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保育園運動会

村長就任のご挨拶

▲初登庁する備前新村長

選の栄に浴し︑第

代村長として村

皆様からのご信任を賜り︑無投票当

このたびの村長選挙におきまして

３項目を掲げ︑強固な行財政基盤を

規模縮小に備え﹁財政の健全化﹂の

活 環 境 整 備﹂︑人 口 減 少 に 伴 う 財 政

手不足に向け﹁雪対策を考慮した生

築いていくことを公約といたしまし

政をお預かりさせていただくことに
なりました︒

また︑この基本方針の前提として︑

た︒

いできた伝統ある本村政の舵取り役

コロナ禍により様々な活動の拘束

これからの高齢社会へ適切に対応し︑

を全うして参る所存でありますので︑

や縮小を余儀なくされ︑これまで遭

を託され︑改めて責務の重大さに身

どうぞよろしくお願いいたします︒

遇したことのない新たな課題や挑戦

村民皆様の健康と安全安心に重点を

現在︑本村では令和８年度を期限

が求められるなど︑行政課題は山積

の引き締まる思いであります︒歴代

とした国直轄の成瀬ダム建設事業が

しております︒こうした課題の解決

置き︑健康づくりや生きがいづくり

実施されており︑先の国勢調査では

に向けて︑議会との対話を基本に村

村長が進めてこられた歩みを止める

人口が増加に転じました︒これによ

民の皆様に寄り添い﹁気づく︑考える︑

を更に推し進めることが重要と考え

り税収などが増加し︑財政は一息つ

行動する村政﹂をスローガンに掲げ︑

ことなく更に前進するよう︑これま

ける状況にあります︒しかしながら︑

﹁人 口 が 減 少 す る 中 で も︑安 ら ぎ を

ております︒

この事業終了とともに人口が急減し︑

実感できる活力ある村づくり﹂に職

りますので︑ご理解とご協力を賜り

本格的な少子高齢化の到来と財政の
そうした事態に対処するため︑今

ますようお願い申し上げ︑就任のご

員と一丸となり全力で取り組んで参
後４年間の任期に取り組む基本方針

備 前 博 和

挨拶といたします︒
略を内包した﹁第５次東成瀬村総合
計画﹂の着実な推進︑高齢化・担い

東成瀬村長

として︑人口減少対策などの総合戦

悪化が懸念されております︒

での行政経験を生かし誠心誠意職務

村制施行以来１３３年の歴史を紡
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新村長プロフィール
びぜん

備

ひろかず

性

前

別

博

和

男

生年月日

昭和 36 年４月 14 日（61 歳）

血 液 型

Ｏ型

現 住 所

田子内（岩井川出身）

家族構成

妻と二人暮らし
子供は１男２女の３人で全員県外在住

職歴
1982（昭和 57）年 10 月 村職員奉職
2011（平成 23）年 ４月 議会事務局長
2015（平成 27）年 ４月 総務課長
2021（令和 ３）年 ４月 企画課長兼任
（〜 2022（令和４）年３月定年退職）
2022（令和 ４）年 ５月 村長初当選
2022（令和 ４）年 ６月 村長就任（任期 2026（令和８）年５月 31 日）

役歴
東成瀬中学校ＰＴＡ会長
湯沢雄勝ＰＴＡ連合会長
漫画家高橋よしひろ後援会事務局長

資格
全日本スキー連盟公認

基礎スキー指導員

人間性

３

趣味

釣り、ゴルフ、キャンプ、写真、天体観望、音楽鑑賞、家庭菜園

座右の銘

我が敵は我にあり

好きな言葉

創意工夫

好きな食べ物

海鮮料理

好きな作家

東野圭吾

性格

社交的
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村上春樹 ドストエフスキー
没頭型

日︑任期満了により佐々木村長が勇退されました︒佐々木

退任のご挨拶
５月
村長は︑６期 年間にわたり村政発展にご尽力くださいました︒また︑
佐々木村長の退任に伴い︑糯田副村長︑鶴飼教育長も同日付けで退

日をもって東成瀬

振り返ってみますと︑私たちを取

任されました︒長い間︑誠にありがとうございました︒

令和４年５月

村民の皆様︑村議会︑職員の皆様

ご理解をいただける村政運営ができ

よって乗り切ることができ︑一定の

り巻く社会情勢は極めて激しく変化

を含め多くの方々のご指導とご協力

たのではないかと思っておりますが︑

村長を任期満了により退任すること

により﹁村民目線の行政運営﹂を第

その評価は後年の歴史に委ねざるを

しており︑その都度多くのご指導に

一に心がけて私なりに最大限の努力

えないものとも考えております︒

といたしました︒

をさせていただいたつもりです︒

本村のような財政基盤が極めて脆
弱な自治体にとっては︑国や県︑各
種機関の財政支援や法令制度の有効
活用が必須であり︑そのための情報
収集︑関係機関との緊密連携がより
一層求められるものと考えます︒
時代は大きな変革期を迎え︑その

年間の主なできごと

年・佐々木哲男氏が村長に初当選

・佐々木村長が村社会福祉協議会
長︑秋田栗駒リゾート㈱代表取
締役に就任
・栗駒山荘完成・オープン
・東成瀬村にインターネットが開
通
年・歯科医院﹁ジュネスデンタルク
リニック﹂開業
・第１回村民スポーツ祭開催
・国道３４２号田子内バイパス開
通︵田子内大橋完成︶
年・環境庁の調査で村が﹁星空日本
一﹂となる
・東成瀬村総合発展計画策定
・東成瀬村農村交流センター完成
年・移動通信用鉄塔施設完成
・村内４小学校閉校記念式典開催
・新生﹁東成瀬小学校﹂開校
・下水道事業︵合併処理浄化槽設
置事業︶着手

年・なるせ保育園︵統合保育所︶︑

なるせ児童館供用開始

周年記念

・成瀬川交流館︵旧大柳小学校︶

開館

・東成瀬村小学校統合

式典開催

センター完成

・東成瀬中学校創立

周年記念式典

会開催

・ねんりんピック秋田２０１７大

に就任

年・佐々木村長が全国町村会副会長

・東成瀬村観光物産協会発足

・循環拠点施設完成

周年・統合

年・村学校給食センター・食肉加工

一︶開局

・東成瀬村ＦＭ中継局︵ＮＨＫ第

に就任

年・佐々木村長が秋田県町村会会長

完成

・赤ベコの里再生事業の畜舎施設

年・通年議会始まる

事完了

年・林道豊ヶ沢線︑白滝線の舗装工

ンネル︑夢仙人大橋︶

区間開通︵付替国道︑夢仙人ト

・成瀬ダム国道３４２号一次供用

年・東成瀬村総合計画策定

10

70

・ジュネス栗駒パークゴルフ場オ
ープン
年・防災情報センター完成
・﹁市町村合併対策本部﹂設置
年・第１期まちづくり計画策定
年・﹁田子内橋﹂が国の登録有形文
化財として登録

40

対策には新たな視点での村政運営が
求められるものであり︑はつらつと
した発想と行動力で本村が益々発展

哲男

されることを心からご期待申し上げ
退任のご挨拶といたします︒

佐々木

・まるごと自然館開館

平成

24

・ 国道３４２号岩井川バイパス開通

23
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24

31
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これまで副村長として︑７年と２

これまで５期

年にわたり︑大変

お世話になりました︒
まれ︑そして人情厚い村民の皆様に

・東成瀬村多目的グラウンド完成
・林道宮田上林線開通
年・東成瀬中学校︵校舎棟︶大規模
改造工事完了

周年・統合

年・東成瀬中学校︵屋体棟︶大規模
改造工事完了

・東成瀬中学校創立

年・村営住宅二階野団地完成
・新東成瀬村青少年山の家完成
・成瀬ダム国道付替１号トンネル
貫通
年・統合簡易水道事業着手
・地域交流センターゆるるん完成
・村制施行１２０周年記念式典開
催
・ふる里館リニューアルオープン
・デイサービスセンターなるせオ
ープン
年・成瀬ダム工事転流工下段トンネ
ル貫通
・﹁日本で最も美しい村﹂連合に
加盟
・東成瀬ラジオ中継放送所 Ａ(Ｂ
Ｓラジオ︶開局

・東成瀬村野球場改修工事完成
年・東成瀬村民体育館完成
・なるせっ子夢センター︵統合保
育所兼児童館︶完成
・東成瀬村芸術文化協会発足
・成瀬ダム工事転流工上段トンネ

・第

成

回産業祭開催

・若者定住促進住宅︵田子内︶完

50

・東成瀬村郷土誌平成編刊行

・成瀬ダム定礎式

４年・第５次東成瀬村総合計画を策定

クソリューションズ㈱﹂が設立

・村にＩＴ関連企業﹁東成瀬テッ

下ろし作業が行われる

へ災害派遣を要請し︑村内で雪

３年・豪雪により秋田県が陸上自衛隊

打設

２年・成瀬ダム堤体打設工事ＣＳＧ初

秋田︶開局

・東成瀬村ＦＭ中継局︵エフエム

選﹂に選定

・仙北街道が文化庁﹁歴史の道百

び記念コンサート開催

元年・村制施行１３０周年記念式典及

成

・若者定住促進住宅︵滝ノ沢︶完

・東成瀬村観光物産協会が法人化

・成瀬ダム本体工事着工式

貫通

年・成瀬ダム国道付替２号トンネル

30

か月︑皆様からお力添えをいただき
私は︑就任以降︑佐々木村長が皆
支えられ︑本村ならではの教育の実

本村の豊かな自然や歴史文化に包

様にお約束した施策の実現と役場庁
現を目指して取り組ませていただき

周年記念式典開催

60

ながら勤めて参りました︒

内の事務体制の整備︑そして近年は
ました︒
導とご協力に厚く御礼を申し上げま

これまで皆様からいただいたご指

新型コロナウイルス感染症対策に取
り組んで参りました︒
在任中は︑村内のイベントや様々
世界情勢や政治経済︑情報化・デ

す︒

様から多くのことを教えていただき

ジタル化などに見られるように社会

な会合にお招きいただき︑村民の皆
ました︒今では大変よい思い出であ

た中にあっても本村が今後︑益々発

は激しく変化しております︒こうし

最後に︑これからの本村の益々の

展するとともに︑村民の皆様が人間

り︑本当に感謝しております︒
ご発展と村民の皆様のご健勝を祈念

幸せに過ごされますよう︑心から祈

性豊かに進取の気概をもって末永く

正宏

し︑退任のご挨拶といたします︒

糯田

孝

念し退任のご挨拶とさせていただき
ます︒

鶴飼

30

ル貫通
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令和
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第５次東成瀬村総合計画の概要
先月号に引き続き︑総合計画の概要を紹介します︒
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︒
今回は︑基本目標５に対する基本計画及び基本施策を紹介します︒
また︑総合計画の基本目標６とした総合戦略について︑重点プロジェ

人にやさしく住みよい基盤づくり

クト及び基本施策を紹介します︒

基本目標５
生活の基盤となる道路や橋りょう等は︑補修を含め計画的な整備
を推進します︒
道路ネットワークや通年通行化は地域が発展するための根幹であ
り︑過疎地域の持続的発展のためには不可欠であり︑関係機関に対
し強力に要望していきます︒公共交通は通学や高齢者の通院・買物
の移動手段として重要な役割を果たしており運行維持を推進すると
ともに新たな交通システムの構築も検討します︒
情報通信は︑現代社会で不可欠なインフラであり第５世代移動通

・新たな交通ネットワークの検討

③地域情報化

村づくり

信システム通信サービスの恩恵を早期に受けることができるよう取
り組みます︒

・生活バス路線の利用促進

住みよい環境の

基本施策
基本計画

①道路・橋りょう

・道路の改良と舗装の整備

・冬期交通の確保と安全対策の万全化

・通年通行の実現に向けた施策の推進

・橋りょうメンテナンス事業の推進

②公共交通確保

・情報通信の推進

・テレビ・ラジオ施設の維持管理

・携帯通信サービスの充実

④コミュニティ対策

・集落支援員の設置

・地域活動への支援

・自主活動拠点の機能維持

６
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・地域交流の促進

①少子化対策

・子育て支援

・子どもの健全育成のための環境整備

―

・応援団団員の拡大

総合戦略
―

③新たな交流対策

人口減少に立ち向かう村づくり

・定住促進住宅整備

基本目標６

・ブランド化による特産品づくり

月に策定した﹁東成瀬村まち・ひと・しごと創

・創業・事業承継支援事業

年

・就業資格取得支援事業

村では︑平成

①雇用創出のための産業振興

生総合戦略﹂に基づき︑人口減少や地域経済縮小を克服するための具

2,000

体的な施策を実施してきましたが︑今回︑期間が満了することから︑

5,000

4,000

3,000

これまでの施策を見直し︑現状にあった更なる施策を推進します︒

6,000

人口減少を抑制するため︑雇用や

人口推移グラフ

住環境を充実させるとともに︑村の

7,000

魅力を村外に発信し︑更なる関係人

・地域における子育て支援体制の充実

・子育て支援ネットワークの充実

口の拡大を目指します︒
また︑結婚や子育てに対する支援
を推進し︑地域とともに子育て環境
の整備を目指します︒
人口ビジョン
村の人口については︑６２２０人
年間で３４９８人が減少し

︵１９４７年︶をピークに減少を続け︑
この約
ています︒
人口減少の要因については︑人口
が流出する﹁社会減﹂と死亡者数が
出生者数を上回る﹁自然減﹂があり
人以上︶が昭和の年代の社会

②子育て支援

・子育てをかなえる

ますが︑このうちほとんどの減少の
要因︵
減となっています︒
人前後と大きな変化は見られま

平成以降については︑社会減は平
均

せんが︑その割合のほとんどは若年
者が占めています︒一方︑自然減に
ついては︑近年急速に進行する少子
人前後
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７

・結婚への支援

若い世代の結婚・出産

・住環境への支援

をつくる

②移住・定住対策

村への人の流れ

基本施策
重点プロジェクト

10

高齢化社会を反映して平均

1,000

27

まで拡大してきています︒

50
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0

70

50

20

日︑第１回部落長会議が開

地区からの声
新規要望まとまる
６月

下田地区

肴沢・蛭川地区

椿台地区

まで

ｍ

ｍ

高橋昭五郎宅前から鈴木秋雄宅前

◆村道へのガードレール設置

付近水路

明通橋近くの村道分岐点から約１

◆用水路の修繕整備

前山林道入口付近の道路横断して

◆用水路改修

藤原良宅から藤原守宅付近まで１

いるヒューム管をＵ字溝に改修

◆大沢川護岸嵩上げと村道の拡幅
６０ｍ
◆下ノ橋のＴ字路拡幅
橋袖部の改良︑村道の拡幅

岩井川地区

10

◆生活用水路の集水桝周辺改修

五里台地区

30

催され︑各地区から次のような要望
がありました︒今後︑これらの要望

◆排水路Ｕ字溝の設置
ｍ

上野・野田線への排水用側溝整備
延長

◆荒沢用水路取り入れ口改良
荒沢砂防ダム上流の堰堤部分︑取
り入れ口部分に土砂上げ設置
◆ 主要地方道入道集落部分の舗装改良
栗の木坂よりさらに集落付近への
延長︑全面舗装改良
◆カーブミラーの設置
合居地内︑旧国道と神社方面への
三叉路

㎞

◆小型除雪機１台の設置

菅ノ台地区

用水路が合流する地点

高橋信行宅付近︑国道側溝と生活

▲ガードレール設置要望箇所

田子内地区
◆天神社公園の環境整備
天神社公園内の木々伐採及び遊具
撤去
◆天神社入口水路の改修
天神社入口水路への水門設置
◆村道迎田線の改良
ジュネスデンタルクリニック前の
橋の拡幅

平良地区
◆幹線用水路の部分改修
岩野目沢取水口より下流幹線用水
路

▲村道上野・野田線

について﹁緊急性﹂﹁公益性﹂など
を検討し回答する予定です︒

滝ノ沢地区

センター入口の全面雪囲い︑梁上

◆交流センターの改修

滝ノ沢区間︵村道不動沢線入口か

の裏張り

◆村道滝ノ沢平良線の補修
ら国道３４２号︶の道路脇
◆平良堰流末へのＵ字溝布設
小貫山堰と合流地点までの区間１
００ｍ

30

14

８
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役場からのお知らせ

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（４回目接種）について
新型コロナワクチンの４回目接種について、接種対象者や今後の流れ等は次のようになっています。
対象者

３回目のワクチン接種から５か月が経過した方

①60歳以上の方

４回目接種は７月中旬を予定しています。３回目のワクチン接種から５か月が経過した方に、順次

接種券と接種案内を送付します。

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

接種を希望される方は、接種券発行の申請が必要です。接種日程は未定です。接種券及び接種案内

は、日程が決まり次第順次送付します。
◆申請期間

令和４年６月24日（金）から７月15日（金）まで

◆申請方法
◆持ち物

民生課窓口で接種券発行申請書に必要事項を記入
３回目までの接種済証、お薬手帳など基礎疾患が分かるもの、本人確認書類

※ご自身が②に該当するか否かについて、基礎疾患等で主治医をお持ちの方や、事前に相談できる
かかりつけ医をお持ちの方は、その医療機関の医師にご相談ください。
※詳細は、広報に同封している案内をご覧ください。
民生課

☎４７－３４０５

第26回参議院議員通常選挙

選挙

〜投票という私たちの意思表示〜
投 票 日
投票時間
開
票

７ 10

令和４年
月
日（日）
午前７時から午後７時まで
当日午後８時から

◆期日前投票をご利用ください

投票日に仕事や旅行、病気などの事情で投票所へ行くことができない方は、期日前投票をすることができます。

期
時

間
間

投票所

６月23日（木）から７月９日（土）まで
午前８時30分から午後８時まで
防災情報センター１階

◆不在者投票・特例郵便等投票について

仕事や旅行などで他市町村に滞在している方や病院に入院・施設に入所している方は「不在者投票」、新型

コロナウイルス感染症で宿泊療養等をしている方は「特例郵便等投票」ができます。詳しくは、選挙管理委員
会にお問い合わせください。
※

投票所及び期日前投票所にお越しの際は、マスクの着用や手指消毒をお願いします。
選挙管理委員会（総務課内）

９
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☎４７−３４０１

役場からのお知らせ

日︑村と雄勝地域振興局︑

高 卒 求 人の早期提出を
村商工会へ要請

５月
湯沢公共職業安定所が村商工会を訪
れ︑会員事業所の早期求人提出を要
請しました︒
この活動は︑来春卒業する高校生
が１人でも多く地元に就職できるよ
う地元経済団体に対して早期求人提

阿部雄勝地域振興局長、佐藤公共職業安定所長

動を実施するよう周知していただき
ました︒

変更ダイヤ

を入力し︑送信

してください︒

︵高齢者の様子

が心配な場合は

すぐ警察に通報

しましょう︶

民生課

☎㊼３４０３

▶見守りシール

④伝言板に現在地などのメッセージ

ください︒

③表示されたご本人情報を確認して

を読み取ってください︒

スマートフォンなどでＱＲコード

②﹁見守りシール﹂をつけていれば

んか？﹂など︶

か？お手伝いすることはありませ

てください︒︵﹁どうされました

①ご本人の正面から優しく声をかけ

見かけたら・・・

﹁大丈夫かな﹂と思う高齢者の方を

をお願いします︒

村民の皆さまには見守りのご協力

になった方を保護します︒

⑤メールのやり取りにより行方不明

ます︒

﹁見守りシール﹂を無料で交付します

村では︑﹁見守りシール﹂を活用
して︑認知症などの方々に対する見
守りや声掛けがしやすい環境づくり
を目指します︒
﹁見守りシール﹂を利用すること
で︑行方不明になった方を早期に発
見︑保護することが期待できます︒
認知症で行方不明になる心配がある
方など︑利用を希望される方に対し

枚︶

枚セット︵耐洗シール

無料で﹁見守りシール﹂をお配りし
ます︒
１人分

枚・蓄光シール

﹁見守りシール﹂の利用の仕方
①民生課へお問い合せください︒

されたご家族などにメールが届き

④ＱＲコードが読み取られると登録

︵個人情報は表示されません︶

対応時の注意が表示されます︒

み取ると登録者のニックネームや

コードをスマートフォンなどで読

た方がシールについているＱＲ

生した際は︑その方に声かけされ

きます︒行方不明になった方が発

③シールを洋服などに貼っていただ

ます︒

ドレスなどの登録をしていただき

②シールをお配りする際にメールア

30

出︑採用枠の拡大について地元企業

現行ダイヤ

40

の理解と協力を求めることを目的に
行われたものです︒近年︑県内就職

のダイヤが次のとおり改正されます。

10

希望者が増加しており︑若者の県内
就職を定着させるため︑商工会を通

７月２日（土）から、羽後交通路線バス（岩井川線）

社会
福祉
☎０１８３−７３−１１５３
湯沢営業所
羽後交通㈱

16

じて会員事業所に対し早期の採用活

6:23
7:09
ー
7:50
ー
7:50
ー
9:54
12:30 12:43
ー
14:26
●14:00 14:12
ー
17:05 17:17
17:31

〇印は、土・日・祝のみ運行

●印は、土・日・祝運休

▲印は、日・祝運休

8:42
8:37
ー

ー

8:35
10:39
13:28
15:11
18:16

▲（左から）糯田前副村長、佐藤商工会副会長、
は、追加・変更がある時刻表

7:18 (7:11)
7:54 8:04

6:49
7:35
8:16
8:16
10:20
13:09
14:52
17:57
▲6:10

6:40
7:26
8:07
8:07
10:11
13:00
14:43
17:48
ー

6:55
7:36
7:36
●9:40

●6:43
●7:24
○7:24

中央病院
東成瀬村 増田蔵 十文字 湯沢
平鹿総合
（湯沢 横手BT
役場 の駅 案内所 営業所
病院
高校）
入道
椿川
草の台

8:42
8:37
ー

ー

10:39
13:28
15:11
18:16

6:55
7:36
●9:40

ー

6:43
●7:24

●印は、土・日・祝運休
▲印は、日・祝運休

7:18 (7:11)
7:54 ▲8:04

6:49
7:35
8:16
10:20
13:09
14:52
17:57
▲6:10

6:40
7:26
8:07
10:11
13:00
14:43
17:48
14:12
17:17

中央病院
東成瀬村 増田蔵 十文字 湯沢
平鹿総合
（湯沢 横手BT
役場 の駅 案内所 営業所
病院
高校）
椿川

入道
草の台

6:23
7:09
ー
7:50
ー
9:54
12:30 12:43
ー
14:26
ー
17:31
●14:00
17:05

商工
労政
路線バスのダイヤ改正について

10
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健康 6月27日（月）から
づくり 総合検診が始まります

相談 「妊活」応援相談会のご案内
村では、妊娠を希望される夫婦を対象に、妊活応
援相談会を次のとおり実施します。
「子どもがほし

◆検診日程・時間・会場の指定について

いけれど、妊娠しやすい体を作るためにできるこ

検診会場での受診者の密集を避けるため、皆さん

とは ?」
「不妊の検査や治療はどんなもの？」等、ど

の検診日程・時間・会場を指定して行います。指定

んなことでも相談できます。

された日時以外では受診できませんので、ご注意く

日時

ださい。村の検診を申込みされた方には、６月上旬

場所

に受診券と指定日時を案内していますので、ご確認

予約先

社会保険の扶養の方で特定健診のみ受診する方や、
がん検診等の申込みをしておらず、受診を希望され

※緊急にお産が入った場合等は、お待ちいただく
ことがあります。日程が変更になる場合は、医

とがありますので、体調管理の上、ご来場ください。

療機関から連絡があります。

また、指定された日に受診できない場合は、追加検

民生課

診で受診してください。

国民年金の電子申請を
開始します！

広報 ひがしなるせ 2022.６

年金
国民年金保険料免除
等の申請について

☎４７−３４０５

午前8時から
8時30分まで

保険料を納め忘れている状態で︑

大字田子内

万一︑障害や死亡といった不測の事

11

大字岩井川、 午前7時30分
大字椿川
から8時まで

態が発生すると︑障害基礎年金や遺

民生課

受付時間

族基礎年金を受けられない場合があ

９月16日
村民体育館
（金）

対象地区

ります︒

会 場

経済的な理由等で国民年金保険料

実施日

☎４７−３４０５

を納付することが困難な場合には︑

追加検診日程

保険料の納付が免除・猶予となる

岩井川(上)、
入道

﹁保険料免除制度﹂や﹁納付猶予制

田子内、
蛭川、肴沢 ※地区毎に
指定して
岩井川(下)、 います。
岩井川(中)

歳未満︶﹂があるので︑民生

午前7時30分
滝ノ沢、 から
下田、平良 9時30分まで

50

保健師

国民年金第１号被保険者の資格取
得・種別変更︑保険料免除・納付猶
予申請︑学生納付特例申請について
は︑マイナポータルを利用した電子
申請ができるようになりました︒申
請には︑マイナンバーカードが必要
となりますが︑マイナポータルの情
報を活用してスマートフォンやパソ
コンで申請書等を作成することがで
きるため︑紙の申請書より簡単に作
成できます︒
申請結果もスマートフォン等で確
認できます︒詳しくは︑日本年金機
構のホームページをご確認ください︒

７月 １日
（金）

大字椿川

︵ https://www.nenkin.go.jp/n̲net/regis︶
tration/mynaportal.html

地域交流
センター
ゆるるん

受付時間

度︵

対象地区

☎㊼３４０４

総合検診日程

課の窓口で手続きをしてください︒

民生課

無地のTシャツを着用してください。

申請書は民生課窓口にご用意してい

胃がん、結核、肺がん検診を受診される方は必ず

ます︒

今年度から、検診車内で着替えできません。

６月30日
（木）

午前９時から午後４時 30 分

分前においでください。

なお、発熱等の症状がある方は受診をお断りするこ

村民体育館

（☎０１８３−７３−０１００）

※相談前に問診があるため、開始時間の10〜20

ご来場の際は、マスク着用にご協力をお願いします。

６月29日
（水）

池田産婦人科クリニック

約を入れてください。

ん。入室時は、検温と手指消毒を行います。また、

６月28日
（火）

先生

※個別相談となるため、必ず電話で医療機関に予

検診当日は、来場時間以外は会場に入室できませ

６月27日
まるごと自然館
（月）

雅人

まで（木曜は正午、土曜日は午後３時まで、日曜休み）

◆検診当日の対策について

会 場

池田

電話予約受付時間

る方は、事前に民生課保健師までご連絡ください。

実施日

池田産婦人科クリニック（湯沢市）

相談対応者

ください。

お願い

令和４年７月８日（金）午後４時から５時まで

役場からのお知らせ

information

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 令和 4 年７月 13 日（水）・20 日（水）
午前 10 時から正午まで
お気軽に
ご相談ください。
◆場所 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

☎㊼３４０３
▲ロープを張る対策協議会会員の方々

理な行動はしない﹂など遭難事故に
注意しましょう︒

民生課

出場選手を
大募集！

村では、10月15日（土）から16日（日）に開催

②居住地、出身地、勤務地が村内であること
③大学生・専門学生等は出身地または保護者の居
住地が村内であること

心身ともにリラックス！

ること

運動・健康づくりコース︶

①秋田県在住の社会人、大学生・専門学生等であ

生涯
学習

ヨガ教室︵体験型

（２）一般男子・女子（男女それぞれ２名）

ヨガ教室は︑月２回︑第２と第４

内であること

月曜日の午後７時から山村開発セン

②東成瀬中学校卒業生または保護者の居住地が村

ターで開催されています︒ゆっくり

れであること

と自分の体に合った動きで疲れを取

①平成16年４月２日から平成19年４月１日生ま

27

日︵月︶午後７

（１）高校生（男女それぞれ２名）

生涯学習担当

◆募集選手及び条件

り除き︑体のゆがみや凝りをほぐし

仙北市内循環特設コース

ます︒心身ともにリラックスできま

◆コース

す︒次回は︑６月

集の概要は次のとおりです。

教育委員会

れる方は教育委員会へご連絡ください。大会及び募

☎３４１５

ン！」の出場選手を募集しています。参加を希望さ

時からです︒是非︑ご参加ください︒

される「秋田25市町村対抗駅伝ふるさとあきたラ

防災
遭難防止ロープ張りと注意看板設置

子育て世代包括支援センター

６月２日︑国道３４２号沿い栗駒
山国有林内において︑栗駒山系遭難
対策協議会による︑入山禁止のため
のロープ張りが行われました︒また︑
６日には︑遭難注意看板の設置を行
いました︒
入山禁止区域では︑これまで遭難
事故が多発しています︒危険ですの
で立ち入らないようにしてください︒
また︑入山禁止の場所でなくても︑
山菜採りをする場合は﹁家族・隣人
に行き先や帰りの時間を告げる﹂
﹁自分の体力や体調を過信せず︑無

相談

（３）一般壮年（男女不問で２名）
①10月16日現在で満40歳以上であること
②（２）の①、②を満たすこと

◆募集期間

７月29日（金）まで

教育委員会

☎４７−３４１５

▲大きく深呼吸

2022.６ 広報 ひがしなるせ
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夢いっぱい かしこく
やさしく たくましく

日︑五月晴れの下で３年ぶ

笑顔いっぱいの運動会
５月
りの運動会を行うことができました︒
各学年の徒競走では︑子どもたちが
全力で走る姿に︑保護者の皆様から
たくさんのあたたかい応援をいただ
きました︒親子遊走では︑親子が協
力して様々なミッションに挑戦する
ほほえましい姿に︑応援席も笑顔に
つつまれました︒綱引きやリレーで
は︑各色組が一つになってがんばり︑
大いに盛り上がった運動会でした︒

親子遊走

楽しい！
初めての田植え

６月１日︑５年生がＪＡの協力の
もと手植えによる田植えを体験しま
した︒
子どもたちは田植え開始の合図と
ともに︑そろりそろりと田んぼの中
に足を踏み入れました︒慎重だった
子どもたちも慣れてくるとスムーズ
に苗を植え付けすることができまし
た︒終了後は﹁手作業での田植えに
疲れた﹂と話す子どもが多く︑昔の
人たちの機械を使わない人の手によ

役になりきったよ

今年度も委員会の活動や各学年が

学習したことを発表するミニ集会が

始まりました︒５月は２年生の発表

で︑国語で学習した﹁ふきのとう﹂

の音読に動作を付けて発表しました︒

役になりきろうと自分たちでお面を

描いたり︑身振りを付けたりして工

夫しました︒

他の学年の子どもたちから﹁本物

の映画を見ているようだった﹂﹁声

がはっきり聞こえて︑お話の様子が

よくわかった﹂という感想をもらい︑

２年生は達成感でいっぱいの様子で

した︒

広報 ひがしなるせ 2022.６

13

る米づくりの苦労を実感していまし
た︒

▲ミニ集会

21

▲徒競走

◀▶

▲泥だらけでもへっちゃら !

生き生き東中生

生き方講座

「

」
Run Fun Win

体育祭

﹁

14
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︿生徒感想より﹀
夢は思い続けることで叶うという
ことが分かりました︒加藤先生の

﹂をテーマに︑
Run Fun Win
日体育祭が開催されました︒

５月

ざいました︒

していただきました︒ありがとうご

た︒たくさんの保護者の皆様に観戦

組んでいる姿を見ることができまし

する姿や一生懸命準備や運営に取り

また︑仲間を応援したり賞賛したり

の競技を全力で楽しんでいました︒

を行いました︒生徒たちは一つ一つ

白︑橙﹂の色別軍団に分かれて競技

になりました︒全校縦割り﹁青︑

天候に恵まれ︑大変充実した体育祭

20

﹁打てば響く﹂という言葉のように
自分の支えとなる大切な言葉を若い
頃に見付けておくと人生がよりよい
ものになっていくと思いました︒加
藤先生はたくさんの心に響く言葉と
出会っているんだなと思いました︒
私もたくさんの言葉と出会い︑様々
な考えをもっていきたいです︒

▶私の生き方に大きな影響が

▲校長先生も全力疾走

「私の果たす役割」

加藤久夫先生を講師に︑生き方講
座が開催されました︒演題は﹁私の
果たす役割﹂でした︒加藤先生は︑
いろいろな方との出会いで考えたこ
と︑学んだこと︑これらの経験を基
に決意したことを実行して継続して
いく大切さについてお話しください
ました︒

▲講師の加藤久夫先生

▲講師の加藤久夫先生

命と言葉の大切さ

を込めるように伝えました︒植物
は︑人間の言葉が分かると言われて
おり﹁大きくなあれ﹂﹁きれいだ
ね︑かわいいね﹂という言葉をかけ
て育った花と︑そうでない花との差
は歴然だそうです︒これから秋まで
の長い間のお世話で﹁言葉﹂には︑
意味を超えた前向きな力が内包され
ていることも感じてくれることでし
ょう︒

アロママッサージ
癒しのひととき
６月７日︑アロマテラピーインス
トラクターの星野先生をお招きし︑
精油を用いたハンドマッサージでリ
フレッシュしました︒自然の力で癒

自分が好き！
友だちが好き！
東成瀬が好き！

日︑園庭の畑に︑４・５歳

いっぱい畑に
植えました！
５月

ているようでした︒

とを願いながら収獲を待ち︑期待し

子どもたちは︑野菜が早く育つこ

ら︑育てていきます︒

の野菜の成長過程を日々観察しなが

成長を見守っていきます︒それぞれ

これから野菜の手入れをしながら

えました︒

児の園児がさつまいも等の野菜を植

26

食育教室

（３～５歳児）

ドラえもんに食べさせてみよう！

日︑発達段階に合った食具

ことを伝えると︑はりきって取り組

学校の給食当番になりトングを使う

方や感覚を学びました︒５歳児は︑

させ︑楽しく遊びながら食具の扱い

を使ってドラえもんに食べ物を食べ

５月

▲みんなで仲良く

▲トングの使い方を学んでいます

19

んでいました︒

2022.６
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しのひとときでした︒

11

▲香りでも
癒されました

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

花植え（虎の穴・健全育成）

６月１日︑児童館の花壇に花植え
をしました︒今年は︑１００本の苗
を１年生が中心となって植えまし
た︒この活動では︑植物を通して
﹁命の大切さ﹂を学習してもらいた
いという思いがあり︑優しく気持ち

なるせっ子広場

▲しっかりお話をきいて
▲「おおきくなあれ！かわいいね！」

▲植物から抽出した精油

▲早く育つといいなぁ……

石綿さん優勝

郡市総体陸上競技大会

６月２日︑稲川陸上競技場におい

て︑郡市総体陸上競技大会が開催さ

日に県

18

れ︑石綿響さん︵東成瀬中３年︶が

㎝

日から

16

男子共通砲丸投げで優勝しました︒

石綿さんは︑７月

ｍ

92

営陸上競技場において開催される全

響

県大会の出場権を獲得しました︒

石綿

◆男子共通砲丸投げ

優勝
11

▲石綿さんの力強い投てき

きれいに咲いてね！

ご協力ありがとうございます！
キバナコスモス播種場所整備

キバナコスモスの種まき
５月３０日、田子内バイパス沿いや小学校周辺
で、東成瀬小・中学校の児童生徒がキバナコスモ
スの種をまきました。この事業は、児童生徒が
「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いる小中連
携教育の一環で、今年で１６回目を迎えます。
当日は、地域のボランティアの方々にも協力し
ていただきました。
秋には、児童生徒が思いを込めたキバナコスモ
スが、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

５月２７日、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、中学校の校舎の周りの除草や花壇の
整備を行ってくださいました。
種まき当日はとても順調に作業を進めることが
できました。
ボランティアに参加してくださった皆様、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

▲今年で16回目を迎える
キバナコスモスの種まき

㈱佐々木機械土木

㈲佐々木工業

大橋建設㈱

㈱丸島アクアシステム

㈱吉田建設

鹿島・前田・竹中土木JV

㈲高橋土木

㈱鈴木建設工業

本荘電気工業㈱

㈱高嶋組

備前建設

大成・佐藤・岩田地崎JV

㈲成瀬産業

㈱自然科学調査事務所

成瀬ダム本体工事事業管理業務担当技術者

2022.６ 広報

16

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！

仙人郷の新商品！
岩井川産米使用
発泡日本酒販売開始

昨年度農事組合法人岩井川ファー
ムが栽培した酒造好適米﹁星あか

日︑古道︑仙北道にある弘

仙北道

弘法の祠祭り

６月

法の祠の祭典が行われました︒椿川

り﹂を使用した発泡日本酒﹁天の
戸・シルキー絹にごり︵生︶﹂が︑

地区の皆さんと仙北道を考える会の

ただいており︑あきたこまちが主流

販売開始から多方面で高評価をい

さわやかな風の中︑新緑の自然と古

山の安全をお祈りしました︒当日は

きました︒祠のお掃除︑お供えをし

会員で今年も弘法様に会いに行って

となっている村の稲作農業におい

道を満喫しました︒

徴など詳細は天の戸

ほか︑シルキーの特

子などはＱＲコードから閲覧できる

令和３年度の栽培状況や醸造の様

として期待しています︒

て︑新たな可能性を模索する第一歩

売されました︒

浅舞酒造株式会社︵天の戸︶より販

15

思いやりの心を大切に

日︑東成瀬小学校におい

「人権の花」植栽活動

５月
て︑小学校児童が人権啓発活動の一
環として︑人権の花を植栽しまし
た︒この活動は︑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︑児
童は協力し合いながら花の植栽や水
やりを行っていました︒
人権の花植栽後には︑人権擁護委
員の方々による人権教室も開催され
ました︒

▲シルキー（720ｍｌ、300ｍｌ）

のＨＰから確認でき
ます︒

元気ムラを訪問

１２００年の古道・仙北街道が通る

東成瀬村椿台地区探訪

６月１日︑秋田県森林学習交流館

プラザクリプトンによって椿台地区

探訪が実施されました︒

この活動は︑山村の宝物を活か

し︑元気な地域づくりに取り組む元

気ムラを訪問し︑まだまだ知られて

いない自然︑歴史︑文化を学び応援

していくツアー﹁元気ムラの旅シ

リーズ﹂の一環で︑参加者は︑仙北

街道踏査記録ＤＶＤ鑑賞をはじめ︑

竪穴住居︑赤滝神社跡や成瀬ダム工

事現場の見学を行いました︒

2022.６
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ALT

Early Rainy Season
梅雨の季節
Lately, it has been raining a lot

最近は村で雨がたくさん降っていま

in Higashinaruse. It feels like

す。今年は梅雨が早く来たような気

the rainy season came early

がします。とても涼しくていい気分

this year. The temperature has

です。雨の音が大好きなので、嬉し

also been very cool and nice.
I love the sound of rain, so I

いです。雨の日は、ホットコーヒーを
飲んで本を読むのが好きです。とて
もリラックスできます。 アキは散歩

was happy. On rainy days, I

に行くとき、雨の水たまりで遊ぶの

（スージー・オシェィ）

like to drink hot coffee and

が好きです。アキと雨の日を過ごす

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！

read a book. It’ s very relaxing.

のが楽しみです。

Suzi O'Shea

Aki likes to play in rain puddles
when we go for a walk. I look
forward to more rainy days
with Aki.

６月は男女共同参画推進月間です
性別に関わりなく、誰もがあらゆる分野で個性と能力を十分

発揮し、活躍できる社会を目指しましょう。

推進月間に併せ、公民館図書室に男女共同参画特設コーナー

を設けています。是非、お立ち寄りください。

男女共同参画特設コーナー▶

きて
たんせ

おらほの図書館

命を守るための掃除術
カビとり・殺菌・消毒

圭吾

著

／

集英社

解決の糸口すらつかめない 3
つの殺人事件。捜査によって判明
した共通点は、その殺害方法と被
害者はみな過去に人を死なせた
人間であることだった。
刑事・新田、再びホテル・コル
テシアへ―。
累計 480 万部突破の人気シリーズ、総決算！
電話で貸出予約承ります。☎ 38−8711まで

図書室

湿気が多く、家中のあらゆる場
所にカビが発生しやすいこれから
の時期。そのカビが、家族の免疫
力を 落として 病 気を招く原因に
なっているかも⁉
『キレイ』が続く素敵な暮らし

マスカレード・ゲーム
東野

宝島社

なるせ
児童館

の人がやっているお掃除から医師や家事プロ
のアドバイスまでつめこんだ一冊。

７月の休館日
おはなし会

〜おしらせ〜

3 日（日） 17 日 ( 日 )
18 日（祝） 31 日 ( 日 )
2 日（土）10 時 30 分から

ツイッター
やってます。
@NaruseLibrary
2022.６ 広報 ひがしなるせ
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成瀬ダム工事事務所
儀式の一例
【鎮定（ちんてい）の儀】

14

「礎石」
搬入された礎石を固めるため、
ダムをつくる材料（CSG）を
礎石の周りに入れるものです。
工事を進める道筋をつけると
いう意味があります。

R4.4.25撮影

【成瀬ダムの礎石（そせき）】

ダ
ム
の
定
礎
式
っ
て
な
ん
で
す
か
？

礎石は、七五三の故事（こじ）
に習って、横70cm、縦50cm、
高さ30cmに仕上げられ、重さ
が約２５０kgで、秋田県産の
「男鹿石」でつくられました！

期待の言葉を頂いたお二人に、最後にご
自身の「メモリーストーン」を設置して
頂きました。

礎石埋納箇所の周りに設置
した「メモリーストーン」

東成瀬小学校 ６年
佐々木 希さん

東成瀬小学校の全校児童８０名及び東成
瀬中学校の全校生徒５０名の皆様にご協
力を頂き、現在施工中の原石山採取工事
で採取した石に、成瀬ダムへの期待の
メッセージなどを記載した「メモリース
トーン」を作成して頂きました。

19
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東成瀬中学校 ３年
佐々木 真緒さん

実咲

日︑﹁これが秋田だ！食

菅原

５月
と芸能大祭典２０２２﹂に出店側
として参加し︑東成瀬村ブースで
特産品の販売を手伝いました︒
山菜やあずきでっち︑トマト加
工品といった村の特産品を︑多く
の方に購入していただくことがで
きました︒
販売を通じて︑観光物産協会や
なるせ加工研究会の方々から村の
ことや特産品に関するお話を聞く
ことができ︑勉強になりました︒
今後さらに︑村について学び︑
ＰＲできるよう精進していきたい
です︒

阿部

沙也香

地域課題緊急プロジェクトを進
めるにあたり︑担当している村の
総務課︑民生課︑教育委員会との
ヒアリングを行いました︒

「安息」

よく観察しながら餌やりをしてい▼
る姿が印象的でした︒愛だねぇ︒

白滝イワナの里で働く︑秋

田谷淳さん︒イワナにも日に

よって気分があると言いま

す︒﹁餌の食べる量が日によっ

て違うので様子を見ながら与

える量は変えている︒﹂﹁イワ

ナは綺麗な水で育つから︑生

簀は二〜三日に一回は全部の

水を抜いて掃除をしている︒﹂

そんな淳さんは︑元々魚には

興味がなかったそう︒一体何

がきっかけで養殖場へ働くこ

とになったのか︒

優しさ溢れる人柄が魅力な淳

︵内野翔太︶

さんの姿をぜひ︑要の YouTube
チャンネルでチェックしてみ

てください︒

イワナの大きさ
によって餌の大
きさも変えてい
た。

役場の方々と連携を図りながら
課題の洗い出しやゴール設定︑優
先順位の決定などを行い︑地域課
題解決に向けて専念しています︒
現在は︑地域課題改善プロジェ
クトと並行してなるテックの専門
研修を受講しており︑今後はシス
テムエンジニアとして︑村の生活
がより豊かになるようなシステム
開発に携わっていきたいと思いま
す︒

◀餌やりを体験。

28
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ふるさとへの便り

人生100年時代、
歳から新たな自分探しの
旅を始める。
（前）

歳のこの年で︑このままあと

ている自分が気になっていた︒

まれた環境にすっかり慣れ切っ

迎えた頃からだろうか︑この恵

地も良かった︒ここで５年目を

は少ない︒若かりし頃は︑過去

の自分であることに気がつく人

一緒に働く仲間ではなく︑過去

る︒しかし︑本当の競争相手は

いつも誰かを意識し戦ってい

﹁海があり︑川があり︑温泉と

分﹁塚口駅﹂で下車︒迎えの車

ら︑神戸三宮方面に電車で約

く会社でしたが︑２月で終止符

も魅力的です︒そんな融通もき

数年お世話になっての円満退職

いた︒

が次の成長の増幅回路になって

長を実感して満足︒この達成感

と現在の自分を比較し確かな成

歳で藤田観光

トにいつでも参加できる充電時

の話が出始め︑そのプロジェク

期していたが︑ここにきて再開

ロジェクト︒コロナ禍で一時延

され逆転されていることに気が

去の自分に現在の自分が追い越

だったと思う︒悲しいかな︑過

務を始めて４年後の

︵株︶を退任︑新しい会社に勤

記憶では︑

いつの頃からだろうか︒私の

を打つと決心した︒その大きな

ルまで片道約３時間

７時間の電車の旅である︒

過去を辿れば︑藤田観光

間がほしかったからである︒そ

ついた︒

がら関ってきた沖縄のホテルプ

で︑とある会社の尼崎市本社ビ

す︒
サラリーマン人生

今︑私は今までとは反対側の

︵株︶を退任して７年になる

れに年々衰えていく記憶力と知

いや︑そ

小田原駅新幹線ホームに立って

が︑第２のサラリーマン人生は

識︑技術︑気力に不安といささ

なんだ︑観光か？

いる︒ここからまた新たな人生

大阪に本社を置く大企業でし

か戸惑いを感じていた︒年だか

年

の歴史を刻む為である︒小田原

た︒この会社の東京支店︑築地

らと簡単に片づけられない性格

東京方面に通っていた︒

の仕事場です︒

歳の頃

から新大阪まで新幹線で約２時

﹁聖路加タワー﹂で３年間のコ

の私には︑実に深刻な問題であ

の常勤役員として４年７ヶ月務

誰でも︑同じような事を感じ

東成瀬中学校 年卒

冨田

秋雄︵

歳︶

71

うではない︒今の新しい出張先

間半︒新大阪からＪＲ線に乗り

ンサル業務を請け負った︒２社

る︒まだ︑フジタ︵藤田観光︶

各方面に向かう電車が一同に並

めた︒この会社は小規模ながら

た経験があると思うが︑特にサ

69

41

間はこの小田原駅から新幹線で

換え大阪駅に︑そこから徒歩で

目は渋谷の高層ビル﹁クロスタ

ぶ︒その様は圧巻と鉄道ファン

職場環境も良く︑仕事も今まで

ラリーマン社会は競争である︒

だ︒

には人気のスポットらしい︒阪

の経験だけで十分な余裕で居心

30

・・・

大阪梅田駅に向かう︒阪急大阪

プライドが許してくれないよう

65

30

ワー﹂︒ 階に本社を置く会社

年間は箱根に登り︑後半

54

梅田駅は始発駅︒全９ホームに

34

年︑前半

山にも近い城下町﹂小田原で

71

要因は︑２年前まで仕事をしな

1５

分︑往復

私が今住んでいるところは

71
急大阪梅田駅の７番ホームか
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特設人権相談所を開設します

・受験資格

就学や教育に関する相談会

近隣との争いごと、扶養・相続な

◆航空学生

歳以上

日 日
( の
) いずれか１日 詳
( しく

子どもの発達や気になる行動への

どの相談を人権擁護委員がお受けし

はお問い合わせください )
歳未満の者

対応、就学に関する相談等について

日（金）

ます。（申込み不要、相談無料）
７月８日（金）、

時から午後３時まで

湯沢生涯学習センター

・受付期間
月 日 金
( か
)ら
月８日 木
( ま
)で
９月 日 月
(
)

主に保護者を対象に教育相談を行い

◆場所

午前

◆日時
時から午後３時まで

７ 月 ７ 日（ 木 ）、 ９ 月 ２ 日

ます。
◆日時
（金）午前
問

秋田地方法務局大曲支局

◆場所

☎０１８７２１００

雄勝地域振興局福祉環境部

◆ 申 込 み 「 教 育 相 談 票 」に 必 要 事
日 前頃

自衛官募集のお知らせ
◆自衛官候補生及び一般曹候補生

33

・試験期日

・受験資格

①海上
②航空

歳以上
歳以上

歳未満の者
)

歳未満の者
◆防衛医科大 看
( 護学生

歳以上

日

・受付期間
月 日 金
( か
)ら
月 日 水
( ま
)で
・試験期日
月 日 土
(
)
歳未満の者
・受験資格

月

)

・試験期日
日
(

日 土
( 、)

日 水 ま
(
)で
月

◆防衛医科大 一
(般 )
・受付期間
月 日 金
( か
)ら

21

項を記 入の上、 実 施日の

まで教 育 委 員 会にお申 込みくださ
い。

※新型コロナウイルス感染症対策と

・受付期間
①自衛官候補生

日 木
( か
)ら

1

・受験資格

月

歳以上

月

歳未満の者

日 金
( か
)ら

7

22

1

自衛隊秋田地方協力本部横手地

歳以上

日 土
(
)
歳未満の者

日 水 ま
(
)で
月

・受付期間

◆防衛医科大学校生

18

18 10

月１日

職業訓練指導員（自動

住宅建築科１名）

次の①から②を満たす者

得見込みも含みます）

練指導員免許を有する者（免許取

①自動車整備科又は建築科の職業訓

◆受験資格

車整備科１名

◆採用職種

◆採用予定日

員を募集します。

で専門的な指導を行う職業訓練指導

秋田県では、主に県立技術専門校

秋 田 県 職 員（ 職 業 訓 練 指 導 者 ）
の募集

go.jp

Mail akitapco-yokote@rct.gsdf.mod.

域事務所☎０１８２㉜３９２０

問

・受験資格

・試験期日

12

21

21

担
6

して保護者の方のみご来場くださ
い。

年間を通じて行っています
②一般曹候補生
９月

15

東成瀬村巡回相談

７月１日（金）から９月５日（月）まで

・試験期間

1

10

当

７月 11・25 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
7

自立相談支援事業
22

７月の心の健康相談

1

19

21 23

9

10

10

18

7

18 10

5

※相談会当日に発熱や倦怠感等の症

☎㊼３４１５

18 18

5

5

10

７月 12 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
10

10

状がある場合は、教育委員会へご
教育委員会

連絡ください。
問

15

7

11

日時
18

10

22
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日（金）

秋田県第二庁舎

月

日以降生まれの者

②高等学校以上を卒業し、昭和
月

◆試験日
◆試験会場

年

７月５日（火）

秋田県産業労働部雇用労働政策

◆受検申込み期限
問
課産業人材班
☎０１８（８６０）２３０１

・パネルディスカッション

☎０１８２㉝７０１８

秋田県南部男女共同参画セン

・人権に関するパネル展
問
ター

かな場合
◆ 感染経路が不明の場合でも、感染リ

期 日 前 投 票 の 期 間 中、 マ イ ナ ン

期日前投票と一緒にマイナン
バーカードの申請ができます！

れにより感染した可能性が高い場合

バーカードの申請サポート臨時窓口

スクが高い業務（※）に従事し、そ

※複数の感染者が確認された労働環
◆医師・看護師や介護の業務に従事

ます。マイナンバーカードの受け取

用の写真に関しても、無料で撮影し

を開設します。マイナンバーカード

される方々については、業務外で

りについては、事前に予約された方

境下での業務

日本年金機構では、公的年金制度

感染したことが明らかな場合を除

年金委員制度のご案内

と国民の皆さまとの橋渡し役を担っ

のみ開庁時間外の交付ができますの
められる場合も保険給付の対象
詳しくは、厚生労働省ＨＰのＱ
＆Ａをご覧ください。

◆臨時窓口開設日時

分から午後８時まで

ら７月８日（金）までの平日午後

・期日前投票期間６月

日（月）か

で、民生課までご相談ください。

き、原則として対象

年金委員は、厚生労働大臣の委嘱

◆症状が持続し、療養等が必要と認

ていただく、年金委員を募集してい

秋田県南部男女共同参画センター

により、会社や地域において公的年

ます。

周年を迎えることから、「秋田

ハーモニーフェスタ ２０２２

が

金制度の啓発・相談・助言などの活

５時

６月

分か

日（日）午後１時から午後
「小説」「エッセイ・紀行文」の２

ら午後５時

８時まで

近隣の皆さまへの各種手続きの助言・

部門で秋田をテーマとした文学作品

です。

分の間も申請は可能

※ 役場開庁日の平日午前８時

相 談です。 活 動に係る経 費は日 本 年

を募集しています。

第９回ふるさと秋田文学賞作品募集

27

※期日前投票と同じ会場です

防災情報センター１階

◆臨時窓口開設場所

金機構が全額負担し、年金制度改正

枚以内

◆部門
原稿用紙換算

等の研修会に無料で参加できます。

公的年金関連のパンフレットの配布や

活 動 内 容は、 自 治 会や町 内 会での

動を行う民間協力員です。

県南部男女共同参画センター開館
周年記念イベント」として開催し

ます。
秋田県人権啓発活動ネット

26 15

民生課

１点

問

☎㊼３４０４

及び生年月日の確認ができる身分証

運転免許証や健康保険証等の氏名

◆必要なもの

30

◆主催
秋田県南部男女共同参
日（日）

①小説

②エッセイ・紀行文

公的年金制度について広く国民の
皆さまに知っていただく活動にご協

枚以内
ふるさと秋田文学賞
他

県民読書推

８ 月 １ 日（ 月 ）（ 当 日 消 印

万円

万円

各１編

◆賞

原稿用紙換算
大曲年金事務所

力くださる方をお待ちしています。
問

☎０１８７２２９６

①賞金
②賞金
◆締切

秋田県総合政策課

有効）
問

☎０１８（８６０）１２１６

15

ワーク協議会
◆実施団体
月

画センター
◆日時
松與会館３Ｆ 飛天の間（横

どなたでも無料で自由に

業務によって新型コロナウイル
ス に 感 染 し た 場 合、 労 災 保 険 給
付の対象となります

進班

50

57

）参加可能
ZOOM

◆フェスタの内容

◆オンライン（

参加できます

◆参加者

手市平和町４ ２
☎０１８２㉜２１０１）

◆会場

午後１時から４時まで

26

・秋田県男女共同参画社会づくり表
彰式

◆感染経路が業務によることが明ら

10

22

2
6

・基調講演
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ル

イド
ア
の
家
が
我

５月の
東成瀬村

佐

藤

そう

颯

くん

令和３年６月15日生
岩井川/秀幸・桃子さん

「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… 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1343日〜

◎交通死亡事故『０』継続日数 ２219日
〜平成28年５月4日より〜
◎無火災記録
395日
〜令和3年5月2日より〜

慶弔（敬称略）
いつも元気いっぱい我が家のアイドル颯くんです★
これからも颯くんらしく成長してね！
パパ・ママより

◆ごめいふくをお祈りします
佐々木

俊

二 （85） 肴沢

谷

藤

ヨ

シ （96） 岩井川

佐

藤

玉

子 （83） 滝ノ沢

冨

田

政

治 （86） 岩井川

第８回東成瀬村写真コンクール
（景観部門）

村の人口と世帯
●人

口

男 1,223人 (＋16)
女 1,192人 (＋ 1)

●世帯数

計 2,415人 (＋17)

961戸 (＋25)

●出生 ０人 ０人〕●死亡 ５人 ９人〕
●転入 24人 35人〕●転出 ２人 15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】「須川湖の春」

東成瀬村

Higashi Naruse Village
in Japan

撮影者

広報

吉

令和４年６月20日
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秋田に移住した
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