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合海田植え踊り

― 主な内容 ―
02 ︱ 合海田植え踊り
06 ︱ 第2次健康おおくら21実践計画
12 ︱ 舟形町・大蔵村小学校陸上競技大会
14 ︱ 銅山川流域大規模土砂災害危機管理演習
16 ︱ 大蔵村職員採用試験案内

Aikai Taue-Odori

毎年、田植えが終わり農作業がひと
段落する６月の第１日曜日に、合海地
区では若者たちによる田植え踊りと大
合海田植え踊りは、約４００年前清

黒舞が披露される。
水城主５代義高公が、領内百姓の労を
慰め、五穀豊穣を祈るため、わざわざ
上方から踊りの師匠をよんで、人々に
見せたのがはじまりと言われている。
年月が経ちこの踊りの継承が途絶えか
けたため、大正時代の頃、当時の青年
団長が中心となり、保存会を組織して
復活されたものだという。
年に再開。合海地区約１５０軒

凶作や戦争中による中止はあったが、
昭和

わせて踊り歩く。以前は、旧正月の
年か

日の二晩踊るものであったが、

出稼ぎの盛んな時代だった昭和
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歳以降に入ることができるが、そ

合海田植え踊り保存会には、一般的

歳で高校を卒業した人、就職
18

今年は１３６軒の家々を夜の

である。

時ま

いわば、地域デビューの晴れ舞台なの

前を覚えてもらう。合海田植え踊りは

り手になることで、地域の人に顔と名

はこのようなやりとりがなされる。踊

慣わしにより、地域の人と踊り手とで

て ）」 毎 年 新 し い 踊 り 手 が 踊 る と い う

大 き く な っ て。 こ ん な に 立 派 に な っ

か？昔はとてもわんぱくだったのに、

た に ゃ ー（ ど こ の 家 の 息 子 さ ん で す

っきぐなってはー。ほんて立派さなっ

だ？ ― 昔 は き っ か ね が っ た ん さ、 大

う な 会 話 が あ る。「 お め、 ど ご の 家 の

で踊り歩いたが、どこの家でも次のよ
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同様に行われる。

く、お婿さんとして移り住んだ人にも

それは、合海地区で育った人だけでな

る通例のやりとりだという。もちろん

は、合海地区では時期が来ると行われ

りとりがなされる。このお誘いの方法

が？って誘いさきたんべ？」というや

「おれの息子さ、田植え踊りさ入んね

候補生の家族は目的が分かっており、

の メ ン バ ー が 来 訪 し た 時 点 で、 そ の

家に入会の誘いにいくそうだ。保存会

会の会長やメンバーが、その候補生の

で地区に戻ってきたことを知った保存

ある。

の勧誘方法はとてもユニークなもので

に

れている。

福をもたらすめでたい踊りとして踊ら

原の小石が入れられている。大黒舞は、

恵まれますようにとの願いを込めて河

た、稲作にかかすことのできない水に

にまかれた５円玉を入れるという。ま

起をかついで、上棟式の餅まきで一緒

河原の小石が入っている。５円玉は縁

小槌の中には、麦や米、豆と５円玉、

扇子、右手には小槌を持って舞うが、

こ づち

になってからと言われている。左手に

舞が踊られるようになったのは、昭和

大黒舞である。合海地区において大黒

田植え踊りとともに踊られるのが、

ぶ碑がある夏山塚から踊り始める。

慣わしとして清水城主５代義高公を偲

なった。その６月第１日曜日の日は、

らは、６月の第１日曜日に踊ることと

44

日から

15

おいのある生活を祈り、太鼓や鉦にあ

かね

を一軒一軒残らずその年の豊作とうる
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【特集】合海田植え踊り

田植え踊りという晴れ舞台

エーズの練習では、合海地区のみんな

田植え踊り準備風景
昭和36年の写真
昭和25年の写真

れから上手になりたいです。

私は 歳のときに、合海田植
え踊り保存会のメンバーになり
ました。子どもの頃から６月の
第１日曜日には、大人と一緒に
家々を周っていましたので、大
人になったら、保存会に入ると
自然にそう思っていました。田
植え踊りの踊り手を希望しまし
たが、当時の指導者から体格が
大黒舞にむいていると言われ、
それ以来大黒舞を踊り、指導も
行っています。大黒舞は、お祝
いの踊りでもあるため、保存会
のメンバーの結婚式や長寿を祝
う席などで踊ることもあります。
普段は一人で踊ることが多いで
あ
すが、二人で踊るときには、阿
うん
吽の呼吸で舞います。機会さえ
あれば年中踊ることができるの
が、大黒舞の良さです。
今では、地域外とのつながり
もあり、東北芸術工科大学の民
さと
族舞踊団「郷」との交流があり
ます。大学の学校祭が近づくと
学生から踊りの指導依頼があり、
学生が合海田植え踊りと大黒舞
を学校祭で披露してくれていま
す。このようなつながりも大切
にしていきたいです。

4年生からタウエーズに入って、今

松田 与市さん

よ いち

まつ だ

会長

「私も踊りたくなった」この言
葉は、 歳のおばあちゃんの言葉
ですが、今年の田植え踊りでこの
言葉を聞いたときは、続けてきて
良かったという気持ちになりまし
た。また、踊りを通して気持ちが
通じ合えた瞬間でもありました。
合海田植え踊りは、先人が大切に
つないできてくれたもので、決し
てこの踊りを絶やしてはいけない
という使命感があります。
子どもたちへの指導のため、「タ
ウエーズ」を結成したのは平成９
年のことです。毎週金曜日に小学
４～６年生の踊りの指導を行って
きました。教え子は延べ１００人
を越えていると思います。総合学
習で大蔵小学校の子どもたちへの
指導を行ったこともありますが、
子どもたちからもらった手紙は今
で も 宝 物 で す。「 タ ウ エ ー ズ 」 の
子どもたちは、中学生になっても
高校生になってもタウエーズに来
てくれ、今では保存会の踊り手と
して活躍してくれている大人もい
ます。そんな姿をみていると思わ
ず涙が出そうになります。これか
らも、田植え踊りをつないでいく
こと、それが私の使命です。
さ とう ひで き

4
むら美しく・人いきいき・キラリおおくら
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が嬉しいです。回る部分としゃがんで

番を踊っています。踊りを覚えること

振る部分が難しいですが、練習してこ

（6年生）

に田植え踊りを踊りたいです。
（4年生）

が集まって練習をしたり話をしたりで
年で3年目になります。タウエーズで
今年4年生になったので、タウエー

きるので楽しいです。回りながら手を

佐 藤 史 花さん
さ とうふみ か

高橋柚稀くん

佐 藤 秀 樹さん

合海田植え踊り保存会

─ 想いはまた次の歩みへ─

た時に音が鳴るところが田植え踊りの

合海田植え踊り保存会

で踊りたいです。

は、大黒舞の練習をしています。タウ
ズに入りました。田植え踊りでは、3

お腹を切るポーズの部分が好きです。

大人になったら、保存会に入って完璧
たかはしゆずき

習をしていますが、片足で回るところ
しゃくじょう

エーズを続けていきたいと思います。
（6年生）

皆川健心くん

ったら、踊り手になって、6月の本番

（4年生）

が、手と足のタイミングが合わなくて
好きなところです。台詞と一緒に合わ

今年の田植え踊りも、大人の踊り手

難しいです。中学生になっても、タウ

半 田さくらさん
はん だ

18

ました。タウエーズでは、大黒舞の練
たので、4年生になって入ることにし

せて踊ることが難しいですが、踊りを

覚えて踊れると楽しいです。大人にな
みながわけんしん

お兄ちゃんもタウエーズに入ってい

と一緒に周りました。床に尺杖をつい

85

「 一 軒 一 軒 を 訪 ね、 そ の 家 に 福
が来るようにと願いを込めて踊る
のが、田植え踊りと大黒舞。その
習慣をなくして欲しくない」松田
会長から何度もこの言葉が繰り返
された。一度途絶えかけた田植え
踊りを復活させ、守り続けてきた
先人の想いを忘れてはいけない。
今年、大黒舞の踊り手を務めた
や くわしょうた
八鍬将太さんは本番を前に「大黒
舞を踊る使命感がある。最後の一
軒まで踊りきる」と意気込みを話
してくれた。また、田植え踊りの
し だ しょうご
一番手を務めた信田匠吾さんは
「この地区に住んでいれば、田植
え踊りの踊り手となることは当た
り前のこと」と笑顔で話してくれ
た。若者にも想いは継承されてい
る。
さらに、 年後の踊り手を育成
し、地域のコミュニケーションの
場としての役割を果たしているの
が「タウエーズ」である。時代の
ふし
変化とともに、開催時期や節が変
わることがあっても、田植え踊り
をつないでいきたいという想いは
確実に次の世代へと受け継がれて
いる。これこそが合海田植え踊り
の魅力ではないだろうか。また次
の６月第１日曜日にむけ、合海田
植え踊りの歩みは進められている。
10

踊りをつづけること。そして、つないでいくこと。
子ども田植え踊り「タウエーズ」
つながりは、未来の踊り手へと ･･･
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若さ実感！伸ばそう健康長寿！

第２次

平成29年度～平成38年度
■計画策定の趣旨

健康おおくら21 実践計画

大蔵村では、平成17年3月に「健康おおくら21 実践計画」を策定し、栄養・運動・休養に留意した生
活習慣を実践し、疾病予防のための一次予防に重点をおいた健康づくり運動を推進してきました。今回、
これまでの取組み状況について評価を行うとともに、今後の課題や方向性を見直し、「第2次健康おおく
ら21 実践計画」を策定しました。10年後の目標を目指して村民みんなで取り組んでいきましょう。

健康づくりの推進

が ん

循環器疾患

高齢者の健康

取組み
◦がん検診の積極的な受診継続を

取組み
◦適切な食生活の実践と運動習慣

取組み
◦住み慣れた地域で自立した生活
を送れるように支援します
◦筋力の維持・向上のための運動
の普及に努めます
◦低栄養予防に関する知識の普及
に努めます

取組み
◦地域や職域における健康や栄養に
関する学習の場の拡充を図ります
◦生活習慣病予防のため各自にあ
った食生活の改善ができるよう、
栄養士が指導を行い、実行でき
るようにします

取組み
◦1日1回(20分)ウ ォ ー キ ン グ な

大蔵村では、上記の基本方針をも
とに、11分野の健康づくりの推
進のための取組みを実践していき
ます。

目 標
◦がんによる死亡の減少
H26 5人 → 減少
◦緑黄色野菜を毎日食べる人の割
合の増加
H28 23.0％ → 40.0％

目 標
◦高血圧の改善「要指導・要医療」
の人の割合の減少
H26 69.5％ → 40.0％
◦人間ドック受診率の増加
H28 21.2％ → 40.0％

目 標
◦ロコモティブシンドロームの認
知度の向上
H28 35.3％ → 50.0％
◦低栄養傾向の高齢者の減少
H28 9.5％ → 5.0％

目 標
◦成人肥満者の減少
20～60歳代男性
H28 40.9％ → 30.0％
40～60歳代女性
H28 25.9％ → 20.0％

目 標
◦日常生活の中で、意識的に体を
動かすなど運動をしている人の
割合の増加
男性 H28 44.7％ → 60.0％
女性 H28 44.2％ → 60.0％

糖尿病

休養・こころの健康

次世代の健康

飲 酒

喫 煙

歯・口腔の健康

取組み
◦地域や保育所、学校との連携に
より、健康教育の一環として若

取組み
◦未成年者の飲酒禁止教育を推進
します

取組み
◦村民への喫煙と健康に関する知
識の普及啓発に努めます

から食生活や運動等の健康づく
りの意識啓発を図ります

◦本人や家族のための相談支援体
制の充実に努めます

◦COPD（ 慢 性 閉 鎖 性 肺 疾 患 ）
の知識の普及啓発に努めます
◦医療機関と連携をとりながら、禁
煙相談の窓口の充実に努めます

取組み
◦乳幼児歯科検診や保健指導の充実
3か月ごとに年4回を継続します
◦歯周病に関する正しい知識の普
及に努めます

目 標
◦喫煙している人の割合の減少

目 標
◦過去1年間に歯科健診を受診した人の割合

基本方針 
１．生活習慣病の発症予防と重症
化予防の徹底
２．社会生活を営むために必要な
機能の維持・向上
３．生活習慣病及び社会環境の改
善

取組み
◦肥満を予防する適正な食生活と
運動習慣の普及啓発を図ります
◦糖尿病予防についての知識の普
及に努めます

◦年1回の人間ドックの受診を勧め
早期発見・早期治療に努めます
目 標
◦糖尿病有病者の減少

「要医療」の人の割合の減少
H27 11.5％ → 8.0％

推進します
◦がんを防ぐための12ヶ条の普
及啓発します
◦ピロリ菌の検査と除菌を推進し、
胃がんの発症を予防します

取組み
◦温泉の活用等により心身の休養、
リフレッシュを図ることを奨励
します
◦ストレス対策及びこころの病に
ついて知識の普及に努めます

目 標
◦ストレスや悩みのある人の減少
H28 50.0％ → 40.0％
◦睡眠で休養が十分にとれていな
い人の割合の減少
H28

30.5％ → 20.0％

の定着を図ります
◦人間ドックで「要指導」と判定
された人に対し、食生活や運動
習慣の改善支援を行います

い世代の食育を推進します
◦乳幼児健診等を通して、幼少期

目 標
◦肥満度20％以上の児童生徒の
減少
小学生 H28 17.9％ → 7.0％
中学生 H28 14.0％ → 7.0％

◦アルコールと健康問題に関する
正しい知識の普及に努めます

目 標
◦1日あたりの純アルコール摂取

量が男性40g以上・女性20g以
上の人の割合の低減
男性 H28 5.1％ → 3.0％
女性 H28 2.8％ → 1.0％

栄養・食生活

男性 H28 38.4％ → 20.0％
女性 H28 13.2％ → 5.0％

身体活動・運動
どの運動推進を図ります
◦運動に関する正しい知識の普及
や情報提供をします
◦各種運動サークル・事業の周知・運
動施設の利用の推進に努めます

◦定期的な歯科検診の必要性の普
及に努めます

H28 19.2％ → 50.0％
◦12歳児のむし歯になったこと
のある歯の平均（DMFT）
H27 0.13本 → 0.3本以下を維持

大蔵村民みんなが健康であるためにも、村では国民健康保険の方には「人間ドック」を、社会保険の方で
さらにがん検診を受けたい方には様々ながん検診を、お得な料金でそれぞれ準備しています。年間いつでも
受付しておりますので、この機会にぜひお申込みください。
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問合せ  役場健康福祉課健康衛生係

☎75-2104（内線272）

むら美しく・人いきいき・キラリおおくら
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後期高齢者医療制度のお知らせ

平成29年度 国 民健康保険税のお知らせ

保険料の決定と保険証の更新

平成29年度大蔵村国民健康保険税の税率は、平成28年度から据え置き、次のとおりです。また、国民健
康保険税の軽減判定所得の見直しが行われ、軽減の対象となる範囲が拡大することになりました。
国民健康保険は、国民皆保険制度の中核として地域医療の確保と地域住民の健康増進に大きく貢献してい
ます。近年1人あたりの医療費の増加と被保険者数の減少等により、国民健康保険の運営は厳しい状況が続
いております。加入者の皆さまには、健全な国民健康保険制度の維持を図るため、ご理解とご協力をお願い
します。

平成29年度国民健康保険税納税通知書は、7月中旬に世帯主あてに送付いたします。
国民健康保険税の算出方法について
① 医療給付費分（国保加入者全員）
区分

平成29年度

所得割

8.3％

資産割

27.0％

均等割

26,500円

平等割

30,000円

国保被保険者の医療費の支払いにあてられます。

ア 所得割（被保険者の平成28年の総所得⾦額等−33万円）×8.3％
イ 資産割 平成29年度固定資産税相当額（土地・家屋）×27.0％
ウ 均等割 加⼊者数×26,500円
エ 平等割 １世帯あたり30,000円
年間の保険料 ア＋イ＋ウ＋エ（1世帯あたりの限度額 54万円）

② 後期⾼齢者⽀援⾦分（国保加⼊者全員）

後期⾼齢者医療制度の運営⽀援にあてられます。

区分

平成29年度

所得割

2.8％

イ 資産割 平成29年度固定資産税相当額（土地・家屋）×8.0％

資産割

8.0％

ウ 均等割 加⼊者数×9,500円

均等割

9,500円

平等割

9,000円

ア 所得割（被保険者の平成28年の総所得⾦額等−33万円）×2.8％

年間の保険料 ア＋イ＋ウ＋エ（1世帯あたりの限度額 19万円）
介護保険制度の運営⽀援にあてられます。

区分

平成29年度

所得割

2.8％

イ 資産割 平成29年度固定資産税相当額（土地・家屋）×8.1％

資産割

8.1％

ウ 均等割 加⼊者数×10,500円

均等割

10,500円

エ 平等割 １世帯あたり8,000円

平等割

8,000円

ア 所得割（被保険者の平成28年の総所得⾦額等−33万円）×2.8％

年間の保険料 ア＋イ＋ウ＋エ（1世帯あたりの限度額 16万円）

 国⺠健康保険税年額 ＝ ① 医療給付費分 ＋ ② 後期⾼齢者⽀援⾦分 ＋ ③ 介護納付⾦分
保険税軽減措置について
世帯主と世帯に属する被保険者の平成28年の合計所得によっては、均等割と平等割が下記のとおり減
額されます。未申告者など所得が分からない場合、軽減は受けられませんので必ず申告をしてください。
軽減区分
7割軽減

33万円以下の世帯

5割軽減

33万円＋（世帯主を含む被保険者数×27万円以下）の世帯

3割軽減

33万円＋（世帯主を含む被保険者数×49万円以下）の世帯
問合せ
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役場住⺠税務課税務係

この通知には、今年度中の保険料の総額や納付方法
を記載しています。

後期高齢者医療保険料の軽減率が変わりました
① 所得割（年収が約153万円～約211万円の方）
昨年度までの所得割は、特例的に5割軽減されて
いましたが、平成29年度は2割軽減になります。
※均等割の定額部分は変わりません
所得割
本来納めて
いただく
所得割額

特例
（平成28年度）
5割軽減
納付額
（5割）

特例
 （平成29年度）
2割軽減

納付額
（8割）

② 均等割
（元被扶養者で、
特定の要件に該当する方）
昨年度までの均等割は、特例的に9割軽減されて
いましたが、平成29年度は7割軽減になります。
※ただし、元被扶養者であっても、世帯の所得が低い方は、
均等割の軽減（9割軽減・8.5割軽減）が受けられます。

本来納めて
いただく
均等割額

特例
（平成28年度）
9割軽減
納付額
（1割）

特例
 （平成29年度）
7割軽減
納付額
（3割）

元被扶養者
75歳になる前日に、ご家族の会社の健康保険などで
被扶養者だった方
特定の要件の例
単身の方であれば、年金収入が168万円を超える方
など

新しい後期高齢者医療保険証になります
後期高齢者医療の保険証が8月1日から新しくな
ります。新しい保険証は7月下旬に役場より被保険
者個人ごとに郵送します。8月1日を過ぎても保険
証が届かない場合は、住民税務課国保年金係までご
連絡ください。なお、現在ご使用の保険証の有効期

でお持ちください。

☎75-2103（内線251）

ひとり親家庭等医療給付制度とは？

平成29年度における後期高齢者医療保険料の決
定通知書を、7月中旬に被保険者本人に郵送します。

限は7月31日です。
※8月1日以降は、現在の保険証を使うことがで
きません。有効期限の切れた保険証は、ご⾃⾝
で処分していただくか、役場住⺠税務課窓⼝ま

世帯主と被保険者全員の平成28年の総所得⾦額等

ひとり親家庭等医療給付制度

後期高齢者医療保険料が決定しました

均等割

エ 平等割 １世帯あたり9,000円

③ 介護納付⾦分（40歳〜64歳の国保加⼊者）

マル親医療証について

問合せ

ひとり親家庭等の生活を助けるため、医療費の自
己負担分を助成する制度です。

対象となるのは？
所得税非課税世帯に属する、次の❶～❹の方
（ただし、親が就労等により児童を扶養していること）
❶ 母子家庭世帯の親と18歳以下の児童
❷ 父子家庭世帯の親と18歳以下の児童
❸ 両親のいない18歳以下の児童
❹ 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に
関する法律
（DV防止法）
」
第10条第1項の規定によ
る保護命令を受けた者の配偶者と18歳以下の児童
次にあげる特別な理由により就労が困難な場合も対
象となります。（申請書のほかに証明書等が必要）
▪求職活動または就労に向けた活動を行っている
場合
▪職業能力の開発向上のために職業訓練校等に在
籍している場合
▪傷病により長期間（概ね1か月以上）の在宅で
の安静または入院が必要な場合
▪親族が傷病・障がいの状態又は要介護状態にあ
り、その方の介護を行わなければならない場合

助成の内容
健康保険適用医療費の自己負担分全額を助成しま
す。ただし、入院時の食事代は助成されません。助
成を受けるためには、対象者に対して交付される「ひ
とり親家庭等医療証」と保険証の両方を、医療機関
の窓口で提示する必要があります。提示しない場合
には自己負担となりますが、受け取った領収書を役
場住民税務課国保年金係にお持ちいただくと、自己
負担分を助成します。また、医療証は山形県内での
み使用可能ですので、県外で受診した場合には、領
収書を国保年金係にお持ちいただくと自己負担分を
助成します。

申請の手続き
ひとり親家庭等医療給付制度の更新は毎年7月1
日です。それに合わせて該当すると思われる方には
案内を郵送しますので、案内に従って手続きをお願
いします。案内が届かなかった方でもご自身で該当
すると思う場合には、役場住民税務課国保年金係ま
でお申し出ください。

役場住⺠税務課国保年⾦係

☎75-2103（内線263）

むら美しく・人いきいき・キラリおおくら
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大蔵村営バス

肘折温泉－新庄線の愛称が決定！

３年間の努力でついに完成！
カンカネーノパークゴルフカントリーがオープン

タイのみなさん
ようこそ大蔵村へ！
祝100歳 ご長寿
おめでとうございます

肘折温泉-新庄線のバスの愛称の募集に、県
内を中心に58件の応募があり、選考委員会の
結果、路線とバスの愛称それぞれを決定しまし
た。たくさんのご応募ありがとうございました。
路線の愛称

肘折ゆけむりライン

考案者

東京都

北野 浩子さん

選考理由
発着の肘折の名称があり、開湯1200年の
肘折温泉のゆけむりが漂う雰囲気が伝わっ
てくるため。
バスの愛称

おおくらくん1号・おおくらくん2号

考案者

肘折地区

木村 美智子 さん

選考理由
巨大ゆきだるまから派生した大蔵村のゆる
きゃら「おおくらくん」は、大蔵村のシン

６月３日（土）、鍵金野地区でパークゴルフ場の開
場式が行われました。地区のにぎわいを取り戻すこ
とやスポーツ交流の場をつくることを目的に地区と
Oh！蔵SPORTが協力し、原野だった土地を雑木の
処理・石拾い・芝の植栽など３年の作業を経て完成し
たものです。これまで整備に関わってきた皆さんが
集まり、青々とした芝の上でパークゴルフを楽しみ
ました。Oh！蔵SPORTの菅野明会長は、
「素晴らし
いコースが完成したので、観光に訪れた方も含めた
くさんの方に利用してほしい」と語ってくれました。

森のめぐみを学習
～なめことしいたけの植菌体験～

５月19日（金）
・20日（土）の２日間、 みちのくイン
バウンド推進協議会を通じて、タイから12名の方が
来村しました。旧肘折郵便局前で歓迎会があり、サ
ックスアンサンブルの演奏や花笠踊りが行われまし
た。肘折に訪れての感想は「日本は何回も訪れてい
ますが、肘折温泉のような場所は初めて。山菜は苦
味がありますが、タイでも苦いものは体にいいので、
食べられて良かったです」と話してくれました。

地震と火事を想定した
防災訓練を実施

６月３日（土）、越後ミチヨさん（清水一）に長寿祝
金30万円が大蔵村から贈呈されました。ミチヨさん
は大正６年生まれで、６月に100歳を迎えられまし
た。ミチヨさんの長寿の秘訣は、食べ物をたくさん食
べること。また、新聞を読むことを毎日楽しみにし
ているそうです。この日はご家族の方も集まり、ミ
チヨさんの百寿を祝いました。これからもどうぞお
元気でいてください。

山形市で大蔵村の魅力をPR

ボル的な存在となっており、さらに多くの
方に愛着を持ってもらいたいという願いが
込められているため。また、運行するバス
が2台あるため、1号・2号としました。

？
８月には装いを新たに「ラッピングバス」が
登場します。今回決定した愛称は、新しいラッ
ピングバスに表示されます。さて、どんなラッ
ピングバスになるのでしょうか…お楽しみに！
問合せ 	 役場総務課政策推進係
☎75-2111（内線214）
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６月12日（月）、豊牧で大蔵小学校４年生の児童32
名がきのこの植菌体験を行いました。この事業は、
やまがた緑環境税「みどり豊かな森林づくり推進事
業」を活用したもので、森林の持つ機能を学習する
ことを目的に毎年実施されています。四ヶ村森林活
用協議会の指導のもとナラなどのほだ木60本に電動
ドリルで穴をあけ、金づちを使ってなめことしいた
けの菌駒を植えつけました。秋には、前年の原木き
のこの収穫体験を実施する予定です。

５月31日（水）、翠明荘で最上広域消防の協力のも
と、総合防災訓練が行われました。夜間に震度５強
の地震が発生し、休憩室から火災が発生したという
想定で、初動動作の確認や利用者の避難誘導を実施
しました。今回の避難訓練では、少ない人数ながら
職員一人ひとりが迅速に対応し、約40名の利用者の
方の避難を完了させることができました。翠明荘で
は、様々な災害を想定して年間６回の防災訓練を行
っていますが、今後とも関係機関と連携をはかりな
がら訓練を重ねていくとのことです。

６月６日（火）～８日（木）の３日間、山形市七日町
の山形銀行本店で、大蔵村・肘折温泉展が行われま
した。銀行内ロビーには、
「ひじおりの灯」の灯ろう
やフォトコンテストの写真が展示され、訪れる方に
大蔵村の魅力をPRしました。また、大蔵村特産加工
組合の山菜や漬物、合同会社大蔵わさびの生わさび
の販売が行われ、大蔵村の新鮮な農産物を買い求め
るたくさんの方でにぎわいました。

むら美しく・人いきいき・キラリおおくら 10
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第５回
Rice planting

「米」という字は「八」
・
「十」
・
「八」に分けることができます。
これは、お米づくりが、八十八もの手順や手間がかかるからだと
言われています。昔は、家族や親戚が総出で何日も何日もかけ田
植えを行っていました。現在は、機械を使って行うようになりま
したが、それでも時間と手間がかかります。手間ひまがかかるお
米だからこそ、最後の一粒まで残さずきれいに食べたいものです
ね。
今回は、5月下旬から6月上旬にかけて行われた、田植え体験
の様子をレポートしました。秋の収穫が楽しみですね。

5.28

舟形町・大蔵村小学校陸上競技大会
5月31日（水）平年より気温が高い中、舟形小学校
グラウンドで、舟形町と大蔵村の合同陸上競技大会が開催
されました。この陸上競技大会は、子どもたちの交流と相互
の競技力の向上につなげるため、５年前から始まったものです。
競技に出場した5・6年生のみなさんの様子と入賞したみなさんの
成績をお知らせします。

大蔵村棚田米生産販売組合では、棚田米オーナーの
取組みを平成27年度から行っています。1口30kgの
棚田米を購入すると、年数回の農作業体験の特典があ
る制度です。
この日は小雨の降る中、山形市や仙台市、遠くは横
浜市から来村した棚田米オーナーの皆さんが、里のゆ
きの田植えを体験しました。棚田米生産販売組合の方
は「実際に、四ヶ村に足を運んでもらえることは、私
たちにとっての励みとなっています」と話してくれま
した。

（日）

滝の沢地区の棚田で、最上町の冒険家大場満郎さん
を迎えて、肘折・沼の台保育所の園児と保護者、四ヶ
村地域の皆さんで、田植えを行いました。
ぬかるむ田んぼに足を取られながらも、一つ一つ丁
寧に苗を植えていきました。また、田んぼにおたまじ
ゃくしを見つけ、
「おたまじゃくしは大きくなったら
何になるの？」と生き物にもふれあえる機会となりま
した。昼食には、四ヶ村のお母さん方が作ってくれた
ほお
『朴の葉巻き』を食べ、四ヶ村地域のさなぶりも存分
に味わうことができました。

6.6

（火）

13

己の限界を超えていけ！

5.29

（月）

大蔵小学校5年生の19人の児童が、総合学習の授業
の中で、田植え体験を行いました。白須賀地区の農地
保全の活動を行っている「白須賀地区環境保全会」の
協力のもとに毎年実施しています。
初めて田植えをするという児童がほとんどで、代掻
きがされた土の感触に驚きながら、田んぼに足を踏み
入れていました。田んぼの中の子どもたちに、保護者
から苗が投げて渡されると、バランスを崩し転んでし
まう一面もありましたが、泥んこになりながらも、楽
しそうに植えていました。
約400㎡の田んぼに植えられたひめのもちは、秋に
収穫しもちつきが行われる予定です。

６年男子
第４位

100ｍ
斉藤 東真

15秒7

６年女子
第３位
第６位

100ｍ
八鍬 友音
佐藤 歩希

16秒7
17秒2

５年男子
第２位
第５位

100ｍ
早坂 凌雅
丹
夢来

16秒5
17秒3

５年女子
第４位
第５位
第６位

100ｍ
信田陽菜乃
門脇 心春
後藤 舞依

17秒3
17秒5
17秒9

６年男子
第３位

1000ｍ
佐藤
鼎

4分02秒5

６年女子
第１位
第２位
第３位

800ｍ
半田さくら
大鳥 寧音
臼田菜々美

3分14秒9
3分17秒0
3分18秒5

５年男子
第１位
第３位

1000ｍ
早坂 凌雅
矢口伊武希

3分56秒7
4分30秒8

５年女子
第１位

800ｍ
門脇 心春

６年男子

走り高跳び

６年女子
第２位

走り高跳び
佐藤 史花

第３位

井上

最上地区小学校陸上競技大会
少女ジャベリックボール投げ
第１位

山科

紀楓

匠

16秒2

少女走り幅跳び
第６位 佐藤 歩希

3ｍ37㎝

走り高跳び
丹
夢来

５年女子

走り高跳び

第２位
第３位

信田陽菜乃
加藤
響

110㎝
100㎝
95㎝

６年男子 ジャベリックボール投げ
第２位 松田 葉琉 37ｍ18㎝
第３位 早坂 竣太 33ｍ05㎝
６年女子 ジャベリックボール投げ
第２位 山科 紀楓 27ｍ45㎝
５年女子 ジャベリックボール投げ
第２位 後藤 舞依 23m81㎝
第３位 早坂 未紗 22ｍ45㎝
６年女子

走り幅跳び
歩希

3ｍ29㎝

５年女子
第１位
第２位
第３位

走り幅跳び
加藤 楓音
長南
藍
加藤 日和

3ｍ00㎝
2ｍ35㎝
2ｍ33㎝

第１位

佐藤

男子4×100ｍリレー
第３位

3分08秒3

早坂
斉藤

凌雅、伊藤
東真、佐藤

倖河、
鼎

女子4×100ｍリレー
第３位 後藤 舞依、佐藤 歩希
八鍬 友音、半田さくら

80㎝
105㎝

６月３日
（土）新庄市陸上競技場

33ｍ37㎝（県大会出場）

少女５年 100ｍ
第６位 後藤 舞依

５年男子
第１位

少年走り幅跳び
第３位
第６位

伊藤
斉藤

倖河
東真

3ｍ48㎝
2ｍ96㎝

少年ジャベリックボール投げ
第５位 松田 葉琉 41ｍ37㎝
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大地震そして豪雨による災害。どのように対処する？

小 屋 久 好さん
瑞宝双光章を受章
ず い

ほ う

そ う

銅山川流域大規模土砂災害危機管理演習

こ う しょう

第

規模土砂災害に対する危機管理対応能力を向上することを目的に実施されました。

28

回危険業務従事者叙勲にて、元山形

県最上広域市町村圏事務組合消防監の小屋

久好さん（季の里）が、消防の功労として

月に最上広域市

4

瑞宝双光章を受章されました。

46

年

24

小屋さんは、昭和

町村圏事務組合消防本部に入庁し、平成

年間の永きに亘り、

年 月には最上広域市町村圏事務組合消防

長に就任されました。

最上地域の安全を守るべく消防活動に尽力

さ れ ま し た。 小 屋 さ ん は、「 瑞 宝 双 光 章 を

受章できたことは、大変ありがたく光栄の

極みであります。これは内助の功はもちろ

んですが、消防職員並びに関わった皆様方

のご指導・ご協力・ご鞭撻のおかげと深く

感謝申し上げます」と喜びを語ってくれま

した。誠におめでとうございます。

41

4

6月14日(水)、肘折いでゆ館で銅山川流域大規模土砂災害危機管理演習が開催されました。国土交通省・
山形県・大蔵村および関係機関の防災担当者が一同に会して災害対応行動について相互に確認・検証し、大

演習参加機関
国土交通省東北地方整備局、同新庄河川事務所、山形地
方気象台、山形県危機管理課、県砂防・災害対策課、県最
上総合支庁、山形県警察本部、新庄警察署、最上広域消防
本部、山形県建設業協会最上支部、防災エキスパート、最
上川・赤川水系砂防ボランティア協会、大蔵村

想定の状況
① 5月下旬に新庄市を震源とするマグニチュード7.0の地
震が発生。大蔵村では震度6弱を観測
② 7月中旬、梅雨前線の影響により雨が強くなり、大雨
注意報を経て大雨警報となる
③ 土砂災害警戒情報が発表
④ 土砂災害緊急情報が発表

１
■

「日本で最も美しい村」

想定の災害現象

フォトコンテスト2017作品募集

① 銅山川流域2箇所で大規模な土砂崩落により河道が閉塞
② 大規模地すべりが発生
③ 大蔵村及び近隣町村で同時に土砂災害が多発

「日本で最も美しい村」連合では、日本全国の連合加盟地域（30町25村8地域）で撮影された作品を募集
します。生活の営みにより形成されてきたその土地ならではの景観・環境や地域の伝統文化が伝わる写真な
ど、小さくても輝くオンリーワンを持つ町や村、地区の情景を是非ご応募ください。
応募テーマ

想定した状況に対して、進行者からさまざまな質問が投
げかけられ、演習参加者がその質問に回答するという学習
型演習という手法で、4つのステージに分けて演習が実施

２
■

「日本で最も美しい村」の情景
― 生活の営みと景観、文化 ―

されました。
山形地方気象台からは気象状況の発表の仕方、国や県、

応募締切

村その他関係機関それぞれの状況に応じた対応の仕方が検
討・発表されました。土砂災害警戒情報を受けて避難勧告
等はどのように行うか、村から警察や消防に支援要請があ
った場合には、どのような対応をするかなど、本番さなが

8月18日(金)午前10時まで
応募方法
インターネットによる応募
http://utsukushii-mura.jp/

らの訓練が行われました。また、東北地方整備局防災ヘリ
「みちのく号」による災害現場の広域ヘリ調査の演習も実

賞品及び賞金
◦グランプリ（1点）カメラ・賞金10万円
◦特選（3点）三脚・ストラップ・賞金3万円
◦佳作（6点）バックパックまたはショルダーバック
◦入選（9点）ポータブルドライブ
◦「日本で最も美しい村」賞（63点）
PHOTO「日本で最も美しい村」
連合フォトコンテスト2016グランプリ作品
馬瀬大花火の夜
（馬瀬）Hiroshi Sugiyama
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問合せ

役場産業振興課商工観光係
☎75-2105（内線231）

３
■

1
2
3

（写真）新庄河川事務所提供
河道閉塞に対する対応の検討の様子
住民の避難指示について検討の様子
みちのく号による緊急調査の様子

施され、明大グラウンドから銅山川沿いに飛行しました。
新庄河川事務所の窪田調査課長は「各関係の機関が一同
に会したことで全体的な防災対応についての理解向上の機
会となりました。今後も継続して土砂災害等に対する演習
を実施していくことで、緊急時の対処の方法がさらに身に
つくことを期待しています」と話してくれました。

むら美しく・人いきいき・キラリおおくら 14
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大蔵村

～おおくら楽々収集～

今年から、粗大ごみの回収の仕方が変わりました！各家庭の玄関先まで、粗大ごみの回収にうかがいます。
初めての「おおくら楽々収集」の様子をお伝えします。

〈粗大ごみ収集の方法〉
役場健康福祉課へ
電話でお申込みく
ださい。料金をお
知らせします



収集日を役場
よりお知らせ
します



この日は、ファンヒーターとビデオデ
ッキ、マッサージチェアの回収を行いま
した。利用された方からは、
「マッサー
ジチェアは重くてリサイクルプラザまで
運ぶことができなかったので、家まで粗
大ごみを回収に来てもらえてよかった」
との声をいただきました。
回収された粗大ごみは、リサイクルプ
ラザもがみへと運搬されます。みなさん
もぜひ、
「おおくら楽々収集」をご利用
ください。



収集日当日、玄
関先に粗大ごみ
を運んでくださ
い



収集委託運搬業
者が粗大ごみを
回収します

くのは、私だ。
大蔵村の「未来」を拓

問合せ

役場健康福祉課健康衛生係

☎75-2104（内線272）

９

固定資産評価審査委員会委員

伊
藤 美 恵 子 さん
（清水三）
６月 日付け 選任

もとしたいづみ
荒井 良二

﹁すっぽんぽんのすけ﹂

作
絵

「はやくパンツをはきなさい」

というけれど、おふろあがりは

はだかがいちばんといって外に

とびだしてしまいました。すっ

ぽんぽんのすけにへんしんです。

ねこのみいちゃんをたすけるた

めにすごいスピードではしった

り、にんじゃにコチョコチョこ

うげきされますが、なんとかえ

しのじゅつをつかい、みいちゃ

あなたの家にもすっぽんぽん

んをたすけだします。

のすけはいるでしょうか？かぜ

にはごちゅういください。

※中央公民館で借りられます。

読み聞かせ時間「３分」。
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粗大ごみに料金
分の粗大ごみス
テッカーを貼っ
てください

欠員になっておりました、固定資産
評価審査委員に伊藤美恵子さん（清水
三）が選任されました。
固定資産評価審査委員は、中立的・
専門的な立場から固定資産台帳に登録

試験区分

採用予定人員

受験資格

一般行政職

2名

昭和63年4月2日以降に生まれた方で、高校卒業以上の学歴（卒業見
込み者を含む）を有する者

保育士

1名

昭和53年4月2日以降に生まれた方で、保育士の資格及び幼稚園教諭
免許を有する者、または平成30年3月までに資格免許取得見込みの者

歯科衛生士

1名

昭和53年4月2日以降に生まれた方で、歯科衛生士の資格を有する者、
または平成30年3月までに資格取得見込みの者

看護師

1名

昭和53年4月2日以降に生まれた方で、看護師免許を有する者、また
は平成30年3月までに資格免許取得見込みの者

試験日程
１次試験
日程 9月17日（日）
場所
内容

大蔵村中央公民館
初級教養試験/職場適応性検査

２次試験
日程 10月下旬

内容 作文試験/人物試験
※第1次合格者に通知します

受験手続き
受験申込用紙は、大蔵村役場総務課で交付します。また、大蔵村のホームページからもダウン
ロードできます。ダウンロードして印刷する場合は、必ずA4判の白紙に黒色で印刷してください。
郵便で請求する場合は、封筒の表に赤字で「採用試験申込用紙請求」と書き、120円切手を貼
った宛先明記の返信用封筒（角形2号）を同封して大蔵村役場総務課へお送りください。

された価格に関する不服の審査及び決
定を行い、固定資産税の課税の公平を
保つため、議会の同意を得て村長より
選任されます。平成31年3月31日までの

合格から採用まで
最終合格者（第2次試験合格者）は、身体検査を行って採用内定となりますが、任命の日から
6か月間は条件付採用期間となります。

任期となります。どうぞよろしくお願
いします。

問合せ

役場総務課総務係

☎75-2111（内線211）

村ホームページ http://www.vill.ohkura.yamagata.jp/
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ゆめりあ夏休み子ども映写会
～大きなスクリーンでみてみよう～

◎日時

７/8
（土）、７/9（日）、
７/15
（土）9：00～16：00
◎場所 友愛園
◎内容 山野草の展示販売、エ
プロン各種・作務衣・
小物類・桐箱・木工製
品等の作品販売、施設
内見学、抹茶コーナー
新庄市大字仁間字野際
問
友愛園
□
285（旧職業訓練校）223−4516

◎日時

登録説明会の開催
正社員を目指す方を応援します！

7/22
（土）10：00～15：00
保護者・招待者・中学生公開

−

−

19

お悔み申し上げます

①自衛官候補生
募集資格：18歳以上27歳未満
試験日：男子 9/16（土）
女子 9/23（土）～9/26
（火）のうち1日
②一般曹候補生
募集資格：18歳以上27歳未満
試験日：9/16（土）～9/18（月）
③航空学生
募集資格：高校卒業（見込含む）
21歳未満
試験日：9/18（月）
◎募集締切 9/8（金）
問 自衛隊新庄地域事務所 222−5057
□

28 25 20 18

8

30

9

6

4 3 1

地区
赤 松

お名前（年齢） 世帯主
中島カキエ（93）幸

生

白須賀 早坂チュウギ
（90）竹千代
清水三 髙橋

秀勝（86）文

雄

○届出の際に、掲載希望の確認
を行っています。担当窓口に

花火を夜空に打ち上げませんか？

お申し出ください。

結婚 ･ 出産 ･ 還暦などのお祝いの気持ちを込めて、成人 ･ 年祝いなど
の記念に、大蔵村の夜空に花火を打ち上げてみませんか？お申込みは
個人・団体・村内外を問いません。
皆様のご応募をお持ちしています！

▏花火価格の一例（消費税込）
▕ 申込締切 7/14（金）
5号玉
10,000円 8号玉昇り曲導付き 25,000円
赤ちゃん号
10,000円 尺玉昇り曲導付き 45,000円
6号玉昇り曲導付き 15,000円 スターマイン
50,000円
7号玉昇り曲導付き 18,000円 感謝玉（弔い花火）10,000円～
申込み  大蔵村花火大会実行委員会（もがみ南部商工会大蔵事務所内）
☎ 75-2162 / FAX 75-3085

ウド山斎場ご利用についてのお知らせ

世帯数
人口
男
女
出生
死亡
転入
転出

1,088戸 （1,090戸）
3,382人 （3,479人）
1,670人 （1,713人）
1,712人 （1,766人）
男 0人
女 1人
計 1人
1人
3人
4人
1人
1人
2人
8人
8人
16人

※平成29年5月末現在 （ ）内は昨年同期

放射線の測定・
検査結果を公表します
大蔵村空間放射線量測定結果

測定日：平成２9年6月19日
（月）
（単位 : μ Sv/h）

ウド山斎場の老朽化に伴う、火葬炉の修繕工事を下記の日程で行
うことになりましたので、お知らせいたします。工事期間中につき
ましては、火葬炉1基のみの運用となり、皆様にはご不便をおかけ
しますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
─ 火葬炉の改修工事期間 ─
平成29年7月1日(土)～8月5日（土）
原則、午前9時・午後1時のみの利用となります。
※斎場のご利用につきまして、事前に電話等での予約受付は行
っておりませんので、ご利用の際は届出書をお持ちのうえ住
民税務課窓口までお越しください。

測定場所 大蔵中学校グラウンド
地上高

地上50㎝

地上1m

測定値

0.04

0.05

q測定方法：地上50㎝と1mの高さで
測定しました。
q測定機器：シンチレーション式サー
ベイメータ

お願い
6月1日よりウド山斎場が敷地内禁煙となりました。
ご理解とご協力をお願いします。
問合せ  役場住民税務課住民係

☎75-2103（内線262）

むら美しく・人いきいき・キラリおおくら 18
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31

7

時まで

30 30 3

自衛官等募集

６月の日誌

21

◎日時 7/30（日）13：00～17：00
◎場所 ゆめりあ
問 自衛隊新庄地域事務所 222−5057
□

日㈭〜◦肘折温泉渓流つり月間
日㈯ ◦ 鍵金野パークゴルフ場開場式
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

16 11 1

29

30

７月の予定

30

2

日㈰ ◦大蔵村消防団操法大会
◦温泉ドクターアドバイス
日㈬ ◦ 第２回大蔵村公式ワナゲ交流大会
日㈮ ◦肘折温泉開湯祭
日㈰ ◦温泉ドクターアドバイス
日㈫ ◦行政相談
日㈯〜◦ひじおりの灯
日㈮～ 日㈰
◦おおくら葉山塾

30 31

新庄市夜間休日診療所

22

18

28 22 18 16 14 12

（5月16日〜6月15日届出分）

◎日時
◎場所
◎対象

8/8（火）10：10～15：50
県立農林大学校
県内中学生約10名
保護者の同伴参加可
◎参加費 500円（昼食込み・
保護者参加も同額）
◎内容 果物・野菜の収穫や加
工体験等の農林業体験
◎申込方法 参加申込書を郵
送・ＦＡＸまたは農林
大ホームページから
◎申込締切 8/1（火）
申□
問 農林大学校教務学生担当
□
ホームページ http://ynodai.ac.jp/
222−1527

戸籍の窓

日（月）午後

平成29年度新南祭（学校祭）
Circle of happiness～地域を結ぶ幸せの輪～

8/9（水）19：30〜

月

山形県ではこれから働こうとする
女性一人ひとりのニーズに応じた
就職のワンストップ支援窓口「マザ
ーズジョブサポート山形」の相談員
が県内各地に出張し、
セミナーの開
催や仕事と家庭の両立に関するお
悩み相談会を開催します。お子様
と一緒に、
お気軽にご参加ください。
◎日時 7/28（金）10：30～11：30
セミナー おしゃべりcafé
（子どもを預けて仕事をするって…）
13：00～15：00個別相談会
◎場所 ハローワーク新庄
◎対象 就職を考えている子育
て中の女性
※セミナー参加のみ事前申込が

第34回大蔵村納涼花火大会

農林業体験教室参加者募集

自衛官採用制度説明会

マザーズおしごと相談会in新庄

山形県内で正社員を希望する
求職活動中の非正規労働者、求
職者を対象に研修やキャリアカウン
セリング、職業紹介、職場定着支援
まで一体的支援を実施する山形県
の事業です。費用はかかりません。
◎日時 ７/14
（金）10：00～
◎場所 新庄市民プラザ
◎対象 45歳未満の求職活動中の
非正規労働者・求職者
申□
問 キャリアバンク株式会社
□
2023−633−5608

13 8 12

7/31（月）～8/4（金）
10：00～15：20
それぞれ4回上映
◎場所 ゆめりあ内ホール・アベージュ
◎入場料 無料
◎内容 日本むかしばなしなど
◎対象 子どもさんを対象としま
すが、ご家族でどうぞ
◎定員 毎回93名
問 最上広域交流センター
□
ゆめりあ事務室 228−8888

必要です。セミナー受講中や
相談中は同室で保育スタッフ
がお子さんを預かります。
問 マザーズジョブサポート山形
□
2023−665−5915

今月の役場窓口延長

第24回友愛園福祉まつり

◎日時

広報

No.695

7/23（日）10：00～14：00
一般公開
◎場所 山形県立新庄南高等学校
◎内容 文化部の作品展示・発表、
生徒会企画、
クラス企画、
ステージ発表、金山校の
取組み、
模擬店など
※ご来場の際は、内履きをご持
参ください。
問 県立新庄南高等学校 222−1547
□

INFORMATION

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

今月の納税
（納期限７月 日）、固定資産税（第２期）
・国民健康保険税（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。
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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

林

り

さ
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あや

睦 空くん
（慎也）

ウルトラマンとチョコレート

（合 海） 小

★すきなもの
ダンスとバナナ

（通 り） 後

藤 咲 絢ちゃん
（裕樹）

おおくらくんがみつけた

むらの
み�どご
おもし�どご

見て見て♪

今月の﹁みっどご︑
おもしぇどご﹂

⑮ 夏山塚

合海の坂の上にある
夏山塚に来たよ！
ここは︑お殿様がいる時代
には狩りをしていた場所
だったんだって︒

さてと！ひと休みして︑
次はどこにお散歩に行こうかな〜

最上川が一望できるよ︒
夕日が沈む頃は
もっときれいだろうな〜
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