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第69回大蔵村成人式

SnapShot

成人式と大蔵小学校卒業
の時に埋めたタイムカプ
セルの開封の様子をお伝
えします

1

8月14日（月）、中央公民館で第69回成人式が開
催されました。今年度成人を迎えたのは、平成９
年・10年生まれの23名の皆さんです。当日の式で
は、華やかなドレスやスーツ姿で久しぶりに会う友
人と記念写真を撮ったり、懐かしい思い出を語り
あったりしていました。
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今年も成人式をむかえたみなさんからアンケートにご協力いただきました
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SnapShot

Thanks
時に厳しく、時に優
しく育ててくれた両親
に伝えたい。
「育てて
くれてありがとう」両
親のおかげで今は大学
で学ぶことができてい
ます。
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123 力の限り
がんばった中学3
年生時の運動会
4 中総体の壮行式
5 2年生時の修
学旅行 6 歌声と
心 を ひとつ に 大
中祭での合唱

成人になった私から 伝えたい想い

私は現在も実家で暮
らしています。生まれ
たときからずっとお世
話になっている、お父
さんとお母さんにあり
がとうの気持ちを伝え
たいです。
あん な

まずは、家族みんな
両親に大変な時も見
守ってくれてありがと にありがとうと伝えた
うと伝えたい。また、 いです。自然がいっぱ
柴田先生のおかげで英 いある大蔵村が大好き
語が好きになりました。 なので、大蔵村にもあ
言語を生かした仕事に りがとうと伝えたいで
す。
就きたいです。
ち なつ

ま

ほ

家族みんなにありが
とうこれからもよろし
くと伝えたいです。今
は理学療法士になるた
めの勉強をしているの
で、将来は地域の役に
立ちたいです。
め

い

松 田 貴 寛さん
（合海） 早坂 杏 奈さん
（清水2） 早坂 知夏さん
（白須賀） 矢 口 真 帆さん
（合海） 片 見 芽 生さん
（烏川）
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Q

性別を教えてください

女子
9人

男子
8人

今後、大蔵村に住みたいですか？
住みたく
ないが住む
だろう 2名

ぜひ
住みたい
7名

考えていない
6名

Q

住みたいが住めない
だろう 2名

今、大蔵村に住んでいますか

いいえ
8人

成人式をむかえたみなさ
んの中学生の頃の懐かし
い思い出をふりかえって
みましょう

たか ひろ

1 新成人としての誓いを述べ
る安彦駆さん
（合海）24 懐
かしい友人たちとの記念撮
影 3 親子で記念撮影 5 成
人式の司会進行を務めた小
野世雅さん
（合海）6 成人に
なった友人に宛てた手紙を
見せ合い思わず笑顔に 7 タ
イムカプセルに入れた小学
校の思い出とともに

Q

はい
9人

Q

大蔵村の自慢や誇りに思うところ
◦自然が豊か、平和
◦給食がおいしい
◦人がいい
◦食べものや空気がおいしい
◦夜が静かで落ち着くところ

◦住み慣れた場所だから住みたい！
◦自然が豊かなので、住みたい！
◦地元就職なので、住むことになると思う
◦就職が県外なので住めないと思う…
◦将来どこで働けるか分からないから未定

Q

大蔵村の嫌いなところ不足しているところ
◦自然が減ってきたところ
◦人口が少ない、少子化
◦若者が少ない
◦コンビニが欲しい
◦お店が少ない
◦虫が多い
◦電車がない、交通の便が悪い
◦海が遠い
◦人を引き込む力が不足

Congratulations

Q

これからやりたいことや夢はありますか？
◦舞台スタッフになること
◦お金持ちになる、ガンガンお金を稼ぐ
◦調理師としてがんばります
◦保育士になること
◦水産資源関連か大手熱帯魚製品メーカーに勤めたい
◦地元の人々から信頼を得たい
◦公務員になり行政で働きたい
◦両親に家を買うこと
◦大蔵村で老後を過ごしたい

Q

大蔵村の課題はなんだと思いますか？
◦電車がない、交通の便が悪いところ
◦子どもが少ないので子どもを増やす
◦人口減少をくい止めること
◦コンビニを建てる
◦お店を増やすこと
◦企業を呼ぶこと
◦税金を安くすること

Q

もし村のために○○○万円使えるとしたら？
◦100万円を子ども手当てにする
◦2,000万円でコンビニを建てる
◦100万円でトイレを新しくする
◦100万円でトイレを増やす
◦999万円で木をふやす
◦1,000万円で巨大都市にしたい

成人になった君たちへ 恩師からのメッセージ

大蔵小学校

大蔵中学校

大蔵中学校

６年担任

３年主任

３年担任

高橋 欣正 先生

横田 政美 先生

柴田 佳一 先生

大事なのは、「自分はこれをやりた
い」というものを見つけることです。
辛いと思うときは周りに支えてもらい
ましょう。必ず大きな実を結びます。

これから楽しいときもあれば、辛い
ときもあります。「何も咲かない寒い
日は、下へ下へと根をのばせ」新たな
一歩を踏み出してください。

大人になることは自由もありますが、
責任もあります。自由と責任を自分の
中で確認して、一歩一歩前へ進んでい
ってください。

むら美しく・人いきいき・キラリおおくら
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クマに注意！
クマの目撃情報が多発しています！
近年、大蔵村でもクマの目撃情報が増加しています。平成27年には6件、平成28年には7件、今年は8月
半ばまでで9件のクマの目撃情報が村に報告されています。実りの秋をむかえる前に、クマについて知るこ
とでクマと人のトラブルを減らしていきましょう。

2 クマの食べもの
クマは植物性に偏った雑食性です。ハチミツも好
物です。春から夏は、ブナなどの樹木の新芽やキイ
チゴなどの果実や山菜などを食べ、夏はアリや八チ
などの昆虫類や果実を食べます。秋になるとブナの
実や栗、どんぐり、柿などを食べます。
3 今年もブナの実が凶作の予想
秋のクマの食べものとなるブナの実が凶作の予想
となっています。過去において、ブナの実が凶作の
年にはクマは食べものを求めて行動範囲を広げ、本
来の生息地を離れ人里へ近づいたことにより、クマ
の目撃件数が増えています。
県内でのクマ目撃件数︵件︶

ブナの実
凶作

600

ブナの実
凶作

500
400

ブナの実
凶作

ブナの実
凶作

300

100
H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

ツキノワグマの目撃件数と県内のブナの凶作との比較
（山形県より資料提供）

4 クマの出没を防止するために
クマによる人身被害や農作物被害を防止するため
には人里に近づかせないことが重要です。
◦住宅の近くや農地に接する森林は、クマが身を隠

村内の農作物被害（H26） 左：水稲

右：とうもろこし

5 クマとの出会いをさけるために
◦出没情報のあったところになるべく近づかないよ
うにしましょう。

２つのイベントを写真と
ともにお伝えします。

◦早朝や夜間はクマが活発に活動します。出会う可
能性が高くなるので注意しましょう。
◦見通しの悪いところや沢などの狭いところは注意
しましょう。
6 サルやイノシシの農作物被害にも注意!
近年では、サルやイノシシに

の畑のネギやサツマイモ、じゃ
がいもを食い荒らされるなど深

刻な農作物被害が発生していま
す。サル対策のためには防護柵の設置が有効ですが、
まずは屋外に野菜のクズを捨てないようにし、農作
物の捨てづくりをやめることが大切です。また、口
ケット花火で追い払う方法もあります。

問合せ  役場産業振興課農政係

5

大蔵村
夏の1ページ

８月上旬に行われた村内の

よる農作物被害が村内各地で発
生 し て い ま す。 特 に、 サルは
今年に入ってから50頭以上の
目撃があると同時に、1,200㎡

200

0

◦人がおいしいものはクマもおいしいです。収穫後
の農産物などは屋外に放置したままにしないよう
にしましょう。

★★★ ★★★★★
★★
★★
★
★
★
★

★★★★
★★
★★★
★
★★
★
★
★
★
★

り、人間よりも速い時速40㎞以上で走ることもで
きます。泳ぎも得意なため、川を渡ることもできま
す。成獣のツキノワグマは体長110㎝〜150㎝、体
重80㎏〜120㎏程度です。

の進出を抑止しましょう。
◦柿や栗などはクマのエサとなります。放置せず、
早めに収穫し適切に処理するようにしましょう。

★★★★
★★
★★★
★
★★
★
★
★
★
★

と、わずかなにおいもかぎ分けることのできる嗅覚、
さらに優れた運動能力をもつ大型の動物です。木
登りや穴掘りのための強い力と鋭い爪を持ってお

しながら移動できる環境になるときがあります。
一定範囲の森林の間伐や下刈りなどを行い、クマ

★★★★★★★
★
★★
★★
★
★
★
★

1 クマってどんな生きもの?
クマは小さな音でも聞き分けることのできる聴覚

☎75-2105（内線232）

第34回大蔵村納涼花火大会

8月10日（木）、大蔵村納涼花火大会が開催されま
した。台風の影響で1日延期しての開催となりまし
たが、村内外から見物客が集まり2,000発の花火を
楽しみました。花火の打ち上げ前には、メゴ★キッ
ズohkuraダンススクールによるダンスや大蔵中学
校吹奏楽部による演奏が行われ、観客を楽しませて
くれました。また、村の特産品などが当たる大抽選
会が行われ、たくさんの人で賑わいました。運営に
携わっていただいた商工会青年部、交通安全協会、
消防団、関係者の皆さんありがとうございました。

第14回四ヶ村棚田ほたる火コンサート

8月5日（土）、豊牧地区の棚田で四ヶ村棚田ほた
る火コンサートが開催されました。村内外から900
人の方が訪れ、ピアノとオカリナの演奏が棚田に響
き渡る幻想的な夜を過ごしました。今年のコンサー
トはピアニストの小林真人氏とオカリナ奏者のえん
じろう氏をむかえ、「蛍火幻想」などのオリジナル
曲が演奏されました。また、大蔵中学校1年生がオ
カリナの演奏や募金活動、ほたる火点灯などコン
サート運営に協力してくれました。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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夏の風物詩
～仮装盆踊り大会～

大きく育ってね！
四ヶ村で魚の放流

みんなで楽しむマーケット
全日本6人制バレーボール
クラブカップ女子選手権大会に出場

肘折温泉湯坐神社祭初日の８月16日（水）、仮装盆
踊り大会が開催されました。仮装参加者53名は、マ
ンガのキャラクターやスポーツ選手、映画の主人公
ふん
などに扮し温泉街を踊り歩きました。日露青年交流
事業として、ロシアのハバロフスクから参加したエ
レナさんは「見ると簡単そうですが実際に踊ると難
しい。でも楽しい。また、肘折の自然は素晴らしく、
温泉は言葉に言い表せないぐらい感動した」と流暢
な日本語で話してくれました。

宝くじ助成金で
コミュニティ活動活性化

８月６日（日）、四ヶ村地区の赤松川上流で、ヤマ
メの放流が行われました。これは、地域の活性化と
農村環境資源保全のために毎年実施されているもの
です。保育園児から中学生までの子どもたちと保護
者など30名で10センチ前後のヤマメを川へ放流しま
した。子どもたちはバケツに入ったヤマメに興味
深々な様子で、ヤマメの色や形を観察していました。
放流されたヤマメは元気よく川の中へ泳いでいきま
した。

肘折の自然や暮らしを灯籠に

７月29日（土）、もがみ南部商工会大蔵事務所前で
「みんなで楽しむ、みんなが嬉しいコミュニケーショ
ンマーケット」をテーマにおおくらdeマルシェが開
催されました。村内外からトマトやにんにく、りん
どうなどの農産物、揚げパンやジャムなどの加工品、
手作り品を扱う15店が出店しました。小雨の降る中
ではありましたが、近隣市町村からもたくさんの方
が来場され、出店者との会話を楽しみながら品物を
買い求めていました。

村の達人から学ぶ生きる力

７月21日（金）、大蔵村に本拠地を置く社会人バレ
ーボールチーム「Mint」に、村よりスポーツ振興奨
励金が贈られました。６月に酒田市で開催された平
成29年度バレーボールクラブカップ女子選手権大会
山形県予選会の６人制の部で優勝し、山形県代表と
して８月10日（木）から福岡県で開催された全国大会
にも出場しました。これからもぜひ活躍してほしい
ですね。

5年目となる未来塾今年も開塾

大坪地区自治会で、一般財団法人自治総合センタ
ーから宝くじの助成金を受けて、法被や帯、のぼり
旗、紅白幕などのお祭り用の備品を整備しました。
この助成事業は、地域社会の健全な発展と宝くじの
普及広報を図るために行われているものです。８月
14日
（月）
に開催された大坪祭りでは今回整備した用
品を使用し、大坪地区の青年団が中心となり、約40
軒の家を一軒一軒豊年万作・家内安全を祈り、練り
歩きました。

7

夏の温泉街を灯す「ひじおりの灯」が今年で11年
目を迎えました。肘折地区が主体となり東北芸術工
科大学卒業生有志の方々と実施しています。８月11
日（金）には、新作灯籠10点の製作者が一斉に集い、
絵語り・夜語りが行われました。灯籠は絵の具や木
版画、写真など様々な方法で、水の恩恵や肘折に暮
らす人々など肘折温泉の印象をもとに作られていま
す。９月18日（月）まで開催していますので、夏の夜
を彩る灯籠をぜひご覧ください。

７月28日（金）～７月30日（日）の３日間、肘折祓川
周辺で第20回おおくら葉山塾が行われました。小学
６年生の９名が参加し、葉山への登山やイワナ釣り、
川下りなどの自然プログラムを体験しました。達人
の指導のもと、カッターで竹の棒を真剣な表情で削
っていき、オリジナルの箸を作りました。２日目の
昼食では、流しそうめんが行われ、子どもたちは自
分で作った箸でそうめんをおいしそうに頬張ってい
ました。

７月29日（土）、中央公民館で村の学習教室「未来
塾」の開塾式が行われました。学習意欲の向上と学
力向上を目的に村が開設して５年目になります。今
年は、中学生67名、小学５・６年生37名が参加して
います。英語と数学の２教科を中学１・２年生は毎
週月曜日に計20回、中学３年生は毎週土曜日に計28
回受講します。小学生は算数を夏休みと春休みを利
用して３月まで計16回受講します。

むら美しく・人いきいき・キラリおおくら
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ポリ塩化ビフェニル
（PCB）
の処分期限が迫っています
〜昭和47年以前に製造されたPCBはありませんか？〜

荒廃農地は、農地が本来もっていた保水能力
や土砂崩れ防止の機能、多様な生きものを育む
などの多面的機能を十分果たすことができない
状態にあります。また、病害虫や鳥獣被害の発
生・拡大、水利施設管理への支障といった営農
面での悪影響が懸念されています。そのため、
荒廃農地を再利用する取り組みが進められてい
ます。この交付金は、荒廃農地の再利用を促進
するための事業です。

どんなものにPCBが使われているの？

ポリ塩化ビフェニル（PCB）とは？

変圧器や蛍光灯の安定器、電子レンジ等の家電用

PCBは、人工的に作られた主に油状の化学物質で

す。燃えにくく、不燃性が高いことから電気用の絶

コンデンサー、パネルヒーター、油圧オイルや真空

されました。しかし、発がん性などのおそれがある

式複写機など

ポンプ油の潤滑油、ノンカーボン紙（溶媒）、電子

縁油、熱交換器の熱媒体、感圧複写紙等に広く利用
ことから昭和47年に製造が禁止されています。
PCB廃棄物とは？
PCB廃棄物は、ポリ塩化ビフェニルやポリ塩化ビ

フェニルが塗装されたり染み込み、付着したものな

変圧器

どです。PCB廃棄物は、難分解性で人の健康および

コンデンサー

PCB廃棄物は平成34年3月31日までに処理をし

別管理産業廃棄物に定められています。

なければなりません。ポンプ場（揚水機施設）を改

PCBの毒性

修や廃止したときに出てきた変圧器やコンデンサー
はありませんか？地区の公民館や集会施設、古い会

脂肪に溶けやすい性質から、慢性的な摂取により

社事務所などの照明についている安定器はありま

体内に徐々に蓄積し、様々な症状を引き起こすこと

せんか？PCB廃棄物は管理者が処理を行うことに

が報告されています。 一般にPCBによる中毒症状

なっています。気になる施設を確認していただき、

として、目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着、塩素ニ

ご不明な点は下記にお問合せください。

キビ、爪の変形、まぶたや関節の腫れがあります。

問合せ  役場健康福祉課健康衛生係

☎75-2104（内線272）

﹁だれがいちばん
はやいかな﹂

作・絵 マイケル・グレイニエツ
訳 いとう ひろし

めんどりとねこと うさぎと う

まがだれがいちばんはやいのかは

なしをしています。それを聞いた

かたつむりもきょうそうにまざり

とびだしました。みんながおいか

けてこないのでおなかがすいたう

まはくさをたべはじめました。た

べだしたらもうとまりません。う

さぎにこされてもきがつきません。

さて、だれがいちばんはじめにゴ

ールにたどりつくのでしょうか。

※中央公民館で借りられます。

30

秒」

☎023−630−2177
（内線213）
☎75−2111

読み聞かせ時間「２分

問合せ 

ました。ことりの「よーいどん」
の

平成２９年
就業構造基本調査を実施します

県統計企画課生活統計担当
役場総務課政策推進係

安定器

PCB廃棄物の処分期限が迫っています

生活環境に被害を生じさせるおそれがあるため、特

あいずでしゅっぱつです 。うまが

※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。

９月３日（日）は、県民河川愛護デーです。

大蔵村環境衛生通信

国民の就業・不就業の状態を調査し、雇用政策
や経済政策などの各種行政政策立案の基礎資料を
得ることなどを目的に実施します。調査へのご協
力をお願いします。
◆調査期日 平成29年10月１日現在
◆調査対象 指定調査区の中から無作為抽出で選
定された住居の15歳以上の方
◆調査内容 出生の年月、教育の状況、育児・介
護の有無、仕事内容、1週間あたり
の就業時間など
◆調査方法 県知事が任命する調査員が直接伺い、
調査票を配布し、インターネットに
よる回答または記入済みの調査票を
回収します。
◆結果の公表 平成30年7月末までにインター
ネットにより公表する予定
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耕作放棄地再生利用緊急対策交付金
荒廃農地を引き受けて作物生産を再開する農業者、農地
中間管理機構、農業者等の組織する団体等が行う再生作業
や土づくり、作付け、加工・販売の試行、必要な施設の整
備等の取り組みを総合的に支援します。平成30年度まで
の制度となりますが、事業実施のためには今年度中に再生
利用実施計画書を提出する必要があります。

─ 事業のイメージ ─

支援内容
① 障害物除去等及び土づくりの再生作業を一体的に支援
◦定額支援 50,000円/10a
ただし、認定農業者や認定新規就農者などの中心経
営体に集約する場合は60,000円/10a
◦定率支援（重機を用いて行う場合）
当該作業に係る事業費の1/2以内
② 障害物除去、深耕、整地がされている農地の土壌改良
25,000円/10a
③ 導入作物の絞込みや作付けの営農定着
25,000円/10a
④ 農道や農業用機械、施設等の整備
事業費の1/2以内
⑤ 実証ほ場の設置・運営、試験販売等
定額

（作業前）荒廃農地


トラクターや重機等で、草木やその根
っこなどの障害物を除去し、耕起や整
地などを行う



対象となる条件等
① 農地の賃借等契約により、土地所有者にかわり再生作
業を行い、5年以上耕作することが見込まれること
② 再生作業を行うにあたって、再生費用が10aあたり
100,000円以上を必要とする荒廃農地であること
③ 荒廃農地調査で「A分類」と判定された農業振興農用地
区域内の農地であること

（作業後）再生
問合せ  役場産業振興課農地係
☎75-2105（内線233）

むら美しく・人いきいき・キラリおおくら
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山形県下水道協会
第27回排水設備工事責任技術者
県内統一試験について
山形県商工会等職員採用試験

自衛官等募集

誰かのために何かしたい想いを
カタチへ
◎とき 10/5（木）13：30～
◎場所 ハローワーク新庄
◎対象 介護分野に興味があり、
就労へのヒントを探し
ている方など
問 山形県福祉人材センター
□
2023−633−7739
3

8
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人権擁護委員は、市町村長が推薦し法務大臣が委嘱した民間のボランテ
ィアです。人権擁護委員は、地域の皆さんから相談を受け、問題解決の
お手伝いや法務局職員と協力して地域の皆さんに人権について関心をもっ
てもらえるような啓発活動を行っています。
どんな制度？
人権擁護委員の制度は、昭和23年にスタートした歴史ある制度です。
人権尊重の理念を国民に広めるため、法務局職員と共に人権相談や救済
のための活動や、人権教室や講演会など地域に密着した啓発活動をしてい
ます。

○日時：9月30日（土）
11：45〜14：30
○場所：翠明荘駐車場
（雨天時はデイサービスで開催）
○内容：歌や踊りの催し、芋の子汁
やたこ焼き、わたあめ、ア
イスクリーム、金魚すくい
などの模擬店
皆さんふるってご参加ください！

戸籍の窓

わたしたちの身近な相談所
毎日の生活の中で様々な悩みや心配ごとを持ったり、差別を受けたり、
あるいはトラブルに巻き込まれたりしたことはありませんか？
山形地方法務局新庄支局では、職員や人権擁護委員が、困りごと・悩み
ごとや人権に関するご相談を毎日お受けしています。相談は無料で、難し
い手続きは何もありません。相談内容についての秘密は厳守します。お気
軽にご相談ください。電話でのご相談もお受けしています。
＜相談日＞
毎週月曜日から金曜日
（祝日を除く）8：30～17：15
山形地方法務局新庄支局
＜電話相談＞
山形地方法務局新庄支局 ☎ 22-7528
みんなの人権110番
☎ 0570-003-110
＜主な相談内容＞
夫婦・家族間のいざこざ、暴言・暴力、セクハラ・パワハラ、高齢者・
子どもへの虐待、ストーカー行為、いじめ、体罰、近隣トラブル、差別、
いやがらせ、名誉毀損、プライバシー侵害、境界問題、相続問題、戸籍・
国籍の問題など
※登記申請に関するご相談は予約制でお受けしています。あらかじめ山
形地方法務局新庄支局まで予約してください。
問合せ  山形地方法務局新庄支局

☎ 22-7528

大蔵村人権擁護委員の活動

（7月16日〜8月15日届出分）

お悔み申し上げます
地区
赤
金
肘
合

松
山
折
海

お名前（年齢） 世帯主
八鍬
横山
斉藤
佐藤

與市（83）国
英彌（86）英
勝悦（69）勝
一郎（80）一

義
彌
悦
郎

○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。

世帯数
人口
男
女
出生
死亡
転入
転出

1,086戸 （1,090戸）
3,377人 （3,475人）
1,667人 （1,711人）
1,710人 （1,764人）
男 1人
女 1人
計 2人
6人
2人
8人
3人
1人
4人
2人
0人
2人

※平成29年7月末現在 （ ）内は昨年同期

10
２

7

34

大蔵村では３名の人権擁護委員が活動しています。啓発活動としての
人権教室や、村内イベントにおける街頭啓発活動、相談業務などを行っ
ています。8月5日（土）、四ヶ村棚田「ほたる火コンサート」会場で
人権啓発活動が行われ、大蔵中学校1年生の皆さんと一緒に「いじめ防
止」
「みんなの人権110番」のうちわを来場された方に手渡しました。

むら美しく・人いきいき・キラリおおくら 10
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介護のしごとミニ講座

人権擁護委員って？

2017翠明荘秋祭り

８月の日誌

30 30 3

9/30（土）10：00～17：00
10/1（日）10：00～16：00
◎場所 山形ビックウイング
◎内容 健康・医療・介護予防
に関するイベントやセ
ミナーの開催、健康度
チェックコーナーや適
塩弁当の販売
◎入場料 無料
問 やまがた健康フェア2017実行委
□
員会事務局 2023−630−2919

日㈮ ◦大蔵村戦没者追悼式
日㈯ ◦ 四ヶ村棚田ほたる火コンサート
◦ふるさと味来館夏祭り
◦第 回納涼花火大会
◦ ひじおりの灯 絵語り・夜語り
◦第 回大蔵村成人式
◦大蔵小学校水泳記録会

21

◎とき

日㈭
日㈮
日㈪
日㈬

16 11 1

29

5

やまがた健康フェア2017

９月の予定

30

13 12 10 9 8

◎とき 9/26（火）15：00～16：00
◎場所 最上総合支庁北棟会議室
◎対象 大切な家族を自死で亡
くされた方
◎内容 臨床心理士が同席し、
語り合いを行います。
申□
問 最上総合支庁地域保健福
□
祉課
229−1266

日㈰ ◦温泉ドクターアドバイス
◦県民河川愛護デー
日㈫～ 日㈮
◦村議会「 月定例会」
日㈮ ◦ 肘折・沼の台保育所合同運動会
日㈯ ◦大蔵村保育所運動会
日㈰ ◦大蔵村総合防災訓練
日㈫ ◦行政相談
日㈬ ◦平成 年度入学予定児童
就学時健康診断
◦温泉ドクターアドバイス

30 31

17

日㈰

18

新庄市夜間休日診療所

22

13 8 12

◎日時
丙種：
10/18（水）9：00～16：00
乙種第四類：
10/19（木）
・10/20（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
◎申込締切
10/6（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

わかちあいの会

ご存知ですか？人権擁護委員

日（月）午後

①防衛大学校
（推薦・総合選抜）
試験日：9/23（土）
・9/24（日）
②防衛大学校
（一般前期）
試験日：11/4（土）
・11/5（日）
③防衛医科大学校医学科学生
試験日：10/28（土）
・10/29（日）
④防衛医科大学校看護学科学生
（自衛官候補看護学生）
試験日：10/14（土）
◎募集資格
高校卒業
（見込含む）21歳未満
◎受付期間
①9/5
（火）
〜9/7（木）
②③④9/5（火）～9/29（金）

危険物取扱者試験準備講習会

◎とき 9/13（水）14：45～
◎場所 新庄市民プラザ
◎内容 元YBCアナウンサー佐
藤博子氏による
「言葉の力・マナ
ーの力」
をテーマにした講演
問 （一社）最上労働協会 222−0942
□

月

◎応募資格
経営指導員：商工鉱業の指導実務
等の経歴がある方
初級：S53.4.2～H12.4.1生まれ
◎職務内容
県内市町村の商工会における
地区内事業所の経営指導業務
または経営指導補助実務
◎試験日 一次試験 10/1（日）
◎受付期間 9/4（月）～9/11（月）
◎採用予定数 若干名
申□
問 最寄りの商工会
□
山形県商工会連合会ホームページ
http://www.shokokai-yamagata.or.jp/

◎とき 11/12（日）13：00～15：30
◎場所 協同の杜JA研修所
山形市東古館123
◎申込締切 9/29（金）
※希望者を対象に受験講習会が
開催されます。
申□
問 役場地域整備課上下水道係
□
275−2102（内線221）

新庄最上地区産業安全衛生大会

今月の役場窓口延長

⑤自衛官候補生
募集資格：18歳以上27歳未満
試験日：11/19（日）
・11/20（月）
募集期間：9/9（土）～11/10（金）
問 自衛隊新庄地域事務所222−5057
□

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 月２日）、固定資産税（第３期）
・国民健康保険税（第３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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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

川

いちごとカレーライス

（合 海） 星

★すきなもの

トーマスとぶどう

（合 海） 矢

き

稀 音くん
（剛之）

り

作 莉 夢くん
（淳也）

なり

む

第14回 四ヶ村棚田ほたる火コンサート

今月の「おおくらくんがみつけたむらのみっどごおもしぇどご」は、
おおくらくんが夏バテのため休載します。
ゆるキャラグランプリ出場中！みんな応援してね！

ホームページ

検索
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