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五月晴れ、田植え日和。

― 主な内容 ―
02 ︱ 平成29年度大蔵村春季消防演習
04 ︱ 新オレンジプラン
05 ︱ 山菜料理発表会・大蔵中学校運動会
08 ︱ 看護師育成修学資金制度

平 成

年 度

幼年消防クラブの演技

春 季 消 防 演 習
５月３日（水）春季消防演習が、大蔵中学校グラウンドを主会場に開催されました。早坂恭一団長以
下２５５名の大蔵村消防団員・婦人消防協力班が集結し、火災や災害から村民の生命、財産を守るた
め、消防団員としての使命感あふれる士気高らかな演習が披露されました。また、幼年消防クラブの
子どもたちによる、元気いっぱいの演技と防火のちかいが発表されました。表彰式では、地域防災の

第３分団 分団長 片見真司
第２分団 副分団長 柿㟢勝吉
功労章
第１分団 分団長 中島俊信
第４分団 副分団長 中島康二
功績章
第２分団第１部 早坂健司
第２分団第２部 鈴木 浩
第３分団第２部 林多栄美
精錬章
第１分団第１部 海藤敏文
第３分団第１部 柿㟢 博
第４分団第１部 中島秀幸
永年勤続退団者表彰
熊沢 健・矢口輝夫
横山重樹・柿㟢光昭
門脇和宏・国分政光
土田義勝・小野繁喜
柿崎雄司・安彦義勝
国分朝美・角川順一
早坂吉富・成沢由紀彦
国分正也・八鍬博幸
東谷英真
家族功労者表彰
烏川
八鍬千鶴子（茂）
白須賀 佐藤明美（和男）
塩
柿崎京子（義昭）
日本消防協会長表彰
功績章
本部付 分団長 芦原孝幸
精績章
本部付 分団長 中島博登志
勤続章
本部付 分団長 八鍬 茂
本部付 分団長 佐藤和男
第３分団第２部 柿崎義昭
第４分団第２部 横山 隆
山形県消防協会長表彰
竿頭綬
第３分団
優良消防団員表彰
第１分団第１部 矢作博章
第２分団第１部 早坂貴志
第２分団第２部 佐藤一夫
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ために永年にわたり尽力された方々が、表彰を受けました。おめでとうございます。
平成 年度消防関係表彰受賞者
消防庁長官表彰
永年勤続功労章
第２分団分団長 早坂 学
永年勤続退団者表彰
（ 年以上）
熊沢 健・矢口輝夫
横山重樹・柿㟢光昭
国分政光・土田義勝
柿崎雄司・安彦義勝
国分朝美・角川順一
早坂吉富・八鍬博幸
永年勤続退団者表彰
（ 年以上）
門脇和宏・小野繁喜
田部井英俊・八鍬敏光
五十嵐誠・鈴木恵一
成沢由紀彦・国分正也
東谷英真・片見 進
山形県知事表彰
金条章
第４分団
特別功労章
第４分団 分団長 田中 保

年度現在の階級

第３分団第２部 柿㟢喜久雄
第４分団第１部 長南貴幸
第４分団第２部 中島 淳
家族功労者表彰
肘折
柿崎圭子（邦彦）
熊高
荒沢美樹（淳）
清水
海藤友美（文嘉）
白須賀 加藤美紀子（英也）
比良
佐藤睦子（信一）
白須賀 国分美和（隆志）
永年勤続退団者表彰
白須賀 早坂智恵
上竹野 鈴木みよ子
桂
柿崎まさ子
桂
長南優美
桂
芦原久美子
桂
芦原直美
桂
柿㟢早苗
桂
柿崎一代
桂
長南美河
赤松
五十嵐揮美子
通り
国分香里
熊高
荒沢美樹
熊高
小野節子
熊高
矢口 恵
熊高
柿㟢友紀
熊高
矢口奈々
優良ポンプ管理表彰
積載の部
第４分団第１部第２班（豊牧）
可搬の部
第４分団第２部第５班（ 鍵金野）
※敬称略・平成

優功章
第３分団 副分団長 矢口政昭
第４分団 副分団長 中島康二
第２分団第１部 早坂健司
精励章
第４分団第２部 大友久士
第４分団第２部 長南宗典
第３分団第２部 柿㟢喜久雄
第２分団第２部 安彦 隆
家族功労者章
肘折 田中二三代（保）
村長表彰
感謝状
第１分団第２部 伊藤貴之
第１分団第２部 信田耕平
第１分団第２部 信田周一
第１分団第１部 荒木 純
第３分団第１部 国分準二
第４分団第２部 早坂隆一
第１分団第２部 小野洋介
第３分団第１部 斉藤美弥
第１分団第１部 海藤正和
第２分団第１部 國分智博
第４分団第２部 柿崎道彦
第１分団第１部 越後洋祐
第２分団第１部 加藤 玲
第２分団第１部 國分祐也
消防団長表彰
優良消防団員表彰
第１分団第１部 野㟢将太
第１分団第２部 蔵津寿也
第２分団第１部 斉藤 宏
第２分団第２部 柿㟢祐太
第３分団第１部 国分準二
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第３分団第１部 國分 武
第３分団第２部 髙山和彦
第４分団第１部 中島豪志
永年勤続者表彰（勤続 年）
本部付 分団長 八鍬 茂
本部付 分団長 佐藤和男
第３分団第２部 柿崎義昭
第４分団第２部 横山 隆
永年勤続者表彰（勤続 年）
第４分団分団長 田中 保
第４分団第２部 佐藤美輝
第４分団第２部 柿㟢雄一
第３分団第２部 八鍬 修
永年勤続者表彰（勤続 年）
第４分団第２部 柿崎邦彦
第３分団第２部 荒沢 淳
第２分団第２部 佐藤陽一
第１分団第１部 海藤文嘉
第２分団第１部 加藤英也
第３分団第１部 片見真一
第２分団第２部 佐藤信一
第２分団第１部 国分隆志
永年勤続者表彰（勤続 年）
第３分団分団長 片見真司
第４分団第１部 中島秀幸
第３分団第１部 八鍬充教
第１分団第１部 早坂光政
第１分団第１部 佐藤啓吾
第４分団第１部 石川広二
第３分団第２部 矢口貴之
第４分団第２部 長南孝太
最上支部長表彰
銀条章
第１分団第２部
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分列行進
小型ポンプ操法
各個訓練
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山菜料理発表会

第9回大蔵中学校春季大運動会
−新オレンジプラン−

5月12日
（金）
、第16回 肘 折 温 泉 山 菜

認知症の方々を支えます

の食まつりに合わせて、山菜料理発表会
が実施されました。
県立農林大学校の学生と肘折温泉女将
会が旬の山菜を使った新しい山菜料理

大蔵村の65歳以上の高齢化率は、34.4％となっています。（平成29年4月1日現在）

12品を考案しました。旅館に宿泊され

また、65歳以上のうち、20.7％の人が介護認定を受けています。

ている方も審査員となり、人気投票で上

そして、介護認定を受けている方のうち、認知度が中程度～重度の割合が65.6％となっています。現在、

位の3品の山菜料理が選ばれました。

国は認知症の人が住みなれた地域で自分らしく暮らし続けるために新オレンジプラン（認知症施策推進総合

出品された12品の山菜料理は6月11

戦略）を総合的に推進しています。大蔵村でも、新オレンジプランに沿い認知症の方々を支えていきます。

日
（日）
までの期間、旅館で提供されてい
ます。この機会にぜひご賞味ください。
女将考案

赤軍 息をあわせてそーれ！そーれ！
負けずにひっぱれ！白軍！

第1位 山菜手巻き寿司

認知症疾患医療センター

認知症初期支援チーム

認知症についての専門医療相談、認知症で

早い段階で認知症を発見をし、支援してい

あるかどうかの診断、認知症の治療を行う医

く、速やかに適切な医療・介護等を受けられ

療機関が認知症疾患医療センターです。県内

る初期の対策を作るために設置されています。

では 4 箇所の認知症疾患医療センターがあ

大蔵村では、診療所医師がサポート医とな

ります。

り、看護師・保健師をチーム員として構成さ

▼最上地域の認知症疾患医療センター

れています。認知症の症状が出てきた方を速

海鮮と山菜の意外性のある組み合わせ。

新庄明和病院認知症疾患医療センター

やかに医療・看護等につなげていくために、

彩りのきれいな一品。

受診は予約制です。

情報収集・相談・訪問による支援を行い、か

※かかりつけ医がいる場合は、かかりつけ

かりつけ医・認知症疾患医療センターと連携

女将考案

医に相談してください。

認知症地域支援推進員

第2位

山菜の天ぷらみぞれ玉子とじ

お召し上がり頂ける一品。
学生考案

勝利を目指しながら笑顔を忘れずに取り組む
ということを意識してきました。２年生が率
先してまとめてくれた場面も多く、とても頼
もしく思いました。運動会は終わりました
が、育んだ絆を深め、今後の大中生活を盛り
上げていきたいです。
赤軍組頭

第3位

大蔵村の山菜カクテル

夏らしさを感じられる一品。山菜やトマ
ト・オクラ・モズクなどが重ねてある。

5

認知症について正しく理解し、認知症の人

関の連携を図るための支援や認知症の人やそ

やその家族を見守る応援者を「認知症サポー

の家族を支援する相談業務等を行います。

ター」といいます。養成講座を受講すると認

サポーターと連携して活動していきます。

知症サポーターとして活動できます。学んだ
知識を伝える・認知症になった人やその家族
の気持ちを理解するよう努めるということも
活動のひとつです。
幅広い年代のサポーターを養成することを
目標としています。

かとうしゅうゆ

加藤崇悠さん

練習を重ねるごとに、白軍の団結力が高まっ
ていくのを感じました。本番の応援合戦での
完璧な7分間はまさにその努力の成果です。
僅差で優勝は逃してしまいましたが、運動会
テーマの「友笑」を達成することができまし
た。白軍最高！
白軍組頭

認知症サポーター養成講座

医療機関や介護サービス及び地域の支援機

認知症初期集中支援チームや地域の認知症

山菜のかき揚げの玉子とじ。丼としても

して活動していきます。

問合せ 
役場健康福祉課福祉係
地域包括支援センター
☎75-2104（内線272・273）

やまかわかんた

山川幹太さん

むら美しく・人いきいき・キラリおおくら
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人権の花運動
～思いやりの心を育てよう～

はす だ

棚田を守る蓮田の除草作業

火災発見！初期消火に尽力
戸沢村長より感謝状が贈られる
美しい村へようこそ
～ボランティアごみ拾い～

５月11日
（木）
、大蔵小学校の３年生から６年生ま
での児童と大蔵中学校の生徒による花いっぱい運動
が行われました。人権擁護を学ぶ事業の一環として
毎年実施しており、プランターにベコニアの花を植
えました。各地区に分かれて作業を行い、中学生は
重い土などを運んだり、植え方を指導したりと小学
生を優しくサポートしていました。花を大切に育て
ることと同時に、命を大切にする気持ちや相手を思
いやる心をこれからも育てていきましょう。

５月10日（水）、豊牧集落協定の皆さんによる蓮田
の除草作業が行われました。この団体は、豊牧地区
にある約49ヘクタールの棚田を保全する活動を行っ
ています。平成27年に休耕田の活用のため植えられ
た蓮ですが、ヨシやガマなどの雑草が生い茂ってし
まうため、雑草を除去する蓮田の手入れをを行いま
した。代表の長南正一さんは「根気のいる大変な作
業だが、蓮の美しい風景も楽しんで欲しい」と語っ
てくれました。

４月29日（土）、戸沢村春季消防演習で、小野陽一
さん（合海）に感謝状が贈られました。小野さんは、
昨年の９月２日に戸沢村野口地内で発生した火災を
発見、初期消火活動を行ったことで、被害を最小限
度に抑えた功績が称えられたものです。小野さんは、
「火を使うことは火事につながるという危機感を常
に意識し、タバコのポイ捨てや火遊びをしないこと
が火災予防につながる。今後も消防団員として常に
精進していきたい」と話してくれました。

たすきをつなぎ、
力走！

東日本軟式野球大会に出場！

自衛官募集相談員
委嘱状交付式

５月13日
（土）
、新庄中核工業団地で開催された平
成29年度最上地区中学校駅伝競走大会に大蔵中学校
が出場しました。男子は６人で18キロを走り１時間
５分53秒で９位、女子は５人で12キロを走り46分34
秒で４位入賞を果たしました。また、女子第１区３
キロを走った早坂雅妃さん（白須賀）はこれまでの
区間記録を９秒更新する10分33秒の力強い走りをみ
せ、第１区の区間新記録となりました。おめでとう
ございます。

7

５月15日（月）、大蔵村に本拠地を置く社会人野球
チーム「Ｂ・Ｋ」（主将大竹弘也さん（白須賀））に大
蔵村よりスポーツ振興奨励金が贈られました。昨年
10月に開催された、第32回山形県軟式野球クラス別
選手権大会Cクラスで優勝し、山形県代表として６
月９日（金）から千葉県で開催される第39回東日本軟
式野球大会（２部）に出場します。１回戦はシード
となり、２回戦からの登場となります。ぜひ優勝目
指して頑張ってください。

４月24日（月）、役場で自衛官募集相談員の交付式
が行われ、斉藤利行さん（清水出身）と佐藤啓吉さん
（肘折）が大蔵村の自衛官募集相談員として、自衛隊
山形地方協力本部長と村長から委嘱を受けました。
大蔵村での協力者の紹介やポスター等の掲示の支援、
自衛官募集情報の提供、入隊予定者に対する激励、
問題解決の援助や支援をする活動を行っていただき
ます。任期は、平成31年３月31日までの２年間です。
よろしくお願いします。

４月27日（木）、観光などで訪れる方が多くなる５
月の大型連休を前に、肘折温泉女将会と肘折温泉商
店組合によるボランティアごみ拾いが行われました。
湯の台の入り口から肘折希望大橋までの約６㎞の道
路周辺には、ペットボトルやビン、ビニールなどの
ごみが多く、11袋分ものごみが集められました。雪
解けが進み、道路わきのごみが目立っていましたが、
作業後はとてもきれいになりました。

子どもの成長を祈って
中央公民館に鎧飾りとこいのぼりが展示

５月の節句に合わせて、
中央公民館にこいのぼりと
鎧飾りが展示されました。
子どもの日をお祝いするよ
うに、大きなこいのぼりは
悠々と泳いでいました。地
域に昔から伝わる季節の行
事を子どもたちに伝えてい
きたいとの想いから、
「雛の
会」の皆さんが展示してく
ださいました。ありがとう
ございました。

むら美しく・人いきいき・キラリおおくら
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看護師を目指すあなたを応援！

大蔵村環境衛生通信

修学資⾦制度が
スタート！

有害物質を発生させるおそれも…
野焼きの煙は、大気汚染（PM2.5）や悪臭
の原因となります。野焼きでは通常焼却温度が

vol.42

申込み締切
6/30（金）

200℃～300℃程度にしかならないため、ダイ
オキシン類などの有害物質を発生させる恐れも
あり、人の健康や環境に悪影響を及ぼしかねま
せん。役場には、「煙の臭いが家の中に入って
くる」「洗濯物が干せない」「煙でのどが痛い」
などの苦情が多く寄せられています。

これからの最上地域の医療を支える看護師・准看護師の育成と
確保を図ることを目的に、最上地域の市町村と最上広域市町村
圏事務組合が連携し、修学資金制度を設立しました。

ごみの処分方法を守りましょう！
家庭ごみは、野焼きをせずに廃棄物（ごみ）
の種類に応じて「燃やすごみ」「資源ごみ」「粗
大ごみ」などに分類して適正に、ごみ収集に出
してください。

看護師を目指している方は、ぜひご検討ください！

役場に「野焼きをしたい」との申請がありま
すが、法律で禁止されているため、許可できま
せん。
ただし、造林のための地ごしらえ、開墾準備、

適法な焼却施設以外で廃棄物（ごみ）を燃やすこと

−貸与対象者−

−貸与期間−

修学資金の貸与を受ける方の属する世帯が大蔵村

在学する大学・学校・養成所の正規の最短修業年

に住所を有する方で、看護師を養成する大学・学

限の終期まで。
※高校と専攻科の５年一貫教育校の場合は、専攻

を野焼きといいますが、
「廃棄物の処理及び清掃に関

害虫駆除、焼畑、採草地の改良については「火

する法律」で禁止されています！一般家庭からでるご

入れ」の申請を役場に行い、立ち木や雑草など

みの焼却は、野焼きに該当します。

の面的に焼却することが許可されます。

校・養成所を卒業し、看護師・准看護師の資格を

野焼きによる罰則

問合せ 

取得後、最上地域の医療機関や介護・福祉施設等

野焼き 役場健康福祉課健康衛生係 ☎75-2104（内線272）

で看護師・准看護師として就業する意思のある方。

５年以下の懲役、1,000万円以下の罰則のいずれか、
または両方が科せられます。

保護司に
横

山 芳 江 さん
（肘 折）
５月 日付
法務大臣より委嘱

ほたかじゅんや
はせがわよしふみ

﹁ぼくのえんそく﹂

作
絵

きょうはたのしいえんそくの

日、ぼくはねつがでてしまいえ

んそくにいけなくなってしまい

ました。でもどうしても、どう

してもえんそくにいきたい！ぼ

くのきもちがするりと体からぬ

けてしまい、いつもはおるすば

んのねことジュースといっしょ

※山形県看護職員修学資金貸与事業の貸与を受け

に雨ぐもにのってえんそくにし

ゅっぱつです。みんなののった

バスをみつけました。さて、た

のしいえんそくをすごすことが

できるでしょうか。よんだあと

保護司は、犯罪をした人や非行のあ
る少年の立ち直りを支えるボランティ
アです。保護観察官と協力して、主に
保護観察、生活環境調整、犯罪予防活
動を行い、更生保護を支えます。更生
保護は地域の中で行われるため、その
人を取り巻く地域社会の実情をよく理
解したうえで行わなければなりません。
そのため、その事情に詳しく、人格及
び行動について社会的信望があるなど
の要件が備わった方に委嘱されるもの
で、任期は２年です。どうぞよろしく
お願いします。

−利子−
無利子

る方は対象となりません。

※返還が遅れた場合などは、延滞利子が発生する
可能性があります

−貸与額−
月額５万円（年額60万円）

−返還の免除−

16

におでかけしたくなる楽しいお

はなしです。

※中央公民館で借りられます。

読み聞かせ時間「３分」。

9

火入れ 役場産業振興課農村整備係 ☎75-2105（内線232）

科のみの期間となります。

卒業後10年間のうちに、５年間最上地域に居住
し、最上地域の医療機関や介護・福祉施設等で看
護師・准看護師として従事した場合は、修学資金
の返還を全額免除。
※山形県職員に採用の場合は、返還免除の対象と
なりません。
−貸与決定と初回貸与−
山形県看護職員修学資金貸与事業の貸与決定後に
貸与者を決定（８月予定）し、初回貸与時には４
月分まで遡った額を一括して貸与します。
−申込み書類−
申込み先

大蔵村教育委員会

☎75-2323

修学生願書等は大蔵村教育委員会でお渡しします。

むら美しく・人いきいき・キラリおおくら
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総務省からのお知らせ

HIV相談・検査の実施について
HIV感染がわかったら、適切
な時期に治療を開始することで、
エイズ発症を長期にわたり予防
できるようになりました。HIV
検査普及週間にあわせ、匿名・
無料でエイズ相談・検査を実施
します。秘密は厳守します。
◎日時 6/6
（火）9：00～17：00
◎場所 最上保健所
◎検査 HIV抗体迅速検査
（約40分後に結果判明）
問
最上保健所
（最上総合支庁
□
地域保健福祉課）
229−1268
弁護士によるB型肝炎措置法相談会
◎日時

6/24
（土）13：30～16：00
受付は15：00まで
◎場所 新庄市民プラザ小ホール
◎内容 集団予防接種でＢ型肝
炎になった人とその家
族を対象とした弁護士

−

30 30 3

11

−

21

30

9

6

4 3 1

31 21 16 13 13

11 9 3

５月の日誌

16 11 1

29

8

飼い主には、ペットがその命を
終えるまで適切に飼う責務があり
ます。しかし、万が一飼えなくな
った場合は、新たな飼い主を探す
ことも責任の一つです。最上保健
所ホームページ「犬猫電子掲示
板」の「新しい飼い主探しコーナ
ー」もぜひご利用ください。
問 最上保健所生活衛生室
□
229−1261
日㈬ ◦春季消防演習
日㈫ ◦献血
日㈭ ◦ 人権啓発活動「人権の花運動」
◦大蔵村観光協会通常総会
日㈯ ◦最上地区中学校駅伝大会
日㈯〜◦ 肘折温泉「山菜の食まつり」
日㈫ ◦行政相談
日㈰ ◦大蔵小学校運動会
日㈬ ◦ 舟形町大蔵村小学校陸上競技大会

30

28 25 20 18

犬・猫の飼い方について

（4月16日〜5月15日届出分）

る必要があります。対象となる方には、提出用紙を事前に送付して
おりますので、内容を確認のうえ、忘れずに役場健康福祉課福祉係
までご提出ください。なお、提出時に受給者（父母等）の保険証を提
示してください。提出のない場合、児童手当が受給できなくなりま
すので、ご注意ください。
■現況届提出期限
平成29年６月30日（金）

お誕生おめでとう
地区

お名前

季の里 佐藤
白須賀 大竹

地区

■定期支給について
方の指定口座へ、平成29年2月から5月分の児童手当を振り込みま
すので、ご確認ください。なお、児童手当は、6月・10月・2月の
年3回の支給となります。
問合せ   役場健康福祉課福祉係

（保護者名）

しゅんすけ

春輔くん（遼太）
さ え

紗永ちゃん（弘也）

☎75-2104（内線275）

お名前（年齢） 世帯主

合 海

伊藤

竹子（84）

平 林

海藤

秀逸（90）

也

宏

滝の沢 門脇

精一（88）幸

烏 川

久子（95）紀代二

臼田

一

○届出の際に、掲載希望の確認
を行っています。担当窓口に
お申し出ください。

困っていることはありませんか？
暮らしでお困りの方、ご相談ください
あなたが抱えている問題の解決に向けて、専門の相談支援員が専
門機関と連携しながら、支援を行います。相談は無料です。秘密は
守ります。
-お金の相談-

生活が苦しい、進学費用や学費をなんとかしたい

-仕事の相談- 仕事が見つからない、仲間とうまく仕事ができない
-生活の相談-

世帯数
人口
男
女
出生
死亡
転入
転出

1,089戸 （1,090戸）
3,399人 （3,482人）
1,678人 （1,712人）
1,721人 （1,770人）
男 1人
女 0人
計 1人
2人
4人
6人
3人
4人
7人
7人
7人
14人

※平成29年4月末現在 （ ）内は昨年同期

生活費がない、病院にいきたいが保険証がない

-心 の 相 談- アルコールの依存をなおしたい、家族からの暴力がある
-福祉の相談-

介護に疲れている、福祉サービスを利用したい

-子育ての相談- 仕事と子育ての両立が難しい、子育てに悩んでいる など
■巡回相談日程
6月21日（水）、7月19日（水）、8月23日（水）、9月20日（水）
午前10時から11時30分まで

６月２３日～２９日は
「男女共同参画週間」です。
キ ャ ッ チ フ レ ー ズ は、
「男で
○、女で○、共同作業で◎。
」で
す。男性と女性が職場で、学校で、
地域で、家庭で、それぞれの個
性と能力を発揮できる「男女共

■会場
大蔵村役場会議室

同参画社会」を実現するために、
この期間に私たちのまわりの男
女パートナーシップについて考
えてみましょう。

■事前予約
開催日の前日までに電話で事前予約をお願いします。
※前日が祝日の場合は、当日の午前9時まで。
問合せ   役場健康福祉課福祉係

25

お悔み申し上げます

平成29年6月9日（金）に、中学生までのお子さんを扶養している

◎受験資格
Ｈ29．
4．
1において高等学校卒業
後2年以内の方及びＨ30．
3までに
高等学校を卒業する見込みの方
◎受付期間
インターネット申込み
7/11（火）10：00～7/20（木）
郵送申込み
7/11（火）～7/14（金）
◎第1次試験日 9/10（日）
問 山形地方裁判所事務局総務課
□
人事第一係 2023−623−9511

６月の予定

30 31

◎日時
一般講習 10/26（木）13：30～
給油取扱所講習10/27（金）9：00～
◎場所 最上総合支庁
◎対象者
◦Ｈ26に保安講習を受けた方
◦新たに危険物取扱作業に従
事して１年以内の方
日㈭〜◦肘折温泉渓流つり月間
日㈯ ◦ 鍵金野パークゴルフ場開所式
日㈰ ◦合海田植え踊り
◦温泉ドクターアドバイス
日㈫ ◦人権なんでも相談
◦ 大蔵小学校マラソン記録会
日㈭・ 日㈮
◦村議会「６月定例会」
日㈰ ◦温泉ドクターアドバイス
日㈫ ◦行政相談
日㈰ ◦ 県民河川愛護デー 河川清掃
日㈬～ 日㈮
◦松の実塾

18

新庄市夜間休日診療所

新庄市保健センター内に開設
☎
6300
◦診療科目 内科・小児科
◦受付時間
夜間診療
【月〜土曜】 時 分〜 時
休日診療
【日曜・祝日・ 月 日〜 月 日】
時 分〜 時 分
時
〜 時 分
◦問合せ先
新庄市健康課健康推進室
☎
2111

22

13 8 12

平成29年度危険物取扱者
保安講習会の開催について

平成29年度裁判所職員採用
一般職試験（高卒者試験）

現在、児童手当を受給している方は、年１回「現況届」を提出す

戸籍の窓

☎75-2104（内線274）

生活自立支援センターもがみ ☎32-1585

むら美しく・人いきいき・キラリおおくら 10

河川流域の一斉清掃を実施しますので、ご協力をお願いします。

6/1～6/10は「電波利用環境
保護周知啓発強化期間」です。
不法電波は、人命に関わる重要
無線を妨害して、私たちの生活
を脅かします。電波は、ルール
を守って正しく使いましょう。
問 総務省東北総合通信局
□
相談窓口 2022−221−0641

◎日時
丙種：
6/28（水）9：00～16：00
乙種第四類：
6/29（木）
・6/30（金）
9：00～16：00
◎場所
最上広域消防本部２階会議室
◎受講対象者
危険物取扱者試験（乙種第四
類・丙種）受験のため、受講を
希望される方
◎受付締切
6/16（金） 定員50名
◎受講料
丙種： 1,500円
乙種第四類： 2,500円
（別途テキスト代）
※受講申込書は、消防本部・消防
署・各支署に準備しています。
問 最上地区危険物安全協会事務局
□
（最上広域消防本部予防課内）
222−7521

児童手当受給者のみなさんへ

日（日）は、県民河川愛護デーです。

危険物取扱者試験準備講習会

◦受講を希望する方
◎受付期間
6/26（月）～7/20（木）
◎提出先
〒990−2492 山形市鉄砲町2−
19−68県村山総合支庁附属棟
県危険物安全協会連合会へ郵
送または持参ください。
◎受講手数料 4,700円
（山形県収入証紙を申請書に貼付）
※受講申請書は、消防本部・消防
署・各支署に準備しています。
問 最上地区危険物安全協会事務局
□
（最上広域消防本部予防課内）
222−7521

６月

による無料相談会。個
人情報は厳守します。
※個別申込みを優先しますが、当
日会場での申込みも可能です。
問
□ 全国B型肝炎訴訟新潟事務所
2025−223−1130

INFORMATION

英

今月の納税（納期限６月 日）、村県民税（第１期）

※納期限まで忘れず納税しましょう。口座振替の方は残高の確認をお願いします。

30

平成29年 6 月

広報

このコーナーでは、村内のこどもを紹介しています。
ご親戚、お友達、ご近所のお子さんの掲載もお楽しみに！

★すきなもの

坪） 野

さ

え

㟢 冴 衣ちゃん
（将太）

キュアマカロンといちご

（大

おおくらくんがみつけた

むらの
み�どご
おもし�どご

今月の﹁みっどご︑
おもしぇどご﹂

いっぱいの段々に
なってる田んぼが
あるね♪

⑭ 四ヶ村の棚田 その１

平林の棚田に
散歩に来たよ！
青い空！
葉山もキレイ！

田植えを見学させて
もらったよ！これは︑
﹁はえぬき﹂っていう
お米の苗なんだって♪

検索

ホームページ

★すきなもの
キュウレンジャーと桃

かおる

（肘 折） 早 坂
薫 ちゃん
（隆一）

どんどん苗が植えられていくよー♪
おいしいお米になりますように！
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