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SAGAE CITY PUBLIC RELATIONS

さくらんぼと歴史が育む

さがえニュース

市体育協会表彰式
功労賞
垂石昭吾、清野正博
殊勲賞
地誠将（空手 、
) 渡辺晴海（硬式
野球 、)芳賀幸瞳（ゴルフ 、)木下
太陽・木下晴陽・加藤雅也・仲嶋

戸田風優人（カヌー 、髙橋知宏 翔太（サッカー 、
)
) 奥山杏音・横
尾健太・鍋島凛・芳賀史弥・齋籐
陸(上）
丈・芳賀湧大（水泳 、
栄光賞【個人】
) 松田佳耶
小林雄飛（カヌー 、鈴
) 木茉利奈・ 斗 ・ 安 藤 咲 那 （ 体 操 、
)安達俊昭・
バ
眞崎千尋・渡邊真琴・上野碧泉・ 三條浩・相原優子・菊池純子 (
佐藤桃佳・沼島颯希・髙澤咲良（剣 ウンドテニス 、)沖津和男（馬術 、)
鈴木杏理・渡辺莉子・鈴木一真（バ
道 、)板坂拓海（硬式野球 、
)冨樫
美涼（柔道 、)犬飼琉月（新体操 、
) スケットボール 、
) 高子聖大・渡
佐藤祐希・藤田大翔・齋藤雅・槙 辺雄太・安達翔平・加藤恭平・宇
竜汰（水泳 、
) 佐 藤 伊 希 ・ 堀 口 怜 野徹・沖津修平・佐藤英司・奥山
生（水球 、
) 犬飼唯・後藤聖・志 武史（バレーボール 、
) 髙橋督拓
田安莉沙（ソフトボール 、
) 那 須 （ビーチバレー 、
) 鈴木皓心・木村
伝（卓球 、
) 日 塔 玲 那 （ バ ス ケ ッ 快斗・髙橋華瑠亜・荒木暸一・星
トボール 、
)加藤潤斗・菊地圭佑・ 川裕貴（陸上）
菊地響・髙橋蒼未（バレーボール 、
)【団体】
大 沼 靖 （ フ ェ ン シ ン グ 、 宮 田 涼 ▼高松アタッカーズスポーツ少年
)
（陸上）
団（横山卓司・阿部秀明・高橋一
【団体】
心・鈴木玲凰奈・阿部孔明・木村
▼陵西中学校男子バレーボール部 悠聖・工藤昂也・伊藤康介・鈴木
金
( 山 大 ・ 渡 邊 基 ・ 布 川 太 志 ・ 飯 庵理・工藤尚真・高橋快心・菊池
野史恩・伊藤亮介・安孫子樹・木 颯真・今野颯汰）
村心星・大沼然・冨澤翔悟・菊地 ▼陵東クラブ（後藤昭実・神崎昭
澪・大沼真斗偉・真木晃太・村上 子・安達美奈子・加藤留美・山崎
康清・熊谷亮祐・那須優斗）
裕美・仲嶋仁美 鹿間美佐枝・田
奨励賞【個人】
中有紗・高杉才子・犬飼加奈子・
太田春奈・安達成美・安孫子咲子・
橋本碧唯・中野知・佐藤智人・橋
［敬称略］
本琉ノ介・宮林蘭（カヌー 、
) 菊 山崎あかり） 
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認知症の方が暮らしやすいまちへ

優しいお店」に登録された店舗や
事業所に市イメージキャラクター
チェリンからステッカーが手渡さ
れました。市では、事業に協力し
ていただける店舗・事業所を募集
しています。詳しくはお問い合わ
せください。

●問合せ／市高齢者支援課地域包
括支援係☎ ８(６ ２)１１１内線
へ。

623

市民サービスの向上を目指して
本市と市内７カ所の郵便局は１
日に「寒河江市と寒河江市内

月

認知症サポーター養成講座で学
んだことを生かし、認知症の症状
がある方やそのご家族にやさしい
対応を心がけていただける店舗や
事業所として市に登録していただ
いた方にステッカーを配る「市認
知症にやさしいお店ステッカー交
付式」が２月 日、フローラ・Ｓ
ＡＧＡＥで行われました。式では
まず、認知症と診断された経験を

もつ榎本清秋さんが講師を務め「認

19

知症の私からみなさんに伝えたい
こと」を演題に一問一答形式で講
演。榎本さんが認知症であると家
族が気が付いた時の話や、認知症
の方と接する時にどんなことを意
識してほしいかなど、さまざまな
話がなされ、来場者はその貴重な
話に聞き入っているようでした。
また、式の最後には「認知症に
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郵便局との包括連携協定」を締結
しました。これまで災害時の協力
体制については覚書を交わしてい
ましたが、このたび平常時におけ
る協力体制も合わせた形で協定を
締結。これにより、災害が発生し
た場合には、相互に連携し一日も
早い復旧に取り組むことはもちろ
ん、平常時においても▼道路の損
傷個所情報▼不法投棄等の情報▼
不審者についての情報―など、さ
まざまな情報提供をしていただき、
地域活性化や市民の安全・安心を
図っていきます。

マーチングバンドＪ－ＳＮＩＰＥＲが、宮城
県の仙台サンプラザホールで１月28日に開催し
た「第21回マーチング＆バトンオンステージ東
北大会」で金賞を受賞され、このたび２月17日
から東京都のオリンパスホール八王子で開催し
た「第17回マーチングステージ全国大会」に出
場されました。おめでとうございます。

16

全国大会出場
おめでとうございます

さがえニュース
SAGAE NEWS

お薦めの本を紹介し合い、最も
読みたい本（チャンプ本）を投票
で決める書評合戦「ビブリオバト
ル」が２月 日、市立図書館で開
催されました。市立図書館と東北
芸術工科大学文芸学科とのコラボ
レーション企画で、同学科の学生
５人と飛び入り参加者２人が発表。
持ち時間の５分間で推薦本の魅力
を熱く語りました。
投票の結果、山田光春（みはる）
さん（同学科４年・写真中央）が
紹介した ｢
パプリカ」 筒
(井康隆著）
が、見事チャンプ本に輝きました。
今回紹介された本は市立図書館
で展示・貸し出ししています。
市かもしかクラブ連合会の修了式が２月
15日にハートフルセンターで行われ、合わ
せて14人が修了証を受け取りました。式で
は修了生全員で「飛び出しをしません。１
年生になっても『ストップのお約束』を守
って、元気に学校へ行きます」と誓いの言
葉を述べ、その後みんなで交通安全のおさ
らいをしました。
かけがえのない大切な命を守るためにも、
交通安全を心掛けましょう。

17

今後、市内全ての保育所と保育園
へ積み木が贈呈されることとなり
ます。
贈呈式には同保育所を代表して
年中組の児童約 人が参加。積み
木３００ピース２箱がプレゼント
されました。子どもたちは早速箱
から積み木を取り出すと、床に並
べてお城を作ったり、高く積み上
げたりと自由な発想で木のおもち
ゃを楽しんでいました。

30

鈴木一作様よりブックスタート
基金として５００万円をいただき
ました。

4
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積み木で楽しく遊んでね

みなみ保育所へ西山杉を使った
積み木が２月 日に贈呈されまし
た。これは、地元村山産の木のお
もちゃの整備を通じて、森林など
の地域資源を活用したまちづくり
を推進するため、市木育・食育推
進実行委員会が木育・食育フェス
の開催に合わせ実施するもので、

株式会社おーばん寒河江店（梅
津史彦店長）様より７万９８８２
円をいただきました。

♥ ご寄附をいただきました
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お薦めの１冊、熱く魅力語る

交通安全を守れる
子どもたちに

え コラム
が
さ
SAGAE COLUMN

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？

高尿酸血症について

介護マークを利用しよう！
「介護マーク」ほいずはよ、
認知症の方や障がいのある方の外出に付き添い介
助中であるとき、それをさりげなくまわりの人に分
かってもらうためのマークです。見守りや付き添い
が必要な認知症の方などの介護は、まわりの人には、
それが介護中であることが分かりにくいものです。
そのため外出先で不審に思われたり誤解されたりす
ることが少なくありません。特に男性の介護者は、
まわりの人からの理解がないと、外出先でトイレに
付き添い介助するとき等、介護にためらう場面も多
いものです。この介護マー
クの普及は静岡県からはじ
まり全国で展開しています。
市では、市内在住の介護を
受けている方に、お一人に
つき１枚を無料で配布（介
護している方が市外在住で
も可）しています。ぜひ、
ご活用ください。
●問合せ／市高齢者支援課地域包括支援係
☎86-2111内線623へ。

地域おこし
協力隊が
さがえの魅力
を再発見

内科医長

和田輝里子

今回は高尿酸血症についての
お話です。尿酸値が7.0㎎/dlを
超えた状態を「高尿酸血症」といいます。尿酸値が
高い状態が続くと尿酸が結晶化して全身に悪影響を
及ぼします。関節に沈着すると痛風発作の原因とな
り、腎臓に沈着すると腎機能の低下を招きます。ま
た尿酸結石が生成されて、尿路結石の原因となる場
合があります。高尿酸血症の人は糖尿病や高血圧、
脂質異常症、肥満などの生活習慣病を合併している
場合が多く、生活習慣の改善が求められます。尿酸
値の上昇を防ぐためには過度の飲酒、食べ過ぎを控
えましょう。特にビール、肉・魚の内臓や干物など
のプリン体が多く含まれている食品のとり過ぎには
注意しましょう。野菜や海藻類は多めにとると効果
的です。有酸素運動を行い水分をしっかりととり、
生活習慣を改善させても尿酸値が下がらない場合は
治療を行います。尿酸値9.0㎎/dl以上が内服薬での
治療開始の目安となりますが、合併症がある場合は
8.0㎎/dl以上で開始する場合もあります。
●問合せ／市立病院☎86-2101へ。

エ ン ジ ョ イ

縁 JOY通信

先日、やまがた雪フェスティバルで初めて雪のイグルーを制作しました。地域
おこし協力隊に着任した鎌倉市出身の32歳、名前は辻寛（つじひろし）です。ヨ
ソモノの私が活動の地としてなぜ山形を選んだかというと、高校時代に山形を訪
れて以来、雪、月山、最上川など山形の大自然に魅了され続けているからです。
これまで俳優を目指してきましたが、第２の人生を歩もうとした
とき、大好きな山形のために働こうと考えたことや、地元の方々
と企業が協力してまちづくりを進めるグラウンドワーク活動に興
味があったことがきっかけとなり寒河江にやってきました。不慣
れで初めての事も多いですが、普段隠れてしまっている寒河江の
魅力を「ヨソモノ」の視点で見いだして発信していきます。

辻 寛（神奈川県出身・32歳）
ＮＰＯ法人グラウンドワーク寒河江のみなさんと地元の方々と一緒に寒河
江を盛り上げていきたい！ この思いを胸に頑張っていきたいと思います。
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まちかど
クローズアップ

未来を背負う子どもたちが
堂々と発言
寒河江子ども議会2018が１月20日、
市議会議場で行われ、議員役に市内の
小学校から各１人ずつ計10人、議長役
に西根小学校から１人が参加した他、
佐藤市長や市執行部、内藤市議会議長
が出席しました。これは、未来を担う
子どもたちに行政や議会の仕組みを学
んでもらい、本市のまちづくりについ
子ども議員 議員番号順
中家由貴（西根小)､阿部美采（西根小)､渡邊日向（幸生小)､佐藤匠（醍醐小)､吉
成秀斗（寒河江小)､駒林咲耶（白岩小)､志鎌麗香（南部小)､渡邉海愛（三泉小)､
大石庵史（寒河江中部小)､鈴木愛佳（高松小)､花輪あかり（柴橋小） ［敬称略］

て考えてもらおうと市商工会青年部が
毎年主催しているもので、今回で５年
目。参加した子どもたちは堂々とした
姿勢で質問を行っていました。

子どもたちが高校生と冬でも外遊び！
市内の小学生に、冬でも元気に外で遊びながら他

校の人たちと交流をしてもらおうと２月11日、高校
生ボランティアサークルチェリーズ「ふゆまつり」
が文化センターで行われました。子どもたちは雪上
サッカーや雪の滑り台、絵の具スプレーで雪にお絵
かきなど、冬ならではの遊びを満喫。雪の降る中で
はありましたが、チェリーズのメンバーと一緒にな
って楽しんでいました。

寒空の下でおいしい食に舌鼓

冬の味覚を満喫しながら馬そりなどの体験イベン

トを通して雪にも楽しく触れ合ってもらおうと「道
の駅寒河江チェリーランド冬まつり・第20回寒鱈（か
んだら）まつり」が１月20日・21日の２日間、同所
で開催されました。会場では熱々の寒鱈汁やホタテ
焼き、肉まんなどが販売され、訪れた家族連れらは
冬ならではの味を楽しんだ他、スノーモービルにけ
ん引されるバナナボートでスリルを味わいました。

C L O S E - U P

2018.3.5
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初めてのゴルフでナイスショット！

専門的な用具を使うような、家庭では体験できな

いスポーツに親しんでもらおうと、アスポートさが
え「ちびっこスポーツチャレンジ隊」が２月18日、
市民体育館で開催されました。挑戦できるスポーツ
はエアボール・ゴルフ・トランポリンなど全８種類。
ゴルフのコーナーでは、クラブの持ち方など、１か
ら先生に教わりながら初めてのゴルフを体験。上手
にボールを打てると笑顔を見せてくれました。

チームを創ることは人をつくること

市教育委員会が主催する「市スポーツ講演会」が

２月17日、ハートフルセンターで開催され、前山形
市立商業高等学校女子バスケットボール部監督高橋
仁さんが講師を務めました。講演の中で高橋さんは、
自分が指導者として歩み始めるきっかけや監督とし
ての苦悩や挫折した出来事を交えながら「失敗は決
して悪いことではなく、少し遠回りしているだけ」
と選手の指導を通して学んだことを伝えていました。

木のぬくもりに触れ合
う２日間
木製のおもちゃや、西村山地域

のブランド木材「西山杉」の積み
木などの知育玩具が勢ぞろいする
「木育・食育フェスin寒河江」が
２月３日・４日の２日間、チェリ
ーナさがえで開催されました。食
育ブースでは食べ物について学ぶ
紙芝居や寒河江の伝統野菜を使っ
た鍋の振る舞いなどが行われまし
た。また、木育ブースでは、東京
おもちゃ美術館が協力し、300点
以上のおもちゃを準備。会場では
親子連れらが木の匂いや触り心地
を楽しみながら木製おもちゃに親
しんでいました。
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M A C H I K A D O

揮して、楽しい感動の演奏会

ます。今回は、その成果を発

楽しく一生懸命に練習してい

ただく前納制です。なお、予

は、申し込み時にお支払いい

みください。施設の利用料金

育館窓口で確認の上、申し込

各施設の空き状況を市民体

３月５日㈪から平成
利用申込を開始
ン

ニスコート（全天候型照明

ル、幼児用併設 メートル）
、

歴史をまとめてみます。

慈恩寺は、約千三百年前に

開かれたとされます。古い時

その後、高野山の僧弘俊が

市野球場（センター１２０

メートル、両翼１００メー

柴橋小学校２年

阿部

遥磨

さん

りました。

的評価が見直されるようにな

すが、数々の文化財から歴史

帰農坊続出など困難に遭いま

明治維新で、朱印地没収や

などを祈りました。

間五十八回の法会で国家安泰

最大の朱印地を交付され、年

ヶ院四十八坊には、東北地方

れます。慈恩寺を構成する三

台宗と真言宗の併存で運営さ

りましたが、江戸時代には天

慈恩寺には様々な宗派が入

姿を現します。

ようやく現在のような景観が

しますが、江戸時代初めに、

永正元年 (
一五〇四 )
の郡
中兵乱により寺が焼かれ衰退

厚い保護を受けます。

時代以降は、領主大江氏から

真言宗と修験道を伝え、鎌倉

● 問 合 せ／ 市 体 育 振 興 公 社 (
市

民体育館内 )
☎ ８
１
(６ ５)
１３へ。

３００メートル）

トル）
、市陸上競技場（１周

どの大寺院でした。

人立ち）
、合宿所
人収容）
、 代については不明ですが、養
(
市民プール（公認 メート
一一八二 )
には、一
和二年 (
切経の写経事業が行われるほ

付き４面）
、市民弓道場（９

これまで見てきた慈恩寺の

「慈 恩 寺 歴 史 文 化 振
興室」コーナー

面、柔道場約１５０畳、
10

明るく楽しい雰囲気の中で、仲
間たちと一緒に充実した活動をし
てみませんか。見学からでも大歓
迎ですので、連絡をお待ちしてい
ます。
●対象／小学１年生から高校生ま
での男女
●練習日／毎週土曜日の午後６時
～８時
●会場／文化センター
●会 費／月2,000円（他に入団費
として1,000円）
●指導者／髙橋まり子さん、松田
藍花さん
●申込／市文化センター
☎86-5111へ。

8
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年度市体育施設

を作り上げます。ぜひ多くの

約の場合は、予約された日か

市青少年育 成 市 民 会 議 入 選 標 語

50 80

少年少女合唱団は、明るく

方のご来場をお待ちしていま
ら

てお申し込みください。期日

でご注意ください。
●施設概要／市民体育館（バ
スケットボール２面、バレ

●問合せ／市文化センター
１１１へ。
☎ ８
(６ ５)

ーボール３面、バドミント

市少年少女合唱団
団員募集

剣道場約１５０畳）
、市民テ

す。また、一緒に歌う仲間も
日㈰午後２時

10

までに申し込みがない場合は、
開演 午後１時 分開場
(
)
キャンセル扱いとなりますの
●会場／ハートフルセンター

●日時／３月

日以内に利用料金を添え

募集しています。

30

30

25

■第１部／冨永佳与子作詞・小森昭宏作曲
「アップルパイとパンプキン」ほか
■第２部／門倉訣作詞・吉岡弘行作曲
少年少女合唱組曲「雲雀の歌」より「春
の子ども・約束・この星の名前は地球」
■第３部／久石嬢作曲・源田俊一郎編曲
「トトロメドレー」より「風のとおり道・
～となりのトトロ・～さんぽ」
岡本おさみ作詞・宮川彬良作曲
「明日の朝、神様がいらっしゃるよ」
■第 ４部／きむらゆういち作詞・上田真樹
作曲
「あらしの夜に」より「出会い・ピクニッ
ク・ひみつの友だち」ほか

25

第 回市少年少女合唱団定期演奏会
42

プログラム

「いじめ・非行をなくそう」 いじめなし みんなで見守る 町がいい

の ま ど

アートに＊ふれよう
展覧会をしてみませんか？
今月の 冊

1

小水力発電が地球を救う

所を開発すれば、山間地は電力

小水力発電の可能性がある場

の面で自立できると著者は言う。本書は、人口減

少や高齢化に悩む山村を活性化し、人々を元気に

する小水力発電について解説する。メリットもデ

メリットも述べながら、地域を活性化する一つの

手段として小水力発電を推奨する。具体的なイメ

ム は
) 、最大市場の江戸に送
られた。文久三年 一(八六三 、)

十樽 一
( 樽約百二十キログラ

市史編さん
中郷のうるし山
だより
江戸時代、山形県村山地方
の産物として「最上紅花」が
有名であったが、漆も隠れた

中郷村 現(・寒河江市中郷 の)
名主菅野徳次は、江戸へ送る

大切な産物の一つであった。
漆木の幹に傷を付けて液を採

最上川峡谷や月布川沿岸は漆

の沢には沢ガニが生息してい

は漆搔をしたのであろう。こ

漆十樽の許可証を発行した。

り 漆(掻 、)塗物に使った。漆
木には、古くから領主が課税

の生産地だったことが分かる。 これらの山々で、中郷の人々

現代まで、これらの沿岸には

て、これを捕って唐揚げにし

上からは伏熊のムラが見えた。

した。
漆問屋は、各地に集荷人を

漆木が自生していて、漆掻が

ムーミンママクラブ ３／25㈰午前11時～11時40分

図書館ボランティアチェリー

３／６㈫・13㈫・20㈫・27㈫の午前10時～11時30分

展示ホール

赤とんぼ俳句会・寒河江ぎぼし俳句会合同作品展 ３／27㈫～４／８㈰

ブックテーマコーナー

き、これを集めて越前に駄送

吉は、各地に漆の集荷人を置

豊吉もその一人であった。豊

各地に出稼ぎに出たという。

搔の集団は、明治以降も国内

あたった。越前衆と称する漆

内陸地方を中心に漆の集荷に

福井県鯖江市 の
)澤田豊吉は、
中郷村に拠点を置き、山形県

かけた。その縁で今も音信が

累の訃報が入って鯖江まで出

宏さんの時、突然、豊吉の係

にした。時を経て、三代目の

して、二代目となる弟を教員

女に恵まれた。姉たちが協力

な生活が続いたが、五人の子

を踏むことはなかった。難儀

る決心をして、再び故郷の土

たという。集落の中央、蟹沢

われ、それは見事な景観だっ

なると真っ赤な漆の葉でおお

当時、中郷の山々は、秋に

宏さんは語る。澤田家のルー

入れて遊んでいましたよ」と

「子 ど も の 頃 、 漆 桶 に 砂 を

ツから、寒河江地方の漆の流

続いているという。

12日㈪・26日㈪

りながら、出羽国中郷で生き

したのであった。

豊吉は、澤田家の長男であ

て食したという。

行われていた。

コミュニケーションとは

明治元年 一
(八六八 頃)、越
前塗の本場であった別司村 現
(・

送り生産者から漆を集め、こ

３／25㈰まで
雑学はおもしろい

市民であればどなたでも、市美術館を利用して展覧
会や体験企画などを行うことができます。市主催の企
画展に参加したり、地元の芸術団体と一緒に作品展を
行ったりしてみませんか。
予算や企画内容および展示の方法などについては、
相談に応じますので、ご連絡ください。
●問合せ／市文化センター 美術館専門員 原田
☎86-5111へ。

中島 大・著
東洋経済新報社・発行

れを漆器業者に卸した。嘉永
三年 一
( 八五一 、
) 月布村 現
(・
大江町 か
) ら出荷された漆二

３／13㈫～25㈰
押し花サークル花時計作品展

寒河江市美術館

Sagae L ibrary
さがえライブラリー

澤田豊吉が宿にした菅野家

❸月の休館日

通の歴史が見えてきた。

３／27㈫から

が(んざ を)登って行くと、一
帯は「うるし山」と称し、頂
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9

３／17㈯午後２時～３時
いっちゃん会

学 習
涯
生

ージや成功のコツが分かるさまざまな実例も紹介

している。山村復活に一石を投じる一冊。

図書館へ行こう！

おはなし室

ふれあい農園利用者募集

根地区 区画（陵東中学校西側）
●対象／野菜作りに興味がある市民
●利用料／１区画年間３５００円
●申込／市農林課農業振興係☎ ８(６
２１１１内線 へ。
)

まで市健康福祉課

へ。

617

●受講料／７千円
●申込／４月９日

432
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生活福祉係☎ ８(６ ２
)１１１内線

☎86-2111内線341へ。

弾道ミサイル発射時の
行動について

●会場／さくらんぼ会館

(木)

45

171

●申込／４月２日㈪まで市さくらんぼ観光課観光振興係

22

444

30

内の小・中学校、地区公民館、市民体
育館等、 施設に特設公衆電話回線を
設置しました。
特設公衆電話回線とは、避難所を開
設した場合、電話機を接続すればすぐ
に災害時優先電話として使用できる回
線です。避難された方々が速やかに安
否確認をできるようにする目的で、停
電時でも使用可能となっており、家族
との連絡や災害用伝言ダイヤル によ
り伝言登録をすることができるように
なります。
●問合せ／市総務課危機管理室
☎ ８(６ ２)１１１内線 へ。

●日時／４月８日㈰午後１時～

(月)

避難所に特設公衆電話回線を
設置しました

ページをご覧ください。

さがえ未来創成戦略２０１８案

11

11

10

ＮＴＴ東日本の協力により、大規模
災害が発生した場合に避難所となる市

を選出します。詳細は、市ホーム

325

12

10 13

432

●応募資格／１年間にわたり観光ＰＲイベント等で活躍できる、

県内在住で18歳以上の未婚女性（高校生不可、未成年者は保

護者の同意が必要)

991

夜のコース
■日時／４月 日～ 月 日の毎週木
曜日、午後７時～９時
■定員／ 人
昼のコース
■日時／４月 日～ 月 日の毎週金
曜日、午前 時～正午
■定員／ 人
●会場／ハートフルセンター

15

29

8601

10

19

コンテスト形式の審査で、３人

13

日本（東北・北海道）に向けて弾道
への意見を募集
ミサイルが発射された場合、Ｊアラー
トにより屋外スピーカーからサイレン
●閲覧場所／市役所２階、ハートフル
とメッセージを緊急放送するほか、緊
センター、フローラ・ＳＡＧＡＥ、
急速報メール等で携帯電話にお知らせ
文化センター、市立図書館、各地区
㊫国保被保険者 証 の 交 付 は
します。北朝鮮から発射された弾道ミ
公民館。市ホームページでも公開
届け出が必要
サイルは、５分～ 分で日本に到達し
●意見の提出方法／３月 日 午後５
ますので、避難の仕方もそれに対応し
時まで閲覧場所にある所定の用紙に
市国民健康保険加入者が大学等に進
たものとなります。メッセージが流れ
記入の上、市商工創成課へ郵送（〒
学するため市外に転出される場合、学
生用の保険証（㊫国保被保険者証）を
-寒河江市中央１丁目９番 号 、
) たら落ち着いて、直ちに次の行動をし
てください。
交付しています。
ファックス ８
(６ ７
)２２０、電子メ
●持ち物／①入学の事実が確認できる
ール s-mirai@city.sagae.yamagata. ①屋外にいる場合／近くの建物の中か

地下に避難してくだい。
書類（合格通知書、学生証等 、
、電子申請、持参のいずれか。
) ②国
jp
②建物がない場合／物陰に身を隠すか、
保被保険者証、③朱肉を使うはんこ、 ●問合せ／市商工創成課地域戦略係
☎ ８(６ ２)１１１内線 へ。
地面に伏せて頭部を守ってください。
④窓口に来られる方の身分証明証（運
③屋内にいる場合／窓から離れるか、
転免許証等 、
) ⑤世帯主および㊫国保
窓のない部屋に移動してください。
被保険者証交付者の個人番号カード
この避難方法については、市ホーム
または個人番号通知カード
手話教室
ページにも掲載していますので、ぜひ
●申請場所／市市民生活課
ご覧ください。
●問合せ／市健康福祉課国保医療係
●問合せ／市総務課危機管理室
☎ ８(６ ２)１１１内線 へ。
☎ ８(６ ２)１１１内線 へ。
613

農園は４月から利用できます。
●募集区画／①南部地区５区画（国道
１１２号線沿いの 長 崎 橋 北 側 、
) ②西

ミスさくらんぼコンテスト2018

お知
らせ
お知らせ

SAGAE CITY INFORMATION

30

に掲載しています。平成 年１月２
日以降に売買等で所有者となった方
は、②のみ可
●問合せ／市税務課固定資産税係
☎ ８(６ ２)１１１内線 へ。

パン粘土体験教室
春｢の花」をテーマに作ります。
■日時／４月１日 ・２日 の午前
時～午後３時
■参加費／千円～（材料費込み）
●会場／さくらんぼ会館
●問合せ／さくらんぼ会館☎ ８(６ １)
８１８へ。

｣

の午後１

●会場／ハートフルセンター
●定員／身体障がい者手帳をお持ちで
キーボードを打つことができ、会場
まで来られる方、 人
●その他／パソコンの持ち込み可
●問合せ／３月９日 まで市社会福祉
協議会☎ ８(３ ３)２２０へ。

市老人福祉センター
催し案内

昔語り＆寸劇
■日時／３月 日 午前 時～
みんなで唄を歌おう
■日時／３月 日 午前 時～
●会場／市老人福祉センター
●施設利用料／１日３００円
●その他／マイクロバスでの送迎あり
●申込／市老人福祉センター☎ ８(７ )
１３２８へ。

認知症ハートフルカフェ三泉
ＪＡさがえ西村山寒河江支所

10

最上川ふるさと総合公園
イベント情報

日

10

ゆめはーと寒河江
ママの日 ゆ
｢めカフェ

●日時／ ３月 日 午前 時～ 時 分
●会場／ハートフルセンター
●定員／生後５カ月までの赤ちゃんと
お母さん、 組
●内容／簡単クラフト作り、交流会
●申込／ゆめはーと寒河江☎ ８(３ ３)
２２５へ。

市シルバー人材センター
ハンドマッサージ講習会

・

(水)

認知症の方や、そのご家族等が安心
して過ごせて、地域の皆さんも認知症
のことを考えるきっかけになれる場所
です。お気軽にお越しください。
●日時／３月 日 午後１時 分～３
時 分
●会場／ＪＡさがえ西村山寒河江支所
●内容／認知症マメまめ講話、おたの
しみ創作、介護相談等
●問合せ／ケアセンターとこしえ三泉
☎ ８(５ ６)８７０へ。

30

山形を熱くしよう！プロジェクト復興
支援チャリティライブ
■日時／ ３月 日 午前 時～午後４時
■内容／ライブ、ワークショップ、お
いしい食べ物の販売、巨大段ボール
迷路。ご当地キャラクターも遊びに
来ます。
絵手紙教室
■日時／毎月第三日曜日の午前９時
分～ 時 分
■内容／花等をはがきに描き、思いつ
いた言葉を添えます。
■参加費／５００円
●会場／最上川ふるさと総合公園
●問合せ／最上川ふるさと総合公園
☎ ８(３ ５)１９５へ。

●日時／３月 日 午後１時 分～午
後３時
●会場／ハートフルセンター
●定員／ 歳以上の女性、 人
●申込／市シルバー人材センター
☎ ８(３ ３)２２４へ。

日

身体障がい者の方のための
初心者パソコン教室
●日時／３月
時～４時

10

(水)

10

30

(金)

14

(木)

30

10

(金)
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60

28

15

10

16

さくらんぼ会館
イベント情報
寒河江春蘭会「春蘭展示会」
■日時／３月 日 ～ 日 の午前
時～午後５時（最終日午後４時）
■内容／春蘭１２０点を展示。培養管
理相談や春蘭苗の頒布、植栽の実技
を予定。

30

(月)

11

(日)

(木)

(火)

(木)

in

22

10

20

15

30
10

11

固定資産税の縦覧・閲覧

30

31

15

30

30

(月)

(月)

(月)

313

11

26

(日)

(土)

11

30

24

(木)

①土地・家屋価格等の縦覧
固定資産評価額を、周辺の評価額と
比較して適正かどうか確認できます。
■期間／４月２日 ～５月 日 の午
前８時 分～午後５時 分（閉庁日
を除く）
■縦覧できる方／市内に土地や家屋を
所有する納税者（同一世帯の家族 、)
納税管理人、代理納税者
■縦覧に必要なもの／運転免許証等の
本人確認書類、代理人や別世帯の家
族は、他に同意書または委任状（法
人の場合は法人印があるもの）
■手数料／無料（コピー等不可、書き
写し可）
②固定資産課税台帳の閲覧
納税義務者本人が所有する、固定資
産の課税台帳を閲覧できます。
■期間／通年の午前８時 分～午後５
時 分（閉庁日を 除 く 。
) 平成 年度
分は４月２日 から閲覧可
■閲覧できる方／市内に土地や家屋、
償却資産を所有する納税義務者（同
一世帯の家族 、)納税管理人、代理納
税者、借地・借家人等
■閲覧に必要なもの／縦覧と同様。借
地・借家人等は、賃貸借契約書の提
示で該当する資産のみ閲覧可
■手数料／縦覧期間中は無料（課税台
帳のコピーを交付、借地・借家人等
を除く 。)縦覧期間外は有料
●その他／委任状は、市ホームページ
15

お知らせ

10
11
30

13:00～15:30

191

会

場

ヤマザワ寒河江プラザ店

■対象／17～64歳の健康な方。ただし、65～69歳の
方でも60～64歳の間に献血を行っていれば、ご協
力いただけます。
■持ち物／献血カードまたは献血手帳。初めての方
は免許証等、本人と確認できる証明書が必要です。
●問合せ／市健康福祉課市民健康係☎86-2111
内線625へ。

30

市内循環バス「スマイル号」を
ご利用ください
市では、市内循環バスを２系統（北部ルート・南
部ルート）運行しており、本格運行から１年経過し
た昨年12月に第１便の運行ダイヤを改正しました。
例えば、市立病院到着時刻が北部ルートは午前８時
16分、南部ルートは午前８時41分となり、外来受付
開始に合わせた時間に
変更なりました。
運行時刻やルートの
詳細は、市報11月20日
号と一緒に配布したチ
ラシや、市ホームペー
ジをご覧ください。
●利用方法
①市内循環バスの停留所で到着をお待ちください。
市内循環バスは、チェリンが描かれたマグネット
をつけて走行しています。
②バスが到着したら、足元に注意して乗車ください。
③運転手に目的の停留所を伝え、料金を支払い、空
いている席に着席ください。
④目的の停留所に到着し、ドアが開いたら、足元に
注意して降車ください。
●問合せ／市政策企画課政策調整係☎86-2111
内線409へ。
2018.3.5
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３／28㈬

間

(日)

11

命が救える身近なボランティア「献血」
時

(日)

10

＝骨粗しょう症予防＝
機能的で便利な生活に慣れすぎていませんか。日
常生活で立ったり座ったり、近くまでは歩く習慣を
つける等で、骨は体が受ける刺激に応じて丈夫にな
ります。バランスのよい食事を取り、たばこやアル
コールの飲みすぎに注意しましょう。

９:30～11:30

190

●定員／ 人
●内容／認知症の症状や認知症の方へ
の対応の心得等を学びます。施設見
学、茶話会あり。
●申込／寒河江やすらぎの里☎ ８(３ )
０５６６へ。

)

31

女性には、子宮頸がんや乳がん、胎児に対する受
動喫煙、更年期以降に骨粗しょう症になりやすいな
ど特有の健康問題があります。予防や早期発見が重
要になります。この機会に、健診の受診やたばこの
影響等について考え、生涯を通じて健康で明るく充
実した日を過ごしましょう。

日

(日)

市長杯争奪
ロードレース大会

10

３月１日㈭～８日㈭は「女性の健康週間」

月

(日)

●日時／４月１日 午前８時～
●コース／市民体育館前発着の周辺
●種目／高校一般男子６㎞・ ㎞、高
校一般女子３㎞、中学生男女別３㎞、
小学３年生～６年生男女別２㎞
●参加費／高校一般の部１６００円、
小・中学生の部８００円。３月 日
まで市民体育館に申し込みが必要
です。
●問合せ／大会事務局・沖田さん☎０
９０ ４(３１５ ３)５８８へ。

30

你好 ニ
(ーハオ 会)
中国語講座 ２(０１８

理解、②中級中国語・東アジアの現代

(水)

11

20

●日時／４月４日～ 月 日の毎週水
曜日、午後７時 分～９時（休みの
週あり）
●会場／文化センター他
●講座内容／①初級中国語・基礎中国

●受講料／５千円、初めての方７８０
０円
●申込／３月 日 まで你好会・阿部
さん☎ ８(６ ８)４７５へ。
28

18

30

さんで～すて～じ・さがえ
インフローラ 第 ・ 回公演

(土)

村山弁喜劇「噛（か）みつかれた顔役」
上映
山形男児の伴淳、故郷に錦を飾る。
生誕１１０年記念。山形でオールロケ、
昭和 年代の町並みがカラーでよみが
える 三助上がりの八十吉はペテン師
におだてられ、ついふらふらと山形市
議会議員に立候補することに…。田舎
の顔役の周りに集まる海千山千の人間
模様を描く。佐田啓二、淡路恵子、高
千穂ひづる、大木実、沢村貞子共演。
■日時／３月 日 午後２時～４時
■提供／ボランティア赤帽志
謡曲、日本舞踊のステージ
■日時／ ３月 日 午後２時～３時 分
■出演／親謡会、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。

認知症サポータ ー 養 成 講 座

認知症サポーターとは、認知症に関
する正しい知識と理解を持ち、地域等
で認知症の方やその家族に対して、で
きる範囲で手助けをする人です。受講
者には、認知症サポーターの証しであ
るオレンジリングを差し上げます。
●日時／ ３月 日 午前 時～ 時 分
●会場／寒河江やすらぎの里
24

－
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３月の行事予定
5㈪
6㈫

ゆめはーと寒河江「春のお楽しみ会」

7㈬

３歳児健診／フローラ・ＳＡＧＡＥ休館日

8㈭

ふるさと交流スペース／健康相談／市民浴場休場日

9㈮
10 ㈯

子育てサロン・エンジェル「おわかれ会｣／２歳６
カ月児歯科検診

11 ㈰

休日当番医（陵南さとう整形外科)／証明書交付窓
口開庁（午前）

12 ㈪

市立図書館休館日

13 ㈫

３～４カ月児健診／こころの健康相談／南部・柴
橋・西部地区公民館休館日

14 ㈬

ゆめはーと寒河江「お誕生会」／行政相談／１歳６
カ月児健診／フローラ・ＳＡＧＡＥ休館日

15 ㈭

ふるさと交流スペース／法律相談

16 ㈮

市立中学校卒業証書授与式／郷間正観ギャラリー
トーク／離乳食前期教室

17 ㈯

トルコ生活を味わう会

18 ㈰

市立小学校卒業証書授与式／休日当番医（中正堂
髙橋医院)／証明書交付窓口開庁（午前)／ハート
フルセンター休館日

19 ㈪
20 ㈫
21 ㈬

休日当番医（鈴木眼科）

22 ㈭

ゆめはーと寒河江「ママの日｣／ふるさと交流スペ
ース／健康相談

23 ㈮

市立保育所修了式

24 ㈯
25 ㈰

休日当番医（横山耳鼻咽喉科医院)／証明書交付窓
口（午前)、住民異動臨時窓口開庁

26 ㈪

市立図書館、市民体育館、チェリーナさがえ休館日

27 ㈫

市長相談／中央公民館休館日

28 ㈬
29 ㈭

ふるさと交流スペース

30 ㈮
31 ㈯

郷間正観ギャラリートーク／休日当番医（すまい

4/1 ㈰ るレディースクリニック）／証明書交付窓口（午前)、
住民異動臨時窓口開庁

2㈪
3㈫
4㈬
■次号の市報３月20日号は、３月20日㈫に発行します。
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ペットボトルのラベルは、
はがしてください！

ごみ
出し

ごみとして出すペットボトルのラベルはがしが、
引取先である公益財団法人日本容器包装リサイク
ル協会から義務付けられ、４月
１日から完全実施になります。
なお、３月31日までは準備期間
となります。準備期間からの、
ラベルはがしへのご協力をお願
いします。
●問合せ／寒河江地区クリーン
センター☎84-4225へ。

おいしい山形空港

冬の応援ツアー助成期間延長
●対象／山形＝札幌便または山形＝名古屋便をお
おむね10人以上で利用する市民等
●期間／３月24日㈯まで。予定数に達し次第終了
●助成額／１人につき片道3,000円、往復6,000円
●申込／事前申込を市政策企画課政策調整係
☎86-2111内線409へ。

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。
セシウム セシウム
134
137

検体検査日

学校等名

１／23㈫～25㈭

醍醐小学校

不検出

不検出

１／29㈪～31㈬

白岩小学校

不検出

不検出

２／５㈪～７㈬

幸生小学校

不検出

不検出

２／14㈬～16㈮

三泉小学校

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（２月22日現在）
問い合わせいただいた方に各提供者等の連絡先
をお伝えしますので、直接交渉してください。
■あげます／座卓、食洗器、水槽（台座・空気ポ
ンプ付き)、ファックス用フィルムカートリッジ
■譲ります／小型マッサージ器、洗濯乾燥機、窓
用手すり
■譲って／応接用いす、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＝

■譲ります／ベビーカー、山形城北高等学校男子
制服、ながさき幼稚園運動着・通学かばん・お
昼寝布団、ランドセル（黒）、絵の具、習字道具、
リコーダー、鍵盤ハーモニカ、筆記用具、画用
紙、野球ユニホーム、スキーウエア
■譲って／二段ベッド、男子学生服
●問合せ／市市民生活課☎86-2111内線232へ。

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。

市民レポーター募集
寒河江の歴史を
勉強しているう
ちに、
誰もが知ってい
る戊辰戦争が寒
河江に
関係していると
知り、たどって
い
くと
陽春院に着きま
した。そこでま
た「一
文字三ツ星」と
出会ってしまい
ま
した。
ますます毛利家
ゆかりの家紋を
たどっ
てみたくなりま
した。 （佐藤
真由美）

45

最上川ふるさと
総合公園で、一
面真
っ白な雪景色を
眺めながら、色
とりど
りに愛らしく咲
いたクリスマス
ローズ
展を開催しまし
た。花はうつむ
いてさ
り気ないのに忘
れられない魅力
が
あり
ます。さびしい
冬に美しい彩り
を添え
てくれました。

（酒井由美子）

17

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

ぎわ
スティバルでに
ェ
フ
雪
た
が
ま
や
交差点
、陵南中学校の
った会場のそば
をご
号機」があるの
信
な
ら
ぺ
っ
薄
に「
機なん
新のＬＥＤ信号
存じですか。最
型だ
出身の私には縦
本
熊
。
す
で
う
だそ
ならで
しいのに、雪国
けでも非常に珍
（北條幸子）
～
ね
す
で
ん
な
形
はの

市報やツイッターを通して１年間、本市の話題
を発信する市民レポーター「さくらんぼ特派員」
を募集します。謝礼あり。
●定員／18歳以上（高校生を除く）65歳未満の方、
５人。他にも要件がありますので、市ホームペ
ージをご覧ください。
●申込／３月16日㈮まで市政策企画課広報広聴係
☎86-2111内線410へ。

食や音楽、遊びを通して異国
の文化に触れる「国際交流パー
ティー２０１８」が２月 日、
文化センターで開催されました。
今回は日本・バングラデシュ・
韓国・中国の４カ国の料理がず
らりとならびました。パーティ
ーでは会食の他、県国際交流協
会の出前講座としてアルピータ
さん（表紙左）が出身国である
バングラデシュの紹介や○×ク
イズを出題。その他、ウクライ
ナと南アフリカ共和国出身の参
加者がベリーダンスを披露しま
した。
会場では旧暦におけるお正月
「旧正月」にちなんだ料理が味わ
えました。なかでもバングラデ
シュ伝統のチキンカレーは、い
くつものスパイスが入った深み
のある味で大人気。パーティー
に参加した須貝ふたばさん（表
紙右）と井田心さん（表紙中央）
は「カレーは少し辛かったけど
おいしいです」と笑顔を見せて
くれました。

〒

■印刷／寒河江印刷株式会社 この広報誌は自然保護のため再生紙を利用しています
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