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ふれあいを大切にした読書普及活動に高い評価

文部科学大臣表彰「おはなし会 ムーミンママクラブ」

SAGAE CITY PUBLIC RELATIONS

さくらんぼと歴史が育む

年春の褒章・叙勲

]

瑞宝双光章 更[生保護功労

瑞宝双光章 人[権擁護功労

]

]

社会福祉の増進に多大な貢献

（白岩）は「食べ物に好き嫌いはあ
りません。食事をきっちりと食べ

今年、数え年で１００歳となる
方を祝って５月８日から佐藤市長
がご家庭や市内の施設に伺い、一
人一人に賀詞と記念品の贈呈を行
いました。
初日に訪問した髙橋とめのさん

１００歳おめでとうございます

市民生児童委員総会が５月 日
にハートフルセンターで行われ、
その席上、太田邦子さん（船橋）
に佐藤市長から厚生労働大臣特別
表彰が伝達されました。
太田さんは平成元年、民生児童
委員に着任。以後、平成 年 月
に退任されるまでの長きにわたっ
て、住民の立場に立って相談に応
じたり必要な援助を行うなど、社
会福祉の増進に尽力されたことが
高く評価されました。
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平成

]

長年の功労に栄えある受章
藍綬褒章 中[小企業振興功績

瑞宝小綬章 教[育功労

]
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元気創造事業

寒河江南部地区コスモス グリバーさがえ グリバーさがえを観光施設として活用するためコス
畑植栽およびコスモス祭 利用促進連絡協 モス祭りを開催し、園内周遊車や児童による写生、
り実施事業
議会
写真撮影、展示などを行う。

瑞宝双光章 教[育功労
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ることが丈夫で居られる秘訣です」
と笑顔を見せながらハキハキとし
た口調で答えてくれました。
４月１日現在、数え年で１００
歳以上の方は 人、この内最高齢
の方は１０６歳です。なお、本年
度、賀詞が贈られた方は 人です。

地域課題解決事業

2020年東京オリンピックで正式種目に選ばれたスケ
FULL UP（フルアップ） ストリートスポ
ートボードについて、寒河江スケートパークをＰＲ
–SUPPORT YOUR
ーツワーキング
し山形から選手を輩出することを目指し、その足掛
LOCAL BOND DO IT- チーム
かりとなるイベントを開催する。

旭日双光章 地
[ 方自治功労 ]
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15

※第２次募集は７月31日㈪まで行っております。
●問合せ／市商工創成課地域戦略係☎86-2111内線416へ。

屋上広場から市の活性化を図る
市地域おこし協力隊の芳賀潮音
さんが中心となってリノベーショ
ン（再生）しているフローラ・ＳＡ
ＧＡＥ屋上広場Ｙｏｕ＆ＭｅＰＡ
ＲＫで、初の公式イベントが５月
日に開催されました。会場には
これまでのＤＩＹイベントで作っ
たベンチやハンモックが設置され
た他、カフェも出店され、訪れた
人々は思い思いの時間を過ごしま
した。また、メモリアルワークシ
ョップには約 人が参加。木の板
に絵を描いてもらい、広場入口の
階段に飾りました。午後７時から
行われた映画上映会では約１５０
人が来場し、満天の星の下、映画
を楽しみました。

市では、地域の活性化に自主的および意欲的に取り組む団体等の育成を図るため、地域の活力アップ応
援事業を実施しています。本年度の第１次募集による交付決定状況は下記のとおりです。

29

寒河江産サクランボを全国にＰＲ

地域の活性化に取り組む団体を支援「地域の活力アップ応援事業」

佐藤啓文さん
（本町）
沢田節子さん
（中郷）
髙橋正圀さん
（米沢）

佐藤正樹さん
（佐藤繊維株式会社）
島貫義和さん
（南町）
高橋勝文さん
（七日町）

2
市報さがえ
2017.6.5
2017.6.5 市報さがえ

3

市の交流人口拡大・文化継承・子どもたちの情操教
寒河江流鏑馬大 育などを目的とし、寒河江の伝統行事である流鏑馬
会実行委員会
を活用したスポーツ流鏑馬大会・体験乗馬・マルシ
ェなどを行う。
寒河江流鏑馬大会

事業内容
実施主体
事業名

20

寒河江産のハウスサクランボの
出荷に合わせて、佐藤市長と柴田
清志さがえ西村山農業協同組合代
表理事組合長によるトップセール
スが４月 日、東京都の大田市場
で行われました。佐藤市長は寒河
江産サクランボの今年の出来栄え
やおいしさをアピール。市場関係
者に試食をしてもらい、その品質
の高さを味わっていただきました。
21
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災害に備えて市民を守る消防団
消防団員の士気高揚と実践的な
消防力の確立を図り「市消防団春
季消防演習」が４月 日、市内３
会場で行われました。
第１会場の陵東中学校グラウン
ドでは、小隊訓練や消防操法訓練
を実施。団員は日ごろの訓練の成
果を披露しました。
第２会場の中央通りでは、団員
の分列行進の他、ポンプ車や昔使
用された腕用ポンプ等の一斉放水
が行われ、その迫力に沿道の観客
から大きな拍手と歓声が沸き上が
りました。
第３会場の市民文化会館では、
佐藤市長が「市民の安全安心のた
め、今後も尽力をお願いしたい」
と訓示した他、優良消防団員への
表彰等が行われました。

安心安全な農産物が全国へ
さがえ西村山管内農産物販売の
トップバッターであるハウスサク
ランボの全国へ向けた出荷に当た
り「さがえ西村山農産物安全・安
心出発式」が４月 日、ＪＡさが
え西村山本所で行われました。安
全安心な農産物産地としての評価
を確固たるものにするため毎年行
われているもので、約１００キロ
グラムの佐藤錦がトラックに積み
込まれた後、関係者に見送られな
がら関東方面へ出発しました。

から行われている寒河江フラワー
ロード事業が 回目を迎えるにあ
たり、チェリーランドで記念式典
を開催。植栽作業に協力していた
だいている南部小学校・西根小学
校・高松小学校の代表児童に感謝
状を贈呈した他、シンボル花壇に
記念植栽を行いました。植栽され
たベゴニアは７月中旬あたりに見
頃を迎える予定です。

花の回廊で美しいまちづくり
きれいな花でドライバーや市民
に潤いと安らぎを届ける「寒河江
フラワーロード・花いっぱいまち
づくり推進事業植栽」が５月 日、
皿沼地区から高松地区までの国道
１１２号沿線と市内中心市街地等
で行われました。午前６時から始
まった作業には、市民ら約８千人
が参加。心地よい朝日を浴びなが
らサルビアや日々草など約３万２
千本を植栽し、清々しい汗を流し
ていました。
また今年は、国道１１２号沿線
の周辺環境美化として昭和 年度
30

意欲ある農業者を市が支援
農業経営改善計画認定書交付式
が４月 日、市役所で行われまし
た。意欲ある農業者がより良い経
営を目指して改善計画を立て、そ
の計画を本市が認定するもので、
國井正美さん（西根 、
) 松藤博人さ
ん（元町 、)渡辺裕之さん（高屋 、)
合同会社さがえグリーンパーク
（高屋 、)菊地健さん（幸生 、)安孫
子祐彦さん（中郷 、
) 水多一雄さん
（柴橋）が再認定されました。

空き家の適正管理に連携体制
市と市シルバー人材センターは
５月２日に「空き家等の適正な管
理の推進に関する協定」を締結し
ました。空き家は所有者が責任を
もって管理するものですが、高齢
化の進展や所有者が市内を離れて

生活している場合、適切な管理が
難しくなります。適正な管理がさ
れない空き家は老朽化が進み、住
環境に悪影響を与えてしまう可能
性もあります。同センターは本年
度から空き家や空き地の清掃・点
検など、適正管理をサポートする
業務を開始していますが、今回の
協定により、市が空き家等の所有
者から管理業務の相談を受けた場
合に同センターの業務を紹介する
ことが可能となりました。
市は、今後も良好な住環境の保
全に努め、市民の皆さまが快適な
生活を送ることができるよう安全
安心なまちづくりを推進します。

設や宿泊施設内併設農家レストラ
ン「たしろ亭」のマネジメント▼
地域情報発信などの田代地区にお
ける地域づくり活動全般の支援―
などを中心に活動していくことと
なる宮崎さん。「寒河江市の農業
や観光産業に関心があり地域おこ
し協力隊に応募した。地域資源を
生かした取り組みをしていきたい」

地域おこし協力隊に宮崎さん
新たな地域おこし協力隊として
５月１日、兵庫県出身の宮崎博規
さんが着任しました。宮崎さんは
観光と農業を組み合わせたグリー
ンツーリズムへの参加経験があり、
地域づくりにとても関心を持って
いるそうです。今後は▼旧田代小
学校をリノベーションした宿泊施

と意気込みを話してくれました。
市では現在、宮崎さんを含めた
５人の地域おこし協力隊が活動し
ています。さがえコラム「縁ＪＯ
Ｙ通信」では、毎月交代で皆さん
の活動状況等を紹介していますの
で、ぜひご覧ください。

ブランド産地日本一を目指し出発

4
市報さがえ
2017.6.5
2017.6.5 市報さがえ
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良質な土壌条件と統一した栽培
管理により高品質・良食味米を安
定生産している「つや姫ヴィラー
ジュ」で５月 日、開村６年目の
出発式が行われました。式には、
佐藤市長や生産者、南部小学校の
５年生など約１００人が出席。田
植えに参加した児童らは、ぬかる
む泥に足を取られながらも笑顔で
一苗一苗心を込めて植え、秋の豊
作を祈っていました。
20

19

23
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と、②給水管布設から30年以上経過している
こと、③給水戸数が８戸以上であること、④
排水管布設の土地利用に承諾できること
●問合せ／市水道事業所☎86-8511へ。

縁 JOY通信

「ツール・ド・さくらんぼ2017」開催についての
お願いと通過時間のお知らせ
本市を起点として西村山一帯を走り抜ける自転車のイベ

ント「ツール・ド・さくらんぼ2017」が、全国から1,500

人の参加者を迎えて開催されます。大会当日は市内を多く

の自転車が通過しますので、自動車等を運転する際は十分
ご注意ください。

６/10㈯

道の駅寒河江チェリーランド
河川敷公園（スタート・ゴール）

通過予定時間

開会式/６:00～
スタート/６:30～

会場

寒河江に住んで１年が過ぎました。関西人の自分にとって、雪の不便さや厳し
さを痛感したこの冬でしたが、気温も上がり私自身の趣味でもある待望のロード
バイクシーズンが到来！ 寒河江はもちろん、県内のみならず東北地方を自転車で
回りながら、いろんな良いモノ美味しいモノを探していきたいと思っています！
先日、旧田代小学校を撮影する機会があり、桜の淡いピンク、
山々の新緑、春の青空のコントラストが美しく、自然豊かな寒河
江の側面を見る事ができました。こんな場所が身近にあるのはと
てもぜいたくだなぁと感じます。この施設は新たに宿泊施設とし
てリノベーションされ、来春から活用される予定です。寒河江の
新たな観光スポットができること、今から楽しみですね！

６月１日～７日は水道週間です

●要件／①要望を取りまとめる代表者がいるこ

第

となります。

59

回水道週間スローガン
「あたりまえ そんなみずこそ たからもの」

できます。なお、布設できるのは次の①～④などの要件を満たす場合

災害に強い水道の構築

エ ン ジ ョ イ

ふるさと魅力応援隊、またフォトグラファーとして寒河江の良いトコ良いモノ
を見つけ情報発信していきます！ 寒河江の新しいチカラとなって貢献したい！

2017.6.5 市報さがえ

または老朽化などが認められた場合は、市の配水管を布設することが

●問合せ／市歯科医師会事務局☎86-0080へ。

松田 光広（兵庫県出身）

7

公道・私道等へ配水管を布設します

公道・私道に布設した共同管や複数の給水管で、水圧不足の発生、

給水設備や水質の管理は所有者が
行うことになっています。
常に衛生的で安全な水を供給で
きるよう定期的に点検し、年に１
度は清掃を行ってください。

ドライマウスとは、加齢やストレスなど何らかの
理由で唾液の分泌量が少なくなり、口の中が乾燥し
た状態になる症状をいいます。初期の症状では、口
の中が粘ついたり、ぱさついて食べ物が飲み込みづ
らかったり、会話がしづらかったりします。また、
口臭などの症状も出ます。更に段階が進むと舌にひ
び割れが生じたり、口の中のばい菌が増え、虫歯や
歯周病が発生するなど深刻化してきます。
原因はさまざまですが▼飲酒や喫煙▼口が乾く副
作用のある薬剤の服用▼顎周辺の筋力低下による唾
液の分泌量減少▼口呼吸の習慣化―などがありま
す。食事の際は食べ物をよくかみ、唾液をたくさん
分泌するようにしたり、唾液が出るようにマッサー
ジすることも必要でしょう。また、砂糖の分量が少
ないアメやガムをかんだり、マウスウォッシュを使
用するのも効果的です。口の乾きを感じたら、早め
のケアが大切です。

日時

地域おこし
協力隊が
さがえの魅力
を再発見

日本歯科医師会
ご当地キャラクター
「花笠よ坊さん」

災害に強いライフラインを構築
するため、ポンプ場の基幹施設や
送水管、配水管等の耐震化、自己
水源の強化に取り組んでいます。

｢高齢者ふれあい元気サロン」ほいずはよ、
65歳以上の方を対象に、地域の皆さんが気軽に参
加できるよう身近な地区の公民館等を会場にした介
護予防・生きがいづくり・仲間同士の交流等を目的
とする集まりの事をいいます。市でも運営の支援を
しています。
平成29年４月末現在、市内各地に45カ所のサロン
があります。各サロンには運営委員会があり、それ
ぞれの地区で活動内容を計画し、茶話会やカラオケ、
体操、映画鑑賞、手芸、世代間交流などさまざまな
活動をしています。各サロンでは、活動に参加して
くださる新しい仲間
を常に募集していま
す。▼自分が住んで
いる地区にサロンが
あるのか▼新しくサ
ロンを立ち上げたい
―などがありました
ら気軽にお問い合わ
せください。
●問合せ／市高齢者支援課地域包括支援係
☎86-2111内線623へ。

ドライマウスという言葉をご存知で
すか。口腔乾燥症（こうくうかんそう
しょう）と呼ばれる症状で、最近はこ
の症状の方が増えてきていますが、心
あたりのある方は要注意です。

漏水に注意しましょう

高齢者ふれあい元気サロンに参加しよう！

市では大切な水の漏水を減らす
ために毎年調査を行っています。
近年は、個人が維持管理する給水
装置からの漏水が多く発生してい
ます。漏水がないか定期的に確認
しましょう。

＝口の乾きにご用心！＝

公費での漏水修繕範囲

なにほいず？

私有地内については、官民境界
から水道メーターまでの漏水につ
いて、一定の条件に基づき公費で
修繕することができます。漏水で
お困りの方は市指定給水装置工事
事業者または水道事業所にご相談
ください。

歯っ！とする歯のおはなし⑳

高齢者ホッと情報

受水槽は年１回清掃を

SAGAE COLUMN

マンション・ビルなどで受水槽
がある場合、受水槽とそれ以降の

え コラム
が
さ

①三泉（三泉小学校前）…６:30～
②慈恩寺・醍醐地区………６:40～
③田代から葉山市民荘……７:10～
④葉山市民荘から幸生……８:10～
⑤清助新田・谷沢地区……８:30～

⑥市街地（柴橋～中央工業団地～陵東中学校前)

…12:30～17:00
●問合せ／市さくらんぼ観光課☎86-2111内線326へ。

皆さんのご声援で大会を盛り上げよう！
参加者にとって、沿道からのご声援が何よりの

力となります。参加者の方々が通過する時間帯に
は、ぜひ温かいご声援をお願いします。応援を通
して皆さんも参加者の一員となり、一緒に
大会を盛り上げましょう。

2017.6.5

市報さがえ
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入

84.5％）

（収入済額

（50億823万円

84.3％）

諸収入・

総務費

（19億2,488万円

98.0％）

16億8,594万円

（14億5,982万円

86.6％）

14億59万円

（13億337万円

93.1％）
78.4％）

5億5,872万円

（5億234万円

89.9％）

消防費

4億7,701万円

（4億258万円

84.4％）

農林水産業費

248万円
2億2,844万円

（10万円

4.0％）

（2億756万円

90.9％）

災害復旧費
その他

衛生費
商工費

100.3％）

23億4,964万円

（16億9,494万円

72.1％）

５２

国庫支出金
16億150万円

（０円

０％）

14億3,520万円

（7億8,020万円

54.4％）

9億3,700万円

（9億2,295万円

98.5％）

市債
県支出金
その他

８2 ８３

・２％）

（9億7,830万円

（42億1,518万円

・０％）

12億4,837万円

42億80万円
地方交付税
依存財源
（ ・０％）

教育費

86.3％）

その他

土木費

公債費

（21億2,631万円

31

29

年３月末現在

19億6,324万円

24億6,302万円

平成

48.8％）

92.8％）

今号では、３月 日までの予算執行
状況をお知らせします。
●問合せ／市財政課財政調整係
☎ ８(６ ２)１１１内線 へ。

（12億880万円

（20億4,094万円

（支出済額１６５億５３３０万円

24億7,653万円

22億10万円

寄付金

28

年度

（34億3,261万円

100.2％）

市税

４８
40億7,128万円

収入済率）

２０１億８４２３万円（収入済額１６７億８８７５万円

民生費

予算現額
49億9,697万円

平成

歳

市の財政状況

（51億3,294万円

出

市では市民の皆さんから納めていただ
いた税金や国からの地方交付税などを主
な財源として、さまざまな事業を展開し
ています。

歳

支出済率）

自主財源
（ ・０％）

ここで公表する数値は、
出納整理期間(※)の収入支
出は含まれていません。そ
れらを含めた平成28年度の
決算については、今後の市
報で公表いたします。
※出納整理期間…当該年度
の３月末までに確定した
債権債務について、現金
の未収未払いの整理を行
うために設けられた期間
で、会計年度終了後の翌
年度の４月１日から５月
31日までの２カ月間のこ
とをいいます。

60億7,163万円

（支出済額

一般会計予算

予算現額

437

特別会計
国民健康保険

予算現額 51億7,574万円
収入済額 44億1,094万円
収入済率
85.2％
支出済額
44億590万円
支出済率
85.1％

介護保険

公共下水道事業

予算現額 42億3,613万円
収入済額 39億3,451万円
収入済率
92.9％
支出済額 37億2,467万円
支出済率
87.9％

企業会計
水道事業

予算現額
16億964万円
収入済額
7億1,973万円
収入済率
44.7％
支出済額 14億8,089万円
支出済率
92.0％

9

11億2,766万円
9億7,381万円
7,073万円
6億1,465万円

2017.6.5 市報さがえ

収益的収入
〃 支出
資本的収入
〃 支出

予算現額
収入済額
収入済率
支出済額
支出済率

後期高齢者医療

2億3,051万円
1,205万円
5.2％
1億7,114万円
74.2％

市債等の現在高

病院事業

一

収益的収入
〃 支出
資本的収入
〃 支出

浄化槽整備事業

17億4,953万円
17億7,876万円
8,370万円
1億3,258万円

区

分

般

会

予算現額
収入済額
収入済率
支出済額
支出済率

介護認定審査会共同設置

4億7,095万円
4億5,500万円
96.6％
4億5,790万円
97.2％

予算現額
収入済額
収入済率
支出済額
支出済率

2,684万円
2,898万円
108.0％
2,003万円
74.6％

市の財産
市債現在高

一時借入金

土

地

1,476,282㎡

物

162,474㎡

車

87台(リース車両・水道・病院を除く)
6億9,270万円

150億3,706万円

7億円

建

公 共 下 水 道

90億5,593万円

3億円

自

浄化槽整備事業

5億6,610万円

０円

有価証券など
積

道

事

業

13億9,311万円

０円

病

院

事

業

3億8,203万円

1億円

合

計

264億8,823万円

11億円

動

立

金

温泉権（2カ所）
重

予算現額
収入済額
収入済率
支出済額
支出済率

財産区

615万円
71万円
11.5％
435万円
70.7％

予算現額
収入済額
収入済率
支出済額
支出済率

583万円
965万円
165.5％
542万円
93.0％

市税の収入状況

計

水

簡易水道事業

要

備

品

30億6,970万円

区
市

予算現額

収入済額

収入済割合

税

20億310万円

19億5,905万円

97.8％

固定資産税

22億2,882万円

22億8,112万円

102.3％

都市計画税

3億4,734万円

3億5,099万円

101.1％

たばこ税

2億9,589万円

2億8,428万円

96.1％

軽自動車税

1億1,298万円

1億2,385万円

109.6％

税

883万円

892万円

101.0％

額

49億9,696万円

50億821万円

100.2％

8,000万円

入

443個

総

民

分

湯

2017.6.5
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まちかど

いろんな乗り物が大集合！

子どもから大人まで幅広い年代で楽しめる「第５

クローズアップ

回春のこども祭り」が４月30日、最上川ふるさと総
合公園で行われました。会場には消防車や白バイ、
除雪車、リフト車、高所作業車、ブルドーザーとい
った働く車が集合した他、フェラーリなどのスーパ
ーカーがずらり。来場者は働く車の乗車体験をした
り、美しいデザインのスーパーカーを写真に収めた

伝統の武芸「流鏑馬」に親しむ

りと楽しい時間を満喫していました。

疾走する馬上から的に向けて矢を放
つ古式流鏑馬をスポーツとして楽しん
でもらいたいと「第２回寒河江流鏑馬

筆ペンを使って "アート" な書道

大会」が５月14日、チェリーランドさ

色彩のあーと書道家未来（みく）さんによる「誰

がえ多目的球技広場で開催されました。

でも簡単！筆ペンであーと書道講座」が、さくらん

選手は全国でも珍しい弧を描くように

ぼ会館で４月19日と26日に開催されました。未来さ

設定されたコースに悪戦苦闘しながら

んが「筆ペンは、筆の良さを生かしてさまざまなデ

も、見事に的を射抜いていました。中

ザインの文字を書くことができる。自由な発想で書

でも３騎がチームとなって行う団体戦

いてほしい」と思いを伝えた他、筆の運び方や書き

では、同時にコースを駆け矢を射る姿

方等をアドバイス。受講者は真剣な表情で筆ペンを

とその迫力に、訪れた観客は大きな歓

握り、思い思いに文字を書いていました。

声を上げていました。

寒河江の春の風物詩

家族で楽しむ水辺の１日

「さがえ春花物語桜まつり」が４月23日、寒河江

魅力にあふれた水辺の楽しさを

公園さくらの丘で開催されました。会場では満開の

り」が４月30日、同所で開催され

「さくらの丘の写真館」や抹茶と茶菓子を楽しめる

たちだけでなく家族みんなで楽し

が来場。ソメイヨシノなど約千本の桜が咲き誇るな

ペース・アンド・タイム・クリエ

ゆったりとした時間を過ごしていました。

桜を背景にカメラマンさんが記念撮影をしてくれる

体感できる「グリバーさがえ春祭

「さくらのお茶会」などが行われ、多くのお客さん

ました。大型連休の１日を子ども

か、写真を撮ったりお茶席でホッと一息ついたりと、

めるよう、特定非営利活動法人ス
ーションが企画。春の陽気に恵ま
れた会場には大勢の家族連れが訪
れ、にぎわいを見せました。イベ
ントでは、雄大な山々を一望でき
る熱気球の搭乗体験が初登場した
他、会場内を周遊するメルヘン号
や水上バイク、ラフトボート体験
などが行われました。中でも、水
しぶきを上げながら風を切って滑
走する水上バイク体験は爽快感抜
群で、子どもから大人まで人気を
集めていました。

11
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M A C H I K A D O

たすきで思いをつなぎ総合６位

遊佐から山形までの全29区間305.4キロメートル

を力走する「第62回山形県縦断駅伝競走大会」が４
月27日から29日の３日間にわたって開催されました。
大会２日目の28日は、寒河江西村山チームが六供町
公民館前に設置された寒河江中継所を第５位で通過。
選手たちの勇姿を見ようと集まった多くの観客の大
きな声援を背に受けながらたすきをつなぎ、全力で
駆け抜けました。

C L O S E - U P

2017.6.5

市報さがえ
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跡整備の事例をお話ししてい

第５回慈恩寺講演会
「史跡等の整備について」
月に慈恩寺旧境

回市小学校陸上競技大会

スポーツ大会結果
第
５月 日に南部小学校グラ
(
ウンドで開催）

年
ただきます。申込不要ですの

平成
内が国史跡に指定され、本堂
《男子》
寒河江中
(

で、ぜひご来場ください。
【 ｍ 】① 大 石 庵 史

境内地一帯等が正式に国の遺
日㈭午後７時

産となりました。
●日時／６月
～８時 分
●会場／文化センター

昨年度には、史跡の保存と
活用についての計画書が作成

14

はどうあるべきか。全国の史

８２３１へ。

援する「市美術館特別企画展
ター美術

●申請／市
文化セン

３分

柴
(橋

)

１ｍ ②髙子愛結 (
高
)

河江中部 ３ｍ ②神藤雄弥
松 )
③髙橋実玖 (
高松 )
)
寒河江 ③荒木優文 寒河江
【 ｍリレー】①柴橋小２組
(
)
(
)
【走り高跳び】①木下晴陽 (
寒
松田希来莉・安藤咲那・石
(

江 ③小林航河 南部
)
(
)
【走り幅跳び】①大石庵史 (
寒

52

【
組 木下晴陽・山﨑悠貴・茂木
(
凌駕・荒木優文
秒４

③寒河江中部小１組 (
芦原朋
樹・高橋秀途・菖蒲咲太・大
)

日本一短い手紙「ごめんなさい」

みんなで楽しく学ぶ市民講座「寒河江さくらんぼ大

学」の昨年の様子を写真で振り返る企画展を行ってい

公益財団法人 丸岡文化財団・編
中央経済社・発行
福井県坂井市丸岡町の手紙コ

くらんぼ大学」を知らなかったという方は、この機会

い」の一言。手紙だからこそ相手に言えるし、伝

にぜひご覧ください。

わるのかもしれない。40字という制限のある手紙

なお「寒河江さくらんぼ大学」の今年の募集は、6

の中に、言葉以上に、作者の背景や感謝の心、笑

いと涙が想像できる。誕生や結婚等の記念日に、

☎86-5111へ。

●問合せ／市文化センター

おはなし室

南部小学校６年

佐竹

千愛

慈恩寺は、どんな宗派か
奈良・平安時代の仏教は、
考えや
(

坊が天台宗になり、江戸時代

三百七十五年前には、一部院

前には真言密教が伝えられ、

教理 の
学 (
)寺だったと考え
られています。約八百三十年

教理で、平安時代には天台教

百年前に始まった時は法相の

慈恩寺はというと、約千三

取り入れることもありました。

われ、それまでは他の宗派を

のは一説に江戸時代からと言

ました。宗派が明確になった

教え )
を学ぶというもので、
この教理の違いが宗派となり

るために、仏教の教理

国家を守り、社会を安定させ

Ａ

ら成り立っていますか。

Ｑ

「慈 恩 寺 歴 史 文 化 振
興室」コーナー

［敬称略］

さん

導したのである。この頃、世

これらが、慈恩寺の中心的
な教理・宗派でしたが、他に
も真言律宗や時宗の寺院があ
り、禅宗の姿も一時期見られ
ます。また、修験道も真言宗
と一緒に伝えられています。
慈恩寺は、古代の仏教を受
け継ぎ、様々な宗派を取り入
れて、今日に至っています。

市史編さん
洋式兵法を教えた雲州藩兵
だより
明治元年（一八六八）九月

情混乱のなかで悪党がはびこ

庄内藩 ･
南部藩への攻略行動
であった。ところが、両藩と

の信義を守って最後まで戦う

根県 の
)藩 兵 四 百 六 十 名 が 秋
田土崎港に上陸した。幕府へ

れた。

れた屈強な若者たちで構成さ

る。郷兵は、村々から集めら

郷兵たちが巡回して犯罪を未

えても牢破りをする有様で、

酒田を出立して十月に松江に

を命ぜられた。斥候を務め、

たが、明治元年に秋田表出陣

り、寒河江の牢屋に犯人を捕

も新政府に謝罪降伏して東北

役
明治二年の島村御用留 (
所からの命令や連絡を書きと

動を発見した堀尾さんは、「雲

ムーミンママクラブ ６／25㈰午前11時～11時40分

図書館ボランティアチェリー

６／６㈫・13㈫・20㈫・27㈫の午前10時～11時30分

ブックテーマコーナー

臨時休館のお知らせ
７月３日㈪～５日㈬ 図書館システム更新に伴う休館

美術館専門員

原田

●休館日／６月７日㈬、21日㈬

図書館へ行こう！

二十二日、雲州藩松平氏 島
(

の戦局は終末を告げた。

どめた書類 )
に、「郷兵を指
導している雲州藩兵の賄い経

州藩東北出兵」の資料を丹念
６／27㈫から

んぼ大学」。今年、受講を考えている方や「寒河江さ

思っていてもなかなか言えないのが「ごめんなさ

帰った」とある。曽祖父の行

うして雲州藩兵が寒河江の郷

あった父の実家の納屋に、堀

尾晴さんであった。松江市に

に尋ねてきたのは仙台市の堀

の歴史を探ろうと、編さん室

こうした「雲州藩東北出兵」

尾さんの曾祖父万五郎も、寒

戦に出兵したのであった。堀

新政府軍の一員として羽州作

り入れ、親藩ではあったが、

平氏はいち早く洋式兵法を取

か分からなかった。雲州藩松

兵たちの調練にやって来たの

尾家の手記が残されていたの

たか。

式調練を教えたのではなかっ

河江に滞在して郷兵たちに洋
人参

代万五郎は藩命で人参 (
朝鮮
売り捌き役を勤めてい
)

である。この中に「堀尾家二

した」とある。

月から八月まで寒河江に滞在

金藏 野地栄三郎ほか四名が、 のである。
･
これまで編さん室では、ど
酒田から引っ越して来て、二

然に防ごうとしていたのであ

雲州兵は盛岡 ･
仙台を経て
酒田に至り、翌二年まで旧幕

費」を負担しなさいという命

に調べ続けた。そして寒河江

脳活

創意工夫を凝らした講座を行っている「寒河江さくら

作品集。「ごめんなさい」が今回のテーマ。普段

仙台を経て酒田に長期
南部 ･
滞在して調練に励み、同二年
領の治安維持に務めていた

令が見える。同年の『大町念

の「島村資料」を調べに来た

６／25㈰まで

ます。各地区公民館がキャンパスとなり、それぞれが

ンクール「一筆啓上賞」の入選

) の慈恩寺は、真言宗と天台宗
のお寺となりました。

③柴橋小１組 大
(沼愛果・菅
野綾音・髙橋朋佳・芳賀のの



②寒河江小２組 (
木下太陽・
か )
③寒河江中部小３組 (
髙橋
鈴木一槙・白田莉空・細谷唯斗
鈴禾・後藤花漣・今野雅・結
)
城虹心

１分
)

河江 １ｍ ②髙橋拮平 寒河
山凛・菅来未 １
)
(
)分 秒８
②南部小２組 植
江中部 ③柏倉貫汰 柴橋
)
(
)
(村聖奈・武
ｍリレー】①寒河江小１
田結衣・宮澤凛・奥山紬来

400

市美術館特別企画展支援事業 申請受付
市美術館の市民ギャラリー
する費用の３分の２以内 上
(
限 万円 )

支援事業」。事業の実施にあ
館専門員

● 利用回数／
年１回

たっては、市美術館専門員が
原田

05

を会場として、絵画、彫塑、
工芸、書道、写真等の作品展
示会を開催する団体等に対し

相談に応じますので、ぜひご
)

00

て、その開催に係る費用を支

利用ください。

☎ ８
(６
５１１１へ。

08

20

仏講帳』には、「雲州藩渋谷

12日㈪・26日㈪

❻月の休館日

●日時／ 7月11日㈫までの午前10時～午後７時

「いじめ・非行をなくそう」 コソコソ クスクス いじめの葉っぱ 出ているよ

●補助金の額／展示会を開催

80

ガーデニングを楽しもう！

月14日㈬まで各地区公民館で行っています。
短い手紙を書いてみてはどうだろう。

市青少年育 成 市 民 会 議 入 選 標 語

1

12
市報さがえ

石庵史
《女子》
【 ｍ】 ①奥山紬来 (
南部 )
秒５②真木智世 (
白岩 )
③山口
奈々 (
寒河江中部 )
③三好綺星

寒
(河江中部 )
【 ｍハードル】①奥山紬来
南
(部 )秒８②真木智世 白
(
岩 ②大沼蒼彩 高松 )
)
(
ｍ】①山口奈々 (
寒河江

【

部 )秒４②木下太陽 (
寒河
江 )
③設楽大元 (
白岩 )
ｍハードル】①細谷唯斗

【
70

作られる予定です。
物課整備部門文化財調査官・
中部 )
寒河江 ) 秒２②木下太陽
２分 秒４②佐竹千愛
(
講師の中井将胤 まさつぐ
中井将胤氏
寒河江 ②大石庵史 寒河
南部 ③安藤紗優 南部 )
(
)
(
)
(
(
)
(
氏は、文化庁の史跡整備専門
●問合せ／市生涯学習課慈恩
江中部
【走り幅跳び】①髙橋鈴禾 (
寒

)
官。史跡慈恩寺旧境内の整備
８ ６ )【 ｍ】①木下太陽 (
寺歴史文化振興室☎ (
寒河江 ) 河江中部 )
３ｍ ②大沼愛果
秒１②細谷唯斗 (
寒河
柴
③真木智世 (
白岩 )
(橋 )
【走 り 高 跳 び 】 ① 松 田 希 来 莉

●講師／文化庁文化財部記念

15

48

12

10

され、本年度は、整備計画が

22

100

70

800

26

アートに＊ふれよう
さくらんぼ大学写真展
今月の 冊

堀尾家手記

30

17

37
100

12

24

20

1000

400

「郷 兵 」 た ち に 洋 式 兵 法 を 指

６／17㈯午後２時～３時
いっちゃん会

寒河江市美術館

Sagae L ibrary
さがえライブラリー

2017.6.5
2017.6.5 市報さがえ

13

学 習
涯
の ま ど
生

10

27

45

(金)

さくらんぼ会館
パンの花体験教室

40
40

●開催日／ ６月 日 ～ 日 （受付・
午前９時～午後５時）
●参加料／５００円～
●申込／さくらんぼ会館☎ ８(６ １)８
１８へ。
(木)

出張開催になります。出入り自由。
●日時／６月 日 午後１時 分～３
時 分
●会場／ウェルカフェ（ウェルシア寒
河江栄町店内）
●内容／ミニ講話「認知症の方の困っ
た行動の対応方法について知ろう 、
｣
介護相談や創作活動等
●問合せ／ケアセンターとこしえ三泉
☎ ８(５ ６)８７０へ。

認知症ハートフルカフェ三泉

29

14
市報さがえ

SAGAE CITY INFORMATION
健康保険加入者に電話で受診のお勧め
をしています。ご自身の健康状態をチ
ェックし、健康づくりにつなげていく
ことが重要です。年に一度の受診を心
掛けましょう。
なお、市国民健康保険に加入してい
る 歳～ 歳の方は、無料で受診でき
ます。
●問合せ／市健康福祉課国保医療係
☎ ８(６ ２)１１１内線 へ。
613

11

28

30

(水)

30

(水) 15

(月)

を極める女の半生を描く。芸道一筋、
ひばりの劇映画出演最後の作品。杉村
春子、田村高廣、北林谷栄共演。
■日時／ ６月 日 午後２時～３時 分
■提供／ボランティア赤帽志
電子大正琴、日本舞踊のステージ
■日時／ ６月 日 午後２時～３時 分
■出演／岡村流やまがた、寿々の会
●会場／フローラ・ＳＡＧＡＥ地下
●問合せ／実施フォーラム事務局長・
五十嵐さん☎０９０ ７
( ０６８ ３
)９
９０へ。

21 10

の２分の１）
●問合せ／市建設管理課建築住宅係
☎ ８(６ ２)１１１内線 へ。

10

(水)

医療証、 医療証
６月 日㈪～更新手続き開始

(土)

30

お知
らせ
●期間／６月 日 ～７月７日 （閉
庁日を除く）の午前８時 分～午後
５時
●会場／ハートフルセンター
●その他／郵送でも手続き可能です。
申請書、保険証、手帳等のコピーを
忘れずに同封の上、市子育て推進課
（〒
- 寒河江市中央２丁目２番１
号）へ郵送してください。
●問合せ／市子育て推進課家庭支援係
☎ ８(６ ２)１１１内線 へ。
44

いつまでも元気に
高齢期の健康づくり教室

40

いずれも、要介護認定を受けていな
い 歳以上の方が対象です。
児童手当を受給している方が、平成
認知症予防体操教室
年６月分以降も引き続き受給するに
は、児童手当現況届の提出が必要です。 ■日時／ 午[前 時 分～ 時 分］６
市から送付された現況届用紙と受給者
月 日 ・ 日 ・ 日 、 午
[後
本人の保険証の写しを添え、ハートフ
１時 分～３時］６月 日
ルセンターへ提出してください。期限
■定員／各回６人
まで手続きがない場合は手当が受けら
■内容／健康運動指導士による頭と体
れなくなりますので、ご注意ください。
の体操、レクリエーション
●問合せ／市子育て推進課家庭支援係
■持ち物／内履き、飲み物、タオル
☎ ８(６ ２)１１１内線 へ。
寒河江市民歌のびのび体操＆ゴム体操
■日時／７月３日 午後１時 分～２
時 分
特定健診の受診申込は
■定員／ 人程度
お済みですか
■内容／市民歌に合わせた体操、ゴム
を使った体操
■持ち物／飲み物、タオル、お持ちの
方は赤いゴム
●会場／ハートフルセンター
●申込／市高齢者支援課地域包括支援
係☎ ８(６ ２)１１１内線 へ。

(金)

特定健診は、脳卒中や心疾患の原因
となるメタボリックシンドローム（内
臓脂肪症候群）を早期に発見するため
の健康診断で、生活習慣病を予防する
有効な手段です。このため市では、特
定健診の申し込みをしていない市国民

(土)

10

10

３０

現在お使いの医療証の有効期限は、
平成 年６月 日です。医療証をお持
ちの方には更新手続きの案内を送付し
ますので、期間内に手続きをしてくだ
さい。案内が届かなくとも該当すると

(月)

児童手当「現況届」は
６月 日㈮まで提出を

0021

16

65

思われる方は、申請をしてください（随

22

630

30

18

14

木造住宅の耐震診断・改修費を
助成します

30

619

619

30

時受付 。)
重度心身障害（児）者医療証
■対象／ ①～⑤（①身体障害者手帳１・
２級、②療育手帳Ａ、③精神障害者
保健福祉手帳１級、④障害年金証書
１級、⑤特別児童扶養手当証書１級）
のいずれかをお持ちの方で、本人の
市民税所得割額が 万５千円未満の
場合に該当します。ただし、健康保
険の自己負担割合が１割で、本人ま
たは扶養義務者に所得税が課税され
ている場合は該当しません。
■持ち物／申請書、はんこ、保険証、
該当する手帳等
ひとり親家庭等医療証
■対象／配偶者のない方で 歳以下の
児童を扶養している本人と児童、ま
たは、父母のいない 歳以下の児童
が対象で、所得税が非課税の場合に
該当します。
■持ち物／申請書、はんこ、保険証、
国民健康保険加入者は就労証明書等。

991

30

333

18

620

30

30

(日)

29

26

29

29
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15

25

(日)

23

18

26

10

80

(土)

(木)

皆さんの生命と住まいを地震から守
り、安心安全なまちづくりを推進する
ため、木造住宅の耐震診断・改修工事
費用の一部を市が助成します。住宅の
耐震性を確認してみませんか。
①無料耐震診断
市で認定した耐震診断士がお住まい
の木造住宅の耐震性を診断します。診
断費用は市が全額負担します。
■対象／昭和 年５月 日以前着工の
一戸建て木造住宅で、二階建て以下
の在来工法のもの。ただし、設計図
が必要となります。
■その他／改修の場所や補強計算を記
した耐震改修計画を、自己負担１万
円で作成することもできます。
②耐震改修工事費助成
■対象／①の耐震診断において補強の
必要性が認められ、耐震改修計画を
作成した方
■補助金額／最大１２０万円（工事費

70

11

31

ストライダーが利用できます
院日を除く）
市総合子どもセンター
■利用時間／午前 時～午後５時
●会場／県歯科医師会所属の歯科医療
運営委員会委員を公募
■対象／２歳～５歳（体重 キログラ
機関（事前予約が必要です）
ム以下）
●問合せ／市健康福祉課市民健康係
市総合子どもセンター（愛称・ゆめ
■利用料／１００円
☎ ８(６ ２)１１１内線 へ。
はーと寒河江）の運営等に市民の皆さ
■その他／ヘルメット・プロテクター
んのご意見を反映するため、運営委員
をセットで貸し出します。公園内の
会委員を公募します。
県看護協会
みでご使用ください。
●公募数／２人 応(募多数の際は抽選 )
まちの保健室
●問合せ／最上川ふるさと総合公園
●応募資格／平成 年４月１日現在で
☎ ８(３ ５)１９５へ。
歳以上の方。他にも要件がありま
●日時／ ６月 日 午前８時 分～正午
すので、詳細は市ホームページをご
●会場／チェリーナさがえ
覧ください。
●内容／血圧・体脂肪・血管年齢・骨
フローラ・ＳＡＧＡＥ
●任期／２年
密度測定、救命処置方法（一次救命
イベント情報
●応募方法／申込書に応募の動機や子
処置・ＡＥＤ 、)健康・栄養相談
育て支援策に関する意見を記入の上、 ●問合せ／県看護協会山形支部☎０２
フリーマーケット
６月 日 まで市子育て推進課へ郵
３ ６８５ ８０３３へ。
■日時／ ６月 日 午前 時～午後３時
(
)
送（〒
■会場／フローラ・ＳＡＧＡＥ１階
- 寒河江市中央２丁目２
番１号 、電子メール
■内容／手芸、衣類、バッグ、雑貨、
)
kosodate@
最上川ふるさと総合公園
骨董品等の展示即売会
、持参の
city.sagae.yamagata.jp
イベント情報
ミニ四駆レース大会
いずれか。
■日時／ ６月 日 午前 時～午後３時
●問合せ／市子育て推進課子ども支援
手作りワークショップ
係☎ ８(６ ２)１１１内線 へ。
■日時／６月 日～ 日の各土・日曜
■会場／フローラ・ＳＡＧＡＥ２階
日、午前 時～午後３時
■内容／ミニ四駆の展示とレース大会
■内容／パンの花作り教室、押し花コ
の開催
ースター作り、紙バンドで作るかご
●問合せ／フローラ・ＳＡＧＡＥ管理
歯周疾患個別無料検診
作り等を開催。各開催日・内容につ
室☎ ７(７ ６)３３０へ。
いてはお問い合わせください。
■材料代／１００円～５００円
さんで～すて～じ・さがえ
紙バンドクラフト教室（初心者コース）
インフローラ 催し案内
■日時／７月 日・ 日、８月 日・
日の各火曜日、午前９時 分～正午
美空ひばり生誕 年「女の花道」上映
幕末の頃、出雲大社に仕えていたお
■内容／紙バンドを使って、かごを作
ります。問い合わせ先へ要申し込み。 きみは 歳に勧進の旅に出る。そこで
地唄舞の家元と出会い、その弟子にな
■受講料／２千円（４回分 、
) 別途材
ってやがて頭角を現し始めるが…。舞
料代が必要です。
31
(日)

18

56

今年度中に 歳・ 歳・ 歳・ 歳
になる方に、無料受診券を６月中にお
送りします。
歯と口の健康を守ることは、全身の
健康を守ることにつながります。生涯
を通じて自分の歯でおいしく食べ、生
き生きと過ごすために、ぜひ歯周疾患
検診を受けましょう。
● 実施期間／７月１日 ～ 月 （ 閉

60

(日)

25

20

991

(火)

0021

40

10

15

20

30

30

611

12

10

10

18

29

50

(土)

お知らせ

SAGAE CITY INFORMATION

SAGAE CITY INFORMATION

9㈮
10 ㈯

13 ㈫
14 ㈬
15 ㈭
16 ㈮
17 ㈯
18 ㈰
19 ㈪
20 ㈫
21 ㈬
22 ㈭
23 ㈮
24 ㈯
25 ㈰
26 ㈪

29 ㈭
30 ㈮

にしね保育所、しばはしさくらんぼ子供園、さがえ
さくらんぼ子供園園庭開放日／こころの健康相談／
２歳６カ月児歯科検診／南部・柴橋・西部地区公民
館休館日
行政相談
ふるさと交流スペース／９～10カ月児健診
市役所庁舎開庁50周年記念コンサート／郷間正観ギ
ャラリートーク／子育てサロンエンジェル「しゃぼ
ん玉あそび｣／法律相談
てとて市（～18日）
さがえさくらんぼマラソン大会／休日当番医（す
まいるレディースクリニック)／証明書交付窓口開
庁（午前)／ハートフルセンター休館日
寒河江第二幼稚園園庭開放日
１歳６カ月児健診／フローラ・ＳＡＧＡＥ休館日
ゆめはーと寒河江「祖父母の日｣／ふるさと交流ス
ペース／市長相談／健康相談
離乳食後期教室・育児相談
冷たいラーメン祭り（～25日)／ふれあい動物園
（～25日）
ストライダーエンジョイカップ／休日当番医（にと
う小児科医院)／証明書交付窓口開庁（午前）
市立図書館、市民体育館、チェリーナさがえ休館日／
４月・５月分の水道料金、下水道・浄化槽使用料口
座振替日
しらいわ保育所園庭開放日／育児教室／中央公民館
休館日
なか保育所、しばはし保育所、たかまつ保育所園庭
開放日／ふるさと交流スペース／３～４カ月児健診
市県民税（１期）納期限／４月・５月分の水道料金、
下水道・浄化槽使用料納期限

7/1 ㈯ 市立病院糖尿病教室

2㈰
3㈪
4㈫

さくらんぼの都市さがえ全国俳句大会／郷間正観ギ
ャラリートーク／休日当番医（三浦医院)／証明書
交付窓口開庁（午前）
市立図書館休館日
市立図書館休館日

■次号の市報６月20日号は、６月20日㈫に発行します。
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防災意識向上と万が一の災害に
備え、防災マップを全戸配布
本市における、

今後予想されるさ
まざまな災害に対
する知識と備えを
分かり易くまとめ
た「防災マップ」

を市内全戸に配布しました。今回は特に、水防法
の改正に伴う浸水深の変更や浸水区域が広がった
こと、また、活断層をマップに記載しています。
避難所等を確認していただくとともに、常に手の
届く所に置いて有効利用をお願いします。
●問合せ／市総務課危機管理室☎86-2111

給食の放射性物質検査結果
保育所・小中学校給食の安全性を再確認するた

め、放射性物質検査を実施しています。
学校等名

セシウム セシウム
134
137

５／15㈪～17㈬ 寒河江小学校 不検出

不検出

●問合せ／市学校教育課☎86-２111内線440へ。

不用品登録制度（５月25日現在）
問い合わせいただいた方に各項目提供者等の連

絡先をお伝えしますので、直接交渉してください。
■あげます／マッサージ器、２人掛けソファー、
座いす、日本人形、茶だんす、食器、スーツケース

■譲ります／普通自動車用夏タイヤ、棚、ポール
ハンガー、50ccミニカー、50ccミニバイク、洗
濯乾燥機

■譲って／マッサージチェア、来客用いす、51cc～
250ccバイク、ベンチプレス、介護用おむつ・パ
ンツ・紙パット

＝子育てゆずりあいコーナー＝

■譲って／二段ベッド、チャイルドシート、ジュ
ニアシート、山形西高等学校体操着

●問合せ／市
商工創成課
☎86-2111内
線421へ。
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(日)

(月)

●問合せ／市市民生活課☎86-2111内線232へ。

(水)

30

(木)

(金)

10

10

(月)

21

30

(水) 28

28

(水)

(水)

(水)

最上川フェスタ2017

25

16

11

28

内線432へ。

検体検査日

(日)

22

30

(金)

30

参加者募集

水辺交流会

カヌー・ＳＵＰ(スタンドアップパドル)・バナ

ナボートを体験できます。

15

■日時／７月８日㈯午前10時～午後２時

20

■会場／グリバーさがえ

(水)

■イベント協力金／500円（乗り放題）

3236

■申込／グリバーさがえ管理事務所☎85-1158へ。
第17回最上川ゴムボート川下り大会

大江町～中山町の11kmをゴムボートで下ります。タイムレースの部（①一般の

部、②女性の部、③男女混合の部、④親子の部）とアイデアを競うパフォーマン

50

18

30

(土)

15

31

(木)

スの部があります。入賞チームには各市町の宿泊施設のペア宿泊券(３本)や特産
品等が贈られます。

■日時／７月９日㈰午前８時50分～
■参加料／１チーム(２人)2,000円

■申込／６月23日㈮まで最上川ゴムボート川下り大会事務局（中山町建設課内）
☎023-662-2116へ。

最上川カヌーウォーク2017

大江町～中山町の11kmを最上川と周囲の景色を楽しみながらカヌーで下ります。

■日時／７月９日㈰午前９時～

■参加料／3,000円（弁当・記念品込み）

■申込／グリバーさがえ管理事務所☎85-1158へ。
●総合窓口／最上川フェスタ2017事務局（市建設管理課内）☎86-2111内線331へ。
2017.6.5

市報さがえ
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28 ㈬

市立図書館休館日

でいます。

９時
屋外 ｍプール監視員
■雇用期間／７月１日 ～８月 日
①午前８時 分～午後５時 分②午
後５時～９時（屋内プールの監視も
あります）
●対象／ 歳以上で泳げる方（高校生
を除く）
●申込／ 市民体育館☎ ８(６ ５)１１３へ。

27 ㈫

ゆめタネ＠さがえ（～25日)／さくらんぼの祭典
（～11日)／ツール・ド・さくらんぼ2017／チェリ
ンとあそぼう！2017／さがえちぇり～マルシェ朝
市／花あかり月うたげ／パパママスクール
全国さくらんぼの種吹きとばし大会／チェリフェス
！／さくらんぼウォーク2017／休日当番医（折居内
科医院)／証明書交付窓口開庁（午前）

６:30～７:30
寒河江駅前
みこし公園

観光客の「おもてなし」に取り組ん

10

税務職員採用試験

12 ㈪

なか保育所みいずみ分園園庭開放日

６月10日（土）

仙台国税局では、税務のスペシャリ
ストとして活躍する活気あふれる税務
職員を募集しています。国の財政を支
える税務職員に、あなたもチャレンジ
してみませんか。
●受験資格／①高校卒業見込みの方お
よび高校卒業後３年を経過していな
い方、②人事院が①と同等の資格が
●問合せ／仙台国税局人事第二課☎０
あると認める方。
２２ ２(６３ １)１１１内線 へ。
●受験申込期間／６月 日 ～ 日
● 受験申込方法／インターネット http://
。 市民プール監視員募集
www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm
インターネットで申し込めない場合
は、申込期間前に問い合わせ先へ連
屋内 ｍプール監視員
絡してください。
■雇用期間／９月 日 まで①午前８
●第１次試験日／９月３日
時 分～午後５時 分②午後５時～

11 ㈰

ゆめはーと寒河江「おいしいコーヒーの入れ方講
座｣／みなみ保育所園庭開放日／３歳児健診／フ
ローラ・ＳＡＧＡＥ休館日
ふるさと交流スペース／ゆめはーと寒河江「わらべ
うたであそぼう｣／健康相談／市民浴場休場日

口で配布しています。
ゆめはーと寒河江
●申込／６月 日 まで市民体育館
イベント情報
☎ ８(６ ５)１１３へ。
子育てサロン・エンジェル「しゃぼん
玉あそび」
市体育振興公社
■日時／６月 日 午前 時～正午
水泳教室
■会場／文化センター
■対象／就学前のお子さんと保護者
●日時／６月 日 ～ 日 ・７月３
祖父母の日
日 ～５日 、全６回、午後６時
■日時／６月 日 午前 時～ 時
分～８時
■会場／ハートフルセンター
●会場／市民プール
●定員／市民 人
■定員／お孫さんとおじいさんやおば
●参加料／３千円（保険料込み）
あさん、 組（要申込）
■内容／スカット体操をした後に、お
●申込／６月 日 まで市民体育館
じいさん、おばあさんで交流会を開
☎ ８(６ ５)１１３へ。
きます。
●問合せ／ゆめはーと寒河江☎ ８(３ )
高校卒業程度
３２２５へ。

8㈭

中に多くのイベントを開催しながら、

江市さくらんぼの日」と定め、６月

54

回市民ソフトボール大会

7㈬

市では６月の第３日曜日を「寒河

さがえちぇり～
マルシェ朝市

第

5㈪
6㈫

寒河江市さくらんぼの日

●日時／７月９日 午前８時～
●会場／市野球場
●参加資格／市民または市内に勤務す
る方で構成するチーム（学生を除く）
。
開催概要と申込書は、市民体育館窓

６月の行事予定

お知らせ

市報さがえ

すぽっとチャンネル
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市民レポーター

市民レポーターさくらんぼ特派員が「これはイイ」と感

じた市内の観光やグルメ、日常の風景などを自ら取材し、
地元の魅力をどんどん紹介していくコーナーです。皆さん
の所へ取材に伺った際は、ぜひご協力をお願いします。

Twitterでも特派員が
情報配信中

『一文字三ツ星
』は寒河江地方
を長
く治めていた大
江公の家紋で、
毛利家
の家紋と同じで
あると前に触れ
ま
した
が、意外な場所
でも見つけるこ
とがで
きました。市民
体育館の合宿施
設
です。
スポーツ等をし
ている方は見た
ことが
あるかもしれま
せんね。（ 佐藤
真由美）

45

長岡
じ祭り前夜祭が
つ
つ
の
例
恒
年
毎
の雨模
した。あいにく
山で開催されま
たが、
トでの演奏でし
ン
テ
は
半
前
、
様で
移動し
の観客と室内に
後半は50人以上
じま
響きを身体で感
の
器
楽
の
製
木
て、
な音を
いですが、温か
した。野外も良
幸子）
した。（北條
ま
み
和
て
き
で
共有

県動物愛護推進
員とボランティ
アの
方が飼い主のマ
ナーアップを訴
え、ふ
ん処理袋とチラ
シを配布してい
ました。
社会や近隣に迷
惑を掛けないモ
ラルと
マナーが必要で
す。人と動物が
共
存し、
快適に過ごせる
社会になること
を心か
ら願っています
。
(酒井由美子）

29

23

さがえの旬な情報、ご覧ください！
寒河江市役所

検索

今月の表紙

２１１１
- 寒河江市中央一丁目９番 号 ☎（８６）
8601

https://twitter.com/
sagae_tokuhain

子どもの読書を推進する活動
が優秀である団体等をたたえる
「平 成 年 度 子 供 の 読 書 活 動 優
秀実践学校・図書館・団体の表
彰式」が４月 日、東京都の国
立オリンピック記念青少年総合
センターで行われ、団体の部で
おはなし会ムーミンママクラブ
が文部科学大臣表彰を受賞され
ました。
同団体は平成３年の市立図書
館開館以来、図書館で毎月１回
のおはなし会を開催しているほ
か、地元の伝説を題材にした絵
巻・紙芝居を制作して地域での
読み聞かせを行うなど、読書の
普及活動に多大な貢献をされた
ことが高く評価されました。

〒
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