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小
関川
う
と
で
入学おめ
初めての教室で元気に返事できたね！
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式では、在校生や保護者ら
しながらも堂々と新入生が入

︵大石︶は﹁中学では柔道と

英語を頑張りたいです。自分

から進んで予習や復習を心が

け、早く学校生活に慣れるよ

うに先輩方からいろいろ教わ

りたいです﹂と誓いの言葉を

最後に、在校生から校歌が

述べました。

贈られ、力強く、そして爽や

かな歌声が体育館に響き渡っ

ていました。

ので、楽しみにしてください。

ベントや行事がたくさんある

して入学式に臨んでいました。

新入生が、背筋をピンと伸ば

しい制服に身を包んだ

名の

同日、関川中学校では、新

す。

日も元気に学校へ通っていま

たちが新たな希望を胸に、今

名、中学校１２９名の子ども

も本気で取り組んでください﹂

と激励しました。

在校生を代表して生徒会長

の荒木桜輔さん︵３年・下関︶

は﹁小学校よりも生徒で計画

したり、実行していくことが

増えます。その中で友達との

友情が深まっていきます。み

んなで考えて作り上げていく

ことの楽しさを実感し、実り

ある３年間にしてください﹂
と歓迎しました。
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新たな希望を胸に 入園・入学の春
名の児童が

４月９日、真新しいランド
セルを背負った

桜のつぼみが膨らみ始めた
４月４日、村内保育園で入園

関川小学校に入学しました。

大島保育園では、新たに入

の拍手に迎えられ、少し緊張

ら転入した６名の合わせて

この日新たに入学した児童

何かわからないことや困った

式では、村山敬介校長先生

・生徒を含め、小学校２２５

ことがあったら何でも聞いて

が﹁学校は学ぶところ。自分

矢さん︵６年・高田︶が、
﹁イ

ください﹂と歓迎の言葉を述

も周りの人も大切に、何事に
した。

べ、新入生の表情を和らげま

在校生を代表して、須貝怜

場しました。

園した

名と、下関保育園か

36

名が入園。保護者と一緒に初
登園の日を迎えました。
お父さん、お母さんの膝に
抱っこされ入園式に臨んだ子
どもたちを在園児が元気いっ
ぱいの踊りで迎えます。年長
児から﹁保育園にはすべり台

名の子

どもたちが新たに入園しまし

や積み木があります。一緒に
遊びましょう。明日から元気
た。

在園児や保護者、来賓の皆

に来てください﹂と歓迎され
ました。

さんが見守る中、伊藤厚子園
長の呼名に元気な声で返事を
していました。
交通安全帽をもらった園児
たちは目をキラキラさせて、
これから始まる保育園生活に
胸を躍らせている様子でした。
名、

関川中学校入学式

新入生代表の橋大和さん

関川中学校入学式

下関保育園入園式

式が行われました。

下関保育園には、

18

この日、新たに入園した園
児を含め、大島保育園

37

下関保育園１００名となりま
した。

関川小学校入学式

17

大島保育園入園式

37
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関川村の

当社は、私たちの生活に欠
かせない電化製品、自動車に
組み込まれる半導体基板を製
造しているメーカーです。
東芝セラミックス時代から

品質管理を担当している須

貝祐介さんに話を聞きました。

また、育児休暇や、時短勤

務制度などもあり、仕事や育

ます。村内の人だけでなく、

ます。なにより職場が近いた

も働きやすい職場になってい

児などを両立する人にとって

県外からも多く働きに来てい

め、村の行事にも参加しやす

年以上になり

るため、県民性もあり、いろ

く、プライベートも充実させ

﹁入 社 し て

いろな意見を聞くことができ

ることができます。

ぜひ一緒に仕事をしてみませ

遺憾なく発揮できる職場で、

働きやすく、自分の能力を

て、日々刺激を受けています。

部門も多岐に渡り能力に合っ

決して流れ作業だけでなく、

た異動も可能です。

る活気のある職場です。業績

半導体ウェーハの生産ライン

関川工場では今年、高性能

んか﹂と話していました。

加算制度や、勤続年数に応じ

を増設し、さらなる生産能力

自分の考えや能力を発揮でき

て賞与が出たりするので頑張

向上に努めるとのことです。

スマートフォンや、あらゆ

った分だけ評価してもらえま
す。

るモノがネットにつながる

﹁Io T﹂など向けにシリコ

ンウェーハの需要が高まって

います。

求人募集について気になる

方がいましたらこちらまで。

TEL 0254−64−0254
www.sasglobalwafers.co.jp

⇦

碓 井（ウスイ）

培った経験と最先端テクノロ

管理グループ長

ジーを駆使して、高品位製品
を提供してまいりました。
お客様に完全な品質の製品
やサービスを提供するために、
従業員一同、日々努力してお
ります。
現在、半導体市場は活況で

10

▶品質管理の須貝祐介さん
︵荒川台︶
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3

す。皆さん、私たちと一緒に
顧客、社会に貢献しませんか。

グローバルウェーハズ・
ジャパン㈱関川工場

住
所：辰田新278
代 表 者：工場長 片山 修
敷地面積：17,853㎡
従業員数：155名（平成30年４月１日現在）
創 業 年：1985年（昭和60年）
会社概要：シリコンウェーハの製造・販売

最先端ウェーハ（半導体素子製造の材料）の生産拠
点として設立した半導体材料メーカーです。関川工場
は、国内に４か所ある生産拠点の一つで、I T 関連製品
や、産業機器等に使用される半導体基板の拡散ウェー
ハや、MEMSなどの基板材料となる厚膜SOIウェーハ
を製造しています。

▶工場長の片山修さん

《問い合わせ先》

グローバルウェーハズ・ジャパン㈱関川工場
今月号から、関川村内にある企
業を紹介します。このコーナーで
は、各企業の担当者に登場しても
らい、会社の概要や業務内容など
について、お話を伺います。

№1

と光る 企 業 紹 介
リ
ラ
キ

教

教育長

育

生涯学習班
64− 2134
班長 小池
毅

教育課長

熊谷

吉則

課

佐 藤 修 一

教 育 委 員 会

学校教育班
64− 1491
渡辺めぐ美
班長 熊谷吉則（兼）
瀬賀
横山
伊藤

元子
迪子
大助

64− 1447

監 査 委 員（議会事務局内）
64− 1494

選挙管理委員会（総務班内）
64− 1476

固定資産評価審査委員会（議会事務局内）
64− 1494

準
誠

生涯学習、社会教育、社会体育

関川中学校

（学校管理士）伊藤
（調 理 師）田島

敏
美香

館長

安久

加藤

誠

書記長

信幸

石山

（書記）小林

信幸

龍

前田

中束美和子

昭男（文化行政専門員）
農地の異動処理・指導、農業者年金
農家の環境改善対策、農業振興地域
整備計画、担い手対策

智博

行政事務が適正に執行されているか
を厳正に監査する委員の事務

洋介

誠
長谷川健太

善彦

書記

河内

齊藤
稲家

新二
友子

（書記）河内

加藤

教育委員会関係、学校管理運営
等、学校教育全般

（学校管理士）井
（調 理 師）渡

事務局長

野本

章子

関川小学校

歴史とみちの館（文化財保護）

農業委員会（農林振興班内）

市井

小島

盛康

各種選挙の執行事務、明るく正しい
選挙の推進等

固定資産税の課税対象となる土地や家屋などについて、異議申し立てが
ある場合の審査委員会の事務

36
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みなさまのご親戚・ご友人をご紹介くださ
い！ふる里会事務局から、入会案内と村のパ
ンフレット等を無料でお送りいたします。
この機会にぜひ、いで湯の関川ふる里会を
ご利用ください。お待ちしております。
【問い合わせ先】
役場農林観光課いで湯の関川ふる里会事務局
☎６４−１４７８

広報せきかわ

大切な人に、村の特産品を送りませんか？

10

〜いで湯の関川ふる里会会員大募集 〜

昭和 年に発足し、延べ１万人以上の会員の皆様にご入会いただいた
﹁いで湯の関川ふる里会﹂は今年度 年目を迎えました。現在会員を募
集しています。
首都圏に住んでいる方や関川村出身の方でなくても年会費３万円で誰
でも入会でき、年４回︵６月・ 月・ 月・２月︶の季節に合わせた特
産品の発送と、村の温泉旅館宿泊割引や観光施設の割引などが受けられ
ます。
ご入会後の物産発送先の変更も可能ですので、４回とも別の方に送る
こともできます。

▶物産の写真。村自慢の特産品が
たっぷり入っています！
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4

村のしくみをご案内します
議 会 事 務 局 事務局長
64− 1494 河内 信幸

村議会議長

近

良平

総 務 課

総務課長

加藤

善彦

税務会計課

税務会計課長
会計管理者

板越

昌生

参 事

富樫佐一郎

副村長

村 長

藤

佐藤

充代

参 事

佐藤

恵子

保
育

住 民 福 祉 課

弘

宮 島 克 己

加

住民福祉課長
地域包括支援センター長
関川診療所事務長

園
関川診療所

農林観光課
建設環境課

5
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農林観光課長
農業委員会事務局長

野本

誠

建設環境課長

橋

賢吉

参 事

渡邉

2018・５月号

隆久

平成30年 4 月 1 日現在
議会の庶務を処理し、議会の自主的な
活動を確保するための事務を担当

石山

洋介

総務班
64− 1476
班長 小林
誠

荒木
木島
小島
大沼

好子
恵理
盛康
明

市井 隆範
平田 友一
長谷川健太

条例や規則の立案審査、消防防災、交
通安全、人権、統計調査、村有財産管
理、広報広聴、他課に属さない事務

企画財政班
64− 1476
班長 大島 祐治

須貝
近

出
和則

市井謙太郎
諸橋 幸映

財政、総合計画、地域活性化対策、自
立改革事務

新エネルギー対策室
64− 1476
小田
室長 加藤善彦（兼）

康裕

税務班
瀬賀
64− 1451
菅原
班長 富樫佐一郎（兼） 阿部

豪
道典
慎平

佐藤
吉田
沢田

信一
尚史
梨奈

村税の課税と納税に関する事務、土地
台帳と地籍図の保管整理、国土調査事
務

会計室
小池由美子
64− 1451
室長 板越昌生（兼）

佐藤

義矩

一般会計・特別会計などの納税・支払
事務、有価証券の出納保管、決算事務

再生可能エネルギー、その他地域エネル
ギーに関する事務

住民戸籍班
64− 1471
班長 須貝 博子

相馬
河内

清子
祐樹

小島こづ恵

福祉保険班
64− 1471
班長 渡辺 一洋

渡邉
平田
中山

輝章
寛幸
義基

野沢
近

健康介護班
64− 1472
班長 稲垣 暁美

石栗 孝子
渡みなみ
竹田 涼花
吉光 智華

佐々木沙織
川村 華子
須貝 佳苗

地域包括支援センター
64− 1473
班長 佐藤 恵子

島津
中山

心
尚輝

松田

千恵

阿部 真澄
五十嵐陽子
井上 顕嘉

堀
渡辺
稲家

香織 川崎 朋子 渡辺千恵子
寿子 平田 るみ 佐藤 優衣
由夏 （調理師）山口 明美

下関保育園
64− 1277
園長 伊藤 厚子

茜
秀彦

子育て支援センター 田村

大島保育園
野本真紀子 平田裕美子
64− 1233
（調理師）
佐藤 千恵
園長 長
里美
64− 1051
丞

戸籍・住民登録、国民年金
学童保育、児童手当、障害福祉、国民
健康保険、後期高齢者医療制度、乳幼
児・ひとり親家庭・心身障害者等医療
給付、高齢者福祉
介護保険、保健師活動、村民の健康管
理対策

高齢者の総合相談・介護予防事業

泰子
柳川

学童保育 鈴木

茜

齋藤

敏幸
瑞綺

松本久美子

川俣千絵子

田村久美子

農林振興班
64− 1447
班長 渡邉 浩一

佐藤
須貝
須貝
友坂

正和
克幸
悠
一也

前田
加藤
相馬
松田

智博
龍
拓也
昂樹

農業の振興、有害鳥獣対策、農地利用
計画、内水面漁業の振興、農地農道整
備、林業振興、村有林管理、林道整備

商工観光班
（村観光協会）
64− 1478
班長 田村 清洋

米野

哲弘

渡部

竜也

商工業の振興、観光振興、金融対策、
自然保護、鉱業対策、労働雇用対策、
村有温泉施設の管理運営

地域整備班
野沢
64− 1479
渡邉
班長 渡邉隆久（兼）

尚史
俊

須貝

崇

道路、橋梁、河川、建築、公営住宅、
道路除雪、災害復旧事業

水道環境班
64− 1479
班長 冨樫 吉栄

豊
大地

高橋はるみ

所長 平田

舩山
小島

上水道・簡易水道の施設管理、下水道
の維持管理、環境衛生、廃棄物対策、
公害対策

介護保険制度が変わります！

平成

年度から介護保険制

度がいくつか変更になりまし
た。
歳以上の人︵第１

○介護サービスの利用
︵給付︶費の増加

介護サービスを利用するこ

年

とによる費用︵給付費︶が年

度の後半から

年度にかけて、

々増加しています。特に

が大幅に伸びています。また

これに伴い、高額サービス費

︵一定の自己負担を超える額

をお返しするもの︶や低所得

者への利用負担の軽減に伴う

費用も増えています。

更に、サービスを利用する

ことができる要介護認定者も

年々増加しており、高齢化に

伴い今後増えることが予想さ

れます。

社会的な要因もあります。

サービスの利用料の改定に伴

％への引き上げによる

い費用がかさむことや、消費

税の

経費の増加も見込まれること

で、今後も給付費の増加が予

想されます。

以上の他にも、被保険者数

が減少することで、一人あた

りの負担が増えてしまうこと

もあります。

6
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今月は
号被保険者︶の保険料につい
給付費基準月額の保険料が、

28

施設入所分の利用︵給付︶費

29

て説明します。

の保険料は所得によって９段
階に区分されます。詳細は次
頁参照︶
。
保険料は、これから３年間
に見込まれる介護サービス利
用の給付費を勘案して算出さ
れます。保険料が変更となる
主な要因は次のとおりです。

歳

40歳〜64歳
27.0％
（ ）内は施設等の内訳

※２号被保険者の負担分は加入している
医療保険が負担
（総合事業の１号被保険者分含む）

６３００円から７００円増の

○ 歳以上の負担割合の
引き上げ
給付費の財源の内訳が高齢
者人口の増加と現役世代の減

〜

％から

０円の増額となります。

これによって保険料が３９

％へ引

23

歳以上の人

％から

64

公費
50.0％

公費50.0％の内訳
国 25.0％（20.0％）
県 12.5％（17.5％）
村 12.5％
○介護サービス利用費を10億円とした場合
・５億円を国、県、村で負担
・２億３千万円を65歳以上（１号）の被保
険者が負担
・２億７千万円を40〜64歳以上（２号）被
保険者が負担

７０００円となります︵実際

少などもあり、

65

％へ引き上げられ、
以上の人が

27 40

の負担する割合が

22

き下げになりました。

28

10

65

65歳以上
23.0％
〈円グラフの見方の例〉

30

平成30年度保険料について

財源割合
介護サービス利用給付費

65

Vol.1

介護サービスの利用（給付）費の実績と推計

（単位：百万円）

1000
800
600

761

767

827

862

917
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●極端な増額の緩和

増えることばかりを説明

しましたが、一方で、保険

保険料の区分

基準となる月額保険料は

７０００円ですが、本人の

所得の状況︵前年の合計所

得の金額︶や世帯の所得状

課税

所得段階 月額保険料 年間保険料
（円）

（円）

第１段階

3,150

37.800

第２段階

5,250

63,000

・合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える人

第３段階

5,250

63,000

・合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

第４段階

6,300

75,600

・合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える人（基準額）

第５段階

7,000

84,000

・合計所得金額が120万円未満の人

第６段階

8,400

100,800

・合計所得金額が120万円以上200万円未満の人

第７段階

9,100

109,200

・合計所得金額が200万円以上300万円未満の人

第８段階

10,500

126,000

・合計所得金額が300万円以上400万円未満の人

第９段階

11,900

142,800

非課税 ・合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えて120万円以下の人

課税

況︵課税世帯・非課税世帯︶

非課税

によって９段階に分けられ

・生活保護の受給者
・老齢福祉年金の受給者
・合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

村では第１段階︵基準額

要件（前年の所得等）

世帯員 本人

ます。

住民税課税状況

Ｈ30年度

50

％︶から第９段階︵基

Ｈ29年度まで

の

地域支援事業費
283円（3.9％）

準額の１７０％︶まで設け、

その他給付費
555円（7.7％）

負担能力に応じた保険料と

7,000円
6,300円

施設サービス
2,927円
（40.6％）

なっています。

月額保険料基準額
※

移住系サービス
185円（2.6％）

料の大幅な増加を軽減する

基金取崩額
197円

消費税等影響額
（100円）

在宅サービス
3,262円
（45.2％）

ために、今まで積み立てて

負担率1％増分
（390円）

きたお金︵基金︶を約１５

基金取崩額
212円

００万円取り崩して、負担

を和らげるようにしました。

月額保険料基準額の内訳

32年度

※村では、国や県の補助を受けつつ、第一段階の保険料を50％から45％に引き下げ、低所得者への負担軽減を図っています。
※実際の保険料を納める金額は、年額保険料を年金天引きの方は６回、その他の方は８回に分けた額で負担いただきます。

7
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保険料の納め忘れはありませんか

後期高齢者医療制度は、高齢者の方が将
来にわたって安心して医療を受けられるた
めの制度です。
皆さんから納めていただく保険料は、後
期高齢者医療制度を運営するための大切な
財源となります。
これからも健全な医療保険制度を維持し
ていくためにも、保険料は忘れずに納めま
しょう。

▲医療機関での窓口負担を除いた医療費
について、上の図の割合で負担します。

保険料の納め忘れはありませんか
保険料は、被保険者の医療費などに充てられる貴重な財源です。
保険料の納付には、便利で確実な口座振替をお勧めしていますが、口座振替の手続きを行
っていても、実際に口座振替が開始になるまでに１〜２か月かかり、その間の保険料が納め
忘れになることがありますので、ご注意ください。
なお、火災などの災害や所得の著しい減少など、特別な事情により保険料の納付が困難な
ときは、申請により保険料の徴収の猶予や減免を受けられる場合がありますので、お早めに
住民福祉課の窓口にご相談ください。

保険料の納付に口座振替をご利用ください
・・・

・・

保険料を納付書で納めている方
（普通徴収）

保険料を年金から納めている方
（特別徴収）

納付書で納めている方は、口座振替にすると
保険料の納め忘れの心配や、納期のたびに金融
機関に行く必要がなくなり大変便利です。
口座振替への手続きは、住民福祉課にお問い
合わせください。

年金から納めている方でも、手続きにより年
金からの納付を中止し、口座振替による納付に
変更することもできます。
口座振替への手続きは、住民福祉課にお問い
合わせください。

【口座振替への手続きに必要なもの】
●振替口座の預金通帳
●通帳のお届け印

●保険証

※ご家族の口座からの納付に変更した場合、所得税や住民税の社会保険料控除は、実際に保険料を
負担した方に適用されます。税額に影響が生じる場合がありますので、十分ご留意ください。
後期高齢者医療制度に関する問い合わせ先

住民福祉課福祉保険班

℡６４−１４７１
広報せきかわ
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村のわだい

ースで参加できるので今回も

多くの人に参加してもらった。

健康づくりは体を動かすこと

から始まる。暖かくなってき

たので外に出て、心地よい春

風を感じてもらいたい﹂と話

していました。

話に花が咲き、ゆっくり１

４月１日、早朝から恒例の村内一斉クリーン
作戦、荒川クリーン作戦が行われ、多くの村民
が参加しました。
村内一斉クリーン作戦では、子どもからお年
寄りまで地域の人たちが大勢参加し、ゴミ袋を
片手に、集落内のビニールゴミや空き缶など黙
々と拾っていました。
その後、河川敷公園では清流・荒川に親しん
でもらおうとクリーン作戦が行われ、スポーツ
少年団員や緑の少年団員、中学生、保護者など
約250人が参加しました。
３㌔にわたって集められたゴミは、２ｔトラ
ック２台分ほどの量になり、参加者からは「毎
年のように参加していますが、今までよりビニ
ールやペットボトルが増えているように感じま
す。みんなで協力してきれいな荒川になるのは
気持ちがいい」と熱心にゴミを集めていました。

時間かけてウォーキングを楽

〜 村内一斉、荒川クリーン作戦 〜

しんだみなさんの笑顔も満開

でした。

▶ウォーキング女子、もぐ
もぐタイム

クリーン作戦でこころもきれいに

地域の安心安全を守るため
今年度の活動がスタート！
〜 村消防団辞令交付式 〜

４月１日、ふれあいど〜むを会場に村消防団の
辞令交付式が行われ、幹部や新任団員など約100
人が参加しました。
式では、五十嵐忠団長（上川口）が新幹部４人
と16人の新任団員に辞令を交付。五十嵐団長は
「消防団員として地域のために活躍することを期
待します」と新任団員を激励しました。
式終了後には、新任団員と幹部団員の規律訓練
や、車載無線交信訓練を実施しました。

〈春季消防演習・ポンプ操法競技会〉
日時：５月20日
（日）８時15分〜
場所：ふれあいど〜む
各分団では、「ポンプ操法競技会」に
向けて、朝や夜などに練習しています。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。

9
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桜を見て歩こう湯沢郷ウォーキング

13

〜 コミュニティゆさわ 〜

桜が開花し始めた４月 日、

コミュニティゆさわでは、健

康づくりを目的としたウォー

キングを行いました。高瀬む

つみ荘を出発して堤防を上流

に向かって歩き、かじか養殖

人が参加し

場周辺で折り返す約２㎞のコ

ースに、郷民約

ました。

参加した高瀬区長の須貝常

志 さ ん は、﹁ こ の ウ ォ ー キ ン

グは毎年春秋に行っている。

桜を観ながら、それぞれのペ

20
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飲酒運転はぜったいダメ！

道路に出るときは安全確認！

〜 飲酒運転撲滅巡回 〜

関川小学校で自転車教室

新聞等で報道された、過去５年間における飲酒
運転の摘発割合で関川村が県内ワースト１位だっ
たことを受け、村は４月13日、飲酒運転撲滅巡回
を実施しました。
当日は、村上警察署と、村上地区交通安全協会
関川支部、村が４班に分かれて、村内の飲食店、
旅館を中心に20か所を回り、飲酒運転の根絶を呼
びかけました。
「自分は酒に強い」
「自分だけは大丈夫」と甘い
考えで飲酒運転を繰り返し、重大事故を起こすケ
ースが多発しています。飲酒運転で事故を起こせ
ば、被害者・遺族はもちろん、多くの人の人生を
狂わせます。飲酒運転をなくすために一人ひとり
が気を付けましょう。

４月13日、自転車の正しい乗り方を身につけ
てもらおうと、関川小学校で３・４年生を対象
とした交通安全教室が開かれました。
始めに、村の交通安全指導員から標識の見方
や後方確認の仕方、横断歩道の渡り方などを学
びました。
その後、子どもたちは体育館に作った模擬道
路を一人ずつ自転車に乗って走行し、信号のあ
る交差点や踏切では自転車を降りて渡ることや、
自転車に乗る前と乗ってから止まるときには必
ず後方確認することなどを練習しました。
教室の最後には、今日習ったことを忘れず、
交通ルールを守り、自転車に乗ったら自分の身
は自分で守ることを約束しました。

みんなで守ろう！３つの約束
①お酒を飲んだら運転しない！
②運転する人にはお酒を飲ませない！
③お酒を飲んだ人には運転させない！

春の交通安全運動指導所開設

非惨な死亡事故をゼロにしま

しょう﹂と挨拶し、啓発活動

がスタートしました。

今 年 も 、﹁ 魔 除 け と う が ら

しで交通事故封じ﹂と題して、

啓発チラシと一緒に関川産の

とうがらしを配布しました。

これから行楽シーズンを迎

えると、高速道路・一般道路

ともに交通量が増えることが

予想されます。ドライバーの

皆さん、安全運転を心がけ、

交通事故に気をつけましょう。

広報せきかわ

〜 春風に のせて伝える 安全運転 〜

日、川口橋のチ

春の全国交通安全運動に合

わせ、４月

ェーン着脱所に交通安全指導

所が開設されました。

当日は、村上地区交通安全

協会関川支部、村の交通安全

人が参加し

指導員、村上警察署、大島保

育園年長児の約

ました。

村上警察署の小和田聡署長

ーや交通ルールを順守して、

が 、﹁ 大 人 が 正 し い 交 通 マ ナ

１つでも交通事故を減らし、

30
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パターンを記憶して踏むスク

頭と体を一緒に使って認知症予防！

日、村では、介護予

〜 村で元気に自立した生活を 〜

エアステップを紹介。参加者

19

介護予防講演会

防教室﹁健脚・健脳うんどう

たちは、笑顔で取り組んでい

３月

日﹂の効果を知ってもらおう

講演を聴いた斎藤チヨさん

ました。

人が集

の習い事をして、介護予防に

と、介護予防講演会を行いま

した。会場には、約

90

︵下関︶は、
﹁詩吟や民謡など

努めているし、朝早く草とり

新潟リハビリテーション大

学 の 田 中 善 信 先 生 か ら、﹁ 健

ボランティアを友達とやって

まりました。

脚・健脳うんどう日の効果を

今年度は、冬期に実施する

いる。気分が良くなるし、楽

予定です。詳細は、時期が近

知って皆で今日から介護予防

﹁食べる力をつけてさらに健

くなりましたら広報やチラシ

しいことが大切だと改めて感

康長寿をめざしましょう﹂と

等でご案内します。大勢の皆

に取り組もう﹂と題して、同

題して講演が行われました。

様の参加をお待ちしておりま

す。

じた﹂と話していました。

田中先生の講演では、平成

大学長の山村千絵先生から、

年度の健脚・健脳うんどう

日の効果の研究結果として、

筋力、歩行能力、認知機能の

維持・向上に有効であり、健

康寿命の延伸につながるので

はないかと報告されました。

さらに、﹁教室期間だけでなく、

自主的に継続して楽しく活動

することが重要。認知症予防

には、ながら運動で脳の血流

を増やすことが大切です﹂と

話していました。

講演の後には、ステップの

28

▲スクエアステップを学ぶ参加者たち

青空の下 花見ズンバ！
！
〜 ズンバゴールド 〜

あいさつ気持ちいいね
〜 小・中学校であいさつ運動 〜

４月17日、いきいきほ〜む前の駐車場でズン
バゴールドが週１回の練習を実施。約20人が参
加しました。
「外での練習は日程や天候でなかなかできず
にいましたが、今日は澄み切った青空の下、た
くさんの人に参加してもらえてよかった」と話
すのは指導者の小林雅子さん（下関）
。外の練習
は初めてとのことで、最初は長袖を着て肌寒そ
うにしていた参加者も、後半は上着を脱いで気
持ちよさそうに汗を流していました。
● ズンバゴールド

参加者募集中！●

日にち：毎週火曜日
昼の部：９時半〜10時半
夜の部：19時半〜20時半
ところ：村民会館 大ホール
問い合わせ先 村民会館 64−2134

11
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子どものあいさつに対する意識を高めてもらお
うと、4月10日から12日までの３日間、関川小学
校と中学校であいさつ運動が行われました。
この取り組みは子どもたちの豊かな心を育てる
ため、あいさつに重点をおいた教育活動を進めて
いるもので、児童会・生徒会を中心に実施しまし
た。
新しく入学した新１年生も、上級生と一緒に登
校し、児童や生徒、先生方、地域の方に元気にあ
いさつをしていました。
コミュニケーションはあいさつから。一日の始
まりに気持ちのいいあいさつができるとお互いに
気分もいいですね。積極的なあいさつを心掛けま
しょう。

下関交番

隆 巡査長

力いたしますので、どうぞよ

心して生活できますように努

関川村の皆さまが、安全で安

一日でも早く管内を覚えて、

びだと思っております。

ということは、この上ない喜

光明媚な関川村に勤務できる

て、周囲を山に囲まれた、風

登山が趣味である私にとっ

ました、井上と申します。

潟北警察署から異動して参り

このたびの春の異動で、新

下関交番に配属になりました

村の交通安全指導員の辞令交付式が、４月４日、
役場で行われました。
村長から辞令が交付されたあと、村内の事故が
起きやすい危険箇所や今後の活動内容などが話し
合われたほか、村の交通安全指導車で村内を巡回
し、交通事故防止をあらためて呼びかけました。
交通安全指導員の皆さんは次のとおり。敬称略

井 上

小山泰喜
須貝紀代美
吉田尋良
（大内渕）
（蛇喰）
（大島）
伊藤卓弘
大沼真理子
（下関）
（上土沢）

ろしくお願い申し上げます。

№12

前 田 里 枝

者数３５０人のお客様にご来

作られた商品が集まり、入場

県内外からこの日のために

ていました。

たことがとても嬉しいと笑っ

の作品が誰かに喜んでもらえ

方々に報告に伺ったら、自分

その笑顔を見て私も嬉しく

なりました。

た作品を、多くの人に届けた

くりや生きがいづくりを皆さ

も気軽に立ち寄れる居場所づ

12
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場いただきました。

め

地域の方々の生きがいにな
め よ し

ればと作品を販売するため女

女好子も参加させていただき
ました。

作品を募集したときには

出しても売れないよ﹂
…

﹁先生に習ったわけじゃない
から

と言われる方が多く、正直集

しかし、少しずつやってみ

まるだろうか？と不安でした。

る！という方が増え頑張るお

日より事務所が自宅

▶インターネット販売の画像

４月

から大島集落センターに変わ

い！そんな私の気持ちに賛同

んとともにしていきたいと思

今後はここを拠点に、誰で

りました。

して友人もインターネット販

ぞよろしくお願いいたします。

いますので協力、応援をどう

後日出品をしてくださった

事終了しました。

おかげさまでイベントは無

売に協力してくれました。

今回みんなが頑張って作っ

品が集まりました。

か？と思うほどたくさんの作

今度は逆に売り切れるだろう

イベント開始一週間前には、

ってくれました。

りたい！﹂と言って作品を作

どもたちが﹁私たちも何か作

間、旧齋藤医院において︻え

作り市が開催されました。

ちご せきかわ おなごしょの

日・４月１日の２日

活動通信

ばあちゃんたちの姿を見た子

31

WASAKAGI︼という手

３月

おこし協力隊
域
地
▶ 女女好子ブースに並ぶ作品たち

10

私たちが交通安全指導員です

学 校 からの お 知 ら せ
今月は関川中学校からの紹介
平成30年度の関川中学校は、

誇る生活習慣の合言葉
世界に
「姿勢正して。一にあいさつ。二に返事。
靴をそろえて椅子入れる。箸と鉛筆正しく使う。
」

「温もり」「挑戦」「感動」により地域
とともに歩み、地域に貢献する学校
を目指します。
目指す生徒像は、

郷土を愛し、郷土に誇りをもち、未来
をたくましく切り拓く生徒
です。この生徒像を実現する上で、
「知」…基本的な学習態度を身につけ、互いに学
び合う。
「徳」…感謝と思いやりの気持ちをもち、友を大
切にする。
「体」…進んで身体を鍛え、健康な生活を送る。
上記の「知、徳、体」が身につくように、日々
の教育活動に教職員一丸となって取り組み、生徒
たちとともに目指す学校像に迫っていきます。
地域の皆様には、ご理解とご協力をいただきた
いと思います。また行事の際だけでなく、日頃の
学校生活の様子もぜひご覧いただきたいと思いま
す。お気軽に足を運んでください。

この合言葉は村教育委員会が定めたものです。
関川教育構想2018にある子どもの生きる力を
育むための「世界に誇る生活習慣の確立」を目
指した取り組みの一つです。
この合言葉を額に入れて、保育園や小中学校、
公民館、役場に掲示し、村全体で「笑顔で気持
ちのいいあいさつ日本一」を目指します。

めざせ！笑顔で気持ちのいいあいさつ日本一
レベル５のあいさつ（３秒礼）
１
２
入学式

新入生紹介

入学式

校歌斉唱

完歩めざします！

『 九の郷ウォーキング 』
期

日

５月12日（土）

３
４
５

声をかけられてから、あいさつする
声をかけられてから、相手の目を見て、
あいさつする
自分から、相手の目を見てあいさつする
相手の目を見て、あいさつして一礼する
（語先後礼）
立ち止まり、相手の目を見て、あいさつ
して一礼する（語先後礼）

語先後礼･･･言葉を先に伝え、その後に礼をする

雨天の場合13日（日）に順延

協力し合い励まし合って、完歩を目指します。
初夏の一日を、いい汗流して満喫したいと思いま
す。当日、道端で生徒を見かけたら、ぜひ声をか
けていただきたいと思います。

【参加者募集中】
生徒と一緒に参加を希望する方がいましたら、
関川中学校（℡ 64−1063 担当：神田）までご
連絡ください。いい汗をかきましょう。

13

広報せきかわ
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毛筆で言葉や文章を書くこと。
…

学校→温泉橋→温泉橋土手→滝原→小見
→松ヶ丘→鉈打峠→深沢→女川農村公園
→小和田→蕨野→宮前→高田→高田橋土
手→橋場→南赤谷→学校

き ごう しゃ

コース

８時30分に関川中学校スタート（予定）

揮毫者は、関川小学校の鈴木政信前
校長先生です。
大人も子どもも、みんなで気持ちの
いいあいさつを実践しましょう！

程

揮毫
※

日

健（検）診を受けて、
自分のカラダの
メンテナンスを！

健康せきかわ21

いきいきライフ

5月から各種健康診断が始まります
村では、今年度も特定健診・各種がん検診を下記の日程で行います。２月の健康診査調査票兼申込書で
各種健診を申し込んだ方には、集落の健康推進員を通して受診票を配布します。申し込みをされた方は、
忘れずに受診くださるようお願いします。

健
（検）
診でもスタンプ券を配布します
今年度より、下記の健（検）診を受けてくださった方に、関川村商業協同組合で実施しているスタンプ券
を配布することになりました。ぜひ、受診してください。

健（検）診名

特定健診

実施予定日

集団

対

象

者

・国民健康保険被保険者
・後期高齢者医療保険被保険者
５月21日（月）〜25日（金）
・社会保険被扶養者
７月14日（土）
（医療保険者の指示により受け方が違います）
・30〜39歳の方
８月〜平成31年１月

国民健康保険被保険者（40〜74歳）

胸部レントゲン検診

５月21日（月）〜25日（金）

40歳以上の方

胃がん検診

７月３日（火）〜７日（土）
７月９日（月）〜14日（土）

35歳以上の方

大腸がん検診

７月３日（火）〜７日（土）
７月９日（月）〜14日（土）

40歳以上の方

施設

子宮頸がん
検診
乳がん検診

集団

６月６日（水）・11日（月）

施設

７月〜12月

集団

６月６日（水）・11日（月）

施設

10月

前立腺がん検診
肝炎ウイルス検診

20歳以上の女性で偶数年齢の方

40歳以上の女性で偶数年齢の方
50歳以上の男性

５月21日（月）〜25日（金）
７月14日（土）

40歳以上の節目年で、
今まで肝炎検査を受けたことがない方

保健師の担当地区についてお知らせします
保健分野（健康づくり・各種健（検）診、赤ちゃん健診・子育て支援など）を担当する保健師は、下記の
３名で各地区を担当します。健康に関する相談など、ぜひお気軽に声をかけてください。

保健師
担当地区

佐々木

沙

織

下関・上関・九ヶ谷

渡

邉

みなみ

七ヶ谷・湯沢・女川

川

村

華

子

四ヶ字・霧出・川北
広報せきかわ
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健康講座
﹁健診﹂と﹁検診﹂

允

の病気を見つけるための検査

腺がんでひっかかる血液検査

︵PSA︶などに加え、肺活量

などの検査も行ったりします。

がん検診に限った話ではあ

りませんが、病気の早期発見

・早期治療を行うことで治療

成績は当然上がりますし、糖

尿病や高血圧などの生活習慣

病の予防啓発には健診は非常

あるいは混同している方は医

れらの意味を間違えている、

診﹂の２種類があります。こ

という言葉は、
﹁健診﹂と﹁検

く診ますが、この﹁ケンシン﹂

う理由で受診される患者を多

ンシンで引っかかった﹂とい

当然ながらその検査方法も、

乳がんなど様々な種類があり、

大腸がん、肺がん、子宮がん、

られます。がんには、胃がん、

肝炎ウイルス検診などが挙げ

検診、歯周病検診、結核検診、

と訳されます。例えば、がん

であり、英語では

目が失明する︶こともあり得

ころまで進行する︵例えば片

器障害を起こし、治せないと

早期介入をしないと様々な臓

り得ます。このような病気は

病などを起こすことは十分あ

〜

療関係者でも多くみられます

胃がん検診であればバリウム

歳代の若年層の方でも糖尿

特に言いたいことは、

が、住民の皆様はいかがでし

に有効なものです。

育長として８年間勤務され、

Examination

副読本﹁わたしたちの荒川﹂

ょうか？

んではレントゲンや胸部 CT

診であれば便潜血検査、肺が

または胃カメラ、大腸がん検

きたいと存じます。

さがらず、必ず受けていただ

ますので、健︵検︶診は面倒く

任した時を思い出します。

った関谷中学校の分校に赴

伊東さんは﹁上の沢にあ

身長・体重をはじめ、視力・

想起してください。皆さん、

される学校健診や職場健診を

する﹂ものであり、毎年実施

字通り﹁健康かどうかを診断

になっている﹁健診＋検診﹂

すが、各種がん検診がセット

間ドックは、大部分が有料で

されます。しかし、昨今の人

は一般的には﹁健診﹂に分類

ち な み に、
﹁人間ドック﹂

﹁健診﹂は﹁健康診断﹂を略

年に教

県内中学校で生徒を熱心に教

単級学校で全学年に全教科

聴力などを測らされていませ

のようなオプションが多く見

＊このコーナーへのお問い合

ターの導入や分校の統合な

伊東さんは、昭 和

育されました。その間、関谷

を教えた当時の苦労も良い

受けられており、当院でも施

という風に異なっています。

中学校でも７年勤務されまし

思い出です。叙勲受章者と

んでしたか？これらの検査を

行しております。具体的には、

ど多くの業績を残されまし

た。また、へき地教育や統計

行い、全身の健康状態を総合

職員に採用されてから平成２

教育などにも実績を残され、

なったのも、皆さんの支援

的に評価されることを﹁健診﹂

したもので、英語では Health
と訳されます。文
check up

県教科研究員、教科用図書専

のたまものと感謝の気持ち

た。

門調査員として県教育にも貢

３１１１
—

わせは、県立坂町病院へ。

☎６２

身長や体重などに加え、胃カ

メラや便検査、さらには前立

を受けるといいます。

年間にわたり、

10

でいっぱいです﹂と受章を

献されました。

されるまで

20

喜んでいました。

年に荒川中学校の校長を退職

29

宝双光章﹂が授与されました。 の 作 成 、 教 育 用 コ ン ピ ュ ー

このたび、伊東正夫さんに

この仕事をしていると、
﹁ケ

新潟県立坂町病院 内科 黒 川

157

国から高齢者叙勲として﹁瑞

伊 東 正 夫 さん（下関）
瑞宝双光章を受章
36

平成３年からは、関川村教

それに対し﹁検診﹂は、特定

2018・５月号
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高齢者叙勲

このコーナーに登場していただける方を募集しています。自薦他薦は問いません。

じっくり心をこめて

スロー
フード

《今月のご紹介》
関川村食生活改善推進員 の皆さん

材 料 （４人分）

170

・新じゃが 300ｇ（２〜３個）
・揚げ油 適量
・鶏ひき肉 100g
・しょうが 10ｇ ・だし汁 1/4カップ
・みそ 大さじ２ ・みりん 大さじ２
・酒 大さじ２
・砂糖 大さじ1
・青ねぎ 少々

作り方
① 鍋に湯を沸かしだし汁を作る（ご家庭で普段作
られているだし汁でかまいません）
。
② 新じゃがはよく洗い、大きければひと口大に切
る。キッチンペーパー等で水気をよく拭き取っ
ておく。
③ ②の新じゃがを170度の油でしっかりと揚げる。
④ しょうがはすりおろす。青ねぎは小口切りにす
る。
⑤ 鍋に①のだし汁を入れて火にかけ、煮立ったら
鶏ひき肉と④のしょうがを加える。調味料も加
えてほぐしながら煮る。
⑥ 器に揚げたじゃがいもを盛り付け、肉みそをか
け、青ねぎを散らす。

新じゃがの肉みそがけ
春のおいしい新じゃがを使った１品です。
お弁当のおかずにも最適です！

せ きかわ文芸

歌

久恵

短

伊藤

久恵

渡辺千恵子

雪嵐じっと我慢の日が続き

伊藤

久恵

春先の列車時刻の改正に

三寒の厳しき後の四温待つ

伊藤

久恵

︵上関︶

赤い実を啄む小鳥日脚伸ぶ

伊藤

久恵

気付かずホームで過ぎた一時間

久方の音なき雨に春兆す

伊藤

関 川 俳 句 の 会 作 品

挨拶は日脚伸ぶから始まりぬ

千恵

久恵

平田

千恵

伊藤

昭和追う懐かしい事つらい事

平田

千恵

後戻り出来ぬ人生年惜しむ

この人生休んでる見たいけど歩いてる

平田

千恵

詠﹂

売り言葉笑顔で包む年の功

平田

せ き か わ川 柳 会 作 品﹁ 雑

身辺整理思っただけで侘びしいね

広報せきかわ
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山本

市

井

紳二郎

み

ゆ

金俣



橋

美

悠

もも

か

湯沢

五十嵐

桃

花

26年12月７日

このたび、平田時夫さんが平成29年度、全投稿者
の中で最も多くの映像が採用になったとして、ＮＨ
Ｋ新潟放送局長から、ＮＨＫ新潟ビデオレター大賞
を受賞されました。おめでとうございます。

舜

26年12月21日

橋

27年１月29日



びにおかえり、と優しく声
をかけてくださる村のみな
さんが大好きで、毎回関川
村に帰るのが楽しみで仕方
ありません！
みなさんに楽しんでもら
える記事にしますので、一
年間よろしくお願いします。

しん じ ろう

上関

わっこが生まれるのです！

おうじゅん

旺純︵龍谷大２年︶

☆渡邊 瑠菜 ︵神奈川大２年︶
私はこれまでに２回関川
村に帰っています。まだま
だ少ない回数ですが、関川
村について一生懸命頑張り
たい気持ちはとても大きい
です！
たくさんの方にＩＶＵＳ
Ａの新たな一面を知ってい
ただけるような記事をつく
るので、一年間よろしくお
願いします！

な

菜

を持ったきっかけは何です
か？
Ａ、僕が関川村に興味を持
ち、行きたいって思った理
由は、実際に関川大したも
んじゃ祭りに行かれた先輩
のお話を聞いて楽しそう！
って単純に思ったからです。
あのヘビを自分も担いでみ
たいとすぐに思いました。
また、過去の活動写真の
中の色んな人の笑顔を見て
自分もその笑顔の輪に入り
たいと思いました。
地域の方も温かい人が多
いと聞いて、あまり話上手
ではない自分ですが、関川
村の方とお話してみたいと
思いました。
☆一ノ宮

◎今月からこのページの担
当者が変わりました！

︽担当者メッセージ︾

かん

柑

27年１月18日

光

◆ こうして 未 来 のせきか
新年度を迎え、ＩＶＵＳ
Ａに所属している各大学で
は新入生を歓迎し、サーク
ルに勧誘する新歓が行われ
ています。ＩＶＵＳＡでは、
団体概要や活動内容を紹介
する説明会や、花見やバー
ベキューなどの企画を行っ
ています。
新入生との親睦を深めな
がらＩＶＵＳＡの魅力を伝
えるとともに、社会問題に
挑戦する仲間を探していま
す。関川村の話をすると、
興味を示してくれる新入生
も多く、未来のせきかわっ
こが生まれる日もそう遠く
はなさそうです！

◆ 新歓を頑張るせきかわ
っこにインタビュー！

☆森田 梨那︵龍谷大３年︶
私はこれまでに４回関川
村に帰っています。帰るた

しゅん

吉

27年２月15日

下関

IVUSA 通信

Ｑ、あなたが関川村に興味

2018・５月号
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生年月日

名

氏

集落

平 田 時 夫 さん（滝原）
（ピッカピッカ賞）該当者

NHKビデオレター大賞受賞

３歳児 むし歯０本

国際ボランティア学生協会

※順不同

実施日：30年３月16日

を目標に活動します。ときに

な仲良く、元気よくやること

式では、八幡良市本部長

活躍した平野歩夢選手は小さ

村スポーツ少年団入団式

年度スポーツ少年団

いときから大きな夢を持って

はつらく、苦しいときがあっ

︵八ッ口︶が﹁平昌五輪で大

練習に励んでいた。皆さんも

たとしても、お互い励まし合

い、協力しながら一生懸命練

ぜひ大きな夢を持って日々頑

張ってほしい。

習して、入団して良かったと

今年度は６種目となりまし

また、練習する上で、大き

こと。この３つを守って１年

た。スポーツを通じて体力づ

思えるように最後までやりぬ

間頑張ってください﹂と入団

くりはもちろん、地域の人と

な声で挨拶すること。靴をそ

に際しての約束をしました。

のふれあいなどを大切に、総

きます﹂と力強く誓いの言葉

また、団員を代表して、ミニ

勢１０３人の子どもたちが夢

ろえること。体育館やグラウ

バスケットボールキャプテン

に向かって元気いっぱいに活

を述べました。

の橋柊くん︵６年・金俣︶

動しています。

ンドに感謝を込めて挨拶する

が﹁スポーツを通じて、みん

やりぬく気持ちを大切に

平成

入団式が、４月１日、村民会

館大ホールを会場に行われ、

団員や保護者など約１５０人

が参加しました。

30

生涯学習
情報ステーション
広報せきかわ「お知らせ版」
とあわせてご覧ください
◆お問い合わせは村民会館へ

ＴＥＬ ６４−２１３４

村民会館図書室

大型連休が始まりますが、皆さま予定はお決まりでしょうか。図書室では情報誌も取り揃えて
おりますので、ご利用ください。お待ちしています！

この本よんで！
！

今月の１冊

「バナナおいしくなーれ」

「天龍院亜希子の日記」

矢野

アケミ

安壇

美緒

にじ色と、
“汽車”のメロディーが目印です。

13（日）・26（土）
高田〜沢〜女川 方面 ………
大島〜片貝〜大石 方面 ……………20（日）

19日は
バナナがおいしくなる「おまじない」
知ってるかな？
あてっこ遊びと、おいしそうな食べ物
が一緒に楽しめる絵本です。

第30回小説すばる新人賞受賞作。
田町譲、27歳。ままならない人生と、
ブラックな職場。
勇気づけてくれるのは、憧れの野球選
手と元同級生の日記だった−。

おはなしのかい
毎月第３土曜日です

ブルーベリーの皆さんが贈る、ステキなおはなし
の世界…。
ろうそくを使っての演出が幻想的です。
家族みんなでの参加も大歓迎！無料です！
参加してくれたこどもたちにはかわいいシールをプレゼント！

毎週水曜日がお休みです。平日は、13時〜17時30分まで、土・日・祝は、９時〜17時まで開館しています。
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スポーツで村を元気に！
●３月16日〜４月15日までの届出●

お誕生おめでとうございます

5月30日（水）はチャレンジデー
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広報に載せてほしくない方は届出の際、窓口に
お申し出ください。

人 の 動 き
平成30年３月末現在

世 帯 数
総 人 口
男
女

（

転入
出生

（

）は前月対比

1, 923世帯（ー６）
5, 746 人 （−49）
2, 755 人 （−29）
2, 991 人 （−20）
５人
２人

転出
死亡

41人
15人

チャレンジデー当日は、大島出身の男子プロバレーボー
ル選手近裕崇さん（豊田合成トレフェルサ所属）と、元プ
ロ野球選手の吉武真太郎さ
ん（現在は読売ジャイアン
ツのスカウト）の２名をお
招きし、スポーツ教室を開
催する予定です。具体的な
内容については５月１日に
この広報紙と一緒に配布さ
れるチャレンジデーのチラ
シをご覧ください。皆さん
の参加をお待ちしておりま
す。

◀近

裕 崇 選手（大島）

ページ﹁住宅
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おわびと訂正

先月号の

リフォーム補助金制度﹂で

掲載した﹁問い合わせ先﹂

が誤っていました。正しく

は左のとおりです。おわび

企画財政班

して訂正します。

正
< >

総務課

♦事前相談・書類申請

地域整備班

☎︵６４︶１４７６

誤< >

♦事前相談

建設環境課

☎︵６４︶１４７９

企画財政班

♦書類申請

総務課

2018・５月号

◆チャレンジデー企画◆

☎︵６４︶１４７６

今年度から、
「広報せきかわ（本誌）」を担当
させていただくことになりました。初めて一
眼レフカメラを持って、早速いろいろなとこ
ろへ取材させていただきました。協力してい
ただいた皆さんありがとうございました。こ
れから皆さんが楽しみに待ってくれるような
広報を編集できるように、とにかくたくさん
取材に行きたいと思っています。取材や写真
撮影、情報提供などご協力をよろしくお願い
します。（平田友一）

広報せきかわ

昨年も参加しました、世界中で開催されている住民総参
加型のスポーツイベント「チャレンジデー」に今年も参加し
ます。
チャレンジデーとは、１日15分以上、運動やスポーツを
行った住民の数（参加率）を競うイベントで、村民の61％
以上の参加で金メダルが授与されます。また、人口規模が
ほぼ同じ自治体間で参加率を競い、敗れた市町村は対戦自
治体の旗を１週間庁舎に掲揚し、相手に敬意を表します。
今年の対戦相手は「福岡県大任町（おおとうまち）
」です。
お互い２回目の参加です。
また、村単独の取り組みとして、先回は参加率の表彰を
コミュニティ単位で行いましたが、今回は集落単位で実施
します。参加率55％を達成した集落と一定人数を超えた集
落を表彰します。

）

編集室から
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大勢のみなさんの参加をお願いします！
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直撃

河 内 祐 樹
さん
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平成30年５月１日発行

︵関川村役場住民福祉課︶

せきかわ

あなたに

この４月から村の職員に採用された
河内祐樹さん（大石）
に話を聞きました。
−関川村役場を希望した理由は？
私は４年間、神奈川の大学に通って
いました。
人も物も溢れ、楽しい一人暮らし生
活ではありましたが、逆にこの自然溢
れる地元が好きであることに気づき、
関川村役場を希望しました。

関川中学校卓球部でキャプテンを務めてい
る須貝大也さん（３年・下関）を紹介します！
小学校までサッカーで汗を流していた大也さん
は、「放課後子ども教室」で卓球と出会い、夢中
になったと言います。勝つことの喜び、スマッシ
ュが決まったときのうれしさが最高だという大也
さん。平日、休日ともに毎日欠かさず練習を続け
てきた成果を、今年最後となる郡市大会で発揮し
たいと意気込んでいます。

部員から見た大也さんは？
・明るくて練習熱心
・プレーがキレッキレ
・やさしくておもしろい
・リーダーシップがある

指導者の長沢直行先生から
大也さんへ
どんなときでも常に冷静。大会
の目標が謙虚なところも含めて、
周りからの信頼も厚い。郡市大会
では、個人戦・団体戦ともに最高
の結果が出せるよう、練習に打ち
込み、部員たちを引っ張っていっ
て欲しい。

卓球で身についたこと
一球一球、相手の球を見極め
るため集中力が付いた。

で
イブ
ラ
ド
ア
！
！
のフォ下越大会
意
得
せ！
目指

−普段、心がけていることは？
幸せのハードルを下げて生活するこ
とです。朝が来ること、ご飯が食べら
れること、寝床があること。幸せは人
それぞれとは思いますが、そんな私は
大変幸せです。

−村民の皆さんにひと言お願いします。
村民の皆さまと接する機会も多く、
これからご迷惑をお掛けすることもあ
るかもしれませんが、皆さまのお役に
立てるよう精一杯務めてまいります。
よろしくお願いします。

珠 鈴 ちゃん（５歳）
池 田 勇 人 さん 幾 実 さん（下川口）
もうすぐ６歳になる末っ子。まだまだ甘えんぼだけど、
とってもしっかり者の珠鈴。
３人のお姉ちゃんと大笑いしたり泣いたりケンカしたり
と毎日大騒ぎです。来年からは１年生 最後の保育園生活、
友達と仲良く楽しく思い出いっぱいつくろうね♡♡♡

−今、夢中になっているものはありま
すか？
ロードバイク、自転車に乗る事です。
ようやく雪が融け、これから暖かくな
る季節、とても楽しみです。体力づく
りも兼ねているので継続して乗りたい
です。

し ゅ り

！！

広報せきかわは、資源保護のため再生紙を使用しています。
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