、「お口の機能は食べる事だけ
でなく体全体の機能とも密接につながっており、下肢
の筋力が弱くなると食べ物を飲み込む機能も低下して
くることから、運動やお口のお手入れにも気を配るこ
とが大切です」とご指導いただきました。
フレイル予防健康教室は岩井川地区で自主的に活動
している「スポレク広場」で、月１回テーマを決め、
健康運動指導士、歯科衛生士、栄養士を講師に軽い運
動や講話などを行っていきます。
民生課

☎

▲歯科衛生士 遠藤孝子先生によるお口の機能チェック

３４０５

お 知 ら せ
第３回
「フレイル予防健康教室」のご案内
日時

７月27日（火）
午後１時30分から午後２時30分まで

講師

健康運動指導士

三浦敬樹先生

内容

「体の柔軟性」をテーマとした簡単な
ストレッチ体操

場所

東成瀬村地域交流センター「ゆるるん」

▲お口の運動や手入れの大切さを教える遠藤先生

※興味のある方は民生課までご連絡ください。

2021.７ 広報
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…

月下旬から９月上旬まで草刈り禁止

だけ地域一斉に除草を行います︒７

▼農道・畦畔の草刈りは出穂予想日

草刈りを忘れずに
行いましょう

期間となりますので︑まだ行ってい

カメムシ防除の徹底を

ここ数年︑カメムシ被害により米

ない場合は忘れず行いましょう︒
日

日前までに︑できる

の等級が低下する事例が多発してお

います︒

後頃と同

日後頃の２回を基本に行

▼本田の防除薬剤散布は︑出穂

から遅くとも

ります︒
今年のカメムシの発生時期は平年
よりも早く︑発生量は平年よりやや
多いと予想されています︒カメムシ

最優秀賞

☎３４０６

ほっかぶり むしろさねまって
︵ほっかぶり むしろに座って

優秀賞

うどこしとつさ

じゅんめもみ
ぜんまいもみ︶

山笑う

やじまげだ たのまねごどまで へわまげる
︵困ったもんだ 頼まれないことまで 世話をやく︶
まだべってゃ

︵ まだ小さい 一本しかないウドに手をかけて 山に笑われた︶

カヤしょって ふじけて歩いた ねじ花こ
︵カヤを背負って ふんで歩いた ねじ花︶

ケイコ

肩のチコちゃん

山野はしばみ

快

勇姿

☎ ３４１５

▲忘れずに除草しましょう

災害に備えて

避難所用テントと段ボール
ベッドを配備しました
村では︑災害に備え︑避難所用の
段ボールベッドを配備しました︒
ベッドを使用することにより︑床
に付着した飛沫に触れるリスクが軽
減されるため︑感染症対策にも有効
です︒

に選考委員会が開催され審査の結果、最優秀賞１

農林課

カメムシ被害が多い状態で色彩選
※
別機にかけると故障の原因となる

は︑雑草の穂に産卵するため︑雑草

10

10

ため使用ができない場合がありま

より34作品の応募がありました。7月5日（月）

また︑昨年度は間仕切りテントを

と評価されました。

を防除することが︑カメムシ被害の

７回仙人の郷流「俳句・川柳」には、15名の方

配備しており︑避難所での感染症拡

くなった光景が目に浮かび、懐かしさを思わせた」

すのでご注意ください︒

選考委員会から「今ではほとんど見ることのな

発生を抑えるポイントになります︒

東成瀬村方言活用事業推進委員会が主催した第

大防止のため準備をしています︒

作品の外、優秀賞４作品が選出されました。

水田内の雑草除去や農道・畦畔の草
刈りを徹底しましょう︒

―東成瀬村方言活用事業―

各家庭でも︑食料・消耗品等を備

仙人の郷流「俳句・川柳」

蓄する︑家族や近所の方と災害時の
行動を確認するなど災害に備えま
☎３４０３

24

どろかまし ちらこもふぐこも しぱねあげ
︵土遊び 顔も服も どろだらけ︶

教育委員会

2021.７
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50

しょう︒
民生課

▲間仕切テントと段ボールベッド

農業

芸術
文化

防災

役場からのお知らせ
information

短角牛塩ラーメンの味は⁝

芸術・趣味コース︶

麺づくり教室
︵体験型
日︑まるごと自然館におい

出場選手を
募集します！

月

日

市町村

日︵土︶から

秋田 市町村対抗駅伝
ふるさとあきたラン

村では︑

︵日︶に開催される﹁秋田

月

日︵日︶

出場選手を募集しています︒

◆競技日

仙北市内

年４月２日から平成

居住地が村内であること︒

年４

⑵一般男子・女子︵男女とも２名︶

①秋田県在住の社会人︑大学生・専

門学生等であること︒

②居住地又は勤務地が村内であるこ

と︒

③大学生・専門学生等は出身地又は

保護者の居住地が村内であること︒

月

日現在で満

歳以上である

⑶一般壮年︵男女不問で２名︶

①

◆募集期間

☎３４１５

８月６日︵金︶まで

教育委員会

８

2021.７ 広報

指で描こう

なごみアート教室
芸術・趣味コース︶
７月
て教育委員会主催の﹁麺づくり教室﹂

31

対抗駅伝ふるさとあきたラン！﹂の

25

②東成瀬中学校卒業生又は保護者の

月１日生まれであること

①平成

⑴高校生︵男女とも２名︶

◆募集選手及び条件

◆コース

31

が 開 講 さ れ ま し た︒講 師 は 地 域 お こ
名の皆さんが﹁麺づくり﹂に

30

25

10

10

し協力隊の鈴木大貴さんで︑参加さ
れた約
挑戦しました︒出来上がった麺は︑短
角牛の骨をベースにしたスープに短

参 加 さ れ た 皆 さ ん か ら は︑﹁貴 重 な

により縄文時代の火起こしの方

18

体 験 が で き た﹂﹁こ の よ う な 教 室 は
日︵金︶に開

どんどん開いてほしい﹂と大好評で
した︒次回は︑８月

☎ ３４１５

館」において、村の小中学生等

角牛の肉をトッピングした塩味ラー
メンで味わいました︒
▲出来上がり
短角牛の肉が載っています

▲サポートする講師の鈴木大貴さん

法により採火式を行います。

講の予定です︒是非︑ご参加くださ

20

午前 10 時から「まるごと自然

い︒
教育委員会

レーに向け、８月 12 日 ( 木 )

︵体験型

７月７日︵水︶ふる里館において︑
なごみアートが開講されました︒こ
の教室では︑削ったパステルを指で
描いて楽しみます︒
今月は季節柄︑紫陽花と傘を描き

東京パラリンピックの聖火リ

15

31

こと︒

10

ました︒参加者は︑同じ材料を使い

・・

募集

②⑵の①︑②を満たすこと︒

40

ますが︑それぞれが違うアートの出
来上がりを毎年楽しんでいます︒パ
ステルの色︑ほんわかとした優しい
絵に思わず笑みがこぼれます︒
次回は︑８月４日︵水︶に開講し

☎ ３４１５

ます︒是非︑ご参加ください︒
教育委員会

パラリンピック聖火採火式
が行われます

15

20

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!

生涯
学習

～成瀬ダムの進捗状況について～
台形ＣＳＧダムの施工状況
現在、工事現場ではダム建設が鋭意進行中です。今回はダム本体（台形
ＣＳＧダム）の施工進捗状況について、お知らせします。

ダム本体工事の進捗状況（令和3年6月末時点）
CSG 施工状況図（ダム本体を上流側からみた図）

ダム本体が完成した時のライン

堤頂長：755.0m

令和３年度はこのラインまで施工が進む予定です

ＫＡＪＩＭＡ
ＤＸ ＬＡＢＯ

約２６m

強度の低い岩盤の一部を除去し、
コンクリートに置き換え（R2～R3施工）

＜ダム本体施工量＞
全体計画
485万m3
R3年6月末まで
60万m3
R1年度計
1万m3
R2年度計
34万m3
R3年度計(6月末まで) 25万m3

令和3年度(6月末時点まで)の施工範囲

令和2年度までの施工範囲

上流側から見たダム本体の施工状況（R3.6.28撮影）
ＫＡＪＩＭＡ
ＤＸ ＬＡＢＯ

ダム本体施工上面

※止水コンクリート等を含む。

【R3年6月末

進捗率 約12%】

台形ＣＳＧダムの断面図

ダムの諸元

◆ダム型式：台形ＣＳＧダム
ダム高：114.5m
堤頂長：755.0m
堤体積：4,850千ｍ3

マッチ棒のように細長
く見えるのは、放流設
備の導水管です。
いずれダム本体の中
に埋まってしまうので、
今しか見られません。

ＣＳＧとは、砂礫（されき）にセメン
トと水を混ぜて、締め固めたもの
です。このＣＳＧを層状に積み上
げて、台形状のダム本体を構築
していきます。

トピックス
～秋田県 佐竹知事が成瀬ダム建設現場を視察しました～
テレビや新聞報道で既にご承知の方もおられるかと思いますが、
６月３日、秋田県 佐竹知事が成瀬ダム建設現場を視察に訪れ、間
近で工事の進捗状況等を確認されました。
９
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ダム本体の施工で、
ここが一番高く積
み上がってきた箇
所です。約26mの
高さまで、施工が
進みました。

佐竹知事

学校のとびら

全員が聞きとりやすい速さや大き
さを考え発表したこと︑出題の仕方
や︑補足説明があったことなどか
ら︑聞いている子どもたちは真剣に
聞き︑楽しんでいました︒また︑運

東成瀬中学校
生き生き東中生

１・２年生合同で
練習開始！
―成瀬仙人太鼓―

生 徒は﹁ 太 鼓をリズムに乗ってたた

くのは楽しいですが︑順番を覚える

のが難しいです︒一生懸命に練習を

して︑太鼓経験者たちのようにかっ

こよくたたけるようになりたいで

す︒﹂と感想を述べていました︒

東中祭では学年ごとに演奏をしま

す︒楽しみにお待ちください︒

10
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東成瀬小学校
夢いっぱい かしこく
やさしく たくましく
営委員会の司会が︑﹁近くの人と感
想を話し合ってください﹂と伝える
と︑ミニ集会に初めて参加する１年
生や２年生も感想交流をスムーズに
行い︑３年以上からは︑発表の具体
的なよさを挙げ︑褒める言葉がたく
さん入った感想が伝えられました︒
集会の進め方や参加の仕方をしっか
りと受け継いでいて嬉しく思いまし
た︒
子どもたちには︑今後も他学年と
の交流を通して多くのことを学び︑
活用していってほしいと思います︒

成瀬仙人太鼓の会会長の谷藤勉さ
んを講 師にお迎えし ︑１・２年 生の

▲合同練習会

▲かっこよくたたけるようになりたい！

復活！ ーミニ集会ー

本校では︑堂々と発言したり︑発

合同練習会が始まりました︒ 月９

者が中心となって練習しています︒

を覚えるのが大変ですが︑ 太鼓経験

初めての生徒にとっては︑ 曲の構 成

いただく予 定です︒成瀬 仙人太 鼓が

本番に向けて３回の練習会でご指導

ことになっています︒谷藤さんには︑

日︵日︶開催予定の東中祭で披露する

10

表したりできる力を子どもたちにつ
けるというねらいでミニ集会を行っ
ています︒昨年度はウイルス感染を
警戒し休止しましたが︑今年度は感
日︵火︶︑

染症対策に配慮して行っておりま
す︒第一回目は︑６月

しました︒

果を生かし︑都道府県クイズを出題

４年生が発表担当でした︒学習の成

22

▲感想交流

▲クイズ発表

▲講師による熱心なご指導

なるせっ子

なるせ児童館
その使い方大丈夫？
（図書室）

親子でしっかり確認
開放的になる夏休み中は︑スマホ
等がきっかけとなったトラブルが増
加します︒
有害サイトや不適切アプリのフィ
ルタリングに加え︑夏休み前にスマ
ホに関するマナーやルールを親子で
共有しておくことをお勧めします︒

なるせ保育園
自分が好き！
友だちが好き！
東成瀬が好き！

とっても楽しかったよ！
なるせっこプチ運動会

日︵土︶︑多目的グラウン

▲親御さんもご一緒に

に発揮してくれました︒とても楽し

やダンスを元気いっぱい運動会の日

の活動の中で行ってきた︑かけっこ

子どもたちは日頃の限られた時間

ことができました︒

皆さんのご協力により無事終了する

様に規模を縮小して行いましたが︑

新型コロナウイルスの影響で昨年同

ドにおいて運動会を開催しました︒

６月

12

なるせ路を歩こう！
（虎の穴・健全育成）

日︵金︶︑とても暑い日で

▲関連本を取り揃えています

@NaruseLibrary

楽しく全員完歩

６月

したが熱中症対策をしっかりとりな

ツイッター
やってます。

そうでした︒運動会での自信を︑今

後の生活に生かせるよう見守ってい

きたいと思っています︒

コロナの感染予防対策として︑昨

年に引き続き園行事の内容や時期の

見直し等子どもたちや保護者の皆さ

んには申し訳ありませんが︑これか

ら夏に向けプール遊び等出来ること

を工夫して︑子どもたちが楽しめる

よう努めていきたいと思います︒

▲ゴールを駆け抜けろ！

▲あとは任せて！

がら︑なるせ路を歩きました︒子ど
もたちは事前に指導したことをきち
んと守り︑全員安全に楽しく目標
︵完歩︶を達成することができまし
た︒挑戦することの意義と︑準備の
大変さについて話をしたところ︑ス
タッフへ心を込めて﹁ありがとうご
ざいました﹂と言ってくれました︒

2021.７
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11

図書室
なるせ
児童館

25

▲元気いっぱいの子どもたち

日日までの日程

12

石綿響さん
砲丸投げ ６位入賞

日から

10

中学校全県総体陸上競技

７月

で秋田県営陸上競技場︵秋田市雄

▲初優勝の報告で来庁された小田原監督

和︶を会場に全県中学校総合体育

おめでとうございます。

大会陸上競技大会が開催されまし

た。

た︒

優勝の快挙を果たし、全県大会への出場を決めまし

東成瀬中学校からは︑石綿響さ

沢雄勝地区予選に出場した東成瀬ブラザーズOBが初

ん︵２年︶が男子共通砲丸投げに

された日本スポーツマスターズ2021軟式野球競技湯

出場し︑自己新記録で６位入賞を

６月19日・20日、湯沢市皆瀬野球場において開催

果たしました︒おめでとうござい

東成瀬ブラザーズOB

ます︒

全県大会へ

15

㎝

マスターズ初優勝

10

ｍ

▲全県大会初出場を決め、満面の笑み

◆記録 男子共通砲丸投

日に東成瀬村民体

菅原美空さん
準優勝 全県へ

日・

20

中学校郡市総体卓球大会

６月

育館を会場に湯沢市雄勝郡中学校

総合体育大会卓球大会が開催さ

れ︑個人戦に出場した菅原美空さ

ん︵東中３年︶が準優勝を果た

し︑全県大会への切符を手中にし

ました︒

菅原さんは中学校最終学年で初

の全県大会出場となり︑まさに

﹁有終の美﹂を飾りました︒

おめでとうございます︒

19

▲自己新で６位入賞を果たした石綿さんの投てき

単独チーム５年ぶり

全県大会へ

東成瀬ブラザーズJr．
６月26日、湯沢東小学校を会場に秋田県小学生野
球協会湯沢雄勝地区予選大会が開催され、東成瀬ブラ
ザーズJr．（監督：鈴木勇人）がBブロックで準優勝
を果たし、8月7日から向浜運動広場四面球場（秋田
市）で開催される「全県読売さわやか野球大会」への
出場権を獲得しました。
東成瀬小学校の単独チームとしては５年ぶりで、全
県大会での活躍も期待されています。
おめでとうございます。

▲全県でもガンバルぞ〜っ！

2021.７ 広報

12

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！

仙北道を歩こう

周年記念事業

日︵日︶︑﹁仙北道を歩こう﹂が開催され︑仙北道を考える会の

名が古道の標柱を点検しながら秋田県側ルートを探索しました︒

30

古道ロマン

歴史の道百選選定・踏査

６月

会員等

当日は快晴で︑きれいな焼石連峰を望み︑きらきらと光る太陽と自然の

緑︑木々の間から吹き渡る爽やかな風の中︑ブナの葉が敷き詰められた古

道を満喫しました︒

▲柏峠で記念撮影

17 27

▲丈の倉から焼石連峰を望む

ボランティアで村を綺麗に！
"絆"感謝運動
６月 23 日（水）、国道 342 号沿い（デイリー付近
からふる里館付近まで）において、村商工会青年部や
北都銀行・秋田銀行の行員 11 名の皆様が、ゴミ拾いを
実施しました。この活動は、青年部事業である「" 絆
感謝運動」の一環で、青年部と地域との「絆」と感謝
の想いをさらに強化していくことを目的としていま
す。

▲たくさん拾ってくださいました

青年部から一言

例年︑青年部・女性部が互いに協

2021.７

力 し 実 施 し て い ま し た が︑今 年 は︑

広報

コロナウイルスの影響を考慮し青年

13

部単独の活動となりました︒

▲あちこちにゴミが落ちていました

予想以上に空き缶やペットボトル

（千葉県市原市）

等のゴミが落ちていました︒ゴミの

・佐々木武士 様

ポイ捨てはしないよう気をつけま

【広報送付謝礼】

しょう︒

ボランティアの皆様

ボランティアにご参加の皆様︑ご協

・団体＝なるせ防犯

力いただきありがとうございました︒

【村へのボランティア】

純粋な花々が
見守っています

花ざかりの仙人ユリ

仙 人 ユ リ は︑﹁秋 田 プ チ ホ ワ イ

ト﹂という品種で︑背丈が低く︑

花粉やにおいがないうえに小さく

可憐な花が咲くことが特徴です︒

出荷が始まりました
桃太郎トマト

ふるさと納税で人気の特産品

▲柳一雄さん（滝ノ沢）が所有するビニールハウス内
桃太郎トマトを栽培しています

観光物産協会からのお知らせ

作 品 募 集

第８回 東成瀬村写真コンクール

応募受付

９月１日（水）から12月１日（水）

までに応募作品を郵送または持参してください。
対象

令和元年11月１日から令和３年10月31日ま

ご案 内

お盆の市＆なるせ赤べご等即売会

日時

８月12日（木）８時から

会場

夢・なるせ直売所

商品内容

短角牛等焼肉用やロースステーキ、

でに東成瀬村で撮影した写真（過去２年間）
審査員

写真家

募集部門
賞

現在は夢・なるせ直売所付近の

村の特産品となっている﹁桃太郎

トマト﹂は︑冷涼な気候と朝晩の寒

暖差が育む糖度の高い夏秋トマトと

して市場でも高い評価を得ており︑

村のふるさと納税返礼品でも人気が

あります︒

滝ノ沢地区において８棟のハウス

でトマト栽培を行っている柳一雄さ

んも出荷シーズン到来で収穫作業の

日々を迎えています︒

■

ほ 場 で 栽 培 さ れ て お り︑道 行 く

▲除草してくださるシルバーバンクの方々

方々を見守っています︒

白ユリの花言葉は﹁純粋﹂や
※
﹁無垢﹂です︒

▼仙人ユリ

小松

ひとみ氏ほか

景観部門、生活部門、成瀬ダム部門

最優秀賞３点（各部門１点）、優秀賞６点、
（各部門２点）、入賞９点（各部門３点）
※詳細は、後日村のホームページに掲載します。

応募・問合わせ先

お盆用品、新鮮な夏野菜等
○東成瀬村応援クーポン券が使用できます。
○ご来場の際は、マスクの着用等新型コロナウイルス
感染防止対策にご協力ください。
○詳細は、今月の広報に同封しているチラシをご覧く
ださい。

（一社）東成瀬村観光物産協会
〒019-0801
東成瀬村田子内
字仙人下 30-1
☎38-8411
▶第７回写真コンクール
生活部門 最優秀賞
『ハッピーロード』

▲短角牛焼肉用

限定30個でお得に販売します
2021.７ 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！

完成した成瀬ダムが体感できます！

―KAJIMA DX LABO―

KAJIMA DX LABOは、AR（Augmented Reality）やVR（Virtual Reality）、パネルを活用
し、鹿島建設が考える土木の未来や成瀬ダム工事について、体感・学習できる施設です。中央に設置
された成瀬ダムのジオラマを中心に、パネルゾーンとシアター、展望デッキのフィールドミュージア
ムで構成されており、タブレット端末を操作しながら、ジオラマやパネルに組み込まれたARを通じ
て体感・学習することができます。展望デッキでは、工事現場にタブレットをかざすことで、成瀬ダ
ムの完成形がARで視認できます。
見学は、KAJIMA DX LABOの予約専用サイトから申込みができます。今年度から個人予約（毎
月第２・４土曜日）もできますので、是非、ご参加ください。
成瀬ダム堤体打設JV工事事務所

☎23-5185

ジオラマにタブレット
をがざすと・・・

▲完成後の成瀬ダムが表示される

▲タブレットをかざすと楽しい展示パネル

▲展望デッキからタブレット越しに工事中の堤体を望む

彼岸花が咲く島

おらほの図書館

李

澤田 瞳子 著 ／ 文藝春秋

※芥川賞・直木賞の選考結果は、図書館だよりをご覧ください。

広報

2021.７

／

文藝春秋

〜おしらせ〜
1 日（日）
、８日（祝）

８月の休館日

９日（振替休日）、15 日（日）
、29 日（日）
おはなし会

15

著

記憶を失くした少女が流れ着いた
のは、ノロが統治し、男女が違う
言葉を学ぶ島だった…。
不思議な世界、読む愉楽に満ち
た中編小説。
≪2021年上半期 芥川賞ノミ
ネート作品≫

星落ちて、なお
鬼才・河鍋暁斎を父に持った娘・
暁翆の数奇な人生とは…。父の影に
翻弄され、激動の時代を生き抜いた
女絵師の一代記。
≪2021年上半期 直木賞ノミネー
ト作品≫

琴峰

４日（土）10：30 〜



地 域 お こ し 協 力 隊

「

」
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近頃山ばかり
６月から７月前半はだいぶ山に行きました︒
登山道案内標識立てなどの作業補助に加え︑撮
影のための山行︑仙北道関連のイベント参加に
撮影など︑二︑三日に一回は山に行っていたよ
うに思います︒お陰で︑まだ３ヶ月しかいませ
んが︑高山植物の見頃やそれぞれの見所のポイ
ントなどをだいぶ覚えた気になっています︒
それでも︑﹁何をあちこち遊んで回っている
んだ﹂と言われないよう︑短い動画をどんどん
作成︑どんどんアップし︑それでまた出かけて
いくというのが日課となっています︒
活動状況は﹁ひがしな
るせのあおチャンネル﹂
で確認してみてくださ
い︒また村のホームペー
ジにブログのバナーも

▶須川湖の湖
面に映る秣岳
▶東山から焼
石岳を望む

貼っていただいたので︑

▶ミヤマキン
ポウゲ（焼石
岳8合目にお
いて撮影）

そちらもご覧ください︒
︵青西︶

ひがしなるせの
あおチャンネル

ふるさとへの便り

床屋のこぼれ話

なんやかんや迷惑がかかると理

専門と言いながらも︑泊まると

が多く︑専︵もっぱ︶ら車泊が

︵仙人の足湯と栗駒仙人水だな

とか﹂という湧き水があったと︒

ので行ってみたら︑﹁仙人なん

﹁湧き水﹂があるらしいと言う

るらしい︒愛車のハイエースを

屈っぽい︒伯父や伯母も﹁泊

飛ばし年に何度か行くと言う︒

息子が行くと運転を代わるか

さて︑定番の食パン︒田舎は

まっていけば﹂とは言うが︑向
よくしゃべるご主人と︑あい

温泉に浸かって︑旨いもん食っ

らずいぶん楽だと︒﹁前沢牛﹂

親戚も多く都度︵つど︶の土産

にんまり︶息子がその湧き
……
水を汲み︑﹁小安峡温泉﹂を回

さつ程度の物静かな奥さん︒私

て︑帰りは土産を沢山積んでく

は事前に目星をつけてある店で

もばかにならない︒この食パン

こうも﹁社交辞令﹂と割り切っ

が行く床屋のご夫婦である︒平

る︒自慢げに話し出したら止ま

ステーキを注文︑いい肉は︑塩

り山形経由で帰って来たようで

日の午後３時過ぎだと比較的お

袋積んできたと

ているからと笑う︒

客さんが少ない︒椅子は２つあ
らない︒米を

引いて﹁こんにちは﹂と声をか

とは滅多にない︒入り口ドアを

に聞いてもかなりオーバー気味

で積んでくるのだとか︒話半分

か︒リンゴや野菜を仲間の分ま

の話になり︑秋田を回って帰っ

んだと自説を説く︒さて︑帰り

分︑ホテル代を考えたら安いも

こしょうで２切れも食べれば充

ない︒もらう方も気遣いしなく

でもらえる土産なんてそうそう

０００円︵２斤︶ぐらいで喜ん

１斤５００円もするという︒１

ある︒

るが︑その２つ埋まっているこ

ける︒この時︑どちらの手が空

に捲し立てる︒
いつだったかご主人 ……学
生時分は連れていけとせがんだ

が︑〝秋田〟と聞くとそうはい

ない相づちでも事足るであろう

ｔｏｋｏ

て済む︒ここでも自説を忘れな

意外と気にかかる時間となる︒

息子も︑社会人になったらとん

かない︒﹁どこを？回ったんで

て来たと言うではないか︒いつ

いているのか︒相づちが必要と
なるか︒うとうとさせてもらえ

ご主人なら軽いショック︑奥さ

と誘いに乗ってこないとこぼし

すか﹂と︑思わず︑こちらの

かった︒

んならラッキーとなるところ︒

ていた︒﹁前沢牛﹂をだしに久

トーンもあがる︒

ものおしゃべりなら︑少々気の

そんな思いを見透かされたよう

しぶりに息子と岩手に行って来

概ね帰りのルートは次のよう

るか︒小一時間ほどであるが︑

に︑たいてい手が空いているの

たとご機嫌︒定番の食パン︵こ

泉︶に上り︑足湯に浸かった後︑

はご主人である︒

に︑真っ先に親父の生家に向か

息子が︑少し下がったところに

である︒一関から栗駒︵須川温
親父が岩手の出身というご主

うのが常と︒仕事柄とんぼ返り

の食パンがまた意味深︶を土産
人︒本人も岩手は気に入ってい

2021.７

広報
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湯沢雄勝広域市町村圏組合消防
職員採用試験のお知らせ
月１日までに生れた方

※大卒、短大卒、高等専門学校を卒

日時

湯沢雄勝広域市町村圏

日（日）

業又は令和４年３月までに卒業見込
みの方を除く。

行政職（消防吏員）上

▼試験区分

令和３年９月

▼第一次試験
○試験日時

級・中級・初級
３名程度
午前８時

▼採用予定人員
▼受験資格

○試験会場

分

たし、採用後は湯沢市、雄勝郡内に

組合

一般教養試験及び消防
適性検査（筆記試験）

次の年齢等の要件を満

居住できる方

○試験科目

消防庁舎２階講堂

○上級
大卒程度の学力を有し、平成２年

▼申込み・受け付け

ます。

月上旬（予定）に合格者に通知し

▼第一次試験合格発表

年４

年４月１日まで

４月２日から平成
に生れた方
○中級
平成５年４月２日から平成

湯沢雄勝広域市町村圏

○申込み先

総務課
令和３年８月２日
日（金）まで

沢 雄 勝 広 域 市 町 村 圏 組 合 消 防 本 部、
消防署及び各分署に請求していただ
く か、 湯 沢 雄 勝 広 域 市 町 村 圏 組 合
ホームページからダウンロードして
ください。

総務課

(http://www.yutopia.or.jp/~yokoiki/)
湯沢雄勝広域市町村圏組合消防
問

本部

秋田

☎０１８３３１５２

Ａターンフェア

秋田県では、県内就職希望者を対
秋田」を開催します。

象 と す る 就 職 イ ベ ン ト「 Ａ タ ー ン
フェア

当日は、県内企業がブース出展し、
個別面談を行うほか、Ａターン就職
面談相談、移住相談等をお受けしま
す。

▼日時

時から

▼会場

令和３年８月

時まで

日（木）

秋田拠点センターアルヴェ

１階きらめき広場、２階多目的ホー

ル

▼対象等

○県内就職を希望する方（一般・学

生、県外在住・県内在住問わず）

○予約不要

公益財団法人秋田県ふるさと定

○服装、入退場自由

問

住機構

☎０１８（８２６）１７３１

高校生福祉の進路ガイダンス

「福祉の仕事」に関心のある高校生

分から３時

分から

８月３日（火）

午前９時

午後１時

時

の皆さん、一緒に学びませんか！

▼日時

○午前の部

分まで

○午後の部

秋田県南部老人福祉総合エ

分まで

▼会場

秋田県社会福祉協議会

リア（横手市）

問

☎０１８（８６４）２８８０

秋田県南部老人福祉総合エリア

☎０１８２㉖３８８０

18
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15

12

11

担

当

８月９・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
開催日
時 間
場 所

12

50

30

東成瀬村巡回相談

※受験案内及び受験申込用紙は、湯

（月）から８月

○願書受付期間

月１日までに生れた方

年４

50

30

自立相談支援事業
19

８月の心の健康相談

in

45

８月 10 日（火）
10：00 ～ 12：00
場所 村保健センター １階
問 秋田県南福祉事務所
企画福祉課
☎０１８２－３２－３２９４
in

10

組合消防本部

14

16

※大学を卒業又は令和４年３月まで
に卒業見込の方を除く。
○初級
平成７年４月２日から平成

27

12

令和３年８月

込みをされた方で、新たな技術・技

ハローワークに求職申

能を身につけて再就職を希望される

▼応募資格

日（土）午

ふくしのしごと総 合 フ ェ ア 秋 田
▼日時

秋 田 県 生 活 セ ン タ ー の「 出 前 講
座」をご活用ください

まで）

▼参加料

３０００円（声楽部門の

フェスティバルの部は１０００円）

化振興課ホームページ、あきた文化

美の国あきたネットの文

活相談室）では、消費者トラブルの

情報サイト「ブンカＤＥゲンキ」か

▼その他

問

未然防止、食品表示についての出前

秋田県生活センター（南部消費生

ホテルメトロポリタン秋田
（ポリテクセンター秋田）訓練科受

ら 開 催 要 項、 参 加 申 込 等 を ダ ウ ン

方

▼会場
求職者、学生、求人事業所

講座を行っています。お気軽にご活

後１時から３時まで
▼対象
講生支援室

秋田職業能力開発促進センター

※求職者、求人事業所ともに事前申

問

用ください。

ロードすることができますので御利

秋田地方法務局登記部門筆界特

日（火）まで

あきた県民文化芸術祭２０２１
「第 回秋田県青少年音楽コン
クール」

８月

秋田県観光文化スポーツ部

▼内容

化振興課
○くらしに役立つ食品表示

○消費者トラブルの事例と消費者を

「 筆 界 特 定 制 度 」 と は、 法 務 局 が

▼費用

☎０１８（８６０）１５３０

現地における筆界（境界）の位置を

ンターが準備）

守る仕組み

特定する制度です。実地調査や測量

※主催者には「会場確保」のみお願
分程

無料（テキスト等は生活セ

を含む様々な調査を行った上、もと

いします。少人数、５分から
問

度のミニ講座としても開催可能です。

いる方、筆界について隣地の所有者

活相談室（秋田県平鹿地域振興局内）

問

▼申込期限
○ピアノ部門

日（木）まで

○弦楽器、声楽、管・打楽器部門
９月

歳

県内在住又は県出身で、
歳まで（声楽部門は

▼応募資格
参加当日

文

用ください。

人材確

分

定室
☎０１８（８６２）１４４２

秋田県生活センター南部消費生

との意見が一致せずに困っている方、

☎０１８２㊺６１０３

隣接地との筆界が分からず困って

もとあった筆界を明らかにします。

筆 界 ト ラ ブ ル の 解 消 に「 筆 界 特
定制度」を御利用ください

☎０１８（８７３）３１７８

秋田県社会福祉協議会

込みが必要です。
問
保担当
☎０１８（８６４）２８８０

名）

名）

公共職業訓練について
▼訓練科（定員）
①電気設備技術科（
②ビル管理技術科（
名）

③建築ＣＡＤ施工科（導入訓練付）
（
▼訓練期間

隣地の所有者の所在が不明等の事情
で、筆界の確認をすることができな

月５日（火）から令

日（水）まで（６か月）

①②令和３年
和４年３月

い方は、筆界特定制度を御利用くだ

時

さい。

月５日（火）から令和
分から

日（木）まで（７か月）

③令和３年
４年４月
９時

日（木）

ポリテクセンター秋田（潟

▼訓練時間
まで
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「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1008日〜

◎交通死亡事故『０』継続日数 1884日
〜平成28年５月4日より〜
◎無火災記録
60日
〜令和3年5月2日より〜

慶弔（敬称略）
◆お誕生おめでとう
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男

岩井川

いつも笑顔が可愛い莉愛ちゃん！
パパに抱っこしてもらうと、いつも喜んで楽しそうにするね♫
これからもいつも笑顔で元気に育ってね！
お父さん、お母さんより

◆ごめいふくをお祈りします
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今月の一枚

村の人口と世帯
●人

口

男 1,242人 (＋ 1)
女 1,228人 (− 7)
計 2,470人 (− 6)

●世帯数

958戸 ( 0)

●出生 １人〔２人〕●死亡
●転入 ５人〔25人〕●転出
注(

)内は前月比、
〔

４人〔12人〕

８人〔28人〕

〕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!
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