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ダムの安泰を祈願
成瀬ダム定礎式

５月 14 日

本体工事が本格化
成瀬ダム定礎式

村関係者など約２００名が出席し︑

行されました︒式には︑国や県︑

トにおいて︑成瀬ダム定礎式が挙

うことで︑流域治水の中心的役割

り︑住民が未来永劫交流を深めあ

ムが流域全体の振興発展の要にな

大きな期待を寄せている︒成瀬ダ

村長は︑﹁関係者は成瀬ダムに

本体工事の本格化にあたり︑工事
を担うよう期待している﹂と挨拶

日︑成瀬ダム・ダムサイ

の安全とダムの永年の安泰を祈願
しました︒

５月

しました︒

菅義偉衆議院議員は︑﹁成瀬ダ
ムは︑治水の対策︑農業用水の確
保︑電力の供給を担う︑地域の安
全安心を守るダムになると考えて
いる︒無事に完成することを祈っ
ている﹂と祝辞を述べました︒

建設事業着手

また︑児童生徒を代表し︑佐々

４月

木希さん︵東成瀬小６年︶は︑
﹁村の四季折々の自然が成瀬ダム
の水面に映る様子は︑村民や観光
客の皆さんに︑新しい感動を与え

成瀬ダム定礎式

５月

てくれると信じている﹂︑佐々木

令和８年度完成予定

令和

４年

令和

真緒さん︵東成瀬中３年︶は︑

成瀬ダム堤体打設工事初打設式

平成３０年

﹁周辺の洪水被害を軽減し︑私た

成瀬ダム本体工事着工式

元年１０月

ダム型式を台形CSGダムに変更

９月

成瀬ダム工事事務所新庁舎が開所

９月

平成２９年

ちの生活を守ることができる成瀬

平成

平成２６年

ダムにとても期待している﹂と期
待の言葉を述べました︒

県が実施計画調査開始

４月

９年

３月

成瀬ダム工事事務所が開所

４月

平成

３年

４月

平成２９年

国直轄事業に移行

昭和５８年

期待のメッセージが記載されたメモリーストーンを
設置する佐々木真緒さん（奥）、佐々木希さん（手前）
全児童生徒によるメモリーストーンが礎石周辺に設
置された

成瀬ダムのあゆみ
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菅衆議院議員による祝辞

礎石の周りにモルタルを入れる出席者

２
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考え

行動する村政」をスローガンに掲げ、当選に向

けた３つの政策を表明しました。
また、村民の生活を守ることが一番の目標であり、
佐々木村政が推進した、健康づくりや生きがいづく
りを引き続き実施することで、村民が健康で長生き
できる、安らぎと活力のある村づくりを進めること
としています。

３つの政策

３

１

第５次東成瀬村総合計画の着実な推進

２

雪対策を考慮した生活環境の整備

３

財政の健全な運営
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備前博和氏が初当選

日︶に伴う村長選挙が告示され︑

村長選挙結果

日︑任期満了︵５月
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行動する村政を目指して

備前氏は、当選を目指すうえで「気づく
る

５月

考える

新人の備前博和氏︵田子内︶以外に立候補の届出がなく︑無投

票による当選が決まりました︒

気づく

17

第５次東成瀬村総合計画の概要

①学校教育
・個に応じた指導の充実
・国際理解、英語教育の充実
・情報教育の推進

先月号に引き続き︑総合計画の概要を紹介します︒

基本施策（一部抜粋）

村では︑基本理念である﹁心にうるおいのある協働の村づくり﹂

に向けて６つの基本目標を掲げ︑各種施策に取り組みます︒

郷土の発展を担う気概あふれる人づくり

今回は︑基本目標３と４に対する基本計画及び基本施策を紹介し

ます︒

基本目標３

児童生徒数は︑人口減や少子化の進行等から更に減少すること

が予想されますが︑小規模校のメリットを活かした良好な教育環

境を確保していきます︒

ふれあいや教養を高め︑心を豊かにする環境づくりのため︑社

会教育・生涯学習・スポーツなど多様な学習機会を提供します︒

学び合う環境づくり

地域固有の文化や景観の維持等豊かな自然に対する郷土愛の構

地域連携共に

築は︑人口の流出防止や他地域からの移住・定住︑地域の活性化

にもつながることから︑地域財産の継承と保全を推進します︒

基本計画

①生涯学習
・教室等学びの場の情報提供の充実
・学習に取り組むきっかけづくり
・生涯学習教室や自主学習サークルなどの育成・支援
②社会教育
・多様な学習ニーズに対応する学習機会の提供
・郷土に誇りと愛情を持ちふるさとを再認識する事業
・学校教育、社会教育の連携教育

心豊かな生きがい、

自己実現の環境づくり

③芸術文化
・優れた芸術・文化に触れる機会の提供
・芸術文化鑑賞機会の提供と参加促進
・芸術文化団体の育成･支援
④文化財保護・活用
・出土した遺物や遺構の有効活用
・文化財保護の啓発や普及活動
・郷土資料の電子データ化
⑤スポーツ振興
・住民ニーズに対応するスポーツ活動
・スポーツ団体の育成や活動支援
・スポーツに取り組むきっかけづくり
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４

暮らせる村づくり

５
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②医療体制
・医療サービスの推進
・医師の確保
・医療システムの構築
・患者輸送車等の整備と運行
・医療機器等の充実

生きがいを持ち共に支え合う地域づくり

健康でいきいき

①健康づくり
・がん検診、各種健診を受診しやすい体制づくり
・各年代に応じた歯科保健事業の充実
・官民が連携した自殺対策の推進
・閉じこもりがちな高齢者に対する訪問
・特定保健指導の強化

基本目標４

②障がい者（児）福祉
・近隣市町村及びサービス提供事業者との連携
・日中一時支援事業の推進
・日常生活用具給付事業の推進
・湯沢雄勝地域包括支援ネットワーク協議会との連携

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう︑ニーズに

①高齢者福祉
・老人クラブ連合会・地区老人クラブの育成
・シルバーバンクに対する支援
・地域住民グループ支援事業
・雪下ろし支援
・外出支援
・介護予防普及啓発事業
・高齢者生活支援ハウスの整備
・権利擁護推進体制の整備
・認知症高齢者に対する理解と支援（認知症カフェ）
・高齢者（徘徊）見守り事業

応じたサービスの提供と質の向上︑さらにはそれを支えるマンパ

基本施策（一部抜粋）

ワーの確保・育成を推進します︒

また︑保健福祉サービスを必要としない﹁自立﹂した生活を営

む高齢者も多く︑介護予防サービス︑生活支援サービスの提供や

地区住民等による支え合い活動による安心で生きがいを持った生

活ができる地域づくりを目指します︒

過ごせる村づくり

村民の健康を守るため︑病気の早期発見︑健康保持・増進に結

誰もが安心して

びつく各年代に応じた施策の展開と診療施設として拠点となる国

保診療所の充実︑保健・医療・福祉の連携強化を目指します︒

基本計画

役場からのお知らせ
東成瀬村郷土誌平成編を刊行

平成３年に発行された郷土誌の続

編として︑東成瀬村郷土誌平成編が

刊行されました︒この郷土誌は︑村

年間に焦点をあて︑村の歩みを

に大きな変化をもたらした平成時代

の

広い分野で記録にまとめたものです︒

３４０頁ほどからなる冊子は︑Ａ４

サイズで写真を多く取り入れたカ

ラー版となっており︑村の歴史に触

れることができる郷土誌となってい

ます︒今月の広報と一緒に全戸に配

布していますので︑是非ご覧くださ

い︒

３０００円︵税込︶

必要な方は購入もできますので︑

１冊

☎３４１５

教育委員会へお申込みください︒

・定価

教育委員会
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▲東成瀬村郷土誌平成編

軍盃と磁器人形が寄贈されました
５月16日、平成３年から村と交流を続けてき
た、アメリカ合衆国コロラド州デンバー市に拠点
を置く日本館の本間学館長から、第２次世界大戦
中の軍盃と戦後連合国軍の占領下にあった日本で
海外輸出用に作られた磁器人形等が村に寄贈され
ました。
これらは、戦後進駐軍の軍人が任期を終えて帰
国する際、お土産としてアメリカに持ち帰ったも
してきたものです。

◀寄贈された軍盃

ので、本間氏が長年かけて収集し、日本館で展示

▲本間館長（左）

今回、日本館が移転することになったことから、
この機会に収集品を特に交流のある東成瀬村に寄
贈したいという本間氏の意向により日本への里帰
りが実現しました。
寄贈品は、ふる里館に保管され整理作業を終え
た後、特別展として公開する予定です。
そのほかに、本間館長から「寄贈品の管理や活
用に役立ててほしい」と寄附金をいただきました。
ありがとうございました。

▲寄贈された磁器人形
2022.５ 広報 ひがしなるせ
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information

新型コロナウイルス対策関連情報

新型コロナワクチンの追加接種（３回目接種）について

２回目接種完了日が11月以降の方については、順次接種券と案内を送付します。すでに接

種券を送付されている方で、３回目接種予約がお済みでない方は診療所（☎４７−２３０８）
までご相談ください。

新型コロナウイルスワクチンと他の予防接種は１３日以上空ける必要があります。予防接種
を予定している場合は、接種日の確認をお願いします。

４回目のワクチン接種について

４回目の接種については、国の方針等が決定次第、順次お知らせします。なお、接種対象と
なる予定の方は、次のとおりです。

①60歳以上の方

②18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する方及びその他重症化リスクが高いと医師が認める方

・日時

７月

日︵日︶

◆試験日及び場所

村職員採用試験のご案内

◆採用予定人員

午前９時から

３名

・受付開始

・大学卒業程度一般行政

午前

時から正午まで

・教養試験

１名

・保健師

・検査

条の規定により

試験区分に応じた一

６月

５月

分から

分まで

日︵水︶から

秋田県市町村会館

午後０時

午後０時

◆受験資格

者
◆試験の方法
・第１次試験

般的知識についての筆記試験及び
口述試験︑作文等

性格特性検査
・第２次試験

30 10 10

日︵水︶まで

者に通知します︒受験手続きなど

第１次試験の合格発表は７月下旬
※
です︒第２次試験のご案内は合格

◆受付期間

・場所

・大学卒業程度一般行政
①平成５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
②平成

年４

10

☎３４０１

詳細は総務課までお問い合わせく

ださい︒

年４

者で大学卒または令和５年３月卒
業見込の者
・保健師
①平成５年４月２日から平成

総務課

月１日までに生まれた者

②保健師免許を有する者または令和
見込の者
◆欠格事項

・地方公務員法第

・日本の国籍を有しない者

る者は受験できません

次のいずれかに該当す

５年３月までに保健師免許を取得

13

地方公務員となることができない

16

15 25

13

募集
・資格調査
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７
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☎４７−３４０５
民生課

役場からのお知らせ

固定資産税の期別毎の納期は次の表のとおり
です。

移住定住奨励金

村に移住定住されている方へ奨励

交付を受けた日から３年以内に転
※
出したとき︑金額の返還を求める
場合があります︒
次の方は対象となりません︒
※
・村税等を滞納している方

金を交付します︒
◆対象者

録を行った方

・公務員としての就職による住民登

た方

・転勤等で一時的に住民登録を行っ

年４月１日以降に住民登録

・Ｕターン︑Ｉターン者
・平成
を行い︑登録日から村に１年以上
移住している方

・福祉施設等への入所を目的に住民

方が分からない」「平日の日中は仕事があるため

◆交付額

登録を行った方

「マイナンバーカードを作りたいけど申請の仕

１人あたり５万円分の商品券

・勉学のため転出し︑勉学の終了に

受け取りに関するサポートを行っています。

◆必要書類

イナンバーカードに関してお困りの方は民生課ま

カードの受け取りに役場まで行けない」など、マ

より再び住民登録をした方

宅や近くの会館等でマイナンバーカードの申請や

・交付申請書

☎３４０２

８
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いつでもご相談ください

地域包括支援センター

地域包括支援センターは︑高齢者

の皆さんを︑介護・福祉・健康・医

療など様々な面から支えるための相

談窓口です︒高齢者の皆さんが︑い

つまでも健やかに暮らしていくこと

ができるようお手伝いします︒

保健師︑主任介護支援専門員が次

のようなご相談に対応します︒気軽

にご利用ください︒

◆介護認定の申請方法を知りたい

◆介護のサービスを使いたい

◆介護予防に取り組みたい

◆家族の介護で心も体も疲れぎみ︑

たまにはリフレッシュしたい！ など

センターでは地域の医療・介護
※
サービス関係者の方による在宅医

療や介護に関するご相談にも対応

します︒

分から

☎３４０５

東成瀬村地域包括支援センター

︵民生課内︶

平日午前８時

分まで

30

企画課

事前にご相談いただいた村民の方に対し、ご自

・申請者の住民票

は民生課まで！

相談

受付時間

午後５時

15

助成
・申請者及び世帯全員の納税証明書

相談 マイナンバーカードのご相談

ふるさと定住奨励金

税通知書」を郵送しています。期限までの納

︵令和３年度分︶

証明年度の切替え作業により、所得・課税
証明書のコンビニ交付が、５月３１日（火）
から６月８日（水）まで の期間は利用でき
なくなります。
この期間に所得・課税証明書の交付を希望
される場合は、税務課までおいでください。
税務課 ☎４７−３４１０

奨学金を返還されている村在住の
方へ奨励金を交付します︒
◆対象者 令和３年度に奨学金を返
還した方で︑村に１年以上居住し︑
申請時に現に居住している方

軽自動車税の納期は

５月31日(火)
付をお願いします。

納 期
５月３１日
８月 １日
９月３０日
11月３０日
月
５月
７月
９月
11月
期 別
第１期
第２期
第３期
第４期

☎４７−３４０４

でお知らせください。

民生課

村税等を滞納している方︑奨学金
※
の返還金を滞納している方は対象
となりません︒
◆交付額 令和３年度に返還された
奨学金返還金の３分の１
◆必要書類
・交付申請書
・申請者の住民票
・申請者及び世帯全員の納税証明書
︵令和３年度分︶
企画課 ☎３４０２

令和４年度固定資産税と軽自動車税の「納

26

所得・課税証明書コンビニ交付の
停止について

助成
村税の納期限をお忘れなく

税金

information

相談 子育て世代包括支援センター

戦後77年、平和を誓う
戦傷病没者追悼式

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とおり開催します。
◆日時

◆場所

令和 4 年６月８日（水）・22 日（水）
午前 10 時から正午まで

お気軽に
ご相談ください。

防災情報センター１階

※上記以外でも随時相談を受け付けています。
子育て世代包括支援センター（民生課内）
☎４７−３４０５

児童
福祉

５月 11 日、防災情報センターにおいて、

児童手当制度が10月支給分
から一部変更します

戦傷病没者追悼式が挙行されました。追悼

◆所得上限限度額以上の方は
手当が支給されません

式には、先の大戦で犠牲となった方のご遺
族や来賓の方々が参列し、全員で黙祷をさ
さげ、遺族会代表者などが献花を行いまし

児童を養育している方の所得が別表の①（所

た。

得制限限度額）以上の場合、特例給付（児童 1 人

今日の繁栄は幾多の犠牲の上に築き上げ

あたり月額 5 千円）を支給しています。しかし、

られてきたものであることを忘れず、戦傷

10 月支給分から、別表の②（所得上限限度額）以

病没者のご冥福を謹んでお祈りいたします。

上の場合、児童手当などが支給されなくなりま
す。
別表

児童手当所得制限額・所得上限額
①所得制限限度額

②所得上限限度額

扶養親族 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
等の数 （万円） （万円） （万円） （万円）

祝い金贈呈

日で１００歳を迎え︑

５月２日︑佐々木サキさん︵肴

沢︶が４月

広報 ひがしなるせ 2022.５

村から祝い金が贈呈されました︒お

めでとうございます︒

９

30

社会
福祉

０人

622

833.3

858

1,071

１人

660

875.6

896

1,124

２人

698

917.8

934

1,162

３人

736

960

972

1,200

４人

774

1,002

1,010

1,238

５人

812

1,040

1,048

1,276

◆一部の方を除き６月から現況届は
提出不要です

これまで、すべての受給者に現況届の提出を
お願いしていましたが、現況届の提出は一部の
方を除き原則不要となります。
現況届の提出が必要な方には、様式を送付し
ますので、６月１日以降にご提出ください。
民生課

☎４７−３４０５

役場からのお知らせ
information

本田初期の水管理

稲の育苗管理︵後半︶からの本田初期の水管理ポイント

育苗後半の管理ポイント

移植後から活着まで
○田植直後は︑できるだけ水温上昇

○こまめな管理を心がけ︑過度の低
温・高温や急激な温度変化を避け

○活着するまで水深は４㎝程度とし︑

につとめ活着促進を図る︒

○朝方に充分かん水し︑回数はでき

保温効果を高めるため︑たん水状

ましょう︒
るだけ少なくします︒夕方のかん

℃以下の日は極

株／坪を目安にしま
るよう調節しましょう︒植付の深
さは２㎝程度とします︒
○補植は早期に実施し︑余り苗はい

農林課

☎３４０６

６㎝程度︶にする︒

○低温や強風時は︑やや深水︵５︑

えを行う︒

るほ場では︑雨の日に水の入れ替

○カナや表層剥離が多く発生してい

行う︒

○入水はできるだけ早期に短時間で

や浅水にして分げつ促進を図る︒

○活着したら︵４︑５日で活着︶や

活着後の分げつ促進

態を保つ︒

ないようにしましょう︒
○長時間の被覆や床土の過乾・加湿
を避けましょう︒

植密度は︑

な生育・収量が確保できます︒栽

候に左右されにくくなり︑安定的

○株数を多く植え付けることで︑天

期生育の遅れにつながります︒

は︑植え傷みを起こし︑活着や初

力控えましょう︒強風︑低温の日

暖な日に行い︑

○田植えは︑最高気温

水は︑箱内温度を下げるので行わ

田植えのポイント
℃前後の温
20

もち病の感染源になるため直ちに

体験コース
始まっています

おいでください︒

☎３４１５

でも自由に参加できますので︑是非

ますので︑ご覧ください︒途中から

定を今月の広報と一緒に配布してい

各教室とも始まっています︒年間予

今年度の生涯学習体験コースは︑

各種生涯学習教室

生涯
学習

教育委員会

▲運動・健康づくりコース（ヨガ教室）

15

す︒植付本数は３︑４本／株にな

70

土中に埋没処理してください︒

▲芸術・趣味コース（筆ペン教室）

農業

10
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夢いっぱい かしこく
やさしく たくましく

日︑一年生を迎える会を行

なごやかに
１年生を迎える会
４月
いました︒
六年生は︑一年生が早く小学校生
活に慣れることができるように︑

か﹂﹁好きな食べ物はなんですか﹂

一年生は﹁好きな動物はなんです

長をねらい︑本音と本音の交流や感

による行動の変容と人間的な自己成

集団学習体験を通して︑自己発見

情交流ができる親密な人間関係づく

というインタビューや﹁学校で走っ

生き生き東中生

りを援助することを目的としたこの

てもよいところはどこですか﹂とい
った学校のルールクイズに︑答えて

日︑今年度新しくお世話に

な時間になりました︒

授業︒生徒たちにとって大変有意義

４月

「出会いの授業」を
行いました

会を楽しんでいました︒
一年生を温かく迎えようとする先
輩たちの気持ちが伝わる楽しい会に
なりました︒

なるスクールカウンセラー藤本先生

による︑全校生徒を対象にした﹁出

倍楽しくする方法﹂︒

会いの授業﹂を行いました︒テーマ
は﹁学校を

小グループに分かれた生徒たちは︑

10

膝を突き合わせいろいろな考えを出

▲話が盛り上がりました

12

し合っていました︒

▲ＳＣの藤本先生

﹁一年生にインタビュー﹂﹁学校ク

▲好きな動物は？

イズ﹂といった企画を考え︑会を進
めてくれました︒

︿生徒振り返りから﹀

○学校にあったらいいものの話が盛

り上がりました︒自分や友だちの

知らないことをたくさん知ること

ができました︒

○学校が楽しいと心だけでなく雰囲

気も明るくなると思いました︒

○あったらいいなと思うものをたく

さん書けて楽しかったです︒他の

人の意見も聞いてそれもいいなと

共感するところもたくさんありま

した︒

広報 ひがしなるせ 2022.５
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▲好きな食べ物は？
▲学校のルールクイズ

15

かんたんエアロビクス

例 年 ５ 月 に 実 施 し て い る︑不 要 に な っ
た衣類リユース事業﹁なるせっ子パック﹂
は︑コロナウイルス感染症拡大防止のた
め中止となりました︒秋に開催予定です︒

11

自分が好き！
友だちが好き！
東成瀬が好き！

英語教室
ベン先生・スージー先生と

英語であそぼ！
毎週木曜日は︑遊びを通して英語
を楽しく学べるため︑英語に興味を
持つ機会が盛りだくさんです︒英語
に親しむ子どもたちの表情は生き生
きとしています︒この積み重ねが︑
就学し英語を授業で学ぶようになっ
たときの自信につながることを願っ
ています︒

▲英語教室

４月 日︑日本エアロビクス連盟
専門指導員の篠原郁子先生をお招き
し︑簡単にできるエアロビクス︵有
酸素運動︶を体験してリフレッシュ
しました︒

▲パパと
いっしょに！

なるせっ子パック中止のお知らせ

26

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

文字を書くという文化

書道教室は︑健全育成の事業とし
て大変人気があり︑毎年定員を超え
る応募があります︒
昨年度は６年生全員が十段まで到
達しました︒４年生から始めて６年
生までの３年間で最上段の十段まで
到達するのは︑大変すばらしいこと
です︒本人の頑張りもさることなが
ら指導者の指導もまた特筆すべきこ
とだと思います︒過去にはお母さん
の誕生日に︑自ら考えた文字を書い
て送った子どもさんもおりました︒
今後もＳＮＳ時代だからこそ︑じっ
くり丁寧に文字を書くという文化を
大切にしていきたいです︒

なるせっ子広場

▲じっくりていねいに
▲新メンバーも全集中！

▲有酸素運動で心地よい汗

「つくしんぼ」による
おはなし会！

れています︒

慮しながら月二回のペースで実施さ

によるおはなし会は︑感染予防に配

が伝わってきます︒﹁つくしんぼ﹂

どもたちが自ら成長しようとする力

差しから︑絵本がもつ力︑そして子

本に集中する子どもたちの真剣な眼

る子どもたちの姿がみられます︒絵

感たっぷりの表情をし︑姿勢を整え

子どもたちの前に登場すると︑期待

読みかたりグループの皆さんが︑

▲おはなし会

12
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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！

日︑秋田県庁第二庁舎にお

団体文部科学大臣表彰

子供の読書活動優秀実践

読みかたりグループ
﹁つくしんぼ﹂が受賞

５月
いて︑子供の読書活動優秀実践団体
文部科学大臣表彰が行われ︑子供の
読書を推進する活動が顕著な団体と
して︑読みかたりグループ﹁つくし
んぼ﹂が受賞しました︒
この表彰は︑広く子供の読書活動

花とともに育め！人権文化
「人権の花」植栽活動

岩野さん３位入賞

全国へ

全農杯２０２２年度全日本卓球
選手権大会秋田県予選会

５月４日︑由利本荘市ナイスア

リーナにおいて全日本卓球選手権大

会秋田県予選会が開催され︑バンビ

︵小学校１︑２年生︶の部に出場し

た岩野鈴さん︵東成瀬スポ少︶が３
日︵木︶から

日︵日︶に兵庫

位に入賞しました︒岩野さんは︑７
月

県で開催される全国大会への出場権

を獲得しました︒全国の大舞台でも
活躍できるよう期待しています︒

東成瀬村役場Aチームが１部で３位に入賞しまし

についての関心と理解を深めるとと

31

第１０５回秋田県職場対抗卓球大会が開催され、

もに︑子供が積極的に読書活動を行

５月３日、由利本荘市ナイスアリーナにおいて

う意欲を高める活動を推進するため

５月 日︑中学校前駐車場におい
て中学校１︑２年生が人権の花を植

第１０５回秋田県職場対抗卓球大会

に行われているものです︒
﹁つくしんぼ﹂は︑図書館など村
内各地で定期的に読み聞かせを実施
し活動しています︒

栽しました︒﹁人権の花﹂植栽活動
は︑命の大切さや相手への思いやり
といった人権尊重の思想を育むこと
を目的としており︑生徒は互いに協
力しながら花の植栽や水やりをして
いました︒
生徒からは︑﹁思いやりの心をも
って花の生育を見守っていきたい﹂
﹁周囲の意見を尊重するよう意識し

た。

10

ていきたい﹂といった感想がありま
した︒

広報 ひがしなるせ 2022.５
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村役場３位入賞

13

▲岡代表（右）、佐々木会員（左)

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！

安全を祈願

栗駒山山開き

15

日︑須川ビジターセンター

場所・内容

５月

午前９時１０分大柳発

前駐車場において︑今季の山開きが

※バス

行われ︑関係者が登山の安全を祈願

日時 ６月２２日（水） 午前１０時から

しました︒

しましょう。

昨年に引き続き︑火山ガスの影響

め、全村女性のつどいに参加して楽しく情報交換

により須川コースは立入禁止となり

コミュニケーションと心身のリフレッシュのた

ますが︑栗駒の大自然を満喫しに訪

全村女性のつどい参加者募集

れてみてはいかがでしょうか︒

リフレッシュしよう

山村開発センター大集会室・なごみアート
Green＆higashinaruse ・ランチタイム

会費 １，５００円（アート材料・昼食代）
その他 詳細については、広報と一緒に配布し
ているチラシをご覧ください。
◀なごみアート作品
「かえる」

教育委員会
☎４７−３４１５

旬の山菜がどっさり！

直売所がオープン

５月３日に夢・なるせ直売所、５月１４日に滝ノ沢物産販売所がオープンし、旬の山菜などを買い求める
方で賑わっています。
直売所では、村ならではの新鮮で安心安全な物産を販売しています。是非お立ち寄りください。

◆夢・なるせ直売所
営業日時

金・土・日・祝日
午前８時３０分から午後４時３０分まで

◆滝ノ沢物産販売所
営業日時

土・日・祝日
午前８時から午後１時まで
2022.５ 広報 ひがしなるせ
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ALT

Springtime Fun
春の楽しみ
The weather is finally warm. So, I’ve been going
to many events in Akita. I went to many parks
and saw beautiful cherry blossoms around
Higashinaruse, I went to a hot air balloon event
in Yokote, and I saw amazing tulips near Akita
City. Akita is a very wonderful place that is full

Suzi O'Shea（スージー・オシェィ）

of beauty. I can’t wait to explore more.

アメリカのイリノイ州出身です。
イリノイ大学在学中に神戸の甲南大学に
９ヶ月間通っていました。2018年に東
成瀬中学校のALTに着任しました。趣味
は読書、テレビゲーム、ランニングで
す。よろしくお願いします！
暖かい季節になり、秋田県内各地のイベントに行ってきま
した。公園に行ったり、村周辺の美しい桜を見たり、横手
市の熱気球イベントに行ったり、秋田市近辺でチューリッ
プを見たりしました。秋田県は美しさに満ちたとても素敵
な場所です。県内をもっと探索するのが待ちきれません。

▲横手市の熱気球イベント

きて
たんせ

おらほの図書館

子どものスマホ問題は
ルール決めで解決します
石田

勝紀

著／主婦の友社

多くの親が思い悩む、子ど
もの「スマホ・ゲーム問題」家
庭での使い方ルールの決め方
が肝。子どもがスマホ依存や
ゲーム依存にならないために
親ができることをアドバイス
します。

※ALT=「Assistant Language Teacher」
の略。外国語指導助手。

ことばのルール
吉田裕子
双葉 陽

監修
漫画／池田書店

広報 ひがしなるせ 2022.５

図書室

ことばで気持ちが伝わると、みん
なが笑顔になれる！
自分の気持ちを知ってことばにする
方法を漫 画やイラストを交えて解
説。感情を表すことばや、ことわざ、
慣用句、四字熟語も紹介。
イラスト＆マンガで楽しく勉強ができる一冊。

〜おしらせ〜

６月の休館日 ５日（日）、19 日（日）
おはなし会
４日（土）10 時 30 分から
※感染症の流行状況によっては中止となる場合あります。

15

なるせ
児童館

ツイッター
やってます。
@NaruseLibrary

５月２日、地域おこし協力隊３名がなるテックの募集管理業務委託
により新たに着任しました。

紺野

佳奈子

こんの

かなこ

出身 青森県十和田市
前職 放課後児童支援員
趣味 アニメ鑑賞、和太鼓、スノーボード
今後の意気込み
動画編集に興味があり、スキルアップしたい、ま
た、日本の社会課題の解決に携わりたいと考え、な
るテックに入社しました。YouTubeやメディアで
村の魅力や雪国ならではの事を発信し、地域活性に
繋げたいです。

紺野

元生

こんの

げんき

出身 青森県十和田市
前職 障害福祉サービス、放課後児童健全育成
事業

趣味 和太鼓、読書
今後の意気込み
ワーキングプアが原因で自分の子どもと過ごすよ
りも、仕事を優先せざるを得ない方々を目の当たり
にし、現代社会の生きづらさを感じてきました。
テクノロジーで地域社会の連携を高め、村民の生
活支援に取り組みたいです。

田口 智章

たぐち ともあき

出身 大仙市
前職 電気工事業
趣味 自然鑑賞、サウナ、温泉、読書
今後の意気込み
地元に恩返しがしたいと思っていたこと、システ
ムの開発に興味があったことが重なり、なるテック
に入社しました。地域おこし協力隊として、村の魅
力の発信や移住支援・暮らしやすい村づくりに貢献
したいです。
2022.５ 広報 ひがしなるせ
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近藤

純光
しています︒

力して盛り上げていければ嬉しいです。

としての活動を継
３︑ YouTuber
続し︑メディア露出の営業活動

もっと日本中に発信出来るよう住民の皆さんと協

に取り組んでいます︒

確実に一歩ずつスキルアップし、村の魅力を

直近では大きく３つの取り組み

な技術があり何が出来るのか学びました。

３月にヒルナンデス！の誘致に

向かい、課題解決に向けたIT技術についてどん

を行っています︒
した︒

月には東京ビッグサイトで開かれたIT展示会へ

成功︑村の特集が全国放送されま

ソリューションズ株式会社︵通

で ROLAND
さんとの対談も実現
し︑﹁ハーバードに一番近い村﹂
という称号も頂きました︒

藍
巨大かまくら作りや、TVメディアでのPR、4

１︑第三セクター﹁東成瀬テック
称なるテック︶﹂を村にご出資

万 人 が 登 録 す る YouTube
チャンネル﹁ニューズピックス﹂

頂き設立しました︒都市部から
人材を採用し︑研修を行ってい
ます︒
２︑なるテック主導で村の課題を
ＩＴ技術で改善するプロジェク
トを立ち上げました︒現在︑ど

森下

地域おこし協力隊として︑東成
瀬村のＰＲ活動を行いました︒
全国放送﹁ヒルナンデス﹂やＡ
ＫＴ秋田テレビの取材を受け︑少
しずつ知名度の向上につながって
いるかと思います︒
また︑村の地域課題解決に向け
てのプロジェクトも動き出しまし
た︒
課題が解決されることで︑さら
に住みやすく魅力的な村になるよ

▲研修中

▲IT展示会

のような課題があるのか棚卸し

▲ROLANDさんと対談

50

う努めてまいります︒
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勇人
浅見

活動日記
地域おこし協力隊

成瀬ダム工事事務所

成瀬ダム展望台

◆
成
瀬
ダ
ム
情
報
◆

R4.4.25撮影

展示物等の
固定状況を確認↓

今
シ
↑防護柵の損傷の
有無 を確認
◆国道の通行止め解除前に施設の点検を行いました。
展望台にある原石山採取工事の監督員詰所
の中にテレビモニターを設置する予定です。

誰でも中に入って見
ることができます！

↑原石山採取工事の説明看板

５０インチテレビモニター

展望台からは見えない工事現場
をライブで映し出すモニターを
設置する予定です。
詳しくは、当事務所のウェブサ
イトでお知らせします。

発破や、重機、設備の状況について、
看板に表示されているQRコードを
スーマートフォンやパソコンなどでス
キャンしアクセスする事で、現場で撮
影した動画をみることができます。

ちなみに、こちらの看板に表示されて
いるQRコードにアクセスすると、成瀬
ダムの事業概要を「音声ガイド」で聞
くことができます。

ズ
ン
の
ダ
ム
展
望
台
が
オ
プ
ン
し
ま
し
た
！
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ふるさとへの便り

首都圏秋田県人会連合会

行事が中止に追い込まれた︒い

世情に﹁総会﹂はおろか全ての

と︒いつもであれば︑待ちきれ

した︒この後は﹁さぁ懇親会﹂

緊張の中に総会は粛々と終了

くするメッセージと感じた︒

２年ぶりに
「再会を祝福する再開」を
丸２年あまり行事から遠ざ

つになったらできるのか︒先の

ない乾杯が一気に﹁あきたじ

かっていた連合会︒コロナ禍の

見通しが立たない状況の中でも

その肴がケーキという︒﹁あき

ん﹂モードのはずであったが︒

令和４年度定期総会﹁再開を

たじん﹂にはおよそ似つかわし

準備だけはと︒連合会だけでな

日︑東

コロナ下での懇親会は︑杯︵さ

祝福する再会﹂が４月

くない︒しかし︑新鮮な﹁実に

く︑各ふるさと会にも相通じる

京・千代田区のアルカディア

味わいあるひと時であった﹂が

かずき︶をコーヒーカップに︑

市ヶ谷︵私学会館︶で開催され

感想である︒

関を張り続ける﹁貴景勝﹂があ

て勝つ︒だからこそ若くして大

鍛練を怠らず︑稽古して稽古し

も勝ち方があると言う︒心身の

は勝ち負けの世界︒同じ勝つに

なる力士は﹁貴景勝﹂と︒相撲

﹁うー
な 力 士 は と 聞 か れ ……
ん﹂と考え込んだ親方が︑気に

がとにかくおいしい﹂と︒好き

降り立つと空気が違う﹂﹁空気

がら会場を魅了する︒﹁秋田に

識と勝負魂を随所に織り交ぜな

た歯切れ良いトークは︑郷土意

トークショウ﹂︒郷土愛に満ち

豪風・押尾川親方の﹁講演会＆

まる︒懇親会の目玉は︑元関脇

会︶の今野節子さんの進行で始

として活躍する個人会員︵連合

は首都圏でフリーアナウンサー

元秋田放送アナウンサー︑現在

さて肝心の中味はと言うと︒

前向きに考えたい︒２年ぶりの

える懇親会︒コロナ禍の産物と

等々︒従来の様相をがらりと変

りの方々からの応援メッセージ

わらび座の東京公演︒秋田ゆか

魁新報の首都圏情報発信︒劇団

の秋田米﹁サキホコレ﹂︒秋田

を発見する旅﹂の開設︒次世代

したい﹂と報告された︒

からこそ﹁つながり﹂を大事に

て配布していると︒こんな時だ

てもらい﹁お便り集﹂にまとめ

川会﹂は︑会員から近況を寄せ

介された︒﹁秋田ふるさと雄物

報告とさまざまな情報発信が紹

は映像を中心に加盟団体の活動

り﹂を考えるのか︒懇親会後半

る中でいかに会員との﹁つなが

﹁集い﹂の休止を余儀なくされ

も例外なく活動制限を強いた︒

コロナ禍は﹁ふるさと会﹂に

ｔｏｋｏ

識させてくれたと信じる︒

再会は﹁郷土のきずな﹂を再認

ウェブサイト﹁首都圏で秋田

るのだと力説した︒

▲押尾川親方のトークショー

思いであったことでしょう︒

た︒待ち望んでいた再会は︑マ
スク越しの﹁久しぶりです﹂か
ら︒幾分抑え気味の静かな挨拶
がコロナ下を反映する︒会場レ
イアウトはスクール形式︒ソー

▲県民歌は映像で

シャルデスタンスを充分に考慮
する座席配置になっていた︒出
席者は例年の８割弱と聞く︒こ

広報 ひがしなるせ 2022.５
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のような状況下において︑出席
者８割は︑
﹁同郷のつながり﹂を強

▲コーヒータイム（懇親会）

17

使用しないＥＭ活性液を回収し
ます
ＥＭ活性液を毎月各戸に配布して

横手地域事務所
☎０１８２㉜３９２０

日時

インターネット

９月４日（日）

https://www.jinji.go.jp/saiyo/

◆受検申込み方法
（

）
saiyo.html
◆第１次試験日

仙台国税局では、税務のスペシャ

人事院東北事務局

仙台国税局人事第二課

効果が薄くなるため、玄関先などに

リストとして活躍するバイタリ

☎０２２（２１１）２０２２

問

使用されずに置かれているＥＭ活性

ティーあふれる税務職員を募集して

☎０２２（２６３）１１１１

液を回収します。現在置かれている

業後３年を経過していない者及び

①令和４年４月１日において高校卒

に向けた救助隊員による迫力の訓練、

消防救助技術秋田県大会への出場

日

す。
◆日時

日（土）
分から午前

６月
午前９時
で

時

分ま

い。皆さんの観覧をお待ちしていま

熱い「技と力」を間近でご覧くださ

認める者
６月

②人事院が①に掲げる者に準ずると

る見込みの者

令和５年３月までに高校を卒業す

◆受検資格

んか？

います。国の財政を支える税務職員

㊼３４０７

ＥＭ活性液を使用する場合はお早め
環境課

に、あなたもチャレンジしてみませ

問

自衛官募集のお知らせ

年間を通じて受付して

◆自衛官候補生試験
・受付期間
います

消防救助技術訓練（陸上の部）の
署内選考会を開催します

にご使用ください。

税務職員採用試験（高校卒業程度）

自立相談支援事業
日（水）まで

◆受検申込み受付期間
（月）から６月

11

７月３日（日）
歳の者

担

当

６月 13・27 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
30

いますが、古くなったＥＭ活性液は

６月の心の健康相談
11

湯沢雄勝広域消防本部敷地

訓練施設

◆会場

内

※雨天決行

※申込み不要・参観無料

日（日）

湯沢雄勝広域消防本部２階

午前９時から正午まで

６月

成人に対するＡＥＤを含んだ普
通救命講習会を開催します

◆日時

◆会場

講堂

名

無料（普通救命講習Ⅰの

電話による申込み

湯沢雄勝広域消防署救

☎０１８３３１５１

推進中です。海外では、市販されて

警察では、テロの未然防止対策を

農繁期における肥料等の保管管
理の徹底について

急班

問・申込み

◆申込み方法

修了証が交付されます）

◆受講料

◆定員

12

東成瀬村巡回相談
20

15

６月 14 日（火）
10：00 ～ 12：00
場所 東成瀬村国保診療所
相談室
問 秋田県南福祉事務所
企画福祉課
☎０１８２－３２－３２９４
45

・試験日

歳以上

32

自衛隊秋田地方協力本部

29

・受験資格
問

18

20
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うちょ銀行は利用不可）。秋田銀行、

１日（水）から７月

日（月）です。

最 寄りの 労 働 局・労 働 基 準 監 督 署・

是非ご相談ください。

北都銀行及びみずほ銀行は、県外の

いる肥料や化学薬品から爆発物を製
問

ハローワーク湯沢

造し使用するテロ事件が発生してお

金融機関で申告・納付をお願いします。

年度更新申告書は、５月末頃に発

支店でも可能です。
日までに申し込み

令和５年３月

厚生労働省・県労働局・労働基

準監督署

【正】 髙橋

【誤】 髙橋

心頼

心瀬

警察官

芸術家

正し、お詫び申し上げます。﹇敬称略﹈

前と将来の夢に誤りがありました。訂

生に聞いてみました！」）において、名

先月号の記事（２ページ目「新１年

先月号のお詫び

問

フレット等をご参照ください。

年度更新申告書に同封しているパン

送予定です。年度更新申告書の書き

秋田県総合県税事務所納税部収

されると、令和５年度分の自動車種
問

方 及 び 申 告・ 納 付 方 法 等 の 詳 細 は、

☎０１８３６１１７

しています。
横手警察署では、テロ対策の一環
として、肥料や農薬が爆発物の原料

自動車税種別割の納期限は６月
日です

☎０１８（８６０）３３３１

として悪用されないよう保管管理の
の車検証の登録名義人に課税されま

秋田県総合県税事務所雄勝支所

納管理課

迎えるにあたり、使う予定の肥料や
す。４月１日以降に移転登録（転売

☎０１８３３１８１

自動車税種別割は、４月１日現在

農薬がある場合には
等）したときでも４月１日現在の車
検証の登録名義人が全額納付するこ
とになります。

①ワード・エクセル講習（入門編）

６月開催予定の在職者訓練

◆田畑へ野積みせず、鍵のかかる倉
庫等に保管する
◆盗難被害発生時は警察に通報する

忘れずに最寄りの金融機関または
コンビニエンスストアで期限内に納

各

大曲技術専門校

午前９時から午後４時まで
◆実施場所

現在お勤めしている方
民間

無料（テキスト代は別途）

◆受講資格
◆受講料

大曲技術専門校

☎０１８７６３２１

４７－３４１５

仙人の郷スポーツクラブ事務局

ことについてご協力をお願いしま
す。

６月７日（火）
・８日（水）の２日間
６月 日（木）
・ 日（金）の２日間

めましょう。また、令和４年度から

横手警察署

可能になりました。納付方法は、納

問

②デジタル化支援講習

税通知書に同封のチラシ及び秋田県

③ＪＷ ＣＡＤ基本操作講習
６月 日（水）
・ 日（木）の２日間

スマートフォンアプリによる納付も

ホームページで確認できます。なお、

◆定員

☎０１８２㉜２２５０

事業主の皆様へ

納税通知書は、６月１日（水）に発

◆時間

名
送予定です。

自動車税種別割も口座振替で

問・申込み
訓練支援室

労働保険のお知らせ

村民体育館

徹底を呼びかけています。農繁期を

別割から口座振替ができます。

り、国内でも爆発物製造事案が発生

11

午後７時から９時まで

◆時 間
◆参加費

内容

カローリング
ボッチャ
ユニカール

５月２５日（水）

無料、申込み不要
仙人の郷スポーツクラブ

催

◆主

６月１日から来春の高卒者を対象
とした求人受付を開始します。
企業の将来を担う優秀な人材の確
保と若者の地元就職による活力ある
地域づくりのため、早期の求人提出

公 共 料 金 の 支 払 い と 同 じ よ う に、
自動車税種別割も口座振替にしませ

により生徒への企業情報・採用情報
を発信し、若い人材を確保してくだ

んか。金融機関へお出かけする手間
が省けて、安全、確実です。

さい。
また、県内ハローワークでは、事

令和４年度労働保険（労災保険・

県内の銀行、信用金庫、労働金庫、
信用組合、農協などに預金口座があ

業所相談コーナーを開設し、学卒求
人の作成等に係るサポートなど、高

雇用保険）の年度更新期間は、６月

次のとおりニュースポーツ体験会を開催します。

31

24

30

れば、どなたでもご利用できます（ゆ

※新型コロナウイルス感染状況により開催しない場合があります。

問

10

場所

期日

23

29

卒 者 の 採 用 を お 手 伝 い し て い ま す。
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初心者大歓迎！ニュースポーツ体験会

30

ル

イド
ア
の
家
が
我

４月の
東成瀬村

谷

藤

れん

蓮

くん

令和３年４月９日生
岩井川/智広・綾香さん

「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… 1 件〔1件〕
・死者……… 0 人〔0人〕
・傷者……… 0 人〔0人〕

〜令和4年4月29日より無事故2日〜

◎交通死亡事故『０』継続日数 ２188日
〜平成28年５月4日より〜
◎無火災記録
364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
髙

橋

サカヱ （97） 幸寿苑

後

藤

保

夫 （93） 田子内

菊

地

富

雄 （86） 手倉

半

田

佳

雄 （88） 手倉

我が家のアイドル蓮君!! いつもニコニコでみんなの癒しです♡
これからも元気いっぱい成長してね!!
家族のみんなより

第８回東成瀬村写真コンクール
（生活部門）

村の人口と世帯
●人

口

男 1,207人 (− 1)
女 1,191人 (− 5)

●世帯数

計 2,398人 (− 6)

945戸 (＋9)

●出生 ０人 ０人〕●死亡 ４人 ４人〕

●転入 11人 11人〕●転出 13人 13人〕

注( )内は前月比、
〔 〕
は令和４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〜

【優秀賞】「ゲレンデキーパー」

東成瀬村

撮影者

Higashi Naruse Village
in Japan

広報

村

令和４年５月20日

ひがしなるせ
ひがしなるせの
あおチャンネル

秋田に移住した
テスラ乗りの記録
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