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おとなの味だね
２月10日に仙南幼稚園・保育園（すこ
ちょっぴり大人の味を体験しました。

認め合い、
そこから始まる
男女共同参画社会
《平成23年度美郷町男女共同参画キャッチフレーズ最優秀作品》

男女共同参画社会基本法が制定されてから10年が過ぎました。
「男女共同参画」という言葉とその意味も少しずつ浸透してきています。
しかし、男女共同参画社会基本法が目指す『男女共同参画社会』の実現には
まだまだ越えなければならない多くの課題があります。
美郷町ではこれまでどのような取り組みを行ってきたのか、
また、どのような社会の実現を目指しているのでしょうか。

■（写真）小西嘉之さん、美咲さん、亜子ちゃん、絢人くんご家族
平成24年3月

広報美郷

2

進していくための計画書として︑平成 年
﹃男女共同参画社会﹄
って
月に﹁男女共同参画みさと計画﹂を作成しま
どんな社会？
した︒﹁みさと計画﹂に基づき美郷町男女共
国が進める﹃男女共同参画社会﹄とは〝男性で 同参画住民懇話会や出前講座︑料理教室など
あること〟や〝女性であること〟にかかわらず の取り組みを通して男女共同参画意識の啓発
﹁人﹂として対等に活躍できる社会のことです︒ を行っています︒
対等といっても︑男性と女性の体の特徴を
無視して何もかも平等にするという意味では 〝共に〟
生きていくために
ありません︒﹁男性だから﹂﹁女性だから﹂
必要なこととは
というような固定的な役割分担に縛られるこ
となく︑自らの希望に沿った形で職場や家庭︑
地域社会で活動することができ︑男女が共に
夢や希望を実現できる社会のことです︒

耳にすると難しい﹁男女共同参画﹂
︒町民のみな
さんはどのようなイメージを持っているのでしょ
うか︒現在︑二人のお子さんの子育てをしている
小西美咲さん︵関田︶にお話を伺いました︒

■小西美咲さん
（写真左）
と
娘の亜子ちゃん
（写真右）

美郷町では
どんなことをしているの？

■「男女共同参画
みさと計画」は
町のホームペー
ジでご覧いただ
けます。

「『男女共同参画』という言葉を聞いたことはありますが、
詳しい意味はよく知りませんでした。現在は専業主婦として家
事に専念しているため、『子育て』にあたる時間は私の方が長
くなりますが、夫も仕事の合間に時間が許す範囲で協力してく
れます。二人でちょうど良く分担できているのではないかなと
思っています。
結婚するまでは、私もフルタイムで働いていました。当時の
職場は男性社員の割合が高く、休日出勤もありましたが、その
時は『子育て中の女性が働きやすい職場かどうか』を意識した
ことはありませんでした。
今後、機会があったらお勤めしたいと思うときもあります
が、子育てをしながら働いている女性が『子どもの看病のため
に急にお休みをもらうのが申し訳ない』と言うのを聞くと、ち
ょっと大変だなとも思います。外での仕事を終えて家に戻った
のに、『女性がするもの』と思われがちな家事までこなすとい
うのは、かなり負担が大きいのではないかと感じています。」
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個人の希望や志向を考慮せずに﹁男だから
〜しなさい﹂﹁女なのに〜も出来ないのか﹂
と一方的に決めつけられてしまうことは誰に
とっても悲しいことです︒一人ひとりが個性
と能力を十分に発揮して︑喜びも責任も分か
ち合いながら共に生きていける社会は活気と
充実感に満たされ︑地域社会の力も伸びると
考えられています︒
﹃男女共同参画社会﹄を築くには︑男女が
お互いにその人権を尊重することが︑なによ
り大切です︒

また、基本理念に沿って
「意識づくり」「機会づく
り」「環境づくり」の３つの
基本目標を掲げて推進事業を
実施し、町民の意識の向上に
努めています。

男女共同参画に関する
問い合わせ先●町総務課まちづくり班
☎０１８７
︵８４︶
１１１１

基本理念

平成24年3月
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1. 男女の人権を等し
く尊重します。
2. 男女とも自らの意志
を反映できる地域社
会を創出します。
3. 男女が共同参画す
ることの意義を認
識します。

平成 年に美郷町民を対象に行った﹁男女の
意識と生活実態調査﹂では︑﹁男は仕事︑女は
家庭﹂という考え方に賛成する人の割合が全国
値より高いという結果が出ました︒特に男性に
注目してみると︑約６割の方が﹁男は仕事︑女
は家庭﹂に賛成しており︑総体的に男女共同参
画の意識が低い傾向にあることが分かりました︒
この調査結果を参考に︑男女共同参画を推

美郷町が男女共同参画を推
進していくための計画書で
す。平成17年度から平成26
年度までの10年間を計画期間
としています。みさと計画で
は次の３つの基本理念を設け
ています。

16

「男女共同参画
みさと計画」
とは

「男女共同参画社会」
についてお話を伺いました

『平等ってなに？』

中村しげ子
美郷町男女共同参画住民懇話会 座長

以前、千畑中学校３年生の社会科の授業で『男女共同参画』を取り

上げていただいたときに、差別や不平等に関して男子生徒から「体力

作りのためのマラソンで、女子の走る距離が男子より短いのは差別で

はないのか」という意見が出されました。（へえ、不満なんだ。そう
いえば、以前参加したセミナーで確か似たようなことが…。）

『医学から見る男女共同参画』という分科会の中で、ある年配の女

性が質問しました。「孫の徒競走のとき、男児にハンディキャップを

つけて女児が短く走るのは不平等ではないんですか」。そのとき、医
師で大学教授の先生はこう答えました。「短く走って平等です」。

男女の脳の違い、染色体の

影響、男女以外の性など、ほ

か様々、人の根源を知る驚愕

きょうがく

の時間でした。

真の平等とは何か。住民懇
話会は「いかに自分らしく幸

4
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委員同士︑協力しあって活動中！
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﹁美郷町男女共同参画住民懇話会﹂

美郷町男女共同参画住民懇話会は︑町の委嘱を受けた
名の委員で構成されています︒美郷町における男女共
同参画社会の実現のため︑町の方針や推進事業について
検討を重ねています︒
また︑平成 年度からは啓発活動の一環として﹁出前
朗読劇﹂にも取り組んでいます︒なかなか理解すること
が難しいと言われている﹁男女共同参画﹂について︑町
民の皆さんにわかりやすくお伝えしたいという思いから
始まった﹁出前朗読劇﹂︒懇話会委員が様々なキャラク
ターに扮してステージに登場し︑﹁男女共同参画﹂をテ
ーマにした朗読劇をあちこちで披露しています︒登場人
物が方言で面白おかしく語り合う朗読劇は︑親しみやす
く大変好評で︑多くの方から﹁劇を見て互いに思いやる
気持ちの大切さを改めて感じた︒大変参考になった﹂と
いう感想をいただいています︒
地域や学校などから申し込みがあれば個性あふれるメ
ンバーが出向き︑朗読劇を披露しますので︑町総務課ま
ちづくり班︵☎０１８７ ８
―４ １
―１１１︶までご連絡
ください︒
12

せに生きるか」を正しく優し

く、人々に伝えていかなくて
はならないと思います。
■波平役が中村座長

平成 年６月に募集した﹁男女共同参画キャッチフレ
ーズ﹂には︑応募総数５９４点もの作品が寄せられまし
た︒これらの中から最優秀賞に輝いた菊地将太さん︵六
郷高校 ２年︶に美郷町男女共同参画住民懇話会の中村し
げ子座長がインタビューしました︒

■菊地将太さん

菊地さんの作品﹁認め合い︑そこ
から始まる男女共同参画社会﹂は︑
﹁男女共同参画キャッチフレーズ﹂
として啓発活動に活用されています︒

中村 いいお兄ちゃんですね︒そう
いう普段の行動が将来の﹁イク
メン﹂につながっていくと思い
ます︒将来について︑高校２年
生の今︑どのように考えていま
すか？
菊地 なかなか難しいことだとは思
いますが︑できれば秋田で仕事
に就いて︑ふるさと秋田のため
にがんばっていきたいと思って
います︒
中村 自分らしさを大切にし︑将来
をしっかりと見つめる菊地君の
ような若者がこれからの秋田を
もっともっと元気にしてくれる
ことを期待しています︒菊地君︑
お忙しいところありがとうござ
いました︒

■（写真左から）菊地さん、中村座長
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中村しげ子︵以下︑中村︶ 初めま
して︒今日はよろしくお願いし
ます︒さて︑菊地さんは﹁男女
共同参画﹂について以前から知
っていましたか？
菊地将太︵以下︑菊地︶ いいえ︒
授業でも特に取り上げられなか
ったので︑あまりよく知りませ
んでした︒
中村 今回の作品はどのような気持
ちで作りましたか？
菊地 自分も進路を考える時期にき
ていて︑﹁仕事﹂という観点か
ら考えてみました︒自分の中で
は︑何となくですが︑働いてい
る人は﹁男の人﹂という先入観
きゅうくつ

がありました︒しかし︑職場に
は女性もいるわけですから︑新
入社員の女性の立場で考えてみ
たとき︑男性も女性もお互いに
信頼し合わなければ仕事も人間
関係もうまくいかないんじゃな
いか︑と感じました︒そこで︑
﹁認め合い︑そこから始まる﹂
というフレーズが自然に浮かん
できました︒
中村 自然に浮かんだというのはす
ばらしいですね︒ところで︑学
校の名簿は男女別になっていま
すか？
菊地 男女関係なく︑あいうえお順
になっています︒
中村 そうですか︒では︑学校生活
の中で何か不便だとか︑窮屈だ
なと感じることはありません
か？
菊地 特に感じたことはありません︒
中村 そうなんですね︒自分らしく
生活できる環境が整っていると
いうことは︑すばらしいことで
すね︒おうちでは手伝いはして
いますか？
菊地 親が忙しいときなどは小学生
の二人の妹たちの面倒をみてい
ます︒

平成24年3月
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キャッチフレーズ
最優秀賞受賞者
インタビュー

から１時間単位の取得を認めてき
ました︒職員の採用時にも必ずし
もフルタイム勤務を求めず︑その
方の生活リズムを尊重して勤務し
てもらっています︒また︑現在進
行形ですが︑働きやすい職場づく
りを押し進めるための研究チーム
を作り︑全職員からアンケートを
とって意見を集約しています︒ま
とまった意見をどうやって実施に
つなげていくか︑これから検討に
入る予定です︒
一人ひとりの職員が働きやすい
職場を作ることは︑結果的に離職
率を下げることにつながります︒
専門性が求められる仕事ですの
で︑長い経験を積んだ職員の離職
は出来る限り避けたい︒職員が職
場環境にどういったことを求めて
いるのかを把握し︑働きやすい職
場づくりには今後も力を入れてい
かなければならないと思っていま
す﹂
事業所での
取り組み

☎018（860）1555
問●秋田県男女共同参画課
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・秋田県と宣言事業所との間で協定を結びます。
・秋田県のホームページや広報紙で事業所の取り組みを紹介します。
・宣言事業所紹介パンフレットに掲載し、広く県内に配布します。
・男女共同参画推進員に情報や研修の場を提供します。

「男女イキイキ
職場宣言」
をすると

【必須】男女共同参画推進員の設置
【選択】女性の能力の活用
【選択】仕事と生活の調和を支援する職場環境づくり
【選択】
（従業員101人未満の事業所の場合）
次世代育成支援のための計画づくり

秋田県では︑働きやすい職場づくりや女
性の能力の活用に積極的に取り組む事業所
を募集しています︒平成 年３月末までに︑
秋田県内で１６７事業所が﹁男女イキイキ
職場宣言﹂をしています︒あなたの職場で
も取り組んでみませんか︒

対象●県内の事業所で従業員がおおむね30人以上

あなたも身近なことから
はじめてみませんか？

10
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﹁当法人に勤務する職員の男女
比率は２対８となっており︑圧倒
的に女性が多い職場です︒家庭内
での家事分担割合が多くなってし
まう女性が働きやすい職場を作る
た め に は︑
﹃仕 事 と 家 庭 の 両 立﹄
は常に意識される課題でした︒平
成 年 ２ 月 に﹃男 女 イ キ イ キ 職
場宣言﹄事業所となりましたが︑
ずっと以前から自分たちが自発的
に取り組んできたことが︑たまた
ま﹃職場宣言﹄という形で実を結
んだという捉え方をしています︒
仕事柄︑一年３６５日︑常に誰
かが出勤しているような変則勤務
の職場です︒そのため︑職員が少
しでも長く勤められるような方策
を探ってきました︒例えば︑子ど
もの看護休暇については︑法律的
には１年間に５日付与されていれ
ば良いということになっています
が︑当法人では 日になっていま
す︒年次有給休暇も施設開設当初
20

秋田県では働きやすい職場づくりに取り組む﹁男女イキイキ職場宣言﹂事業所を
募集しています︒美郷町内でロートピア緑泉やロートピア仙南を運営している社会
福祉法人六郷仙南福祉会は︑平成 年度に﹁職場宣言﹂し︑様々な取り組みを実施
してきました︒取り組みの内容について佐藤義勝事務局長にお話を伺いました︒

■六郷仙南福祉会のみなさん
（後列左から）
加藤正子さん、
佐々木康子さん、
中田寛子さん、
鈴木久美子さん、
辻裕子さん
（前列）
佐藤義勝事務局長

男女共同参画に取り組んでみませんか◎
「男女イキイキ職場宣言」
事業所募集中

6
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男女共同参画に関する本を読んでみよう◎美郷町学友館で貸し出ししています
男女共同参画に関する本を学友館に配置
しました︒料理本から読み聞かせに関する
本まで幅広く読みやすい本を取り揃えてい
ます︒３月 日㈭までは図書室内に特設コ
ーナーを設けていますので︑ぜひご利用く
ださい︒

・ママと子どもに作ってあげたい パパごはん（滝村雅晴 著）
・働くママのサクッと手作りごはん 子どもを待たせないかんたん料理（ひらのゆきこ 著）
・経産省の山田課長補佐、ただいま育休中（山田正人 著）
・夢をかなえる。思いを実現させるための64のアプローチ（澤 穂希 著）
・ほまれ:なでしこジャパン・エースのあゆみ（澤 穂希 著）
・田部井淳子の人生は８合目からがおもしろい（田部井淳子 著）
・子どもが眠るまえに読んであげたい365のみじかいお話（田島 信元 著）
・ママおはなしよんで 幼子に聞かせたいおやすみまえの365話（千葉幹夫 著）
・新Good job〜グッジョブ（かたおかみさお 著）
・ママはテンパリスト（東村アキコ 著）
・働きママン１年生（おぐらなおみ 著）
・働きママン２年生（おぐらなおみ 著）
・男子☆弁当部：オレらの友情てんこもり弁当（イノウエミホコ 著）
・男子☆弁当部：弁当バトル！野菜で勝負だ!! （イノウエミホコ 著）
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男女共同参画に関するイベントに参加してみよう◎父子チャレンジ教室を開催しました
美郷町男女共同参画住民懇話会委員

加藤 葉子 さん
父子で作る料理 の講師を引き受けた私は娘
に相談し、「餃子の皮のピザ」を中心としたとて
も簡単なメニューを６品ピックアップしてみまし
た。実際に作り始めると、品数が多かったため後
半は駆け足状態だったような気がします。でも、
お父さんたちは決して子どもたちを急かしたりせ
ず、子どもが出来ることは最後まで子どもたちに
やらせていて、とても感心しました。
会食時間ギリギリの完成でしたが、出来上がっ
た料理はまるで『プチパーティ』。父子で作った
料理を一緒に参加してくれたお母さんたちは笑顔
で頬張っていました。
クッキングを終えて、またいつか、「父子チャ
レンジ教室のときの『あれ』作らねが？」「うん、
お父さん、『あれ』食べたいね」そんな会話が親
子で交わされたら大変嬉しいなと思います。
参加してくださったお父さん方、本当にお疲れ
さまでした！

笹 智子 さん
「お〜っ、このパン上手ぐ焼げでらぁ」
「んだな、中はモチモチしてでうめな」
「この肉の皮の焼け具合も、パリパリして
うめごど〜」
こんな会話が父子チャレンジ教室の試食会
で交わされました。アウトドアクッキングと
いう内容で昨年７月に開催された父子チャレ
ンジ教室は、日ごろ子どもと一緒に料理をす
ることの少ない（あるいは全くない）お父さ
んと子どもが一緒に料理を作って、親子のふ
れあいの時間を楽しんでもらうために企画し
ました。
お父さんたちは講師に器具の使い方を教わ
り、手際良くかまどを作り、火をおこし、子
どもたちはパンやスペアリブなどを作りまし
た。暑い中での作業でしたが、子どもたちは
喜々としてパンをこねたり焼いたり、親も子
も貴重な体験をした一日となりました。

■平成24年1月22日開催
「父子で作る料理」

今年度は父子チャレンジ教室を２回開催し︑のべ９組の父子
が参加しました︒賑やかに行われた父子チャレンジ教室の企画
運営に携わった美郷町男女共同参画住民懇話会委員の方々か
ら︑当日の様子を教えていただきました︒

美郷町男女共同参画住民懇話会委員

■平成23年7月24日開催
「アウトドアクッキング」

男女共同参画について楽しく学ぼう◎住民懇話会による朗読劇のDVDを貸し出ししています
平成21年度から美郷町男女共同参画住民懇話会が取
り組んでいる朗読劇の様子を収めたDVDを貸し出し
しています。
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貸し出しを希望する方は、下記までお申し込みくだ
さい。
申込●町総務課まちづくり班 ☎0187(84)1111

萠 さん
美郷大使

永田

美郷大使
メッセージ
昭和24年、兵庫県生まれ。絵本作
家。花と妖精をテーマとした夢あふ
れる作風で、絵本やエッセイなど
140冊を超える著書を出版。平成21
年には美郷町学友館で特別展を開催、
合併５周年記念式典では記念講演を
行うなど美郷町とのゆかりも深い。
元兵庫県教育委員長。京都府在住。

美郷町の魅力の発信や︑町づくりへの提言をいただくこと
を目的に︑絵本作家の永田萠さん︑北都銀行取締役会長の町
田睿さん︑学習院大学教授の佐々木毅さんの３名に美郷大使

た

萠

もえ

を委嘱しています︒このたび︑美郷大使である永田萠さんか

なが

何度も旅した町のベスト５に確実に入る︒仕
事もあるけれど︑わたしにとっては︑﹁あの
人に会いたい﹂﹁あの風景が見たい﹂﹁あの
おいしいものがまた食べたい﹂という旅する
動機の３点セットが間違いなく満たされる魅
力的な町なのだ︒
春を待つこの季節︑美郷の町の野原も山も
雪に包まれ真っ白だろう︒白い世界に天筆が
舞うあの美しさが忘れられない︒夜空をこが
す竹うちの炎の色も胸に刻まれている︒共に
空をあおいだ人たちの笑顔のやさしさも︒
次に行くのは山菜の季節と決めている︒名
人に連れられて山に入り︑山菜採りの極意を
身に付けるのだ︒
旅人がいつか﹁おかえりなさい﹂と迎えて
もらえる日がくれば︑そこはもう旅先の町で
はない︒わたしもいつかその言葉が聞けるよ
うに︑これからもせっせと出かけよう︒その
名のとおり美しい美郷町へ︒

永 田

らメッセージをいただきましたので︑ご紹介します︒

旅する町
わたしの住む京都には飛行場がない︒必要
のあるときは兵庫県の伊丹空港か大阪府の関
西空港まで行くが︑どちらの飛行場も電車で
１時間以上かかる︒でもそこからほぼ同じ時
間をかけて飛行機に乗ると︑かなり遠くまで
行くことができる︒新幹線で２時間だと東京
にも着けないが︑飛行機によるこの移動距離
は︑確実に﹁旅に出てどこか遠くへ行く﹂と
思わせてくれる︒
昔のことだが︑わたしは〝旅の星のもとに
生まれている〟と占い師に言われたことがあ
る︒占いどおり今までたくさんの旅をしてき
た︒そんなかつて訪れたことのある土地の
数々を思い出すと︑一度きりの所もあるし︑
何度も訪れているお気に入りの町もある︒必
ずまた行きたいと思うのになぜか縁のない場
所もあるし︑行きたいと願ってそれが不思議
と何度も叶う町もある︒
美郷町︒そう︑美郷町は近年︑行きたくて
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美郷町と秋田県立大学

公共交通機関を利用して

平成24年3月
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地域の足を確保しましょう
路線バスや鉄道は地域の皆 り多くの方に利用していただ
さんの大切な足となる公共交 くことが︑地域の足を確保す
通機関です︒この大切な地域 るうえで最も大切な取り組み
の足を確保するため︑運行事 となります︒バスをはじめと
業者による効率的な運行やサ する公共交通機関の積極的な
ービス向上に加え︑町では事 ご利用をお願いします︒
業者への財政支援を行ってい
︻問い合わせ︼
ます︒
一方︑自家用車の普及や少 美郷町地域公共交通活性化
子化などにより︑公共交通機 再生協議会︵町総務課内︶
︵８４︶
１１１１
関 の 利 用 者 は 減 少 傾 向 に あ ☎０１８７
り︑特に羽後交通千屋線の利
用者の減少が懸念されていま
す︒これに対処するため︑現
在︑千屋線の沿線自治体であ
る美郷町と大仙市︑運行事業
者である羽後交通の３者によ
り︑路線維持や利用促進に関
する検討を行っていますが︑
まずは地域の皆さんにバスを
利用していただくことが肝心
です︒
現在︑自家用車やバイクな
どを利用している方も︑将来
はバスや鉄道などの公共交通
機関を利用する可能性があり
ます︒住民一人ひとりが公共
交通機関の存在を認識し︑よ

羽後交通株式会社の
路線バス
「千屋線」
利用者の減少が続いています。

美郷町と秋田県立大学は︑それぞ
れが保有する資源や情報︑研究成果
等を活用し︑地域社会の発展や産業
振興に寄与することを目的に連携協
力協定を締結しました︒

２月16日の連携協定締結に先立ち、県立大学の
学生除雪隊「県大スコップレンジャー」が美郷町
を訪れ、高齢者世帯の除雪作業を行いました。参
加した学生や大学職員など24名は４班に分かれて
対象者宅を訪問し、スコップやスノーダンプを手
に玄関先や軒先の雪かきに汗を流していました。
県立大生の皆さん、ありがとうございました。

町では今後︑県立大学の知的資源を活用し︑次
の協力事項に連携して取り組むことで︑地域産業
の活性化を図っていきます︒なお︑美郷町が教育
機関と連携協定を締結するのは︑昨年５月の秋田
大学との連携協定に続き２例目となります︒
︻県立大学との主な協力事項︼
・農業における加工品技術︑製品化および
流通の研究
・有機質肥料の施肥による土壌改良実証
・製造業における新製品︑技術開発の支援
・各種セミナーの開催 など

県立大生が町内で
除雪ボランティア

35

連携協力協定を
締結

■協定書を取り交わし、
握手をする
小間理事長兼学長
（写真左）
と松田町長
（写真右）

協定締結式は２月 日に役場庁舎で行われ︑
関係者や町内農業・商工団体の代表者ら約 名
が出席する中︑松田町長と小間篤県立大学理事
長 兼学 長 が 協 定 書 を 取 り 交 わ し ま し た ︒ 松 田 町
長は︑あいさつで﹁行政の諸課題を解決し︑実
現 性 の あ る 取 り 組 み を 行 う た めに は ︑ 様 々 な ネ
ッ ト ワ ー ク が 必 要 不 可 欠 ︒ 県 立 大 学 と の 協 同に
より︑課題解決のスピードを加速させていきた
い﹂と述べ︑小間理事長兼学長は︑﹁大学の研
究成果を還元することで︑地域の発展に貢献し
たい﹂と話しました︒
16

昨年５月に全戸配布しています。
お持ちでない方は、下記までご連絡ください。
問●町建設課 建設管理班 ☎0187
（84）
4910
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東日本大震災から１年
あなたのお宅の家具は
固定されていますか？

（
「平成23年版防災白書」
より）

あなたのお宅にはありますか？
非常時持ち出し品

圧死 83.3％

災害への
﹁備え﹂
は
できていますか？

阪神・淡路大震災では、
建物倒壊
や家具の転倒などによる圧死が
死因の約８割を占めました。

平
に甚大な被害をもたらした東日本大震災が発

を含む全ての家屋が停電するなど︑私たちの
生活に大きな影響を与えました︒
東日本大震災から１年を迎える今︑災害に
対する備えを改めて見直してみましょう︒

焼死
12.8％

不詳3.9％

家庭でできる最も手軽で有効な地震
対策は︑家具の転倒・落下を防ぐこと
です︒
家具が倒れたり落ちてきたりする
と︑直接あたってけがをするだけでな
く︑割れた窓ガラスや食器が散乱した
り︑避難経路をふさいで逃げ遅れる原
因となるため︑とても危険です︒背が
高く︑重量のある家具は壁に固定する
など︑事前にしっかりと対策をとって
おくことが重要です︒
■地震に強い家具の置き方・使い方
・重いものを下に︑軽いものを上に収
納して家具の重心を下げる
・じゅうたんや畳などの滑りやすい素
材の上に︑背が高い家具を置かない
・窓ガラスや食器棚のガラスに飛散防
止のフィルムを貼る
・食器棚の開き扉に開放防止のストッ
パーを取り付ける

阪神・淡路大震災
犠牲者の約８割が圧死

東日本大震災発生後︑スーパーやコ
ンビニでは水︑食料品︑乾電池などの
品薄状態がしばらく続きました︒
災害が発生したときに最低限の生活
ができるよう︑各家庭の状況に応じて
必要な物を備えましょう︒また︑避難
するときに最初に持ち出すべきものは
まとめて袋に入れ︑手近な場所に保管
しましょう︒
■非常時持ち出し品チェックリスト
〜美郷町地震防災マップから〜
□貴重品︵預金通帳︶
□タオル・下着・靴下など
□食品 ︵カップめん︑缶詰︑乾パンなど︶
□懐中電灯
□携帯ラジオ
□救急医薬品・常備薬
小さな子どものいる家庭は …
□ミルク
□紙おむつ
□ほ乳びん など

美郷町地震防災マップ

防災行政無線の
放送内容を
確認したいときは
☎0187
（85）
3981または
☎0187
（85）
3982にお電話を。
放送内容を聞くことができます。

警察署からのお知らせ
沿岸部にお出かけの際は津波に注意！

①大きな揺れを感じたらテレビやラジオで
津波情報を確認しましょう。
②津波警報が発表されたら直ちに高台に避
難しましょう。近くに高台がなければ、
丈夫で高い建物に避難しましょう。
③逃げるときは川沿いを避けましょう。
④津波は繰り返し来ます。注意報や警報が
解除されるまで注意しましょう。
問●秋田県警本部・大仙警察署
☎0187
（63）
3355

大曲消防署南分署に

あなたの行政区にはありますか？

防災行政無線の各放送子局の調整作業の
一環で試験放送を行います。放送子局のお
近くの皆様にはご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いします。
試験放送実施期間●３月５日㈪〜９日㈮
９日は町内全体で試験放送を行います。
問●町住民生活課環境安全班
☎0187
（84）
4903

①
※〜③は必須です︒行政区内に民生児童委
みさと地域見守りチーム
員や消防団員がいない場合は︑その行政区
地域には︑ひとり暮らしの高齢者や障がいの
を担当する委員・団員を選びます︒
ある方︑妊婦や乳幼児など︑何らかの支援を必 ■活動報償費の支給は今年度限りです
要とする人が暮らしています︒みさと地域見守
みさと地域見守りチームの活動費用として︑
りチームは︑このような要援護者に日常的な声 １チームあたり５４︐０００円を支給していま
かけや見守り活動を行うチームで︑自主防災組 す︒チームの結成︑活動は平成 年度以降も引
織のメンバーなど６名程度で構成します︒ま き続きお願いしてまいりますが︑報償費の支給
た︑災害発生時には要援護者の安否を確認し︑ は平成 年度限りですので︑３月末までに手続
避難所までの誘導などを行います︒
きしてください︒
■チームの構成員
必要書類●活動報告書︑活動報償費請求書
①自主防災組織の役員等
各
※書類は町のホームページからダウンロー
②民生児童委員
ドできます︒
③消防団員
︻問い合わせ先︼
④看護師・ヘルパー等の有資格者やメンタル
町住民生活課 環境安全班
ヘルスサポーター︑認知症サポーターなど
☎０１８７
︵８４︶
４９０３
⑤その他協力できる人
町福祉保健課 福祉班
☎０１８７
︵８４︶
４９０７

３月５日㈪〜９日㈮
防災行政無線試験放送を
行います

23
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空飛ぶ救急医療

ポンプ車が配備されました

ドクターヘリの運行がスタートしました

大曲消防署南分署にポンプ車が新たに配備さ
れました。これまで使っていた車両が耐用年数
に近づいたため更新したもので、現在、南分署
と東分署にはポンプ車２台、救急車１台がそれ
ぞれ配備されています。
昨年の美郷町内での火災発生件数は６件で、
一昨年に比べて半減しました。一番大切なこと
は、ポンプ車が出動しないようにすることです。
引き続き火の取り扱いには十分に気を付けま
しょう。

ドクターヘリは、救急医療に必要な医療機器や医薬品を備え、
医師や看護師を乗せて救急現場の近くまで出動する救急医療専
用のヘリコプターです。秋田県では今年１月から運行が開始さ
れました。
出動要請●119番通報を受けた消防機関が傷病者の重症度等を
考慮して要請します。
運行時間●原則として午前８時30分〜午後５時30分
（または日没30分前のいずれか早い方）
搬送費用●搬送に費用はかかりませんが、医療行為については
医療保険制度に基づいた費用が請求されます。
美郷町内の離着陸地点●
・千畑中学校グラウンド
・仙南西小学校グラウンド
・千畑南小学校グラウンド ・仙南中学校グラウンド
・美郷町陸上競技場
・大曲消防署南分署駐車場
・JA秋田おばこ 六郷カントリーエレベーター駐車場
・美郷町野球場
（施設名は平成24年３月現在）
問●秋田県環境福祉部医務薬事課 ☎018（860）1402

２月７日に役場庁
舎前でお披露目さ
れたポンプ車▶
11 広報美郷
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国指定重要無形民俗文化財

六郷のカマクラ
国の重要無形民俗文化財に指定されている『六郷のカマクラ』が
２月11日から15日の５日間にわたって行われました。
『六郷のカマクラ』は11日の蔵開き・天筆書初めから鳥追い小屋作り、
15日の竹うち・天筆焼きと続く一連の小正月行事です。
期間中は、人々の願いが込められた天筆がひらひらと風になびき、
各町内の鳥追い小屋の周りでは子どもたちが楽しそうに遊ぶ光景が見られました。

■42歳の厄年の男衆により、威
勢よく餅つきが行われました。

▲町内の酒蔵で蔵開きが行われ、酒蔵の見
学に訪れた人々が美味しい日本酒に舌鼓
を打ちました。

たくさんの

願いが

空高く舞う
■たくさんの人々の願いが込められた天筆が、空高く舞い上がりました。

平成24年3月
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竹うち

昨年に続き
北軍が勝利

▲互いの竹をぶつけ合い士気を高め ▲敵陣に目掛けて一心不乱に攻め入ります。
る男衆。

■松ニオを囲み激しい打ち合いが繰り広げられた３回戦。北軍
が勝てば豊作になり、南軍が勝てば米価が上がると伝えられ
ており、今年は昨年に続き北軍が勝利しました。

雪宮
鳥追い小屋
コンクール
審査結果

今年も各町内会がそれぞれ趣向
を凝らして作った雪宮・鳥追い小
屋が『六郷のカマクラ』を訪れた
多くの観光客の目を楽しませまし
た。14日に行われた審査の結果、
今年は新町町内会の雪宮・鳥追い
小屋が最優秀賞を受賞しました。

【最優秀賞】 新町町内会
【優 秀 賞】 旭町町内会、西高方町町内会
【努 力 賞】 本道町町内会、琴平町内会、大町町内会、
赤城町内会、荒町町内会

13 広報美郷
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▲新町町内会の雪宮・鳥追い小屋。柱や壁の直線美と屋根に施
された鰹木は圧巻の仕上がり。新町町内会の技術の粋を集
めた力作となりました。

■鳥居前に集まった色とりどりのぼんでん。各地区の若衆がぼん
でんを片手に担いだり、腰に乗せたりして技を競い合いました。

金 澤八幡 宮

■前郷・森先地区の若衆

ぼんでん奉納

２月 日に横手市の金澤八幡宮で︑ぼんで
ん奉納が行われました︒美郷町と横手市の児
童生徒による子どもぼんでんに続き︑美郷町
から参加した前郷・森先地区と石神地区の男
衆が威勢良く雪の坂道を駆け上がり︑冬景色
に映える色鮮やかなぼんでんを奉納して五穀
豊穣と家内安全を祈願しました︒
18

■石神地区の若衆

福島県と茨城県の子どもたちが美郷町の冬を満喫！
福島っ子と美郷っ子の交流
２月11日から12日までの２日間、福島県の小学
生とその保護者20名が美郷町を訪れ、地域の小正
月行事や雪遊びを通して美郷町の子どもたちとの
交流を深めました。この交流は、東日本大震災で
2
3
被災した福島県の子どもたちに雪国での遊びを楽 1
しんでもらおうと、秋田県と美郷町が企画したも
のです。
福島の子どもたちは、町内児童と一緒にカマク
ラ畑を見学した後、天筆書きに挑戦し、学力向上
や家内安全など思い思いの願い事を書きました。
また、夜には上畑屋地区で行われた どんど焼
き に参加し、自分で書いた天筆を燃やしました。
このほか、「美郷まんま」「美郷たぬ中」などの 4
ご当地料理づくりを体験するなど、２日間の日程で ①天筆に彩られた町内を散策する子どもたち ②天筆書きに挑戦
③上畑屋地区の どんど焼 ④美郷の子どもたちと一緒に記念撮影
町内児童たちとの交流を楽しみました。

茨城県かすみがうら市との歴史学習交流
２月２日から４日までの３日間、茨城県かすみがうら
市立志筑小学校の４年生児童12名が美郷町を訪れ、本堂
城址の見学や天筆づくりを通して美郷町の歴史と文化を
学びました。今年はインフルエンザの影響で町内児童た
2
ちとの交流はできませんでしたが、千畑南小学校の学校
1
田で収穫された餅米で餅つきをしたり、後三年スキー場
①願い事は
「友達大切楽」
②全員で記念撮影。
「願い事が叶うのを楽しみに待ってます」 で雪遊びをするなど、美郷町の冬を満喫しました。

平成24年3月
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美郷町社会福祉協議会では、
毎週水曜日にふ
れあい相談を実施しています。
週ごとに会場が
異なります。
詳しくはお問い合わせください。
日時●毎週水曜日 午前10時〜午後３時
問●美郷町社会福祉協議会
☎0187
（85）
2294

コーヒーサロンてとて

気軽にお立ち寄りください。メンタルヘル
スサポーターである「てとての会」の会員が
お待ちしています。
日時●３月21日㈬ 午前10時〜午後２時
※毎月の開催日は広報美郷お知らせ版に
掲載しています。
場所●南ふれあい館
（旧仙南交流センター）
問●美郷町保健センター ☎0187
（84）
4900

■
「こころといのちを考える集い」
人星亭喜楽駄朗さんの漫談で
会場が笑顔に包まれました。

■
「こころの俳句」
表彰式
松田町長から表彰状を受け取る高橋天海さん

58
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メンタルヘルスサポーター養成講座

昨年11月から１月にかけて「メンタルヘルスサポーター養成講座」
が開かれ、受講生23名が自殺の現状やうつ病の症状、心の健康づくり
に関するボランティア活動の考え方などを学びました。メンタルヘル
スサポーターとは、自殺予防活動の基礎的な知識と技術を身に付け、
地域でボランティアとして活動する住民のことです。美郷町では、講
座修了生の有志による「てとてとの会」が毎月１回、南ふれあい館で
コーヒーサロンを開設し、地域の方々が気軽に立ち寄れる場所を提供
しています。

こころといのちを考える集い

１月29日に美郷町公民館で「こころといのちを考える集い」が開か
れ、町民の皆さん約200名が日本笑い学会秋田県幹事の人星亭喜楽駄
朗さんによるアカデミック漫談を楽しみました。笑いが体と心にもた
らす良い影響を学び、笑いを通して心地よいリラクゼーションを体感
してもらおうと行われたもので、「笑う力は生きる力」をテーマとし
たユーモアあふれる漫談に会場は笑顔と笑い声で包まれました。集い
では漫談のほか、昨年８月に町内小中学校を通じて募集した「こころ
の俳句」の表彰式や入賞作品の朗読が行われ、人とのつながりや命の
大切さを再認識する機会となりました。

︻小学校の部︼
最優秀賞▼
ささえあい つながっていく それが人
金沢小学校６年
高橋 天海
優秀賞▼
つらいとき 心にひびく 友の声
金沢小学校６年
本庄 玲奈
﹁だいじょうぶ﹂ その言葉がね あったかい
仙南西小学校６年 中田 咲夢
優良賞▼
なやまないで 一人じゃないよ みんないる
金沢小学校５年
坂本 創也
きっと来る そのがんばりが かがやく日
金沢小学校５年
外山千鶴香
とどけよう あすへのげんき むげんだい
金沢小学校４年
髙橋
翔
︻中学校の部︼
最優秀賞▼
あたたかい この脈うつ手 重ねあう
六郷中学校２年
能登谷大成
優秀賞▼
うなずいて きいてくれる 温かさ
六郷中学校２年
藤本 麻由
ｈｏ ｔする ﹁だいじょうぶ﹂の 一言で
仙南中学校３年
岡本 優毅
優良賞▼
宝物 たった一つの この命
仙南中学校１年
一星 雅也
﹁また明日﹂ 君と一緒に いれる日々
仙南中学校２年
髙橋 燦奈
君の声 聞いてあったか この心
仙南中学校３年
髙橋 萌乃

こころの俳句
入賞作品

平成24年3月

町内小中学校から計４９１作品の
ご応募をいただきました︒入賞作品
は心の健康づくりに関する啓発活動
に活用させていただきます︒︵敬称略︶
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３月は
﹁自殺対策強化月間﹂
です

ふれあい相談

22

こころといのちを

☎0187
（84）
4900
※随時、
相談に応じています。

10

考えよう

相談窓口
美郷町役場福祉保健課
（美郷町保健センター）

平成 年の秋田県の自殺者数は３５８人で︑
前年と比較して 人減少しました︒しかし︑人口
万人当たりの自殺者数は ・１人と︑依然と
して高い状態にあります︒ここ美郷町も例外で
はありません︒このような背景のひとつに︑少
子高齢化が進む中で地域での結びつきが希薄に
なり︑悩みごとを抱える人が孤立するという現
状があります︒
３月は進学や就職︑異動などの環境変化によ
り︑体調を崩しやすい季節でもあります︒この
ような忙しい時期だからこそ︑自分自身の健康
管理はもちろん︑家族や職場︑ご近所同士でい
つもよりも声をかけあってみましょう︒

相談できる場所が
身近にあります

平成 年度

美郷町スポーツ賞
59

葵︵卓球︑千屋小学校６年︶
椋︵陸上競技︑
六郷中学校１年︶

■中村会長
（写真左）
から表彰状とトロフィーを受け取る内山文也さん
（写真右）

23
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髙橋菜津美︵同︑大曲高等学校２年︶

佐藤 成美︵同︑大曲高等学校３年︶
渡邉 怜菜︵千畑中学校２年︶

本間実奈美︵千畑中学校２年︶

佐藤優里佳︵千畑中学校３年︶

齊藤 りな︵千畑中学校２年︶

髙橋 大輝︵自転車競技︑
大曲農業高等学校３年︶
田口 円馨︵千畑中学校２年︶
髙橋 杏花︵千畑中学校２年︶

鈴木 涼汰︵相撲︑横手高等学校２年︶
鈴木 源汰︵同︑横手高等学校２年︶

畠山 史也︵自転車競技︑

︻高校生︼

鶴谷 佳樹︵仙南中学校１年︶

庄司 光希︵仙南中学校１年︶

髙橋 哲平︵仙南中学校１年︶

千葉 隆宏︵仙南中学校２年︶

本間 賢志︵仙南中学校２年︶

髙橋 歩睦︵仙南中学校３年︶

仙南中学校相撲部▽

奥山 美優︵競泳︑六郷中学校１年︶

髙橋 愛佳︵千畑中学校１年︶

久保田華帆︵千畑中学校１年︶

田口 瑞季︵千畑中学校１年︶
ＨＣ秋田︑寺田︶

優︵ハンドボール︑

︻一 般︼
仙道
加藤 駿人︵硬式野球︑
大曲ベースボールクラブ︑下野荒町︶
ゴルフ協会︑黒沢︶

若畑美代子︵美郷町グラウンド・

指導者賞
越中 和範︵サッカー︑ＦＣサリスタ
秋田レディース監督︑橋本︶
田口 裕子︵千畑中学校バレー
ボール部監督︑大仙市︶
大曲農業高等学校３年︶
雲然 早希︵陸上競技︑
六郷高等学校３年︶
玲︵同︑大曲工業高等学校３年︶

髙橋 優菜︵卓球︑千屋小学校６年︶
土田 善悠︵卓球︑秋田高等学校３年︶

熊谷 千鶴︵同︑大曲高等学校１年︶

照井 佳也︵同︑大曲高等学校１年︶

元本堂南部︶

嶋津 浩之︵卓球︑千屋小学校︑

奨励賞

煙山 雄斗︵競泳︑千畑南小学校６年︶

永代 瑠依︵駅伝競技︑大曲高等学校２年︶

佐藤

村田 美香︵仙南中学校３年︶
伊藤 真生︵同︑六郷小学校５年︶
︻一 般︼

︻小学生︼

髙橋 美奈︵千畑中学校３年︶
︻中学生︼

南︵仙南中学校２年︶

髙橋
久米

大曲ベースボールクラブ︑山本︶
細井 了子︵美郷町グラウンド・

大阪 飛翔︵バドミントン︑
髙橋 達哉︵同︑千畑中学校３年︶

千畑中学校３年︶

藤井 奈々︵六郷中学校２年︶
煙山 真加︵千畑中学校１年︶

斉藤 星奈︵仙南中学校１年︶

佐藤

ゴルフ協会︑千屋中部︶
高橋 壽男︵同︑古町︶

︵同︑荒町︶

西鳥羽里奈︵千畑中学校３年︶

千畑中学校バレーボール部▽
渡部 美空︵千畑中学校３年︶
高橋

︻高校生︼
大曲農業高等学校３年︶
鈴木 茉莉︵千畑中学校３年︶

光︵同︑中鑓田︶

高橋 鈴奈︵同︑大曲高等学校３年︶

佐々木香穂里︵なぎなた︑

諒︵軟式野球︑

越中 海瑠︵仙南中学校２年︶

秋田レディース︵サッカー︶▽

ＦＣサリスタ

門脇

︻中学生︼

嶋津

︻小学生︼

栄光賞

県特別支援学校体育連盟︑新町︶

内山 文也︵バスケットボール︑秋田

栄誉賞

平成 年度美郷町スポーツ賞授与式︵美郷町体育協会・中村
立夫会長︶が ２月 日に美郷町公民館で行われ︑今年度︑全国
大会や東北大会などで活躍された選手や指導者 名が表彰され
ました︒受賞者は次のとおりです︒︵敬称略︶
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もうすぐ春

みんなで

体を動かそう

活 躍

おめでとうございます

華王錦が表敬訪問

来場所でのさらなる活躍を期待！
１月25日に美郷町出身の力士・華王錦（村田武志さん）
が役場庁舎を訪れ、１月８日から22日にかけて両国国技館
で行われた一月場所の結果を松田町長に報告しました。昨
年の九月場所で痛めた右膝が快方に向かっていることを伝
えられた松田町長は「どのスポーツもケガとの戦い。地元
のみんなが応援しているので、気持ちを強く持って来場所
もがんばってください」と声を掛けました。
一月場所で４勝３敗と勝ち越した華王錦。３月11日か
ら大阪府で行われる三月場所でのさらなる活躍を期待し
ます。

第８回美郷町民サッカー大会
（室内の部）
結果
【一般の部】
優 勝
準優勝
第３位
最優秀選手
得点王
優秀選手

（２月４日

美郷総合体育館リリオス）

AGELESS
トゥリオンファーレ
Ｕ-28
仙波大樹さん
（AGELESS）
安藤宏樹さん
（トゥリオンファーレ）
丑沢 介さん
（AGELESS）
佐藤和晃さん
（トゥリオンファーレ）
高橋 惇さん
（Ｕ-28）
今野 豪さん
（Abbiebolla）
【小学生の部
（Ｕ９）
】
優 勝
六郷Ｃ
最優秀選手 中野友貴さん
（六郷Ｃ）
敢闘賞
後藤洸矢さん
（美郷Ｃ）
優秀選手
永沢隆生さん
（美郷Ｃ）
堀井達也さん
（美郷Ｄ）
二見愛翼さん
（六郷Ｃ）
【小学生の部
（Ｕ11）
】
優 勝
六郷Ａ
最優秀選手 鈴木広光さん
（六郷Ａ）
敢闘賞
松井哲太さん
（美郷Ａ）
優秀選手
佐藤朔哉さん
（美郷Ａ）
岸 空那さん
（美郷Ｂ）
高橋真琴さん
（六郷Ａ）
村田飛翔さん
（六郷Ｂ）
【ビギナーの部】
優 勝
美郷ＦＣ・Ａ
優秀選手
佐藤道大さん
（美郷ＦＣ・Ａ）
鈴木大志さん
（ＳＫＥＦＣ・Ａ）
岸 武仁さん
（美郷ＦＣ・Ｂ）
【女子の部】
優 勝
大沢組女子部
優秀選手
山田恵利子さん
（大沢組女子部）
佐藤久美子さん
（美郷ＦＣ・Ａ）
岸 美香さん
（美郷ＦＣ・Ｂ）
17 広報美郷
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ユニカール大会に
参加してみませんか
ユニカール大会では３人１チームで試合を行い
ます。「人数が足りない」「チームが組めない」
などお困りの点がありましたら、スポーツ振興班
までお問い合わせください。また、毎週土曜日に
開催しているニュースポーツ教室では大会に向け
た練習も可能です。たくさんのご参加をお待ちし
ています。
日
時●３月10日㈯ 受付：午前８時30分〜
会
場●美郷総合体育館リリオス
参加資格●美郷町に在住または町内事業所にお勤
めの方
参 加 料●１人200円（参加賞あり）
申込方法●窓口または電話でお申し込みください。
申込期限●３月５日㈪
問い合わせ・申し込み●
美郷町総合型スポーツクラブまたは
町教育委員会 生涯学習課 スポーツ振興班
☎0187
（84）
4916

町の話題

みんなで餅つき楽しいな

すこやか園で親子楽しみ会

１月28日に仙南幼稚園・保育園（すこやか園）で親子楽
しみ会が開かれ、３歳児から５歳児までの園児とその保護
者の皆さん約220名が参加しました。
会では、保護者有志や職員による寸劇が披露されたほか、
園児たちが年齢別に分かれて餅つきに挑戦。子どもたちは、
「よいしょ、よいしょ」という掛け声とともに自分の背丈
ほどの長さの杵を振り下ろし、一生懸命餅をつきました。
家庭で餅つきをすることが少なくなった現在、会場では
貴重なシャッターチャンスを逃がすまいと身を乗り出して
撮影する保護者の皆さんの姿が見られました。
お父さんたちがヒーローに扮して鬼退治!▶

大曲ロータリークラブ

美郷町学友館に大型絵本と紙芝居を寄贈

■佐々木副町長
（前列右）
に絵本を手渡す
相馬会長
（前列左）
と会員の皆さん

このたび、大曲ロータリークラブ（相馬完会長）から、子どもたち
に本に親しんでもらえるようにと、美郷町学友館に大型絵本６冊と紙
芝居９冊を寄贈いただきました。紙芝居９冊のうち３冊は防災をテー
マにしたもので、小さなお子さんにも無理なく地震などのイメージを
伝えることができます。
寄贈いただいた絵本と紙芝居は、図書館ボランティアによる読み聞
かせ活動に活用されるほか、学友館内の児童書閲覧コーナーでご覧い
ただけます。どうぞご利用ください。

木の温もりあふれる校舎が完成

美郷中学校増築校舎内覧会

４月に開校する美郷中学校の内覧会が２月６日に開かれ、新入学生や地
域住民など124名が現六郷中学校に増築された校舎を見学しました。増築さ
れたのは普通教室や美術室などを備えた南棟と、職員室
や生徒玄関を備えた管理棟の２棟。どちらも鉄筋コンク
リート構造ですが、内装に木材をふんだんに取り入れた
ことで、温かみのある校舎となっています。見学に訪れ
た子どもたちは「明るくてきれい」「廊下が広い」など
と家族で話しながら、春から始まる美郷中学校での生活
に胸を躍らせている様子でした。

▲職員の説明を受
けながら教室内を
見学する皆さん
◀南棟廊下。増築
校舎全体に木材が
ふんだんに使われ
ています。

ご長寿おめでとうございます

戸澤恭助さんが満100歳に

２月17日に、この日満100歳の誕生日を迎えられた戸澤恭助さん（第一暁）
のもとを松田町長が訪れ、長寿祝い金を手渡しました。戸澤さんは、幼少期を
旧千屋村で過ごし、戦前に満州に渡り農業指導などに従事。戦後、日本に戻っ
てからは現在の地に入植し、開拓に尽力されました。趣味は演歌や民謡を歌う
ことで、カラオケ大会で数々の賞を受賞するほどの腕前です。松田町長が「こ
れからも歌を続けてご長寿を重ねてください」と声を掛けると、「寝たきりに
ならないよう、これからも動いていたい」と答え、握手を交わしました。戸澤
さん満100歳のお誕生日おめでとうございます。
平成24年3月
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MISATO TOPICS

進学・進級を控えた生徒たちに熱いエール

俳優・柳葉敏郎さんが
六郷中学校で閉校記念講演

﹁連鎖﹂
美郷町長

松

田

知

己

各校の伝統が無に帰するわけで
はありません︒大切にしたい各
校の伝統は美郷中学校という器
で確実に融合し︑火の鳥と同様
に新たな姿に生まれ変わります︒

すが︑最近︑家内が体を心配し

栄養はあり余っているはずで

ており︑ある時期になると自ら

です︒火の鳥は永遠の命を有し

れが深く印象に残っているから

ようとする描写があります︒そ

不死を欲して火の鳥を手に入れ

漫画﹁火の鳥﹂に平清盛が不老

治虫先生のせいです︒代表作の

と言うと︑それはまったく手塚

の﹁平清盛﹂です︒なぜ清盛か

できます︒現在テレビで活躍中

決まってある人物が頭に浮かん

こんなことを考えると︑私は

からこそ私たちは諸行無常を理

それでいいのだと思います︒だ

かし誰しもが為し得ていません︒

不老不死は誰しもが願い︑し

い連鎖の姿をつくるのですから︒

来の結節点をつくり︑途切れな

ください︒みなさんが過去と未

この一年間の生活を誇りにして

の美を飾るとともに次に繋げた

出してください︒そして︑有終

胸を張って次のステップに踏み

２年生や１年生のみなさんも︑

卒業式を迎える卒業生をはじめ︑

脈々として途切れない連鎖を生

て購入してきた栄養補助食品を

の体を焼いて︑また新たな体に

解し︑﹁今を生きる﹂姿勢を持

に意識があるんだな﹂と思うと

試しています︒決して暗示にか

生まれ変わるということになっ

ち︑そしてその延長線にある結

み出します︒ですから間もなく

かる性格ではありませんが︑な

ています︒つまり不死鳥の持つ

節点や連鎖を意識していくので

ころです︒

んとなく体調がいいのが癪なと

永遠の命とは︑途切れない命の

すから︒
類が増えたとのことで︑やはり

が目的です︒ここ数年随分と種

を下ろします︒しかし︑これで

町内の３中学校はその歴史に幕

さて︑今月いっぱいをもって

ださい︒

ました︒たまにはごめんしてく

珍しく今月は難しい話になり

しゃく

ころです︒言うまでもなく︑こ

連鎖ということのようです︒

▲秋田県立大学との連携協力協定締結式で
あいさつを述べる松田町長

うした栄養補助食品は健康維持

風
﹁人は健康とその先にある長寿

平成24年3月
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講演の合間に行われた
生徒からの質問タイム。
柳葉さんから質問を返
される場面もありました。▶

２月21日に六郷中学校で大仙市出身の俳優・柳葉敏郎さんによる
閉校記念講演が行われました。講演は柳葉さんと同郷で幼馴染みの永
澤宏明教諭を司会にトークショー形式で行われ、浪人生活や芸能界で
のエピソードなどを交えたユーモアあふれる内容に全校生徒や地域住
民が耳を傾けました。
柳葉さんは講演の最後に、これから受験を迎える３年生と美郷中学
校に進級する１、２年生に向けて「新しいことをするには勇気がいる
が、何もしなければ次の段階には進めない。協力してくれる人が必ず
周りにいるので、その人たちへの感謝の気持ちを忘れずにがんばって
いこう」と、熱いエールを送りました。

町の財産である水の大切さを子どもたちに知って
もらうため、毎年度学校を指定して水環境に関する
学習に取り組んでいただいています。平成23年度は
千屋小学校、千畑南小学校、千畑中学校をモデル校
に指定し、水環境について学びました。

平成23年度

水環境学習モデル事業

子どもたちが美郷町の
水環境を考えました
千屋小学校
■主な学習内容
1・2年生
３年生
４年生
５年生

学校のまわり
（ビオトープ）
の生き物
六郷の清水めぐり
千屋の清水と環境
ビオトープでの活動や、イバラトミヨを
中心とした水環境の学習活動

６年生 「つながる つなげる」※学習内容を名水サミットで発表

千屋小学校では、校庭内に設置したビオトープを「ド
リームトープ」と名付けました。今年度秋に実施された
改修工事により、ドリームトープ内に生息するイバラト
ミヨを横から観察できるようになりました。

■全国名水サミットでの発表内容
（要旨）
６年生 「つながる つなげる」

ビオトープでの活動をしながら、多くの人とつながっ
ていることを認識した。ボランティアや地域の方々から
教えてもらった「水を大切にするには山を大切にする」
「海を汚さないためには川に汚したものを流さない」こ
とは、「自然はつながっている」ということでもある。
ビオトープを守る活動をここで終わらせたくなくて、
自分たちの考えをまとめて今の５年生に引き継ぎをし
た。自分たちができることは小さなことでも、人から人
へ「してはいけないこと」「しなければならないこと」
を伝えあっていくことが大切だと思う。
アンケート
より抜粋

学習して、どんなことを発見しましたか？
また、どんなことを感じましたか？

●いろいろな人たちがきれいにしていたので、これか
らもきれいにしていってほしい。
●いろいろな風や水の音が聞こえてきて、自然を改め
て感じた。
●ドリームトープを造った人は、色々な思いで造って
いることがわかった。
●水が汚いと生き物が暮らせないから、水は生き物に
大切であることがわかった。

平成24年3月
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千畑南小学校
■主な学習内容
湧く湧く桜っ子清水探検

全校児童を18班に分けて六郷地区の５ヵ所の清水をめ
ぐり、水質や名前の由来、水を守る取り組みなどさまざ
まなことを調査しました。
また、学年ごとにそれぞれの教科の授業の中で、地域
や自然、環境などについて学習しました。
1・2年生
３年生
４年生
５年生
６年生

生活科
社会科
社会科
理 科
理 科

アンケート
より抜粋

なかよしたんけん
わたしたちのまち・みんなのまち
くらしをささえる水
流れる水のはたらき
生き物のくらしとかんきょう

■水の郷シンポジウムでの発表内容
（要旨）
６年生 「湧く湧く桜っ子清水探検」
パックテスト（簡易水質分析器具）を利用して六郷地
区５ヵ所の水の汚れ具合や清水で生きる水生生物などを
調べ、美郷町の水が大変きれいな状態であることを改め
て認識した。
清水はみんなの憩いの場でもあり、町の人、この美郷
町になくてはならないもの。清水をきれいな状態に保つ
ために、町の人たちがいろいろな取組みをしていること
もわかった。自分たちにも何かできることを考え、これ
からも清水を大切に守っていきたい。

清水探検をして、どんなことを発見しまし
たか？また、どんなことを感じましたか？

●水のきれいさを調べて、外にある水なのにとっても
きれいだと思いました。10年たっても50年たっても
この清水が残っているといいなあ。
●町の人も大切に使っていたので自分も大切にしたい。
●美郷町にこんなにきれいなところがあって、自然と
ふれあえて楽しい。
●汚さないようにしっかり使いたい。

千畑中学校
■主な学習内容
美郷の環境学習

総合的な学習の時間に、美郷町や水に関するさまざま
な取り組みを実施しました
①美郷の環境アルバムコース／美郷町の水にかかわる
風景を撮影し、写真にあった俳句を詠む
②美郷の環境動画コース／美郷町をアピールするため
のコマーシャルを制作
③環境ものづくりコース／布きれを用いて草履を製作
アンケート
より抜粋

美しい水のまちであるために必要だと思う
ことは何ですか？

（人）

20
15
10

15

14

16
9

5

環境に対して取
り組んでいる人
たちを支援する

ごみを減らす
ことに取り組む

環境についての
勉強会や行事を
行う

水路
︵下水道︶
の
整備を行う

公園や緑地の
整備を行う

平成24年3月

ごみ拾いなど
まちの美化に
取り組む

川や水辺を
きれいにする
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6

4
山林に木を
たくさん植える

0

11

8

■水の郷シンポジウムでの発表内容
（要旨）
総合科学部
「ホタルの生息地の環境調査
〜千畑地区若見子沢周辺のゲンジボタルについて〜」
若見子沢の環境とそこに生息するゲンジボタルの特
徴、見ごろなどについて調査を実施し、家庭や田んぼか
らの排水が混入しない、ホタルの生息に最適な環境であ
ることを確認した。
ホタルは人が直接育てるものではなく、調和の取れた
自然環境の中で育つものであると感じた。大切なのはこ
の環境をみんなで維持していくことで、そのために次の
ことを提案し、一緒に努力していきたい。
・ゴミを捨てないこと
・化学肥料や農薬をできるだけ使わない、循環型の稲
作を継続すること
・観賞するときは、自動車を離れた場所へ駐車すること

高額な外来診療を受ける国保、後期高齢者医療被保険者の皆様へ

平成24年４月１日から
外来でも
「限度額適用認定証」
を提示すれば
一医療機関での支払いが 限度額まで となります
入院時の窓口負担額が限度額までの支払いで抑えられる
「限度額適用認定証」が、４月１日から外来でも使えるよ
うになります。外来診療での治療費や薬代が高額な場合に
「限度額適用認定証」を提示することで、一医療機関の窓
口での支払いを限度額までに抑えられます。

すでに「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準
負担額減額認定証」をお持ちの方は、４月１日以降の外来
診療時にも使用することができますので、病院や薬局等の
窓口で提示してください。（ただし、認定証に記載されて
いる有効期限までに限ります。）

平成24年３月末まで
（外来の場合）
①医療機関や薬局
などでいったん
支払い

②町からの通知が届いた後、
町へ申請して
限度額を超えた分の支給を受ける

平成24年４月１日から
（高額な外来診療、
調剤を受けたとき）
役場福祉保健課
（国保、
後期高齢）
窓 口

被保険者

病院・薬局など

②
「限度額適用認定証」
が交付される

※限度額
（月当たり）
は、
世帯の
所得に応じて異なります。

外 来

入 院

認定証

③窓口で
「限度額適用
認定証」
を提示する
⇒支払いが限度額まで
になる
（※）

申請書

①事前に
「限度額適用
認定証」
を申請する

■対象者と手続き方法
高額な外来診療受診者
（被保険者）

事前手続き

病院・薬局などで

印鑑、被保険者証をお持ちのうえ、役場
福祉保健課（旧千畑庁舎）に申請してく
ださい。

「限度額適用認定証」を窓口に提示して
ください。

70歳以上75歳未満で、課税世帯の方

必要ありません

「高齢受給者証」を窓口に提示してくだ
さい。

75歳以上で、課税世帯の方

必要ありません

「後期高齢者医療被保険者証」を窓口に
提示してください。

・70歳未満の方
・70歳以上の非課税世帯の方

■
「限度額適用認定証」
を提示しなかった場合は…
「限度額適用認定証」を提示しなかった場合や右記①～
③に該当する場合は、従来どおり、高額療養費の支給申請
をしていただき、窓口で負担した額と限度額との差額が国
保や後期高齢者医療から支給されます。このような方に
は、別途、町から通知をお届けしますので、その通知に沿
って手続きを行ってください。
問い合わせ●町福祉保健課

①複数の医療機関や薬局等にかかっていて、その月の自己
負担額の合計が限度額を超えたとき
②同じ月に入院と外来の両方を受診し、それぞれの自己負
担額の合計が限度額を超えたとき
③同じ月に同一世帯で複数の方が受診し、それぞれの自己
負担額の合計が限度額を超えたとき など
医療保険班

☎0187（84）4907
平成24年3月
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情報
総 務 課

平成24年度 小規模修繕契約希望者を募集します
平成24年度の小規模修繕契約を希望する方は、要項 ■登録できる事業者
美郷町内に主たる事業所または住所を有する方（建
をご確認のうえ、役場総務課管財班に登録申請をして
設業の許可の有無、経営組織、作業員数等は問いま
ください。平成23年度の登録をされている方も新たに
せん。）
申請が必要です。
要項と申請書は総務課窓口で配布しています。また、 ■登録できない事業者
・希望する業種を履行するために必要な資格等を持
町ホームページからもダウンロードできます。
っていない方
■小規模な修繕とは
・町の入札参加資格者（指名願）名簿に登録されて
修繕の内容が軽易かつ履行が容易で、契約額が原則
いる方
として50万円未満の工事
・町税を滞納している方 など
【修繕の種類】
■受付期間
①大工職 ②ガラス工事、アルミ建材 ③畳 ④建具、
３月５日㈪～３月30日㈮ ※平日のみ
家具修理・再生 ⑤装飾業、敷物 ⑥塗装(建築） ⑦
午前８時30分～午後５時15分
左官業 ⑧建築板金業 ⑨電気設備工事 ⑩給排水衛
■受付場所 美郷町役場 １階 総務課管財班
生設備工事 ⑪鋼構造物工事 ⑫タイル工 ⑬造園管
■登録の有効期間
理 ⑭シャッター工事 ⑮自動車板金⑯その他修繕
平成24年４月１日～平成25年３月31日
■提出書類
法人の方

①
②
③
④

個人の方
小規模修繕契約希望者登録申請書
商業登記簿謄本（発行から３カ月以内）
住民票（発行から３カ月以内）
町税の納税証明書（直前１年分）法人町民税等
町税の納税証明書（平成23年度分）町民税等
希望する業種を履行するために必要な資格等の写し

申し込み・問い合わせ●町総務課

管財班

☎0187（84）1111（内線1213）

住民生活課

３月24日
（土）
、
25日
（日）
の２日間は
六郷出張所・仙南出張所での戸籍関係証明書の発行ができません
戸籍電算システムの改修作業のため、３月24日㈯と
25日㈰の２日間は、六郷出張所と仙南出張所での戸籍
関係証明書の発行ができません。上記期間中に戸籍関
係証明書が必要な方は、お早めに交付を受けてくださ
い。戸籍関係証明書の発行以外の業務は通常どおり行
います。
問い合わせ●町住民生活課

戸籍年金班

各出張所で発行できない戸籍関係証明書
戸籍謄・抄本、除籍謄・抄本、戸籍附票、
身分証明書 など

☎0187（84）4903（内線1407）

不法投棄は絶対にやめましょう
美郷町南行政センター（旧役場仙南庁舎）前の古紙
集積所で電子レンジやガスコンロなどが不法投棄され
ていました。不法投棄は廃棄物処理に関する法律や河
川法などにより罰せられます。ごみは決められた方法
で、指定された場所に出してください。
問い合わせ●町住民生活課
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環境安全班

◀不法投棄された
ワープロ、電子レンジ、
ガスコンロ

☎0187（84）4903（内線1403）

行政知っ

住民生活課

愛犬家のみなさんへ
狂犬病予防注射済票の交付手続きはお済みですか？
飼い犬が動物病院で狂犬病予防注射を接種したとき
は、病院から注射済証をもらい、役場住民生活課で
「狂犬病予防注射済票」の交付手続きを行う必要があ
ります。この手続きを行わないと、犬の登録台帳に接
種済みの記録が記載されません。
注射済みの記録は、国内で狂犬病が発生したときの
緊急対策の基となります。愛犬のためにも、動物病院
で狂犬病予防注射を接種したら、注射済票の交付手続
きを行いましょう。
問い合わせ●町住民生活課

情報

手続き先●役場住民生活課 環境安全班
必要書類●動物病院が発行した狂犬病予防注射済証
手 数 料●550円
狂犬病とは
狂犬病は、狂犬病ウィルスに感染することで発症
する病気です。毎年、世界で５万人以上の人が亡く
なっており、発症するとほぼ100％死亡する恐ろし
い感染症です。

環境安全班

☎0187（84）4903（内線1404）

チャイルドシートの購入費用を助成しています
チャイルドシートの着用を促進し、乗車中の乳幼児 必要書類●
の安全を守るため、購入費用の一部を助成しています。 ・補助金交付申請書（チャイルドシート本体の背面ま
たは側面にある型式番号（下図）を申請書の欄外に
記入してください）
対 象 者●美郷町に住民登録している６歳未満の乳幼
児の保護者で、その乳幼児と同居し、同一
生計である方
自
または Ｅ
などで表示
助成金額●購入費用の１／２以内（上限１万円）
Ｃ−○○○○
○○○○○○
※対象乳幼児１人につき１台限り
申込方法●チャイルドシートを購入後、必要書類を揃 ・領収書（購入者の氏名、商品名、日付が記載された
えて役場住民生活課に提出してください。
もの。レシート不可）
・品質保証書の写し
・補助金交付請求書
申し込み・問い合わせ●
※申請書と請求書は住民生活課の窓口に備え付けてい
町住民生活課 環境安全班
ます。また、町のホームページからもダウンロード
☎ 0187（84）4903（内線1404）
できます。
○○

企画財政課
光ブロードバンドサービスが
町内全域で利用可能になりました！
平成24年３月１日から千畑地区と仙南地区の一部地
域で、ＮＴＴ東日本による光ブロードバンドサービス
の提供が開始されました。これにより、美郷町全域で
光ブロードバンドサービスが利用可能になりました。

高速・大容量通信ができてとても便利

専用番組の
視聴が可能
となります

超高速
インターネット

光ブロード
バンド回線
IP電話で
通話料が安くなります

家庭用ゲーム
機にも連携!

光ブロードバンド回線はADSL回線とは異なり、交換
局からの距離に関わらず高速・安定な通信ができるため、 【フレッツ光サービスの詳細・お申し込み】
ＮＴＴ東日本秋田 県南支店
動画や音楽ファイルのダウンロード、ネットショッピン
グ、各種検索などをスムーズに行うことができます。ま
☎0120（63）8841（平日の9：00 〜 17：30）
た、テレビや電話機、ゲーム機などに接続することで、
ＮＴＴ東日本秋田ホームページ
様々な付加サービスが利用できます。

http://www.ntt-east.co.jp/akita/

問い合わせ●美郷町ブロードバンド推進協議会事務局（町企画財政課内） ☎0187（84）4901

平成24年3月
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行政知っ

情報
福祉保健課

あきた子育てふれあいカード「ガイドブック」が
改訂されました
秋田県では、子育て支援の一環として、中学生以下
の子どもや妊婦のいる家庭に「あきた子育てふれあい
カード」と、利用のための「ガイドブック」を町を通
じて配布しています。「あきた子育てふれあいカー
ド」を協賛店で提示すると、その店が設定したサービ
スを受けることができます。
このたび、協賛店の増加により「ガイドブック」の

改訂版が発行されました。改訂版は
各園・小学校を通じて１世帯につき
１冊を配布しましたが、園児や小学
生のいない世帯の方には役場福祉保
健課で配布しています。改訂版がお
手元にない方は、役場福祉保健課ま
でご連絡ください。

問い合わせ●町福祉保健課 福祉班
秋田県子育て支援課

☎0187（84）4907
☎018（860）1341

農 政 課

美郷町農業施策に関する説明会を開催します
平成24年度の美郷町の農業関係施策の概要につい
て、次のとおり説明会を開催します。事前申込は不
要です。どの会場でも参加できますので、ご都合に
合わせてご参加ください。
■説明会の内容
（１）農業者戸別所得補償制度について
（２）農業関連支援策について

日 時

問い合わせ●町農政課

農政班

会

場

３月16日
（金）
午前10時〜

美郷町ふれあいセンター
（千畑南小学校そば）

３月16日
（金）
午後２時〜

JA秋田おばこ六郷支店

３月16日
（金）
午後６時〜

美郷町公民館
（旧仙南公民館）

☎0187（84）4908（内線2706）

農地等を宅地等に転用する場合は手続きが必要です
農業振興地域内の農地等（農用地区域）を宅地等に
転用する場合は、農用地区域から除外する手続きが必
要です。
除外手続きには通常約４カ月半から半年という長い
期間を要することから、１年間の手続き回数に限りが
あります。そのため、長期的な計画のもとで手続きを
進めていく必要があります。
やむを得ず農用地区域の農地等を利用して住宅を建
築するなどの事業を行わなければならない場合は早め
に農政課までご相談ください。
※除外目的や農地の条件などによっては除外手続きが
できない場合もあります。

■農業振興地域とは
農業の健全な発展および国土資源の合理的な活
用の観点から、おおむね10年間にわたって総合
的に農業の振興を図るべき農用地と位置付けられ
た地域のことです。
美郷町では『農業振興地域の整備に関する法
律』に基づき「美郷農業振興地域整備計画」を定
めています。この計画では六郷地区の都市計画用
途地域を除いた美郷町全域が農業振興地域になっ
ています。

農業振興地域整備計画の変更
（除外・用途変更）
申し出の受付期間は
です。
4月2日
（月）
〜４月27日
（金）
申し出の際は事前に農政課までご相談ください。

問い合わせ●町農政課
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農村整備班

☎0187（84）4908（内線2704）

行政知っ

情報

生涯学習課

トレーニングセンターみさと

利用時間の制限にご理解とご協力をお願いします
美郷中学校の開校に伴い、４月から右欄の利用制限
時間におけるトレーニングセンター体育施設（アリー
ナ）の一般利用を制限し、中学校の部活動等を優先さ
せていただくことになりました。
利用者の皆様には、大変ご迷惑をおかけしますが、
対象の時間帯は他の施設をご利用くださいますようご
理解ご協力をお願いします。
問い合わせ●町教育委員会

■利用制限時間
期

日

時

間

平日

午前９時〜午後７時

土日祝日
中学校長期休業期間

午前９時〜午後５時

※アリーナ以外は、通常どおりご利用いただけます。

生涯学習課

スポーツ振興班

☎0187（84）4916

税 務 課
所得税・町県民税
申告相談は３月15日
（木）
まで

町税等の納め忘れはありませんか？

平成23年分の所得税の確定申告と平成24年分の町
県民税の申告相談は、３月15日㈭までです。申告相
談の日程や申告に必要なものは、広報美郷平成24年
１月号20ページに掲載しています。忘れずに申告し
ましょう。

平成23年度の町税等の納め忘れがないかご確認く
ださい。納め忘れがあった場合は、早急に納付して
ください。特別な事情により納付が困難なときは、
未納のままにせず、お早めにご相談ください。

問い合わせ●町税務課

☎0187（84）4902

教育総務課

平成24年度美郷町奨学生を募集します
経済的な理由により修学が困難な学生を援助する
ため、奨学金の貸し付けを行っています。
受付期間●４月２日㈪～５月15日㈫
提出書類●①奨学生願書
（３月１日㈭から教育総務課窓口で配布し
ます。また、町ホームページからもダウ
ンロードできます。）
②平成23年の世帯全員の所得がわかるもの
町・県民税申告書や所得税確定申告書の
写し（所得証明書は必要ありません。）
③本人および保証人の住民票
④入学先の在学証明書
⑤高校生は出身中学校の調査書、
大学・短大･専門学校は出身高校の調査書
提 出 先●町教育委員会教育総務課（役場庁舎２階）
貸与決定●６月に採否を通知します。決定された方の
奨学金は４月にさかのぼって貸与します。
問い合わせ●町教育委員会

対 象 者
保護者が美郷町に居住し、経済的な理由で修学
が困難である人
※ただし、他の奨学資金団体の貸与が決定した場
合は、町の奨学金を受けることができません。

貸 与 額
大学・短大・２年以上の専門学校：月額４万円
高等学校：月額１万５千円

償還方法
卒業の月の１年後から10年以内（無利子）
※返還は原則として年賦または半年賦となります

教育総務課

教育総務班

☎0187（84）4914

平成24年3月
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行政知っ

情報
生涯学習課

美郷町学友館リニューアルオープンⅡ

渋谷重弘展〜ミクストメディアで風土を表現する〜
18日まで開催しています
美郷町出身の洋画家・渋谷重弘さんの「ミクストメ
ディア」という異なる素材を組み合わせて表現した作
品を学友館で18日まで展示しています。11日には渋谷
さんが来館し、展示作品について解説するギャラリー
ツアーを行います。故郷の風土をイメージして創作さ
れた渋谷さんの作品をお楽しみください。
会
期●３月18日㈰まで
開館時間●午前９時～午後７時
（ただし、入場は午後６時30分まで）
入 場 料●一般300円、高校生以下無料
休 館 日●毎週月曜日

2月12日に行われたギャラリーツアーの様子

ギャラリーツアー
日時●３月11日㈰ 午後１時30分〜 申込●不要

図書館本のリサイクルフェアを開催します
資料の有効活用を図ることを目的として、美郷町
立図書館の蔵書の整理に伴って除籍した本を無償で
お譲りします。
期 日●３月17日㈯、18日㈰
時 間●午前10時～午後４時
場 所●美郷町公民館
冊 数●１人10冊以内

対 象 者●美郷町民
譲 与 本●一般図書および児童書
注意事項●①古書店等に譲渡しないこと
②個人において譲り受けた場合は、当該個
人の読書のために利用すること
③譲り受けた本が破損等により利用できなく
なったときは、資源ごみとして取り扱うこと

問い合わせ●美郷町学友館

ゆ な

ゆうあ

たく と

☎0187（84）4040

ゆうり

３歳児健診で
むし歯が１本もなかった
子どもたちです。

福田 由奈 ちゃん
（中前郷）

佐々木 悠娃 ちゃん
（上鑓田）

龍輪 拓人 ちゃん
（上野荒町）

田口 祐里 ちゃん
（土崎北部）

毎日歯をみがくよう心がけ
ています。

毎日自分で歯みがきした後、
仕上げみがきをしています。

毎日歯みがきをがんばって
います。

80歳まで自分の歯で食べた
いな！

須田 瑛太 ちゃん
（川原保）

佐 にこ ちゃん
（下野荒町）

堀江 乃亜 ちゃん
（山本）

髙橋 海沙輝 ちゃん
（橋本）

末原 優李 ちゃん
（塚）

大澤 佑月 ちゃん
（本堂東部）

寝る前に必ず仕上げみがき
をしています。

仕上げみがきはパパとママ
でがんばっています。

仕上げみがきが大好きです。

仕上げみがきをしっかりが
んばっています。

自分で歯みがきした後、
仕上
げみがきをしています。

朝昼晩、
歯みがきをがんばっ
ています。

えい た
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の あ

み さ き

ゆうり

ゆ づき

生涯学習
マスコット
マナビィ

響きあい 共に育つ 「人づくり」

まなび

今年は佐竹義重公の
没後400年

〜生涯学習のまど〜

今年は、かつての六郷城主・佐竹義重公の没後400年の年にあたります。
秋田に移る以前の佐竹氏は、常陸国（現在の茨城県）太田城を本拠とする
戦国大名でした。八幡太郎義家の弟・源義光の流れをくみ、義重は16歳で家
督を継ぎます。佐竹氏は義重の代に最も領地を拡大し、北関東ほぼ一帯を支
配しました。「鬼義重」「坂東太郎」の名で恐れられ、伊達政宗との戦いでは、
伊達軍を一時壊滅寸前まで追い込んだといわれています。子の義宣に家督を
譲った後の佐竹氏の石高は54万石余りで、当時の全国第８位にあたります。
その義重が活躍していた頃に書いた書状が学友館に１点収蔵されています
（写真）。下野国（現在の栃木県）の那須資胤の城
を1570年に攻めた後、陸奥国赤坂城（現在の福島
佐竹義重の書簡
県）城主・赤坂政光から義重への戦勝祝いの書状に
対する返事として義重が書いたものです。
普段は公開していませんが、５月に開催予定の特別展ではこの書状も展示します
ので、ぜひご来場ください。
佐竹氏家紋
ひたち

ばん どう た ろう

よし のぶ

な

しも つけ

後三年合戦金沢柵公開講座を開きます

横手市陣立遺跡や美郷町内の発掘調査成果を交え
ながら、東北地方の祭祀遺跡と出土した墨書土器に
ついての公開講座を開催します。事前申込は不要で
すので、お気軽にご参加ください。

問●町教育委員会 生涯学習課

土日祝日も夜7時まで
利用できます!
出張所の業務時間
出張所の休業日

午前 8 時30分〜午後 7 時

毎週月曜日

（国民の祝日にあたる場合は翌日）
、
12月29日から翌年1月3日

３月の休業日は
月

5

月

12

月

19

月

26

です。

３月24日㈯と25日㈰の２日間は、
六郷出張所と仙南出
張所での戸籍関係証明書の発行ができません。
→ P24

六郷出張所 ☎0187（84）4904 ☎0187（84）4040
（84）
3763
（美郷町学友館） FAX 0187
仙南出張所 ☎0187（84）4915 ☎0187（83）2280
（83）
2451
（美郷町公民館） FAX 0187

す すけ たね

日時●3月18日㈰
午前10時〜午後4時40分（開場午前9時）
会場●美郷町公民館ホール
内容●横手市陣立遺跡の発掘調査成果と金沢柵前史、
払田柵から金沢柵へ至る美郷町域の遺跡様相 ほか

歴史文化財班

☎0187（84）4040

出張所ではこのような業務を行っています
下記の証明書の発行
●戸籍関係証明書
（戸籍抄本・戸籍謄本など）
●住民票
●印鑑証明書 ●所得証明書
●課税証明書 ●非課税証明書
●納税証明書
●軽自動車税納税証明書
●土地建物その他の証明
（資産証明書等）
●外国人登録証明書
●身分証明書
●合併証明書

税や使用料の収納
●町税の収納
●町営住宅使用料の収納
●保育料の収納
●上下水道使用料の収納

そ の 他
●死亡届・死産届の受理
●埋火葬に関する手続き
●町税や各種使用料の
納付書の再発行
●国民健康保険証等の再発行
●各課への文書等の取次ぎ

次の届出は出張所では取り扱っていません
住所に関する届出
●転入届 ●転出届 ●転居届 ●世帯主変更届
※役場住民生活課に届出してください。

戸籍に関する届出
●出生届 ●婚姻届 ●入籍届 ●離婚届 ●転籍届
●養子縁組届 など
※役場住民生活課に届出してください。
※土日祝日または夜間にあたる場合は役場日直または宿直に届出
してください。

平成24年3月
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国民年金からのお知らせ
ご存知ですか？学生納付特例制度
■追納することができます
学生納付特例期間は、年金を受けるための受給資
格期間（最低25年必要）に算入されますが、将来受
け取る金額には反映されません。そこで、承認され
た期間の保険料は10年以内であれば、後から納付す
ることができます。
■対象者
■初めて申請される方は
学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、
在学証明書または学生証をお持ちのうえ、役場住
高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校（修
民生活課で手続きしてください。在学している学校
業年限が１年以上の課程）に在学する方で、本人所
で手続きできる場合もあります。
得が下記の基準以下の方（夜間・定時制課程や通信
■引き続き申請される方は
制課程の方も含みます。）
３月下旬から４月上旬に学生納付特例申請書（ハ
ガキ）が送付されます。前年度と同じ学校に在学す
■本人所得の基準
118万円＋扶養親族等の数×38万円 以下
る場合は、ハガキに必要事項を記入し返送すること
で申請できます。この場合、在学証明書等の添付書
類は必要ありません。
■学生納付特例制度と受給資格期間の取り扱い
20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入
する必要があります。
所得が少なく保険料を納めることが困難な場合に
は、申請により納付が猶予される「学生納付特例制
度」を利用することができます。

障害・遺族基礎年金の受給資格期間に
老齢
基礎年金

受給資格期間に…
将来受け取る年金額に…

問い合わせ

学生納付特例を
利用した場合

学生納付特例を
利用せず納付した場合

未納の場合

算入される

算入される

算入されない

算入される

算入される

算入されない

反映されない

反映される

反映されない

町住民生活課

戸籍年金班

☎0187（84）4903（内線1405）

介護保険事務所からのお知らせ
美郷町の介護保険の情報はOS介護ネットから
美郷町の介護保険事業は大曲仙北広域市町村圏組
合が保険者として運営しています
介護保険は、40歳以上のみなさんが加入者（被保
険者）となって保険料を納め、介護が必要となっ
たときに費用の一部を支払ってサービスを利用す
る仕組みです。
大曲仙北広域市町村圏組合では、ホームページ
「ＯＳ介護ネット」を通じて、美郷町の介護保険
に関する情報を公開しています。

ＯＳ介護ネット
http://www.oskaigonet.or.jp/

身近な情報から介護保険制度に関することまで
様々な情報がご覧いただけます
・美郷町の介護保険に関するニュース
・美郷町内で利用できる介護サービス事業所につ
いて
・介護保険サービスの利用方法について
・「介護保険料がどのように使われているのか？」
などのＱ＆Ａ
・各種申請書様式のダウンロード
・要介護認定者数やサービス利用者数などの統計
情報
など

インターネットが利用できない場合、「介護保険のわかりや
すい利用ガイド」や「広域圏内で利用できる介護保険サービス
事業所の情報」は介護保険事務所または美郷町役場福祉保健課
で入手できます。介護保険に関する申請の受付も上記窓口で行
っていますので、ご活用ください。
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問い合わせ
大曲仙北広域市町村圏組合
介護保険事務所 ☎0187
（86）
3910
美郷町役場福祉保健課
地域包括支援班 ☎0187
（84）
4907

もとだて児童館へおいでよ！
★だるまおとしを
作ろう!

冬休みの
児童館の様子
★おやきを作ろう!

★はがきケースを
作ろう!

★オリジナル
けん玉を作ろう!

■春休み期間の開館日 午後も通して遊ぶ人は、お弁当を持ってきてください。
日にち
3月 10日（土）
22日（木）
23日（金）
26日（月）
27日（火）
28日（水）
30日（金）
4月 2日（月）
3日（火）
4日（水）

時 間
10：00〜15：00
10：00〜15：00
10：00〜15：00
10：00〜15：00
10：00〜15：00
10：00〜15：00
10：00〜15：00
10：00〜15：00
10：00〜15：00
10：00〜15：00

事業内容
自由にあそぼう!
自由にあそぼう!
プラバン工作!
オリジナルジグソーパズルを作ろう!
自由にあそぼう!
ティッシュホルダーを作ろう!
自由にあそぼう!
自由にあそぼう!
自由にあそぼう!
自由にあそぼう!

申し込み

必要
（定員30名）
必要
（定員30名）
必要
（定員30名）

問い合わせ●町福祉保健課 福祉班 ☎0187
（84）
4907
（内線1505）「もとだて児童館だより」
もとだて児童館 ☎0187
（84）
1004
毎月、学校を通して
配布しています。

みんな集まれ！

子育て支援の催し 3月
事

業

名

なかよし園開放
ひまわり広場
子育て相談

あそびにおいで

子育て相談室開放

対

象 ・ 内

容

子育て支援・自由遊び

期

問い合わせ

日

3月

2日（金）

お楽しみ会

3月

9日（金）

3月

2日（金）

好きなおもちゃで遊ぼう

3月

5日（月）

おりがみで遊ぼう

3月

7日（水）

３月生まれのお誕生会

3月

9日（金）

思い出のアルバムを作ろう

3月 12日（月）

お楽しみ会！また遊ぼうね

3月 14日（水）

子育て広場「ひだまり」 ３月のお誕生会＆ひだまり終了おめでとう!

所

時

間

なかよし園
（千畑幼稚園・保育園）

9：30〜11：30

毎週月〜金曜日（平日のみ）

ひなまつりをしよう

子育て相談・自由遊び

場

毎週月〜金曜日（平日のみ）

お誕生会

子育て相談

なかよし園 ☎0187
（85）
3115
わくわく園 ☎0187
（84）
0023
すこやか園 ☎0187
（83）
2100

毎週月〜金曜日（平日のみ）
3月

7日（水）

わくわく園
10：00〜12：00
（六郷幼稚園・保育園）

すこやか園
（仙南幼稚園・保育園）

9：30〜11：30

平成24年3月
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問い合わせ●学友館 ☎0187（84）4040

学友館から新刊図書のご案内

絵本

大森 裕子
・へんなところ
きむら ゆういち
・メイはなんにもこわくない
ジョン・ロッコ
・くらくてあかるいよる
・うまれかわったヘラジカさん ニコラス・オールドランド
イ・スンウォン
・景福宮
（キョンボックン）

文芸美郷
ほん もん じ

作
品

今西 乃子
北村 雄一
石田 秀輝
三田村信行
幸原みのり
・心のおくりびと 東日本大震災復元納棺師
・生きものプロポーズ摩訶ふしぎ図鑑
・すごい自然図鑑
・よろずトラブル妖怪におまかせ
・ギッちゃんの飛んでくる空

・日本でいちばん大切にしたい会社３ 坂本 光司
小栗左多里
・フランスで大の字
奥村
宏
・東電解体
・カラダほっこりホットドリンクレシピ
スタジオタッククリエイティブ
釣谷 真弓
・音の歳時記
河野 裕子
・わたしはここよ
今野
敏
・任侠病院
海堂
尊
・極北ラプソディ
葉室
麟
・冬姫
拓未
司
・恋の病は食前に

児童書
一般図書

えさ

東海林甚平
北嶋 カネ
岩田
勇
岩田
貞
大久保キヨ
髙橋 一實
福島 敬志
林
文子
籠谷 ミチ
高橋 冬樹
倉田 衣江
髙野栄美子
大和福三郎
高橋 リツ
伊藤 敏子
髙橋 重寿
齊藤
子

坂本 和子さん（六郷）

金沢西根
立札に餌やらないでと本門寺 慈悲の心が捨て猫増やすも
にし かた
かん ゆう や
金沢
西方の雲を多彩に染めなして寒夕焼けの時はみじかし
われ
六郷
あれこれと気にかかりしも喜びを待つ身の我の長き一日
すが
六郷
いただきし
「ドンブク」
眺め眇めつつ袖を通して更に感じて
いっしょういちじゃく
下畑屋
笑いマス
（枡）
春を待ちつつ幸せ求め 一笑一若今を生きぬく
千屋
散り残る南天の実に舞う如く名残雪あり化粧整う
おお ゆき
てつだい
千屋
大雪に妻は一人で雪寄せに手伝できず悲しかりけり
かんつばき
六郷
粉雪の舞い降る日なり こもの中ひと際赤く寒椿咲く
つま
こ ら
戦争で夫亡くし母 六十余年 今でも娘等は やせまっこ
（お年玉）
貰う 六郷
一丈木
側溝へ道をへだてて雪運ぶ くるま増えきて幾度待たさる
ゆ ず
一丈木
すくやかに今日ある事のありがたく深々つかる柚子の湯船に
へい おん
東京都
新しき年の平穏祈りつつ心静かに除夜の鐘聞く
かん
たど
下畑屋
地吹雪は視界迷わす夜の道 勘を頼りに家へ辿り着く
はつ かん せつ
み と
大畑
神秘なる初冠雪の山並みに 出で湯の窓辺で友と見蕩れる
金沢
数を増す列島をゆらす冬地震 天変地異の変動思ふ
かさ
うず
あかり
千屋
降り嵩む雪に埋もる家々に灯点ればいずれ安堵す
と し
まで
金沢
節分の豆年齢の数迄食べ切れず足りぬ昔を懐かしく思う

髙橋
煙山
塩寺
戸澤
西村
高橋
髙橋
杉山
加藤
加藤

作太
善吉
榮子
陽子
文子
茂
ゆき
信一
省市
栄子

人一人 来ぬ日あれば猫も居ぬ
ぬく
ふゆ ごも
生かされて温ききららや冬籠り
あさ げ
きこ
雪が降り朝飯の仕度かすか聞ゆ
こ ら
指切りの子等を見送るゆきだるま
夜半刻 音なき心音 雪しんしん
すわ
衆望を一身に冬の富士坐る
せせらぎの岸辺に咲いた ねこ柳
孫の書く天筆太字 空に映ゆ
豪雪や老いも若きも動かさる
かす
にお
橋越すや幽かに匂う冬の霧

渡邉正右ェ門
田口 敏夫
戸沢 夢人
深澤 勇光
小林 大悟
鈴木 直保
入海小夜子
熊谷 順子

平成24年3月
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畑屋
六郷東根
六郷
千屋
六郷
六郷
六郷
本堂城回
金沢西根
金沢西根

羽貫谷地
豊 な美郷の大地 新芽吹く
くろ かみ
び けい
なつか
き
黒髪 美型の若き頃 モテ期のアルバム しく 一丈木
本堂城回
３・１１一年前が震えだす
こう れい か
さき ま くら
塚
幸齢過 年金不足
（
先真暗
-年先）
外川原
赤ちゃんがもうすぐ産まれる楽しみだ
上野荒町
屋根の雪これで終わりに腰さけぶ
西高方町
大雪で つららも太り しがみつく
六郷
顔に雪まんず降るごと鼻すする

40
50

作品には読み仮名をおふりいただき、応募される方のお名前、住所、電話番号を明記
のうえ、３月９日㈮までご応募ください。応募は1点とし、応募者多数の場合は掲載で
きないことがあります。内容が広報掲載上好ましくない作品については掲載しません。
応募先●役場総務課、六郷出張所、仙南出張所
町のメール info@town.misato.akita.jp

「ら・ふらんす」

短 歌
俳 句
川 柳

作品
（短歌、
俳句、
川柳、
イラスト）
を募集します

お子さまの教育資金をサポートします
「国の教育ローン」
のご案内
高校、大学等への入学時や在学中にかかる費用を対象
とした公的な融資制度です。
融 資 額●学生・生徒１人あたり300万円以内
利
率●年2.55％（母子家庭の場合は年2.15％）
※固定金利、平成23年11月10日現在
返済期間●15年以内（交通遺児家庭まはた母子家庭は18
年以内）
※在学期間中は利息のみの返済が可能です。
また、東日本大震災で被害を受けた皆様に
「災害特例措置」を実施しています。
申・問●日本政策金融公庫秋田支店 国民生活事業
☎018（832）5641

シベリア強制抑留者の皆様へ
特別給付金の請求は３月31日までです
シベリア戦後強制抑留者に対する特別給付金を支給し
ています。まだ請求されていない方は下記までご連絡く
ださい。
対 象 者●平成22年６月16日にご存命で日本国籍を有す
る方（同日以降に亡くなられた場合は相続人）
請求期限●３月31日㈯ ※消印有効
受付時間●午前９時〜午後６時（平日のみ）
※３月31日㈯は受け付けています。
問●独立行政法人平和祈念事業特別基金事業部
特別給付金認定担当 ☎0570（059）204
IP電話・PHS専用番号 ☎03（5860）2748

労働者も使用者も
必ずチェック最低賃金！
全ての産業および労働者に適用される「秋田県最低賃
金」は、平成23年10月30日から「時間額647円」に改正
されています。
また、特定の産業に適用される「特定最低賃金」も改
正されています。特定最低賃金が適用される事業所であ
っても、18歳未満、65歳以上、雇い入れ後６カ月未満で
技能取得中、清掃などの軽易な業務に従事する労働者は
「秋田県最低賃金」が適用されます。
問●秋田労働局賃金室 ☎018（883）4266

平成24年度労働基準監督官採用試験のお知らせ
人事院および厚生労働省では労働基準監督官にふさわ
しい人材を広く一般から募集します。
受験資格●
・昭和57年４月２日から平成３年４月１日生まれの者
・平成３年４月２日以降生まれの者で次に掲げる者
①大学を卒業した者および平成25年３月までに大
学を卒業する見込みの者
②人事院が①に掲げる者と同等の資格があると認
める者
申込期間●
・インターネットによる申込
４月２日㈪午前９時〜４月12日㈭ ※受信有効
専用アドレス
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
・郵送、持参による申込
４月２日㈪〜４月３日㈫
※４月３日までの通信日付印有効
問●秋田労働局総務部総務課人事係
☎018
（862）
6681
（内線423）

美郷交番からの
お知らせ
雪解けの季節です 雪崩に注意を！
冬も終わりに近づき、平地では徐々に雪解けが進んで
いますが、山岳部ではまだ積雪が多く、雪崩が発生しや
すくなっています。積雪量と気象情報に注意して雪崩の
被害にあわないよう注意しましょう。
雪崩が発生するのはこんなとき
○古い雪の上に短期間で多量の雪が降ったとき
○急斜面で比較的標高の高い場所
○気温が高いとき
○斜面に積った雪に亀裂が
発生しているとき
なだれ

雪崩の被害にあわないために
○雪崩は毎年同じ場所で発生する傾向にあります。危険
な場所を把握し、その場所に近づかないようにしまし
ょう。
○雪山に入るときは、ルートの選定や積雪・降雪の状況、
気温の変化に十分注意しましょう。立入禁止区域には
絶対に入らないでください。
○雪崩が発生する恐れのある場所を発見したときは、す
ぐに安全な場所に避難し、警察や消防機関に連絡しま
しょう。

雪解け時の交通事故防止

スピードを抑えて思いやり運転を
気温が上昇し雪解けが進む
と、交差点などの見通しが良
くなるため、スピードの出し
すぎや重大事故の発生が心配
されます。交差点では安全確
認を十分に行い、交通事故防
止に努めましょう。
■交通規則を守りましょう
交通規則は、みんなが守るべき共通の約束事です。運
転者や歩行者が一人でも自分勝手に通行すると、交通の
混乱や交通事故につながります。
■人も車も自転車も「思いやり」を持った通行を
周囲の歩行者や車の動きに注意しながら、思いやりの
気持ちを持って通行しましょう。

問い合わせ

大仙警察署
美 郷 交 番
美郷北駐在所
美郷南駐在所

☎0187（63）3355
☎0187（84）2004
☎0187（85）3110
☎0187（82）1100
平成24年3月
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情報ひろば
ろば

Misato town
INFORMATION

在宅介護支援センター緑泉
転倒予防教室を開催します
心や身体は刺激を与えることで、その動きが高まりま
す。「あぁ、年なんだ」とあきらめず、「動く」能力を
高めてみませんか。
日 時●３月12日㈪ 午前10時〜午前11時
場 所●ロートピア緑泉
講 師●ＮＰО法人 秋田県高齢者体操研究会
柴田栄宜 氏
参加料●無料
申 込●不要
問●在宅介護支援センター緑泉 ☎0187（84）2284

道の駅雁の里せんなん 従業員を募集します
募集業務●販売・飲食部門
募集人員●２名
必要資格●資格不問
時
給●700円〜
勤務時間●１日５時間30分以内、週５日以内
雇用期間●平成24年４月〜平成25年３月
申込方法●ハローワークを通じてお申し込みください。
申込期限●３月19日㈪
申●ハローワーク大曲 ☎0187（63）0335
問●道の駅雁の里せんなん ☎0182（37）3000

美郷町ボランティア連絡協議会
会員研修会を開きます
皆さんお誘い合わせのうえご参加ください。会員以外
で参加希望の方は下記までご連絡ください。
日
時●３月23日㈮ 午後１時30分〜午後３時
場
所●名水市場湧太郎 國之譽ホール
講
師●あべ十全 氏
演
題●「一日一善 十日で十全」
参 加 料●無料
問●美郷町ボランティア連絡協議会事務局
（美郷町社会福祉協議会内）☎0187（85）2294

あきた環境優良事業所認定制度研修会
参加者を募集しています
東日本大震災以後、エネルギー政策の転換に迫られ、
省エネに対するさらなる意識向上が求められています。
省資源・省エネ活動の推進をフォローアップするための
研修会を開催します。
日
時●３月９日㈮ 午後２時〜午後４時
会
場●平鹿地域振興局 大会議室
講
師●環境カウンセラー 工藤兼勝 氏
テ ー マ●「環境問題・エネルギー問題と事業者の対応・
役割」
定
員●30名 ※定員になり次第締め切ります。
申込方法●電話、FAXまたはメールでお申し込みくださ
い。
申・問●NPO法人 環境あきた県民フォーラム
☎・FAX 018（839）8309
E-mail mail@eco-akita.org
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秋田県 高齢者の自殺予防普及啓発事業
「わらび座生き生きシアター 笑顔予報は晴れのち晴れ」
秋田県のとある農村に住む家族が、家族の絆と生きが
いを見つけていく涙と笑いのミュージカルです。

３月11日
（日）

秋田県児童会館

３月17日
（土）

大館市民文化会館

３月18日
（日）

横手市民会館

時
間●午後１時30分開演（午後１時開場）
入 場 料●無料
申込方法●各公演の３日前までに電話でお申し込みくだ
さい。
申・問●秋田県健康福祉部健康推進課
☎018（860）1422

マラソン野球大会 参加者を募集しています
小学生から一般までの親子３世代が交代で43イニング
に挑戦する野球大会です。たくさんのご参加をお待ちし
ています。県南のＢ級ご当地グルメも大集合します。
日
時●４月22日㈰ 午前８時試合開始
会
場●大仙市営神岡球場
対 象 者●小学生〜500歳野球加盟会員
参 加 料●一人500円（保険料含む）
申込方法●下記までお問い合わせください。
申込期限●３月23日㈮
申・問●社団法人 大曲青年会議所
☎・FAX 0187（62）0883（平日13：00 〜 16：00）

新規学卒者を支援します！
学卒集中支援窓口をご利用ください
秋田新卒応援ハローワークおよび県内各公共職業安定
所では、今春卒の高校生、大学生等（大学、短大、高専、
専修学校）の就業支援を行っています。
就業支援内容●担当者制によるきめ細かな職業相談
応募書類の作成指導、助言
面接対策、個別求人開拓
定期的な求人情報の提供 など
問●大曲公共職業安定所 ☎0187（63）0335

平成24年度国家公務員
「国税専門官採用試験」
仙台国税局では税務のスペシャリストとして活躍する
税務職員を募集しています。仙台国税局に採用されると、
税務大学校で研修を受けた後、仙台国税局管内（東北６
県）の税務署に配属されます。
受験資格●
・昭和57年４月２日から平成３年４月１日生まれの者
・平成３年４月２日以降生まれの者で次に掲げる者
①大学を卒業した者および平成25年３月までに大
学を卒業する見込みの者
②人事院が①に掲げる者と同等の資格があると認
める者
申込期間●
・インターネットによる申込
４月２日㈪午前９時〜４月12日㈭ ※受信有効
専用アドレス
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
・郵送、持参による申込
４月２日㈪〜４月３日㈫
問●仙台国税局人事第二課 試験研修係
☎022（263）1111（内線3236）

美郷町住民活動センター「みさぽーと」からのお知らせ

みさぽーとプレス

各小学校の
「冬まつり」
行事に参加していただきました！
毎年恒例の各小学校での冬まつり行事に、たくさん
の みさぽーたー からご協力をいただきました。

仙南東小学校「冬まつり」
仙南東小学校では全校児童が みさぽーたー を
講師に天筆づくりに挑戦しました。子どもたちは、
「奉納鎌倉大明神〜」の漢字に悪戦苦闘しながら
も、自分の身長よりも長い天筆にバランス良く願い
事を書きました。
また、冬まつりのメインイベントであるミニどん
ど焼きの準備には12名の みさぽーたー が参加。
どんど焼きの「やぐら」の作り方やワラの置き方を
教えてもらうなど、子どもたちにとって地域の伝統
行事を学ぶ貴重な機会となりました。

六郷小学校「カマクラ全校集会」
２月15日には六郷小学校で「カマクラ全校集会」
が開かれ、３名の みさぽーたー が木貝吹き名人
として全校児童の前で迫力ある音を披露しました。
また、体験コーナーでは児童一人ひとりに吹き方の
コツを教えていただきました。

ご協力
いただいた皆さん
ありがとう
ございました!

▲校舎正面の雪宮
地域の みさぽーたー が半日かけて完成させました。
立派な雪宮に子どもたちも大喜び！寒い中、ありがとう
ございました。

第3回みさぽーと講座
「通園・通学バッグ手作り講座」
を開催！
春から入園・入学されるお子さんやお孫さん
のために『手作りバック』に挑戦してみません
か。手芸などを得意とする みさぽーたー を
講師に迎えて講座を開催します。定員まで残り
わずかとなりましたので、お早めにお申し込み
ください。

日

時●３月７日（水）〜９日（金）
３日間とも午前10時〜午後３時

※申込時に都合の良い時間帯を選択できます。

場
所●美郷町中央行政センター ２階
申込方法●電話でお申し込みください。
その他●託児あり

問い合わせ／美郷町住民活動センター「みさぽーと」 ☎0187（84）4922
平成24年3月
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戸籍の窓

美郷の赤ちゃん

●1月届出順

ひろ む

鈴木 大睦 ちゃん

すこやかに
赤ちゃん

お父さん・お母さん

（南町／勇也さん・友美さん）
行政区

「お姉ちゃんたちに負け
ないように元気いっぱ
い育ってください」

「美郷の赤ちゃん」
を募集します
平成24年２月生まれの赤ちゃんの写真（１枚）の裏面に赤ちゃん
のお名前と生年月日、ご両親のお名前、住所、電話番号を記入し、
メッセージ（30字以内）を添えて３月９日㈮までご応募ください。

応募先●町総務課、六郷出張所、仙南出張所

献血 にご協力ください
3月 9日（金） 10：00〜16：00 ■美郷町役場
18日（日） 10：00〜16：00 ■イオンスーパー
センター美郷店

やすらかに
亡くなった方

年齢

行政区

亡くなった方

年齢

行政区

歯科休日当 番医
診察日

当

診察時間●午前９時〜正午
番

医

電話番号
(0187)

３/ 4 ㈰ ささき歯科医院（仙北市田沢湖）

44-3548

（大仙市角間川町）
11 ㈰ 高橋歯科医院

65-2238

18 ㈰ たかはし歯科医院（美郷町境田）

82-1118

25 ㈰

にしき歯科クリニック
47-3855
（仙北市西木町）

在 宅 外 科 当 番 医 診察時間●午前10時〜午後４時
医

電話番号
(0187)

３/ 4 ㈰ 仙北組合総合病院 外科

63-2111

診察日

当

番

11 ㈰ 大曲中通病院
18 ㈰ 仙北組合総合病院

ͤᗈሗᥖ㍕ࡋ࡚ࡋࡃ࡞࠸ሙྜࡣࠊ
ᒆࡅฟࡢࡁᡞ⡠❆ཱྀ࠾⏦ࡋฟࡃࡔࡉ࠸ࠋ

人のう ご き
平成24年1月末現在
（ ）
内は前月比

人

口

21,865人（−18）
男
10,346人（−9）
女
11,519人（−9）
世帯数 6,740世帯（0）

平成24年3月

整形

63-2111

20 ㈫ 大曲中通病院

63-2131

25 ㈰ 仙北組合総合病院 外科

63-2111

休日救急医療連携事業
診療場所

仙北組合総合病院

診療科目

内科・小児科

診療時間

午前9時〜午後3時

電話番号

0187−63−2111

（日曜日・祝日および年末年始）
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63-2131

3

18

木
木
3/1●〜4/5●

月 町のカレンダー 19
20
1
21
22
2
3
23
4
24
5
25
6
26
7
27
8
28
9
29
10
30
11
31
12
4/1
13
14
2
15
3
16
4
17
5
木

●所得税・町県民税申告相談
（〜１５日）
●渋谷重弘展
〜ミクストメディアで風土を表現する〜
（〜１８日）
●くるみの会機能訓練
（保健センター10：00〜15：00）
●千畑交流センター閉館

金
土

●わくわくおはなし
「夢ふうせん」
（学友館10：30〜11：00）

日

月

●操体法同好会
（保健センター10：00〜11：30）
●湯とぴあ雁の里 定休日
●六郷出張所・仙南出張所 休業日

火

春分の日
●写真の撮り方＆アルバム作り教室
（美郷町公民館10：00〜12：00）

水

●コーヒーサロンてとて
（南ふれあい館10：00〜14：00）
●くるみの会機能訓練
（保健センター10：00〜15：00）

木

金

日

●
「協働参画のまちづくり」
研修会
テーマ： みんな でつくる みんな のまち
（ふれあいセンター14：00〜16：30)

土

月

●湯とぴあ雁の里 定休日
●六郷出張所・仙南出張所 休業日
●てとての会定例会
（保健センター13：30〜15：30）

火

●７カ月児健診
（平成２３年７月生まれ）
（保健センター 受付12：30〜12：45）

日

水

●みさぽーと講座
「通園・通学バッグ手作り講座」
（〜９日）
●２歳６カ月児歯科健診
（平成２１年７月〜８月生まれ）
（保健センター 受付12：30〜13：00）

月

木

●巡回児童相談
（仙北地域振興局 事前申込み要）
※申込みは町福祉保健課福祉班へ
（☎84-4907）

火

金

●献血
（役場庁舎10：00〜16：00）
→ P35

水

土

●町立中学校卒業式
●ユニカール大会
（リリオス 受付8：30〜）
→ P17
●おはなしの会
「しゃぼんだま」
（めだか児童クラブ9：30〜10：30）

木

日

●町民バドミントン大会
（リリオス9：00〜）
●渋谷重弘展ギャラリーツアー
（学友館13：30〜）
→ P27

金

月

●湯とぴあ雁の里 定休日
●六郷出張所・仙南出張所 休業日

土

火

●メンタルヘルスサポーター養成講座
フォローアップ研修会
（保健センター13：30〜15：30）

日

水

●行政相談
（中央ふれあい館10：00〜12：00）
●３歳児健診
（平成２０年７月〜８月生まれ）
（保健センター 受付12：30〜13：00）

木
金

●町立小学校卒業式
●農業施策に関する説明会→ P25

土

●町立幼稚園・保育園卒園式
●図書館ボランティア
「紙ひこうき」
おはなし会
（南ふれあい館 14：00〜15：00）
●図書館本のリサイクルフェア→ P27
（美郷町公民館10：00〜16：00）

●後三年合戦金沢柵公開講座→ P28
（美郷町公民館10：00〜16：40）
●図書館本のリサイクルフェア→ P27
（美郷町公民館10：00〜16：00）

月

●４カ月児健診
（平成２３年１１月生まれ）
（保健センター 受付12：30〜12：45）
●１０カ月児健診
（平成２３年５月生まれ）
（保健センター 受付12：45〜13：00）

24日
（土）
・25日
（日）
→ P23
六郷出張所・仙南出張所での
P23
戸籍関係証明書の発行ができません
●わくわくおはなし
わくわくおはなし
「夢ふうせん」
春休み読みきかせ会
（学友館10：00〜11：00）
●湯とぴあ雁の里 定休日
●六郷出張所・仙南出張所 休業日

●農業振興地域整備計画変更申出期間
（〜27日）
→ P25
●湯とぴあ雁の里 定休日
●六郷出張所・仙南出張所 休業日

火
水
木

広報美郷 4月号は

金
3月30日●
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発行予定です。
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〒019-1541 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10
TEL.0187-84-1111（代表） FAX.0187-85-2107
美郷町ホームページ http：//www.town.misato.akita.jp
美郷町メールアドレス info@town.misato.akita.jp
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植物油インキを
使用しています。

毎日気をつけてはいたものの、風邪をひいてマ
スクのお世話になりました。顔の大部分が覆われ
て暖かいのは嬉しいのですが、「ぱっと見て誰だ
かわからない」という声もちらほらと。懐いてく
れたはずの犬にまで警戒され、「早く治そう」と
紀
思わずにいられない今日この頃です。○
３月６日は高校受験の試験日です。初めて迎え
る本格的な試験に、緊張している受験生もいるか
もしれませんが、試験日までもうひと踏ん張りで

す。体調管理にはくれぐれも気をつけて、これま
で勉強してきた成果を発揮してきてください。皆
山
さんの合格を祈願しています。○
先月の編集後記。「みぎあしむらさき」の色を
誤って記載してしまい大反省です。正しくは緑・
黄・赤・白・青（紫）。みなさんは同じ間違いを
なさらないようにしてくださいね。そして２月１
５日。例年どおり竹うちを見てきました。空高く
舞い上がる天筆を、今年ほど長い時間見上げてい
たことはないような気がします。みなさんの願い
西
事が叶いますように。○

平成24年3月
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