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さくらんぼと歴史が育む

⑪

②

初夏の寒河江を写真で綴る

⑨

フォトスケッチ

さくらんぼ祭りが開
催された６月は寒河江
が大いに盛り上がりま
した。第32回全国さく
らんぼの種吹きとばし
大会やツール・ド・さ
くらんぼ２０１７、花あか
り月うたげ、寒河江さ
くらんぼウォーク２０１７
など県内外から多くの
家族連れや観光客が足
を運びました。また、
今回初開催の「チェリ
フェス！」には新進気
鋭のアーティストが参
加。迫力のライブが観
客を圧倒し、会場は熱
気に包まれていました。

①

⑩

①第32回全国さくらんぼの
種吹きとばし大会
②花あかり月うたげ
③さくらんぼの
おもいで花壇
④ご当地グルメまつり

④

③

⑥

⑤

⑤～⑧ツール・ド・
さくらんぼ２０１７
⑨チェリンと
あそぼう！２０１７
⑩チェリーラン
⑪寒河江さくらんぼ
ウォーク2017
⑫チェリフェス！

⑫

⑦

⑧
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わんぱく広場に新しい遊具を整備
最上川ふるさと総合公園わんぱ
く広場のさがえっこ冒険ファンタ
ジーランドに新たな遊具が設置さ
れ５月 日、同所でオープニング
セレモニーが行われました。この
たび設置されたのは、バスやＳＬ、
トラクターなど乗りものを模した
未満児用の遊具と休憩用のあずま
やです。
セレモニーでは関係者によるテ
ープカットが行われた他、市立な
か保育所みいずみ分園の園児が元
気いっぱいに歌を披露し、新しい
遊具の整備を祝いました。
平成 年度から行われてきたわ
んぱく広場のさがえっこ冒険ファ
ンタジーランド整備事業は３年目
をもって完了となります。

生産の拡大に向け新工場を設置
寒河江中央工業団地分譲契約調
印式が５月 日に行われ、佐藤市
長とぼんち株式会社の大江俊雄取
締役らが出席しました。分譲面積
は約２万４千平方メートルで、米
菓生地の製造能力増強等を目的に、
製造施設・倉庫・事務所を建設。
平成 年８月の完成を予定してい
ます。

県内初のタブレット導入議会開催
寒河江市議会では「日本一さく
議場内では、タブレットを使用
らんぼの里」を県内外に広くＰＲ して議案説明や質問等を行い、通
しようと、寒河江市が最も輝き、 常議会とはまた違った意味で緊張
にぎわうこの時期に「さくらんぼ 感ある議会となりました。
議会」と銘打って、６月定例会（会
また、さくらんぼ議会では、会
期／５月 日～６月 日）を開催 期中、議場内にサクランボの鉢植
しました。
えとシンボルマークの額を設置し、
今回は、県内初となる、タブレ 出席者全員サクランボ柄のネクタ
ット端末を導入しての議会運営と イ（初日と最終日）とサクランボ
なり、注目を集めました。タブレ ブローチを着用して議会に臨みま
ットは、議会改革さらには行財政 した。
改革の一環として導入したもので、 さらに、ホームページ議会中継
今後、ペーパーレス化の推進や効 画面への表記も行った他、議会ロ
率的な議会運営に役立つものと期 ビーに、さくらんぼ関連イベント
待されています。
のチラシやポスターを掲示し、本
市の魅力発信を行いました。

固定資産評価審査委員会委員に委嘱
６月 日付で髙橋雅幸さん（寒
河江）が固定資産評価審査委員会
委員に新任、委嘱されました。
同委員会は、固定資産課税台帳
に登録された価額に関する不服を
審査決定するために設けられた、
市長から独立した第三者機関です。
３名の委員から構成されています。
●問合せ／市総務課総務係
☎ ８(６ ２)１１１内線 へ。

♥ ご寄附をいただきました
※地域活力アップ応援寄付金とは
市民参加型の地域づくりをさら
に推進するため創設した、地域づ
くりに特化した寄附金制度です。
詳細は Ｐの記事をご覧ください。

月３日・４日に開催される「全国

寒河江のバラを都内でＰＲ
全国的にバラの需要が高まる父
の日に向けて寒河江産のバラを全
国にＰＲしようと、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５月 日・ 日の２日間、
東京都内で行われました。
板橋市場では市場関係者に対し
て出来栄えをアピールしたほか、
都内の小売店で約２００本のバラ
を配布。訪れた人々に寒河江産の
バラの美しさを実感していただき
ました。

15

地域活力アップ応援寄附金とし
て、青山建設株式会社（代表取締
役青山潤一）様からご寄附をいた
だきました。ありがとうございま
した。

山形県予選で優勝し、天童市で８

406

中学生選抜将棋選手権大会」に出

場されます。

真っ赤な果実に笑顔が満開
市観光さくらんぼ園の開園式が
６月１日に三泉観光さくらんぼ園
で行われ、観光関係者や市立にし
ね保育所の園児、仙台寒河江会の
会員らが出席しました。式では、
園児の皆さんによる歌の披露や関
係者によるテープカットが実施さ
れた他、サクランボに見立てた赤
い風船が放流されました。式終了
後は、ハウスの中でサクランボの
もぎ取りを体験。食べ頃を迎えた
甘い果実を堪能した子どもたちは、
カメラに向かってかわいらしい笑
顔を見せてくれました。

全国中学生選抜将棋選手権大会

24

26
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31

全国大会出場
おめでとうございます
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（陵東中１年、日本将棋連盟寒河江
支部会員）

12

髙橋大輝さん
15
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SAGAE NEWS

個人情報の運用状況についてお知らせします
市が保有する個人情報を適正に管理し、開示や訂正および利用等の中止を請求する権利を保障すること
で、個人の権利利益の保護を図っています。

個人情報取扱事務の登録状況（平成29年４月１日現在／79件）
担当課等名

事務の名称

ふるさと納税事務、奨学金返還支援事務

税務課

軽自動車税賦課事務、国民健康保険税賦課事務、介護保険料賦課事務、後期高齢者医療保険料事務、
市県民税賦課事務、固定資産税・都市計画税賦課事務、収納管理及び滞納整理事務

市民生活課

住民基本台帳事務、印鑑登録事務、戸籍事務、犯歴事務、国民年金事務、西村山広域行政事務組合
交通災害共済事務

建設管理課

市営住宅管理台帳事務

下水道課

下水道事業受益者負担金賦課事務、下水道事業受益者分担金賦課事務、下水道排水設備管理事務、
浄化槽整備事業事務、浄化槽設置・廃止業務事務、浄化槽整備事業分担金賦課徴収事務

農林課

中山間直接支払交付金事務、農事実行組合員名簿管理事務、森林計画の樹立等のための調査事務、
地籍調査事務、認定農業者情報管理事務、多面的機能支払交付金事務

健康福祉課

日本赤十字社事務、生活保護事務、身体障害者福祉事務、知的障害者福祉事務、精神保健福祉事務、
老人保健事務、老人福祉施設措置事務、健康診査事務、予防接種事務、狂犬病予防事務、結核検診
事務、妊婦健診事務、母子健康手帳交付事務、乳幼児健診事務、歯科無料検診事務、訪問指導事務、
個別避難支援プラン登録票作成事務、高齢者世帯等実態調査票作成事務

高齢者支援課

介護保険事務、高齢者寿賀祝品支給事務、紙おむつ支給事務、敬老会開催事務、緊急通報装置貸与
事務、食の自立支援事務、生きがい活動支援通所事務、老人はり・灸・マッサージ等施行術費助成
事務、ひとり暮らし高齢者等除雪費支給事務、寒河江市「無事かえる」支援事業事務、灯油購入費
等助成金事務

子育て推進課

児童手当支給事務、特定教育・保育施設等入所者管理事務、子育て支援医療給付事務、重度心身障
害（児）者医療給付事務、ひとり親家庭等医療給付事務、児童扶養手当支給事務

市立病院

医療事務

水道事業所

水道料金調定事務、給水装置工事受付事務、給配水管管理事務

学校教育課

学校教育事務、卒業生管理事務、中学校給食事務、就学援助事務

生涯学習課

図書貸出返本事務

選挙管理委員会

選挙人名簿事務、農業委員会選挙人名簿事務

農業委員会

農業者年金事務、農地台帳整備事務

開示請求等の状況（平成28年４月１日～平成29年３月31日）
■開示請求／65件（承諾65件、一部承諾０件、不承諾０件）
■訂正請求／０件
■中止請求／０件
■上記決定に対する不服申立て／０件

市役所庁舎は昭和42年６月20日に開庁し今年で50周年を迎えます。建築家・黒川紀章
氏の初期の作品で、庁舎内の吹抜空間には芸術家・岡本太郎氏が制作した光る彫刻「生
誕」が吊り下げられています。

67

16

50

庁舎に響く弦楽の
美しい音色

商工創成課

市役所庁舎開庁 周年を記念し
て「山形交響楽団弦楽四重奏コン
サート」が６月 日、市役所１階
市議会議場で開催されました。コ
ンサートでは、ハイドン作曲・弦

統計調査事務、土地売買等届出書受付事務、寒河江市デマンドタクシー利用登録者名簿管理事務

楽四重奏曲第 番二長調「ひばり」
全楽章や東北民謡、映画音楽、時
代劇音楽などアンコールを含めて
全９曲を演奏。美しく響く弦の音
色に、訪れた観客はうっとりと聞
き入っていました。

政策企画課

寒河江市役所
開庁50周年

●問合せ／市総務課総務係☎86-2111内線406へ。
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市立病院ドクターアドバイス

高齢者ホッと情報

なにほいず？

22

脂質異常症（後編）

認知症ハートフルカフェに行こう！

内科医長

和田輝里子

20

結婚支援活動団体補助金

  脂質異常症の第２回目は治療
についてのお話です。脂質異常
を指摘されたらまず食事療法と運動療法に取り組み、
改善しない場合は薬物治療を行います。食事療法の
ポイントは、肉の脂身や皮、バター、チーズなどの
飽和脂肪酸を多く含む食品を控え、青魚やオリーブ
オイルなど不飽和脂肪酸を多く含む食品や、きのこ
類、海藻類などの食物繊維を豊富に含む食品を積極
的に食べるようにします。コレステロール値が高い
人は、魚卵や鶏卵、レバーなどのコレステロールを
多く含む食品の摂取を減らしましょう。中性脂肪値
が高い人は、炭水化物やアルコールの摂取量を減ら
しましょう。運動療法には、散歩や水泳などの有酸
素運動が効果的です。１回につき30～60分程度、週
３～５回位行うように心掛けましょう。それでも改
善が乏しい場合は薬を内服します。主にＬＤＬコレ
ステロールを下げる薬と中性脂肪を下げる薬に分け
られます。薬を処方されたら用法を守り、自己判断
でやめないようにしましょう。食事・運動療法も今
まで通り継続して行いましょう。
●問合せ／市立病院☎86-2101へ。

市では、市内で男女の交流イベ
ントなどに取り組む団体を支援し
ており、昨年度は２件のイベント
開催を助成しております。補助金
を活用しての事業をお考えの方は、
問い合わせ先までご相談ください。
●対象期間／平成 年３月末まで
の実施事業
●対象経費／印刷製本費、消耗品
購入費、広告宣伝費、会場使用
料等
●補助金額／上限 万円
●問合せ／市商工創成課地域戦略
係☎ ８(６ ２)１１１内線 へ。

「認知症ハートフルカフェ」ほいずはよ、
認知症の人が安心して出かけ楽しみ、その家族も
気軽に相談や情報交換ができるように、ゆったりと
過ごせるカフェスタイルで定期的に開催している集
いの場です。
認知症の人の中には、外出先での失敗体験から出
かける自信を無くして閉じこもりがちになったり、
周りの人へ遠慮する気持ちから外出を誘われても断
ってしまったりと、人付き合いが減っている人も少
なくありません。認知症ハートフルカフェでは、た
わいない話をして笑ったり、お互いの経験を聞き合
いながら身近で役立つ情報を得たり、本音を打ち明
け気持ちを楽にしたりと、参加者同士の気兼ねない
和やかなつながりからいろいろなことを共有し合う
ことができます。
認知症ハートフルカフェは認知症の人や家族だけ
でなく、認知症について一緒に考えたい人、何か手
助けをしたいと思っている認知症サポーターの人な
ど、どなたでも参加できます。あなたもホッとひと
息ついてみませんか。
●問合せ／市高齢者支援課地域包括支援係
☎86-2111内線623へ。

地域おこし
協力隊が
さがえの魅力
を再発見
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＝寒河江市婚活コーディネーター＝
氏

名

地

区

電話番号

氏

名

地

区

電話番号

多田美紀子

大字高屋

090-2277-8618

佐藤清一郎

大字田代

090-9639-5422

髙子

陽子

大字八鍬

080-1858-6018

渡辺

栄子

若葉町

090-2951-3722

新宮

広行

大字平塩

080-3530-8438

後藤

武

字下河原

080-6022-3771

川越

正

本楯一丁目

090-4885-6079

渡邉美代子

大字松川

090-5591-3285

渋谷

明子

船橋町

090-2992-1354

菊地

伸一

丸内一丁目

090-2020-8176

花山

美穂

仲谷地二丁目

090-1931-4851

阿部

清

大字日田字五反

090-3360-2897

安達

昌敏

字中河原

080-1817-0301

鈴木

好子

大字日田

090-5356-8253

佐藤

郁子

大字西根字下堰

090-7565-8683

会田まり子

六供町一丁目

090-2796-4884

木村

二男

大字寒河江字塩水 090-3363-2827

工藤

わか

大字西根字石川西 86-8573

宮崎 博規（兵庫県出身・４５歳）

佐藤

昌明

中央二丁目

090-7661-0402

太田

美樹

六供町一丁目

田代の豊かな自然を満喫できる体験型プログラムをどんどん考えていき、多くの
方に田代に来てもらえるよう頑張ります。

太田

真美

中山町大字長崎

090-7060-8988

髙橋ヨシ子

エ ン ジ ョ イ

縁 JOY通信

５月から活動している宮崎博規と申します。兵庫県明石市の出身です。今まで
20年近く福祉畑で仕事をしてきましたので、今回の転職は私にとって一大決心で
あり、大きな挑戦だと思って寒河江に参りました。私が携わる活動は、旧田代小
学校における住民レストラン事業や宿泊事業を通じた田代での地域づくりです。
いよいよ田代に着任。一大決心で参りましたので謹厳実直に働
こうと―『楽しんだらいいべぇ』、…大きな挑戦なので不安が―
『昼食べていかんかぁ』、…いやいや一大決心なので―『茶でも飲
んでけぇ』、…ハイ！お邪魔しまーす！田代の皆さま、温かく迎
え入れていただき、本当にありがとうございます。これからはも
う少し頑張りますので、よろしくお願いします。

寒河江市は「婚活」を応援しています！

SAGAE COLUMN

婚活コーディネーター
制度

そろそろ結婚をしたいけれどい
い人に出会う機会が少ない、婚活
イベントに参加してもなかなか上
手に話せない等、婚活でお困りの
ことはありませんか。市では、結
婚を望む独身男女が幸せな結婚を
迎えられるよう 人の「寒河江市
婚活コーディネーター」が親身に
なってサポートします。これまで
も、多くの方から相談をいただい
ており 組を結婚へ導きました。
結婚への第一歩として、婚活コ
ーディネーターへお気軽にご相談
ください。

え コラム
が
さ

090-4310-7814

大字寒河江字塩水 090-9532-3799
（６月末現在、順不同、敬称略）
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まちかど

遊んで広がる笑顔の輪

親子で楽しめるわらべうたを知ってもらおうと、

クローズアップ

ゆめはーと寒河江「わらべうたであそぼう」が６月
８日、同所で開催されました。渡邉裕子さんが講師
を務め、一緒に体を動かす遊び歌やスケッチブック
シアター等を披露。参加した約20組の親子に「ママ
がニコニコしているだけで、子どもたちは笑顔にな
る。遊びの中で子どもの成長を発見するのを楽しん
でいきましょう」と思いを伝えました。

水上バイクの熱い戦い
全国統一規格のスラロームコースで
操縦テクニックと速さを競う「ヤマハ

さんで～すて～じ３周年を祝う

Ｓ－１グランプリ

芸術文化の力で中心市街地を活性化しようと、毎

グリバーさがえＣ

ＵＰ」が６月４日、同所で開催されま

週すてきなステージをお届けする「さんで～すて～

した。大会では、使用する競技艇の種

じ・さがえインフローラ」のオープン３周年記念イ

類で５クラスに分かれてタイムトライ

ベントが６月４日、フローラ・ＳＡＧＡＥ地下で行

アルを実施。本大会にエントリーした

われました。当日は特別出演として八木節上州睦会

ライダーたちは、大きな水しぶきと白

が見事な八木節を披露した他、寒河江吟友会、藤間

い航跡を残しながら水面に浮ぶブイを

流藤好会、三味線照美会、カフラオハワイ山形校、

鋭くターンしてコースを走り、0.01秒

つくしんぼコーラスが観客を盛り上げました。

の世界を競い合っていました。

懐かしの名車が寒河江に集合

国内外の往年の名車151台が一堂に会した「ノス

サクランボの美しい詰め
方を学ぶ

タルジックカー・ミーティング2017さがえ」が６月

サクランボの出荷シーズンを迎

10回目。懐かしい車を一目見ようと訪れた愛好者や

解消しようと「さくらんぼ箱詰め

をのぞき込んだり、写真撮影に熱中したり、昔日を

４日、寒河江駅前で開催されました。同イベントは
地元企業等で構成された実行委員会が主催し今年で

えるにあたり、農家の労力不足を

家族連れは、目を輝かせて運転席やボンネットの中

作業研修会」が６月４日、文化セ

振り返りながら車談義に花を咲かせていました。

ンターで行われました。市農業委
員の菊地弘美さんと菊地ひとみさ
んが講師を務め、200グラムのフ
ードパック詰めや500グラムのパ
ックバラ詰め等の方法を学習。中
でも500グラムの逆さ詰めでは▼
色味や大きさを先に合わせる▼縦
横の並びをそろえる▼輸送中に果
実が動かないようキッチリと詰め
る―等の注意点を意識しながら、
参加者は一粒ずつ丁寧に箱詰めし
ていました。

"今"を自分らしく生きる

寒河江市西村山郡在宅医療・介護連携支援室たん

ぽぽ訪問看護ステーションの公開講演会が５月27日、
ハートフルセンターで行われました。県立河北病院
緩和ケア科長奥山慎一郎さんが「がんになってもあ
なたらしく生きることを支える」と題して講演。奥
山さんは「最期まで自分らしく生きるには医療以外
にも、さまざまな人からの支援が必要。家族だけで
頑張りすぎないことが大切」と語りました。

50周年
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皆さんは、フクロウを家で飼

この本はノンフィクションであり、作者は13歳

お誘い合わせの上ご来場ください。市のホームページ

…。読んでいると、まるで自分が飼育しているよ

うな気持ちになれます。生きものを育てる大変さ

８月６日㈰

日㈫～８月６

●展示／7月17日㈪～23日㈰の午前10時～午後７時

やいとおしさが学べる一冊です。

●ワークショップ／7月22日㈯の午後1時30分～5時

おはなし室

■日時／８月５日㈯午前

講演
分

日㈭～８月８
時

８２３１へ。

９月

日㈰

時

受講者
募集

「武士と館」佐藤鎮雄氏

慈恩寺では、葬式ではな

「慈 恩 寺 歴 史 文 化 振
興室」コーナー
Ｑ
く法会を行うといいますが、
法会とは仏教儀式のこと

これはどういうものですか。
Ａ
です。普通は、死者の冥福を
祈る儀式ですが、慈恩寺では、
一山の僧侶が法会の趣旨に沿
った読経などを行い、国家安
泰や除災招福を祈ります。
江戸時代の慈恩寺では、本

どは五十八回の法会とは別に

この他、慈恩寺修験の修行な

ることに変わりはありません。

今でも慈恩寺最大の行事であ

る一切経会も法会の一つで、

どがあります。舞楽が舞われ

天台大師を供養する大師講な

弘法大師を供養する御影供、

泰や五穀成就を祈る修正会、

●問合せ／市生涯学習課慈恩
堂などで年間五十八回の法会
寺歴史文化振興室☎ ８(６ ) が行われていました。現在で
も続くものに、年頭に国家安

雄氏

■講師／県立うきたむ風土記
の丘考古資料館長・渋谷孝

らし

■演題／縄文時代の水辺とく

Ｅ５０２会議室

■会場／フローラ・ＳＡＧＡ

分～

時～午後７時

市埋蔵文化財フェア
「縄文時代の水辺とくらし」
■日時／７月
日㈫の午前
（休館日８月２日㈬）
■会場／市美術館

日㈰

西村山地域史研究会主催
市民講座「山形の歴史を学ぶ」
８月

氏、②「慈恩寺本堂堂蔵の
●会場／文化センター

■内容／①「上杉謙信の書状
について」鈴木勲氏、②

落書きを読む」大宮富善氏

ら、連綿として続いています。

からの法会が形態を変えなが

ています。慈恩寺では、古く

行われており、多くの行事が

●受講料／千円

さん

９月３日㈰

愛純

■内容／①「石碑建立者を探
る」加藤和徳氏、②「江戸
初期の左沢領」本間勝喜氏

木村

●問合せ／西村山地域史研究
慈恩寺で行われていたのです。

会事務局 文化センター内
このように、古代の寺院に
(
)
☎ ８６ ８２３１へ。
見られる国家安泰などを祈る
(
)
法会は、今も慈恩寺に伝わっ

陵南中学校１年

が、寒河江に調査に訪れた。

大阪在住の竹田美寿恵さん

調査のねらいは、①牧野克次

末裔」とあった。竹田さんの

の父大江半次郎は大江廣元の

市史編さん
寒河江町古澤徳治宛の木箱
だより
関西美術界で活躍し、ニュー

と古澤徳治との関係②寒河江
城跡の石碑を見る③寒河江大

ヨーク美術学校の教授を務め
た牧野克次

編さん室では、寒河江城跡

江家と大江半次郎とのつなが
りを知ることだった。

一八六四～一九
(

四二 )
の遺品に、「山形県西
村山寒河江町古澤徳治様」と
宛名が貼ってある、鍵のかか

る頑丈な木箱があったからだ。 以外は十分に説明することは

展示ホール

７／25㈫から

一八八九～一九
(

高い関心を持ち、文化人中村

一方、徳治は芸術文化にも

たという。古澤酒造は、昭和

７／11㈫・18㈫・25㈫の午前10時～11時30分

中には、克次の印譜 掛
･軸 書
･ ･ できなかった。ただ「古澤徳
治という人は、当時の寒河江

図書館ボランティアチェリー

三年から三回連続で最高名誉

ムーミンママクラブ ７／23㈰午前11時～11時40分

原田

美術館専門員

●問合せ／市文化センター

図書館へ行こう！

の文化人であった」と説明し
を引いた。
古澤徳治

旅館に全員を宿泊させ、蔵元

待したのである。上山市村尾

そして優良得意先を蔵元に招

る。徳治は、昭和十年代寒河

つ立てり奇しき島かも」とあ

しき島かも波の上に

歌碑も建立した。「浮島は奇

の頃、東京に暮らしたという。 日町の大沼浮島には古道人の

七八 )
は寒河江の酒造家で、若
天風にも師事した。また子規
い頃、秋田県湯沢町の ｢
両関 ｣ と交流し詩文書画に優れた福
酒造場や兵庫県の灘・広島県
田古道人 一
(八六五～一九四

への送迎には、内陸地方のタ

江を代表する文化人であった。

盛」
・
「澤 正 宗 」 を 送 っ た 。 こ

九二八 、)
東京日本橋国分商店
を卸店として、東京に「紅葉

地研鑽に努めた。昭和三年 (
一

西条町の銘醸家に出かけて実

クシーすべてを集めて対応し

ゆれつ

高瀬山古
ンサークル記念碑 ･
墳碑なども建立している。朝

遺跡の顕彰にも関わり、スト

四 )
を古澤家に宿泊させ、多
くの作品を制作してもらった。

５日㈬・10日㈪・24日㈪

染める体験ができるワークショップも行います。ぜひ

10

❼月の休館日

また、作家本人が作った“いきものたち”に、色を
フワの愛くるしい姿で私達を魅了しますが、実は

短冊 ･
過去帳などが入ってい
たという。過去帳には、克次

７／25㈫から
没後90年

できます。
本を書きました。フクロウは、まん丸な目やフワ

賞の栄に輝いた。

脳活

れている作品は、好きな位置に動かして楽しむことが
でイギリスのイートン校に入学し、在学中にこの

たら、これが竹田さんの関心

ブックテーマコーナー
夏の図書館まつり関係展示

の“いきものたち”を縦横無尽に飾りつけます。飾ら

30

さがえ図書館まつり２０１７
夏まつり

を開催します。美術館の壁や床、天井など不思議な形
うことが出来ると思いますか？

11

夏の一日を図書館で楽しん

本市の造形作家佐藤品子氏の個展「いきものの世界」

ジョナサン・フランクリン・著
エクスナレッジ・発行

の義母大江タケの欄に「タケ

７／23㈰まで

芥川龍之介

７／11㈫～23㈰
さくらんぼ俳句作品展示

☎86-5111へ。
７／15㈯午後２時～３時
いっちゃん会

も合わせてご覧ください。

「いじめ・非行をなくそう」 受け止めて 友の苦しみ 悲しみを

イートン校の２羽のフクロウ

30

■お話／長岡禮子氏、菊地清
夫氏
ワークショップ

■期間／７月
日㈰
●会場・問合せ／市立図書館
☎ ８(６ １)６６２へ。

高瀬山遺跡の水場遺構

でみませんか。
リサイクルブックプレゼント
人形やしおり、ブックスタ
ン作ってみよう。

図書館の古くなった本など
時

ンドを親子でワイワイドンド

分～
■時間／午後２時
分

分～３時

冊まで提供します。

を一人
■時間／午前９時

時

ボランティア団体の小道具展

時～

子で楽しく過ごしましょう。
■時間／午前
「三 び き の や ぎ の が
■演題 ／
らがらどん」「かみなりむす
め」「三まいのおふだ」
分～２時

戦争の体験談を聴くつどい
■時間／午後１時
分

ット、ボランティアチェリー

分

30

■ 展示団体／いっちゃん会、ム
ーミンママクラブ、図和ネ

人形劇や影絵を見ながら親

人形劇を楽しもう！

11
30

市青少年育 成 市 民 会 議 入 選 標 語

1

10

11

30

25

10

市郷土館を小中学生の夏
休みに合わせて毎日開館し
ます。建物のスケッチや昔
の道具の自由研究など、夏
休みの宿題にもご利用いた
だけます。市の歴史に触れ
てみませんか。
●期間／７月29日㈯～８月
13日㈰
●開館時間／午前10時～午
後４時
●入 館料／大人100円、小
中学生無料
●問合せ／市生涯学習課慈
恩寺歴史文化振興室
☎86-8231へ。

10 27

■内容／①「最上川中流域の
旧石器時代遺跡」渋谷孝雄

27

30

30

10

アートに＊ふれよう
「観て・触れて・感じる」
今月の 冊

最高名誉賞受領記念

30

市郷土館夏休み
特別開館
寒河江市美術館

Sagae L ibrary
さがえライブラリー
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学 習
涯
の ま ど
生

お知
らせ
●対象要件／①市内にある現在使用さ
れていない木造の空き家、②構造の
腐朽等が著しく危険性が大きいもの、
③平成 年３月 日までに工事完了
報告書を提出できる、④登記事項証
明書や固定資産関係資料に所有者と
して記録されている方または相続人、
所有者・相続人から対象建築物除却
の同意を受けた方。なお、市税等の
滞納がある方や他の権利者（抵当権
者）があるものは対象外となります。
また、交付決定前の着工は補助対象
となりませんので、ご注意ください。
国民健康保険税の改正
●対象工事／①建設業の許可等を受け
た者に請け負わせる工事、②建築物
均等割額・平等割額に対する軽減判定
全てを除却する工事、③他制度で補
所得基準額の引き上げ
助金を受けない工事
■ ５割軽減の基準額／ 改正前） 万円
(
●補助金額／ または のいずれか低
＋ 万５千円×世帯加入者数
改
(
い額の２分の１（上限 万円 。
正後） 万円＋ 万円×世帯加入者
)
数。３人世帯の場合は、１１２万５
補助対象建築物の除却に要した費用
千円から１１４万円に引き上げ。
の８割、 国土交通大臣が定める標
■ ２割軽減の基準額／ 改正前） 万円
準額。
(
●申込／８月 日 まで市建設管理課
＋ 万円×世帯加入者数
改正
(
後） 万円＋ 万円×世帯加入者数。
建築住宅係☎ ８(６ ２)１１１内線 へ。
３人世帯の場合は、１７７万円から
１８０万円に引き上げ。
小児救急講座、
●問合せ／市税務課市民諸税係
ヘルスメイト養成講座
☎ ８(６ ２)１１１内線 へ。
⇒

⇒

老朽危険空き家の除却費用を
助成します
●補助件数／住宅２件を予定（申し込
み多数の場合は、周辺に与える危険
性を勘案し選定）

認知症ハートフルカフェ三泉

いざという時のための小児救急講座
■日時／７月 日 午後７時～９時
■内容／講話「小児の急病と病気の予
防」 講
( 師・にとう小児科医院仁藤
敏昭先生 、)救急ＡＥＤ実技
ヘルスメイト養成講座
■日時／７月 日 ～平成 年２月の

３０太田昭夫さん
謡曲、民謡のステージ
■日時／ ７月 日 午後２時～３時 分
■出演／親謡会、秀菁会
●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。

最上川ふるさと総合公園
イベント情報

子育てサロン・エンジェル「ボールプ
ールあそび」
■日時／７月 日 午前 時～正午

ゆめはーと寒河江
イベント情報

●日時／７月 日 午後１時 分～４
時 分
●会場／文化センター
●対象／市内の医療職・介護職の方、
認知症サポーター、認知症と診断さ
れた方とそのご家族
●内容／講演「認知症ケアにおける多
職種協働の重要性」
（講 師 ・ だ ん だ
ん 会 理 事 長 宮 崎 和 加 子 氏）
、意見交
換交流会
●申込／市高齢者支援課地域包括支援
係☎ ８(６ ２)１１１内線 へ。

626

日

～８月３日

の午
前９時～午後６時（最終日は午後３時）

●日時／７月

●対象／原則 歳以上の方
●持ち物／剪定（せんてい）ばさみ
●その他／雨天順延
●申込／７月 日 まで市シルバー人
材センター☎ ８(３ ３)２２４へ。

寒河江工業高等学校
ものづくり体験教室

14
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全６回、午前９時 分～午後３時
■会場／西部地区公民館
分（初回は午後１時 分～）
親子交通安全教室
■対象／健康生活に興味がある市民で、 ■日時／ ７月 日 午前 時 分～ 時
修了後に健康づくりボランティアと
■会場／ハートフルセンター
して活動できる方、 人 ７月 日
子ども夏まつり２０１７
(
■日時／７月 日 午後１時～３時
まで要申込 )
■内容／栄養に関する学習と実習、健
■会場／ハートフルセンター
■その他／おまつり当日に利用できる
康づくりのための運動と講演
お楽しみ券は、ゆめはーと寒河江で
■参加費／ １２００円（テキスト代等）
午前９時～午後５時 分に１セット
●会場／ハートフルセンター
２００円で販売しています（土・日
●申込／市健康福祉課市民健康係
曜日、祝日を除く 。)
☎ ８６ ２１１１内線 へ。
(
)
小学生の日「夏休み特別企画」
■日時／ 木
[ 工クラフト（マグネット
寒河江市認知症対応力
作り ］８月１日 、定員は小学１
)
向上研修会
年生～４年生 人。 お
[ もしろ環境
実験工作（リサイクル工作 ］
) ８月
２日 、定員は小学１年生～４年生
人。 楽しいクッキング教室（お
[
やつ作り ］
) ８月３日 、定員は小
学４年生～６年生 人。いずれも時
間は午前９時 分～ 時 分です。
■会場／ハートフルセンター
■申込／各小学校に配布した用紙に記
入し、問い合せ先へ提出
●問合せ／ゆめはーと寒河江☎ ８(３ )
３２２５へ。
30

●会場／さくらんぼ会館
●体験教室／７月 日 ・ 日 の午
前 時～午後３時（随時受付 、
)参
加費３００円。
●問合せ／さくらんぼ会館☎ ８(６ １)
８１８へ。

15

出入り自由ですので、お気軽にお越
しください。
●日時／７月 日 午後１時 分～３
時 分
●会場／ケアセンターとこしえ三泉
●内容／認知症介護に関する講話、相
談等
●問合せ／ケアセンターとこしえ三泉
☎ ８(５ ６)８７０へ。
紙バンドクラフト作品展
■日時／７月５日 ～ 日 の午前９
時～午後６時
■内容／エコクラフト（手芸用の紙バ
ンド）を使って編んだ手作りのバッ
グやかご、雑貨等のオリジナル作品
を約１００点展示。
パンの花教室（初心者３回コース）
■日時／７月 日、８月８日・ 日、
９月 日・ 日の各火曜日、午前９
時 分～正午。都合が良い日に３回
ご参加ください。
■受講料／１５００円（３回分 、
)別
途材料代が必要です。
■内容／アジサイを作ります。要申込。
●問合せ／最上川ふるさと総合公園
☎ ８(３ ５)１９５へ。

21

市シルバー人材センター
庭木手入れ講習会

●日時／７月 日 午前９時～
●会場／寒河江工業高等学校
●定員／小学校高学年、 人
●内容／マイクとスピーカーの製作
●申込／寒河江工業高等学校情報技術
科☎ ８(６ ４)７０３へ。
(水)

フローラ・ＳＡＧＡＥ
イベント情報
第２回フリーマーケット
■日時／ ７月８日 午前 時～午後３時
■会場／フローラ・ＳＡＧＡＥ１階
■内容／手芸、衣類、バッグ、雑貨、
骨董品等の展示即売会
第２回ミニ四駆レース大会
■日時／ ７月８日 午前 時～午後３時
■会場／フローラ・ＳＡＧＡＥ２階
■内容／ミニ四駆の展示とレース大会
の開催
●問合せ／フローラ・ＳＡＧＡＥ管理
室☎ ７(７ ６)３３０へ。

さんで～すて～ じ ・ さ が え
インフローラ 催 し 案 内

分～

(木)

60

20

26

Ⓑ

色彩魚拓愛好会「拓秀会」
合同展示会

(火)

●日時／７月 日 午前９時
時 分
●会場／チェリーランド

線410へ。

11

画課☎86-2111内

15

30

45

●問合せ／市政策企

10

30

(木)

(火)

登録くだ

11

さい。

(土)

ぜひ、ご

45

で配信しています。

(火)

18

20

22

の情報を電子メール

(水)

毎週木曜日に本市

15

寄附について
◆税制上の優遇措置が受けられます
○法人の場合、寄附金の全額を損金算入することができます。
○個人の場合、寄附金のうち2,000円を超える部分について、
所得税と個人住民税の控除の対象となります。
◆イメージアップにつながります
○市 ホームページなどでお名前を掲載させていただきます
（希望した方のみ)。
○企業の記念事業などにご活用いただくことで、地域の皆さ
まに感謝の気持ちをお伝えすることができます。
●問合せ／市財政課財政調整係☎86-2111内線414へ。

ふるさとだより
｢ｆメール｣ 配信中

30

西部愛好会とおおえ愛好会との合同
展示会です。

11

33

混声合唱、ギター弾き語りのステージ
■日時／ ７月９日 午後２時～３時 分
■出演／寒河江混声合唱団、ａｋ１２

30

18

(木)

Ⓐ

332

2017.7.5
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15

30

地域の活力アップ応援事業のご紹介
この事業は、地域の活力向上を目的とした市内での地域づ
くり活動を応援するもので、地域づくり計画の策定、地域課
題を解決する事業や地域を元気にする事業に対して助成しま
す。（現在第２次募集中です。詳細は市ホームページをご覧
ください）

(日)

(水)

623

30

(木)

15

10

30

10

(火)

(日)

25

(土)

Ⓐ

15

12

(金)

(金)

(火)

29

(木)

30

(金)

14

25

30

50

28

20

15

地域活力アップ応援寄附金とは
市では現在、第６次寒河江市振興計画に基づき「市民・地
域主体のまちづくり」を進めています。
このたび、市民参加型の地域づくりをさらに推進するため、
地域づくりに特化した寄附金制度を創設しました。頂いた寄
附金は、翌年度以降の地域の活力アップ応援事業の財源とし
て活用させていただきます。

27

10

30

22

地域活力アップ応援寄附金募集
10

30

10

20

312

(土)

16

(水)

30

Ⓑ

26 18

33

33

20

12

30

26

48

33

27

49

(木)

(土)

(日)

お知らせ
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16 ㈰
17 ㈪
18 ㈫
19 ㈬
20 ㈭
21 ㈮
22 ㈯
23 ㈰
24 ㈪
25 ㈫
26 ㈬
27 ㈭
28 ㈮
30 ㈰
31 ㈪

3㈭
4㈮

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。

５／22㈪～24㈬

寒河江中部
小学校

休日当番医（山﨑医院)／証明書交付窓口開庁（午
前)／ハートフルセンター休館日

５／29㈪～31㈬

休日当番医（土田内科医院）
ゆめはーと寒河江「親子交通安全教室」
にしね保育所園庭開放日／２歳６カ月児歯科検診
ふるさと交流スペース
郷間正観ギャラリートーク／市長相談／９～10カ
月児健診
ゆめはーと寒河江「子ども夏まつり2017」
休日当番医（陵南眼科クリニック)／証明書交付
窓口開庁（午前）
市立図書館、市民体育館、市民プール、チェリーナ
さがえ休館日
たかまつ保育所園庭開放日／中央公民館休館日
しらいわ保育所園庭開放日／１歳６カ月児健診／
フローラ・ＳＡＧＡＥ休館日
ゆめはーと寒河江「赤ちゃんマッサージ｣／なか
保育所、寒河江第二幼稚園園庭開放日／ふるさと
交流スペース／健康相談
しばはし保育所園庭開放日
全国高等学校総合体育大会男子バレーボール競技
（～30日）
休日当番医（渡辺外科胃腸科医院)／証明書交付
窓口開庁（午前）
固定資産税・都市計画税（２期)、国民健康保険
税（１期)、介護保険料（１期)、後期高齢者医療
保険料（１期）納期限
なか保育所みいずみ分園園庭開放日／フローラ・
ＳＡＧＡＥ休館日
にしね保育所園庭開放日／ふるさと交流スペース

■次号の市報７月20日号は、７月20日㈭に発行します。

17

☎86-2111内線421へ。

学校等名

2017.7.5 市報さがえ

20

29

●問合せ／市商工創成課商工労政室

検体検査日

子育てサロン・エンジェル「ボールプールあそび｣／
法律相談

８/1 ㈫ 水神祭／ゆめはーと寒河江「小学生の日」(～３日）

2㈬

●会場／寒河江駅前みこし公園

セシウム セシウム
134
137
不検出

不検出

なか保育所

不検出

不検出

６／５㈪～７㈬

南部小学校

不検出

不検出

６／13㈫～15㈭

西根小学校

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（６月22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／腹筋用座いす、日本人形、おひなさ
ま、茶だんす、食器、スーツケース、ファック
ス用フィルムカートリッジ

■譲ります／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／応接用いす、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＝

■あげます／チャイルドシート、ジュニアシート
■譲って／二段ベッド、山形西高等学校体操着
子育てゆずりあいコーナーをご利用ください

子育てに必要な物品は、お子様の成長に伴い短

いサイクルで使用することができなくなりますが、
必要とする方と譲り合うことで、助け合いや資源
の有効活用となります。

市ホームページおよび毎月５日号市報掲載の｢子

育てゆずりあいコーナー」をぜひご利用ください。
●問合せ／市市民生活課☎86-2111内線232へ。

21

18

16

27

(金)

(日)
10

熱中症は予防できます
暑さが続くこの季節、屋
外での運動や高温多湿な屋
内での作業、室内で冷房を
控えること等により、熱中
症を発症しやすくなります。
熱中症を予防するには「暑
さを避けること」と「水分
補給」が大切です。
◆暑さを避ける
○屋外では日傘や帽子を使う
○日陰を利用する
○涼しい服装
○屋内ではエアコンや扇風
機を効果的に使う
○車内ではエアコンで適温
を保つ
◆水分補給
○小まめに水分補給
○喉が渇く前に水分補給
○汗をかいたときは塩分も
忘れずに
●問合せ／市健康福祉課市
民健康係☎86-2111内線
627へ。

(日)

19

(水)

(日)

25

30

45

18

(火)
20

21

(火)

(火)

(木)

10

11

18

24 10 24

27

(火) 11 (日)

(木)

26 (水)

(木)

８月１日から国民健康保険高齢受給者証は浅黄色に、
後期高齢者医療被保険者証はもも色に変わります
現在使用しているクリーム色の国民健康保険高齢受給者証と水色の後期高齢者

医療被保険者証の有効期限は７月31日（期限後は、各自で破棄してください）で
すので、８月１日からは郵送された新しいものを使用してください。なお、平成

28年中の所得で一部負担金割合を判定していますので、８月から窓口で支払う医

療費が変更となる場合があります。

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額
認定証」の更新または新規申請
入院または外来で同一の医療機関へ１カ月の間に支払う医療費が高額になると

見込まれる場合、認定証の提示で窓口負担が限度額（世帯の所得状況により異な

る）までとなります。必要な方は、保険証、はんこ、マイナンバーの分かるもの、
窓口に来られる方の身分証明書を持ってハートフルセンターにお越しください。
認定証は原則申請した月の１日から適用になります。

※現在、認定証をお持ちの方で８月以降も必要な方は、再度申請が必要です。
＝70歳未満の国民健康保険加入者＝

｢認定証」の提示で、窓口負担が限度額までとなります。
＝70～74歳の国民健康保険加入者、後期高齢者＝

平成29年度市県民税非課税世帯の方は「限度額適用・

標準負担額減額認定証」の提示で、一部負担金および食
事代が減額になります。

●問合せ／市健康福祉課国保医療係☎86-2111内線615へ。
2017.7.5
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29 ㈯

ふるさと交流スペース／健康相談／市民浴場休場日

52

を同時開催

(日)

７
、
( 月 日 午前９時～ 日
)イ
ンターネットで申し込めない場合は、
問い合わせ先へ郵送または持参（７
月 日 ～ 日
。)
●第１次試験日／９月 日
●第１次合格発表日／ 月 日
●第２次試験日／ 月 日 ～ 日
●最終合格発表日／ 月 日
●問合せ／法務省仙台入国管理局総務
課☎０２２ ２(５６ ６)０７６へ。

15 ㈯

ゆめはーと寒河江「子どもの救命救急学習会」／な
か保育所みいずみ分園、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／３～４
カ月児健診・思春期ふれあい体験学習／こころの
健康相談／南部・柴橋・西部地区公民館休館日
みなみ保育所園庭開放日／行政相談／郷土食伝承
料理教室／小児救急講座／フローラ・ＳＡＧＡＥ
休館日

■その他／｢駅前パークＪＡＺＺ2017」

30

平成 年度採用
寒河江川土地改良区職員募集

14 ㈮

市立図書館休館日

■日時／７月８日㈯午後４時～８時

30

●募集区分／正規職員（若干名）
●受験資格／高等学校卒業以上 歳以
下の方
●第１次試験日／８月６日
●第２次試験日／８月下旬（予定）
●会場／県土地改良会館
●申込／７月 日 まで寒河江川土地
改良区☎ ８(６ ５)１１２へ。

13 ㈭

休日当番医（平野医院)／証明書交付窓口開庁（午前）

ビアフェスタ

自衛官募集説明会

12 ㈬

寒河江さくらんぼ大学開講式／さがえちぇり～マ
ルシェ朝市、ビアフェスタ／最上川フェスタ2017
(～9日）

■日時／７月８日㈯午前６時30分～７時30分

30

●日時／ ７月 日 午前 時～午後２時
●会場／文化センター
●募集区分／自衛官候補生・一般曹候
補 生 （ 歳 以 上 歳 未 満 の 方 、) 航
空学生（高等学校卒業（見込み）以
上 歳未満の方）
●募集期間／９月８日 まで
●問合せ／自衛隊山形募集案内所☎０
２３ ６(３４ ３)４３９へ。

11 ㈫

離乳食前期教室

朝市

アスポートさがえ
トレッキング体験会

9㈰
10 ㈪

ふるさと交流スペース

さがえちぇり～マルシェ

山歩きで日常から開放されてみませ
んか。寒河江山岳会が同行しますので、
初心者でも安心です。
●日時／８月６日 午前７時 分～午
後３時 分（予定）
●会場／六十里越街道（旧湯殿山ホテ
ル～大岫峠～志津不動院跡）
●集合場所／文化センター
●対象／小学生以上の市民 人（小学
４年生以下は保護者同伴）
●参加料／３８００円（バス代・保険
料込み）
●持ち物／雨具、昼食、水、おやつ
●その他／小雨決行
●申込／７月 日 まで市民体育館
☎ ８(６ ５)１１３へ。

8㈯

３歳児健診／市立図書館休館日

入国警備官採用試験

5㈬
6㈭
7㈮

●受験資格／ 警
[ 備官］①平成 年４
月１日において高等学校または中等
教育学校を卒業した日の翌日から起
算して５年を経過していない方、平
成 年３月までに高等学校または中
等教育学校を卒業見込みの方。②人
事院が①に準ずると認める方。 警
[
備官（社会人 ］
) 昭和 年４月２日
以降に生まれた方（①に規定する期
間を経過した方、人事院がそれに準
ずると認める方に限る 。)
●受験申込方法／原則インターネット

７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。

山岸の通りを歩
いて行き、長岡
山の
方角を見ると風
情を感じる石段
があり
ます。そこを登
って鳥居をくぐ
る
と山
岸毘沙門堂（び
しゃもんどう）
があり
ます。ふと周り
を見ると、見晴
し
が良
く、緑に囲まれ
ており、初夏の
風がひ
んやりと感じま
した。（佐藤
真由美）

45

https://twitter.com/
sagae_tokuhain

最上川ふるさと
総合公園の宿根
ガー
デンが見頃です
。白のレースの
ような
オルレアは周り
の花を引き立た
せブー
ケのようにすて
きです。そして
さまざ
まな花がバラ園
へと導き、花の
美
しさ
と香りと鳥のさ
えずりを愛でな
がら優
雅な気分になれ
ます。（酒井
由美子）

10 km
km

60
kｇ

41

km

km

さがえの 旬 な情報、ご覧ください！
寒河江市役所

検索
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今月の表紙

２１１１
- 寒河江市中央一丁目９番 号 ☎（８６）
8601

らん
ール・ド・さく
ツ
た
し
催
開
日
先
駐車場
寺エイドは第２
ぼ。今年の慈恩
豆の
母さんたちが枝
お
の
域
地
、
り
にな
こんに
いしるこ」や「玉
色鮮やかな「ひす
５時
した。当日は朝
ま
い
舞
る
振
」を
ゃく
。おい
選手をお出迎え
から準備万端で
幸子）
きました。（北條
だ
た
い
て
べ
食
しく

Twitterでも特派員が
情報配信中

市内を優雅に流れる最上川や
広がる田園風景など、新緑が輝
くさくらんぼの里寒河江を舞台
にした「第 回さがえさくらん
ぼマラソン大会」が６月 日に
開催されました。大会は距離や
年齢によって２ ファミリーの
部、２ 小学生の部、５ 一般
の部、
一般の部の４部門に
分けられ、合計２２３９人の選
手がエントリー。青空の下、爽
やかな汗を流しながらそれぞれ
のベストを尽くして駆け抜けま
した。
今年は参加賞として、昨年の
１・５倍の量のサクランボをプ
レゼント。発着地点のチェリー
ナさがえやコース上に設置され
た各エイドステーションでは、
昨年の２倍の
のサクランボ
が提供されました。

〒
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