森林の面積
91％
35,661ha
ha

現在、吉川や入間、岩根沢地区か
ら伐採された町産材が、町内の５つ
の製材所に山積みされています。
今後、そのほかの地域でも伐採が
行われ、１万石（約2800㎥）もの木
材が集められることになっています。
（右写真＝丸友製材（間沢）に集め
られた町産材）

その内訳は？

杉などの
人工林
21％

ウンド部分などの造成が進め

度の開校に向けて︑現在グラ

統合小学校の平成二十四年

れました︒

ら町に対して要望書が提出さ

林組合︵荒木俊男組合長︶か

省伊知郎理事長︶︑西村山森

を町で一時買い取り︑その資

し︑今後︑製品化された木材

を背景に町産材の購入を決定

今回︑町ではこうした要望

材を施工業者に対して支給す

ージなども示され︑役場や西

とまり︑最近では外観のイメ

また︑校舎の実施設計がま

んでいる住宅着工件数︑さら

な効果とともに︑最近伸び悩

町内の経済活性化への波及的

利活用を図ることなどによる

ので︑伐期に適した町産材の

に︑子どもたちのより良い学

とのことでした︒

と県内では初めてではないか

これだけ大規模なものとなる

した方法は︑県内では二例目︑

関係者の話によれば︑こう

ることになります︒

川交流センターなどで展示さ
には在来工法の大幅な減少に

習環境を目指すこうした手法

を利用してはどうかというも

内容は︑校舎建設に町産材

られており︑現場では何台も
の重機が慌ただしく動いてい

れています︒このイメージな
よって深刻な影響を受けてい

と︑これまでの経過について

ます︒

どから︑徐々に︑完成した学
る町内五つの製材所の稼働を

周辺の環境から校舎内部に至

も込められています︒

一パーセントにおよび︑県内

九三・二三㎢︶のおよそ九十

詳しくご紹介します︒

今号では︑林業振興と同時

校の様子が想像できるように
後押しすることなどへの期待

そうした中で︑校舎建設に

なってきました︒
ついて町製材協同組合︵土田

るまで検討が重ねられてきま

た町と言えます︒しかしなが

でも有数の森林資源に恵まれ

具体的には︑﹁環境保護・

した︒

平成二十四年四月の開校を

ら︑杉などの木材価格は現在

一、木のぬくもりが
感じられる校舎に
目指し︑現在造成が進められ

そしてさらに︑昨今の経済

大きく低迷しており︑西川町

そうしたことを踏まえ︑設

の影響や︑在来工法による住

児童生徒の健康に配慮した建

計の段階から︑建設費用など

宅着工の減少などによって︑

物﹂を建設構想のひとつとし

また︑いよいよ今年度から

の財政面や雪による影響も考

ますます木材が利用されない

ている統合小学校︒去る三月

は︑町の将来を担う子どもた

慮した設計強度などを複合的

状況もあり︑そうしたことか

産の木材の活用にまでは至ら

ちの学び舎となる校舎本体の

に検討し︑できるだけ木を利

ら︑町内には林業が盛んだっ

て掲げ︑木をふんだんに使っ

建設に着手します︒その校舎

用することにしました︒最終

た昭和初期に植林された多く

に行われた町議会では︑校名

については︑子どもたちが教

的には︑建築基準による制限

の植林地が伐採されずに残り︑

ず︑林業や森林そのものに深

育を受けるのにふさわしい環

などもあり︑一階および二階

刻な影響を与えている現状が

境を考えようと︑平成十九年

の一部については鉄筋コンク

た︑ぬくもりのある校舎の建

度に設置された統合小学校建

各区では︑六十年以上の伐期

設が考えられています︒

設構想検討委員会や平成二十

リート構造を取り入れること

を迎えた植林地を数多く保有

を﹁西川町立西川小学校﹂と

年度に立ち上げられた統合小

に決まりましたが︑二階の柱

することが議決されました︒

学校基本設計検討委員会で幾

あります︒

度となく話し合いがもたれ︑

る計画となっており︑現在そ

け︑低迷している林業と町内

の町内産利用﹂の要望等を受

民の方々から﹁学校建設木材

しかし︑今回︑町議会や町
のための準備が進められてい

は︑可能な限り木材を使用す

ます︒

産業の活性化の一助とするた
めに西川町産の杉材の活用を
図ることを町として決定した
西川町は︑ご存じのとおり

るために︑財源や発注方法︑

そして具体的に利用を進め

ところです︒
周囲を磐梯朝日国立公園に囲

建設用材としての必要製品︑

一、町の自然を
校舎建設に活用

まれ︑その大部分を森林が占

品加工能力などの課題を調査︑

用材の材質︑木材の集積︑製
その面積は︑町の総面積︵三

めています︒
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している現状があります︒

※西川町森林整備計画より

︵集成材︶や内装材について

天然林
79％

Using local-grown timber for building the new school.

宅地等
9％

町産材を西川っ子たちの学び舎に

町の森林の面積は？

②グリーン材（乾燥前の板材）に加工

材の方は内装用として使用し

発注し︑集成材に加工︒造作

負業者が自ら製材加工業者に
壁や天井に至るまで可能な限

げは町産材を使用し︑床から

前述したとおり︑内部仕上
センターホームページ参照︶

ます︒︵日本住宅・木材技術

効果などもあると言われてい

ます︒

の自然環境に合った造りを前

校のコンセプトとして西川町

検討委員会では︑統合小学

的な効果があります︒衛生面

ろやかにする効果などの物質

収する効果︑さらに︑音をま

を少なくする効果や衝撃を吸

せ︑光による目に対する刺激

そして︑木には光を散乱さ

す︒

ご理解とご協力をお願いしま

これからも町民の皆さんの

います︒

検討を重ねていくことにして

う︑町では今後も各方面から

しく学習できる環境になるよ

どもたちが元気に︑そして楽

提とし︑﹁温かい雰囲気が漂
では︑湿度を快適に保つこと

一、子どもたちへ
最高の環境を

い︑ゆとりのある学校﹂をテ
によって風邪などを抑制する

れた現場には植林も行われる
ことになっており︑環境にも
配慮された事業と言える︒ま
た︑新しい学校の間柱や化粧
板︑フローリング︵床材︶に至
るまで全て町産材で賄われる
ということを町民の皆さんに

﹁我々︑町製材協同組合︵土

達の責任者を務める㈱佐藤製

さったのは︑組合で木材の調

修を重ねてきた﹂と話して下

さいました︒

業の意義について説明して下

も知ってほしい﹂と︑この事
田省伊知郎理事長︶では︑地

岡市︶や︑集成材の生産で有

用を行った温海森林組合︵鶴

同じく校舎への地元産材の利

に提案するために︑西川町と

波及し︑さらには今回伐採さ

林業に携わる方や各区にまで

材工場にとってもそうだが︑

の活用は︑町内に五つある製

﹁今回のこうした地元産材

なっています︒

急ピッチで製造されることに

け︑町内の五つの製材工場で

が来年三月二十日の納期に向

ものグリーン材︵板状の材料︶

︵一軒あたり四十坪で換算︶

今後︑一般住宅二十五軒分

元産材利用についての要望を

材所の佐藤安広社長です︒

佐藤安広さん

行ったが︑こうしたことを町

代表取締役社長

ーマのひとつとしています︒

れています︒

平成二十四年度に開校を目

⑥貼り合わせて
集成材に加工

り︑板張り仕上げを施した木

①巨大なノコギリで丸太をカット
①巨大な
ット

指す西川小学校が︑西川の子

④
仕上げ
④プーレナー（カンナ）仕上げ
の温かみのある内装が計画さ

⑤節や腐れを除去し
除去し
た後、フィンガー
ンガー
ジョイント加工を
ジョイン 加工を
施します。
施します

㈱佐藤製材所

検討しました︒その結果︑町
杉材を使用して町内で製材を

各区の所有林
伐採

伐採者︵ 森林組合等︶
木材購入

製品を
納入

町内の製材所

西川町
資材支給

については町製材協同組合の

小学校建設請負業者

責任で調達することになり︑

検査を行い︑町が指定する場

定した期日までに寸法や品質

町から材料として支給するこ
とになります︒
支給されたグリーン材は請
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行い︑造作材のほか︑構造材
となる集成材の原材料を製品
として納入することが可能で
あることを確認しました︒さ
らに町議会とも協議のうえ︑
町民全体での学校づくりとい
う観点から︑各区の所有林を
主体とした伐採可能石数の調
査を森林組合に依頼︒その報
告も踏まえ︑町内で確保でき
この財源には︑文部科学省

ることが確認されました︒
の補助事業とは別に︑二十年
度国の二次補正事業︵二十一
年度へ繰越︶として実施する
ことになり︑今年四月に︑町
設用材購入事業として契約を
今回はこれまでの経過も踏ま
えて︑森林組合から製品製作
に適した原木のみを購入する

に集成材となる前の段階のグ
所に納品することになります

今後︑製作した製品は︑指

契約を結んでいます︒

リーン材︵乾燥前の板材︶と内

指定を行っていますが︑これ

当然︑西川町産材とするよう

杉原木の調達については︑

が︑その材料は︑建築工事を
ローリング材等を製品として
購入することになっています︒ 請負った業者に対して︑直接

装用の造作材︑そして廊下フ

この契約は︑町が今年度中

一、建設用材購入事業
の契約とは

締結したところです︒

製材協同組合と西川小学校建

〜集成材になるまで〜

町産材の流れ
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〜町産材の加工〜

名な岩手県遠野市などへの研

町立西川小学校の完成予想図

集成材になるまで
③人工乾
③人工乾燥

現場から

睦合小学校１００年のあゆみ
明７

海味学校に連合して児童通学

明15

石田長流寺に睦合小学校を創設

明治、大正、昭和、平成と４つの時代を超えて
明
明治、大
明治
治、大
治
治、大正、昭和、平成と
、大正、
、大正、
、大
正、昭和
昭和、
和、平
、平成と
成と４つ
４つの
４つの時
つの時代を超えて
の時
時代
代を超え
代を
超えて
えて

明20

校名を睦合尋常小学校と改称

地域とともに歩んで来た100年間

明25
明42

睦合小学校創立１００周年記念式典開催

本校創立。西山尋常高等小学校
明治四十二年創立の伝統

取り組み︑各分野で優れた成

果を残してきました︒

この日行われた第二部の記

念トークショーでは︑それぞ

卒業生とともに百年の歴史を振り返る

睦合小学校は︑明治四十二

年に現在の場所に校舎が建築

され︑睦合分教場として創立

されてから今年が満百年とい

業生の方々が︑これまでの学

校の取り組みを歴史的な背景

なども交えながら発表し︑当

時を振り返りました︒

その中で︑伊藤昇さん︵梅沢

第一︶は六十数年前の小学生

時代を思い出し︑今はなき講

う記念すべき年にあたります︒ れの年代を代表し︑四名の卒

五月十六日︑睦合小学校で

は全校児童五十二名と地域の

方々︑そして多くの来賓が見

守る中︑厳かに創立百周年記

念式典が挙行され︑これまで

の長い歴史を振り返り︑創立

大10

体操場を建築
（45坪）

昭13

６学級となる
学童相撲大会始まる

昭17

西山村第四国民学校として独立
校章完成

昭18

西山村睦合国民学校と改称
（高等科併設）

昭22

旧睦合小学校舎（大正 年頃）
旧睦合小学校舎（大正10年頃）

新学制で西山村立睦合小学校に
改称

昭23

体操場新築
給食開始、
ＰＴＡ結成

昭29

町村合併で西川町立睦合小学校
となる
（校歌制定）

昭39

「全国よい歯の学校」表彰受賞

昭40

鼓笛隊を結成

昭50

校内スキー大会初開催

昭55

新校舎及び新体育館竣工
グラウンド造成
（睦合バイパス開通）

昭60

堂のことや︑戦時中のため戦

い方を勉強したことなどにつ

いて︑昔の写真を見せながら

在校生に紹介しました︒その

ほか︑現在の校舎に建て替え

られた当時の話をした柴田志

津さん︵石田︶や六愛太鼓の

誕生について語った安孫子利

広さん︵熊野︶︑さらに土田

富久治さん︵梅沢第二︶は学

童相撲の始まりについて紹介

し︑﹁これからも相撲で学ん

だ作法を忘れずにがんばって

下さい﹂と子どもたちを激励

また式典のほかにも︑五月

しました︒

十九日には︑百周年にちなん

で百本ものほだ木にシイタケ

やヒラタケの植菌を行い︑さ

らに︑二十三日には県立山形

中央高校吹奏楽部の協力によ

って記念コンサートが開かれ︑

約一時間︑児童のほか︑地区

の方々など約百名が大迫力の

来校。睦合小１００周年を
祝してコンサートが開かれ、
馴染みのある曲から睦合
小の校歌などを大迫力で
演奏してくれました。

現在地に校舎建築
（62坪）
睦合分教場となる

昭和35年頃の授業の様子
年頃の授業の様子
昭和
演奏を楽しみました︒

▲ 山形中央高校吹奏楽部が

百周年を祝いました︒

はじめに武田睦合小学校長

が式辞を述べ︑﹁未来を担う

子どもたちのために︑地域の

皆さんが言わば学校応援団と

なり︑学校をこれまで支えて

きていただきました﹂と︑こ

れまでの地域の方々の支援に

対して感謝の気持ちを表し︑

続いて近松町長︑渡邊睦合区

長︑伊藤ＰＴＡ会長がそれぞ

れ祝辞を贈り︑睦合小学校並

びに睦合区のさらなる発展を

祈念しました︒

睦合小学校は︑伝統の学童

もちろん︑学業の面において

相撲や六愛太鼓などの継承は

も︑町の教育委員会の委嘱を

受けて行われた二学期制の試

行などのほか数多くの研究に

４、
５年生が六愛太鼓
を披露。力のこもった
迫 力 の ある演 奏に会
場の方々から大きな拍
手が送られました。

西山尋常高等小学校睦合分校と
なる

新相撲場落成式
（睦合区寄贈）
「六愛太鼓」始まる

昭62

学童相撲50周年記念事業

平元

プール南側拡張

平６

創立85周年記念式典

平７

プール全面改築
（観覧席・温水シャワー）

新相撲場建設（昭和60年）
新相撲場建設（昭和 年）

平８

相撲場天井修繕

平10

学童相撲60周年

平11

創立90周年記念式典

平14

コンピュータ校内ＬＡＮ整備

平16

創立95周年記念式典
町教委委嘱「授業改善と二学期
制試行」

平17

省エネルギー教育推進モデル校

平18

町水泳大会リレー４種目で優勝
「全国ＰＴＡ協議会会長賞」受賞

年代の違う睦合小学校の卒業
生４名が、それぞれの小学校
時代の思い出を語りました。
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平20

学童相撲70周年記念事業
（佐渡ヶ嶽親方、
大関琴欧洲関

伝統ある睦合小学校の学童相撲大
会のために佐渡ヶ嶽部屋の大関、琴
欧洲関が来校しました。

来校）
平21

創立100周年
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今︑小学校と保育園の連携が行われています

できるだけ軽減しようと︑小

級する際に生じるギャップを

今︑小学校から中学校へ進
育園の園庭で︑遊戯などを通

しかわ保育園の年長児が︑保

自の試みとして︑一年生とに
開校式が︑五月十二日に水沢

実施されることになり︑その

沢小学校の交流学習が今年も

沼山小学校と水

交流会を楽しみにしていた︒

あいさつした児童は﹁今日の

それぞれの学校を代表して

たりして交流を図りました︒

われています︒そうした取り

ら委嘱され︑様々な試みが行

三つの学校に町教育委員会か

さんと一緒にお遊戯するのを

も園児も大喜び︒﹁今日は皆

り︑久しぶりの再会に小学生

していた仲間だったこともあ

三月までは一緒に遊んだり

わたって行われるもので︑第

を持ってもらおうと年四回に

んだり仲良くしたりする機会

できるだけたくさんの人と学

これから始まる交流学習への

できるようにしたいです﹂と︑

いました︒友だちがたくさん

強できることを楽しみにして

水沢小学校の皆さんと仲良く

小学校体育館で行われました︒

組みとは別に︑保育園と小学

なりたいです﹂︑﹁一緒に勉

校の連携も必要ではないかと
期待を発表していました︒

学校で練習してきた踊りを披
露し︑園児たちにもその踊り
その後︑鬼ごっこの一種の

を教えていました︒
氷鬼という遊びや︑じゃんけ
ん電車などの遊びで盛り上が
った子どもたち︒そうこうし
ているうちに終わりの時間と
なり︑一年生たちは手作りの
カードを一人ひとりにプレゼ
ントし︑元気な声で﹁また来
ます﹂と園児たちに再訪を約
西山小学校では︑今後も三

束していました︒
回程度保育園を訪れることに
しており︑少しずつ小学校と
保育園児との垣根を低くして
▶ガイドからブナ林の話を
聞く西川中の一年生︒

を知ろうと五月十四日︑西川
を傾けながらつぼ足で散策︒

残雪の上をガイドの説明に耳

生徒たちは︑固くしまった

に入っていきました︒

中一年生五十四名が︑まだ雪

自分たちが暮らす町の自然

が残る山形県立自然博物園内
雪解けを待つ神秘的なブナの

班に分かれ︑ブナを含め自然

ました︒その後︑それぞれの

的な保水能力などが紹介され

で事前学習︒ブナが持つ驚異

折々の町の自然を体験してい

ムが予定されており︑四季

りも兼ねて年四回のプログラ

一年生については︑仲間づく

験学習は今年で七年目︒今後︑

西川中でのこうした自然体

ようでした︒

森の様子を知ることができた

のブナ林を散策しました︒
この日は︑はじめに﹁ブナ

と人との関わりを考えること

の森は緑のダム﹂という映像

など︑班ごとのテーマを持っ

くことになっています︒

進員の協力のもと︑親子で楽

一つとして︑町青少年育成推

います︒今年度の新規事業の

を目的に各種事業を展開して

青少年の健全育成を図ること

山繁会長︶では︑次代を担う

町青少年育成町民会議︵奥

命化学科准教授の栗山恭直先

日は︑山形大学理学部物質生

第一回目となった五月三十

えて開催しているものです︒

躍している大学から講師を迎

と︑科学的研究の第一線で活

力の育成や人づくりを図ろう

機会を増やし︑科学的思考能

科学の不思議や魅力にふれる

の中でよく体験すると思いま

ことは︑みなさんも日常生活

パチパチと静電気が発生する

乾燥したときに服を脱ぐと

というテーマで行いました︒

思議を体験してみませんか﹂

るようで知らない静電気の不

電気で遊ぼう！

遠藤龍介先生を招いて︑﹁静

実験ランド

フと呼ばれる静電気発生装置

を空中に浮遊させたり︑画び

使って︑風船でビニールひも

こすって発生させた静電気を

宇
― 宙体験をし

込みください︒

話七四㿌三一三一︶へお申し

町教育文化課生涯学習係︵電

を行います︒受講希望の方は

よう！﹂というテーマで講座

て﹁天文学

科教授の柴田晋平先生を招い

して︑山形大学理学部物理学

七月十一日には第三回目と

していました︒

今回はそのおもしろさを体感

な思いをする静電気ですが︑

者のみなさんは︑普段は不快

ろな実験を行いました︒参加

置で鈴を鳴らせたり︑いろい

ょうを振り子のようにした装

や塩ビ管やアクリル棒などを

有
― 機ＥＬから

を理解する﹂というテーマで
行いました︒
お札や配達されたハガキな
ど︑日常生活の中で私たちが
何気なく使っているものに光
の情報が利用されていること
や︑洗剤の中に光る成分が含
まれていること︑さらにホタ
ルやオワンクラゲが光る仕組
みなど︑実験を通じて体験し
ました︒参加者のみなさんは︑
身近なところで光が利用され
ていることや光の不思議に驚
いていました︒
第二回目は六月六日︑山形
大学理学部物理学科准教授の

▶ 互いに引 き 合 う 静 電 気の力
を体験︒

オワンクラゲまで光る仕組み

◀静電気で遊んでみました︒

て新緑の映えるブナの原生林

しく参加できる﹁科学の種ま

す︒講座では︑バンデグラー

最新の有機ＥＬテレビ（写真＝上）やゴルフボールと熱
湯・冷水を使っての実験（写真＝下）
を通して、光る仕組
みや化学変化と温度の関係について学んだ子どもたち。

知
― ってい

き講座﹂を交流センターあい

生を招いて︑﹁わくわく化学

この講座は︑子どもたちが

べ大ホールで開催しています︒

さ
あ
、
み
ん
な
で
実
験
だ
！！

お
も
し
ろ
い
！
な
ん
で
か
な
？

いきたいということです︒

ブ
ナ
の
原
生
林
の
春
を
見
つ
め
て

して五月八日︑西山小学校独

二つの学校の交流を通して︑

じて交流を図りました︒

学
校
を
越
え
た
交
流
で
仲
間
づ
く
り

中連携教育研究校として町内

携
小・小連

一回目の今回は互いの校歌を
楽しみにしてきました﹂と一
年生の代表があいさつした後︑ 紹介したり︑ゲームなどをし

ひろば

じゃん け ん を して ︑電
車 の よ う につな がって
いくゲームで楽しむ園
児と西山小の児童たち︒

生涯学習の
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▲校歌を合唱する沼山小児童。

位置について! ヨーイ! D21!
平成21年度

五月二十日︑町内の小学生

約三百名が一堂に会し︑町民

グラウンドで陸上競技大会が

今年も開催され︑自己記録の

更新などを目指し︑一生懸命

絶好のコンディションに恵

走る姿が見られました︒

まれ︑短距離走や持久走︑走

② 阿部翼（川土居小） 3′26″8
③ 志田圭司（睦合小） 3′49″1
6年女子800ｍ
① 原田萌未（西山小） 3′02″6
② 奥山沙紀（西山小） 3′06″3
③ 渡辺玲依（西山小） 3′12″4
男子走り幅跳び
①若月竜馬（川土居小） 3ｍ78
② 原田泰英（水沢小）
3ｍ60
③ 渡辺佑哉（川土居小） 3ｍ43
女子走り幅跳び
①木島知奈美（西山小） 2ｍ98
② 土田繭
（睦合小） 2ｍ96
③ 土田美海 （睦合小） 2ｍ92
女子400ｍリレー
①睦合小
1′04″7
大泉世名、土田美海
土田百華、設楽杏里

り幅跳びなどで記録を競い合

いました︒中でも七〇ｍ ハー

ドル走では︑大泉沙恵さん︵水

沢小六年︶が昨年に引き続き︑

新記録を更新する走りを見せ︑

会場を沸かせました︒

また︑平日にも関わらず︑

グラウンドには大勢の保護者

4年男子800ｍ
① 松田亨成（川土居小）3′07″5
② 布施輝弥（西山小） 3′07″9
③ 荒木瞭佑（川土居小）3′08″3
4年女子800ｍ
① 布施笑美子（西山小）3′10″0
② 土田寧々（睦合小） 3′12″9
③ 荒木佳恵（沼山小） 3′19″9
5年男子1000ｍ
① 渡辺光（川土居小） 3′46″3
② 玉谷凌太（西山小） 3′49″5
③ 工藤大輔（沼山小） 4′02″5
5年女子800ｍ
① 土田百華（睦合小） 2′51″0
② 柴田麻貴（水沢小） 2′55″2
③ 三宅佑佳（西山小） 3′05″2
6年男子1000ｍ
① 安孫子晟（睦合小） 3′26″5

が応援に駆け付け︑我が子の

走りに声援を送っていました︒

▶﹁最後まであきらめずに走りき

5年男子70ｍハードル
① 佐藤夏輝（西山小） 13″1
② 木村大翔（西山小） 13″4
② 長岡大雅（川土居小）13″4
5年女子70ｍハードル
① 土田百華（睦合小） 12″4
② 設楽杏里（睦合小） 12″8
③ 柴田麻貴（水沢小） 13″2
6年男子70ｍハードル
① 原田泰英（水沢小） 12″7
② 志田薫紀（水沢小） 12″8
② 若月竜馬（川土居小）12″8
6年女子70ｍハードル
① 大泉沙恵（水沢小）★12″2
② 大泉世名（睦合小） 13″1
③ 木島知奈美（西山小）13″3

君︵水沢小六年︶が力強く宣誓

3年男子100ｍ
①松田匡貴 （川土居小）17″5
②工藤龍河 （睦合小） 17″6
③遠藤旭 （睦合小） 18″0
3年女子100ｍ
①後藤里緒菜 （西山小）17″0
②高橋世那 （川土居小）18″3
③佐藤しずく （水沢小）18″8
③原田朝未 （西山小） 18″8
4年男子100ｍ
①松田亨成 （川土居小）16″7
②鈴木海渡 （沼山小） 16″8
③荒木瞭佑 （川土居小）17″6
③飯田霞月 （睦合小） 17″6
4年女子100ｍ
① 布施笑美子（西山小）16″8

② 中村天音（西山小） 17″6
③ 荒木佳恵（沼山小） 17″6
5年男子100ｍ
① 長岡大雅（川土居小）15″8
② 玉谷凌太（西山小） 16″1
③ 佐藤夏輝（西山小） 16″6
5年女子100ｍ
① 土田百華（睦合小） 16″0
② 三宅佑佳（西山小） 16″4
③ 設楽杏里（睦合小） 16″8
6年男子100ｍ
① 阿部翼 （川土居小）15″5
② 渡辺佑哉（川土居小）15″6
③ 志田薫紀（水沢小） 15″8
6年女子100ｍ
① 大泉沙恵（水沢小） 15″8
② 大泉世名（睦合小） 16″4
③ 布施汐理（西山小） 16″6

りたいと思います﹂︒志田薫紀

を行いました︒

大会の主な記録

西川町小学校陸上競技大会

自
己
ベ
ス
ト
を
目
指
し
て

② 西山小
1′07″0
木島知奈美、三宅佑佳
渡辺玲依、布施汐理
③ 水沢小
1′09″5
佐藤しずく、飯野葉月
柴田麻貴、大泉沙恵
男子400ｍリレー
①川土居小
1′02″5
若月竜馬、渡辺佑哉
長岡大雅、阿部翼
② 西山小
1′04″6
吉見尚輝、斎藤陽雲
菅野龍樹、玉谷凌太
③ 睦合小
1′05″1
安孫子晟、柴田直樹
伊藤裕史、志田圭司

※丸数字は順位（3位まで掲載）。氏名、学校、記録の順に掲載。敬称略。★は新記録。
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公二

豊かな自然と文化
伊藤

めていこうとする︑かけがえ
門学校﹂では︑かつての同僚︑

介護予防を行います︒通称﹁ミ

ています︒
水沢温泉館で︑レクリェー

②ぴんしゃん広場
ションや簡単な運動などを行
います︒温泉での入浴もでき
ます︒︻月一回︒場所＝水沢
温泉館︼

▶水沢温泉館での﹁ぴんしゃ
ん広場﹂の活動の様子︒

③元気教室
ケアハイツ西川で︑簡単な
運動やレクリェーション︑外
出などをとおして介護予防を
行います︒︻月一回︒場所＝
ケアハイツ西川︼
④いきいき広場
老人福祉センターで︑レク
リェーションや体操などを行
います︒温泉での入浴もでき
ます︒︻月一回︒場所＝老人
福祉センター︼

機会となれば素晴らしいこと
です︒
︻限りない未来へ︼
地球の温暖化が進み︑環境
問題が大きくクローズアップ
される現在︑私たち人間の生
活は否応なしに思い切った転
換を迫られています︒それは
反省と見直しと言い換えるこ
とも出来ます︒人類が目指し
てきた物質文明の追求より心
の豊かさ︑精神的な充実感が
豊かな美しい自然を確実に

より大切だとする考え方です︒
未来に向かって受け継いでい
くこと︑人間と人間のやさし
い心のふれ合いを深めていく
こと︑自然環境と人間交流︑
これこそは豊かな未来を約束
東京研修や仙台研修の交流

するキーワードだと思います︒
を通じ︑先端技術を学びつゝ
自分が生活する場である地方
の豊かで美しい自然を自覚的
に再確認することが出来ます︒
都市部の中学生についても︑
農業体験などの研修を通じて
全く同じ学習が可能です︒
これから先︑仙山交流︑応
援団活動︑中学生交流が未来
に向かってますます充実する
中で相互交流が深まることに
よって西川町︑西川町民の更
なる発展を希望するものです︒

②
※③④は︑﹁転倒骨折予防・

若返り教室﹂を終了した方や︑
その他参加を希望する方が対
象となります︒また︑送迎も
行います︒
できるだけいつまでも︑い
きいきと生活していくために︑
﹁もう年だから﹂﹁おっくう
だから﹂とあきらめずに︑介
護予防に取り組むことが大切
です︒また︑地域の人や仲間
と一緒に行うことで︑楽しく
しかし︑介護予防は︑高齢

続けることができます︒
になってからだけ行うもので
はありません︒若い頃からの
﹁生活習慣病﹂の予防が︑将
来の介護予防につながります︒
定期的に健診を受け︑健康状
態をチェックしながら︑毎日
の生活を見直していくことが
また個別に︑簡単な運動の

大切です︒
紹介や︑その他介護予防に関
する相談︑家庭訪問も行って
いますので︑お気軽にご連絡
下さい︒
詳しくは︑健康福祉課地域
包括支援センター係︵保健セ
ンター内︶︑電話・七四 四
ー
四〇五までお問い合わせ下さ

い︒

⓬
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︻仙山交流の掛け橋︼
近年よく﹁仙山交流﹂の四

山と言えば川︑日本一の清
のない町︑町民の方々なので
高橋先生のガイド︑娘が講師

❖その他の介護予防教室

車での外出などを行います︒

体操︑口腔の清潔︑趣味活動︑

レクリェーションや簡単な

❷若返り教室︵＝上写真︶

います︒

ついての講話や実技などを行

の運動や栄養︑口腔の清潔に

筋力低下予防のための足腰

❶転倒骨折予防教室

〜介護予防でいつまでも元気に〜
いつまでもはつら
つとした生活を送る
ために︑町では六十
五歳以上の方を対象
とした介護予防のた
めの各種教室を開催
しています︒今回は
介護予防事業につい
て紹介します︒
﹁年だから仕方ない﹂と考
えてしまいがちですが︑﹁高

どなたでも気軽に参加でき
ます︒

齢でも︑毎日のちょっとした
工夫や心がけで︑心や体の働

①地区介護予防教室
区や町内会ごとに︑同じ地

きの低下を予防し︑向上させ
ることができる﹂ということ
いくつになっても︑できる

ニデイ﹂と呼んでいます︒各

がわかってきました︒
だけ自立し︑いきいきと生活

域の方との交流をとおして︑

していくために︑積極的に取

地区が主体となって開催され

り組むことが大切です︒

町の健診やかかりつけの医

❖通所型介護予防教室
療機関で︑生活機能のチェッ
クを行い︑介護予防が必要と
判定された方︵特定高齢者︶
が対象となります︒︻月二回
︵半年間︶︒場所＝ケアハイ

▲「地区介護予防教室」

ƝƉŽǁ

文字を地元紙で目にします︒
しかし︑十年以上も前から︑
西川町と仙台市を中心とする
東北地区西川町応援団との交

の峰いくつ崩れて月の山﹂の
つて自分が生まれ育った故郷

流が続いてきました︒私たち

は小説﹁月山﹂を作品にして
として単に懐かしいだけの土

応援団員にとって西川町はか

います︒信仰の山として古く
地ではなく︑現在もそして未

句を残し︑芥川賞作家の森敦

から﹁出羽三山﹂は有名だっ

流としてランクされて久しい
す︒この交流はまぎれもなく

来にわたって親密な交流を深

ですが︑今年も西川町内の寒

たはずです︒

河江川のほとりで﹁流しびな﹂

多感な中学時代に意欲的な

として勤務する﹁東北福祉大

られ話題に上りました︒

生徒諸君が研修会に参加する

仙山交流の掛け橋の一つであ

﹁月山遠望﹂は水彩画です︒
その陰には︑近松町長さん
友人菅野利吉氏の絵画作品で︑ を中心とする役場職員の皆さ

り︑中核としての歴史を持つ

︻山紫水明の地

んや商工関係者の方々のご尽

の行事が新聞やテレビで報じ
﹁清流は日の本一の寒河江川
私の書斎を飾ってくれていま
ことで見聞を広め︑先輩と交

学﹂では︑育英野球部ＯＢの

月山よりぞ湧きて流るる﹂
力︑それに阿部壽会長を中心
流を深めることは大きな意義

職員が説明を担当し︑充実し

▲東北福祉大正門前で撮影（右端筆者）

といっていいでしょう︒

万年雪を頂く月山の山容は
す︒一日に何度となくこの絵
があると思います︒

た研修会だったと思います︒

いつ見ても美しい︒なだらか
を眺め︑望郷の思いに耽って
とする西川メイト会幹事の
将来︑西川町にあって豊か

いる私の姿があります︒
りに対する高い理念に裏打ち

な月山の雄姿と清冽な寒河江
毎年仙台で西川町民と東北

承発展させて行く事業に一翼

象徴的な存在であり︑かけが

昨年も西川中学校二年生に
を担う諸君もあり︑知識学力

地区西川町応援団の交流行事
参加者全員が斉唱する曲名は
よる仙台研修があり︑私も一

な自然環境を守り︑地域では

﹁兎追いし﹂で始まる﹁故郷﹂
グループの案内人として参加
を磨いて大いなる気概を持っ

された日常的な活動を見落す

詩人啄木は﹁故郷の山はあ
です︒眼にうっすら涙を浮か
て世界に雄飛しようと決意す

ことが出来ません︒

りがたきかな﹂とうたいまし
しました︒西川町の次代を担
る諸君もあるでしょうが︑い

が持たれます︒交流会で必ず

たが︑遠く異境の地にあって
べながら熱唱する各人の心の
う中学生諸君の熱心な研修ぶ

えのない自然遺産でもありま

も︑岩手山や黒姫山の存在が
中はきっと﹁月山﹂や﹁寒河

す︒

きっと大きな励ましや慰めと

ケアハイツ西川での「若返り教室」
「若返り教室」

ずれにしても︑研修で多くの
ことを学び︑人間力を伸ばす

ぐくまれてきた地方文化を継

川の流れはわが郷土西川町の

面々の大変な熱意と︑町づく

西川町︼

No.140

江川﹂︑そして郷里の里山や
りに感銘を深くした一日でし
小川のせせらぎなのでしょう︒ た︒﹁仙台大原簿記公務員専
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チ ャ ッ ク

で

scene.32

す。

※チャックさんの出身地は
映画で有名なハリウッドがあるアメリカ合衆国のロサンゼルスです。

さん

おうし座生まれ／２7歳／入間
4月から役場職員となり、教育文化課に勤
務しています。主に学校保健、ALTに関する
業務を担当しています。西川町で働けること
は私の誇りであると同時に、大きな責任を感
じながら、日々仕事に励んでいます。
これから、町民の皆様といろんな所でお会
いすると思いますので、よろしくお願いしま
す！
★性格／几帳面だけど早とちり
★趣味／スポーツ
★理想の女性／心安らげる人

親子編
﹃ととけっこう

この本は一歳児健診で保
健センターからいただいた
二冊のうちの一冊で︑麗愛
︵れいあ︶にとって初めて
出会った本です︒
にわとりの〝ととけっこ
う〟が動物たちや男の子に
﹁おはよう﹂を言っていく
という内容です︒それぞれ
の声をまねながら読んであ
げると︑とても気に入って
何回も何回も見返していま

よがあけた﹄

美穂さん︵吉川︶

案／こばやしえみこ
絵／ましませりこ
出版／こぐま社

松田

した︒この本を読むように
なってから︑毎朝家族に対
して﹁おはよう﹂と元気よ
く言えるようになりました︒
また︑﹁こんにちは﹂﹁バ
イバイ﹂﹁ありがとう﹂な
どのあいさつもできるよう
になってきたようです︒
これからも︑誰にでもき
ちんとあいさつのできる子
どもに育ってほしいなと思
っています︒
Photo:六十里越街道
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A Letter to the Town of Nishikawa
Dear Nishikawa-town,
Thank you very much for taking care of me
these past four years. Living in Nishikawatown these past four years has been surreal.
Before coming to Nishikawa-machi, I never
once imagined myself living in such a place like
this. At first, I was a bit worried as to how my
life would be like living in such a place like this.
But thanks to the very kind townspeople of
Nishikawa-machi, I was able to spend four
years of my life here without worry.
I made a lot of memories here in Nishikawamachi. Some of those memories, like yuki
oroshi, will probably never be duplicated in my
life again. While other memories such as teaching the bright smiling children and greeting the
kind and wonderful town people have made me
feel happy to be a part of Nishikawa-machi.
Nonetheless, all of those memories will be kept
close to my heart forever. Thank you for
making them together with me.
Nishikawa-machi will always have a special
place in my heart forever. I now feel as if
Nishikawa-machi is my hometown as well. I
look forward to the time when I come back to
visit and greet the people and children of
Nishikawa-machi again.
Nishikawa-machi ALT
August 2005-June 2009
Chuck

西川町への手紙
チャック先生が感じた日本とアメリカの文化
や習慣の違いなどをこれまで紹介してきたこの
コーナーですが、今回は、残念ながら今月で約
４年間の勤務を終え、西川町を離れることに
なったチャック先生からの手紙を紹介します。
西川町へ
この４年間、いろいろお世話いただき本当に
ありがとうございました。西川町に住んで、夢
のような時間を過ごすことができました。西川
町に来る前は、こんなふうに過ごせるとは、全
く想像もしていませんでした。ここに来る時、
私はどのように生活していけばよいのかとても
不安でした。でも、親切な西川町の方々のおか
げで、私は、この４年間、安心して過ごすこと
ができました。
私は、西川町でたくさんの思い出を作ること
ができました。西川町で雪下ろしをしたり、熊
汁を食べたりした珍しい経験は、もう二度とで
きない経験だと思います。また、明るくて朗ら
かな子どもたちに英語を教えたり、優しくて素
晴らしい西川町の方々に挨拶したりといったこ
とは、私にとってとても大切な思い出の一部で
す。全ての思い出は、ずっと大切に心にしまっ
ておきたいと思います。私と一緒にたくさんの
思い出を作ってくださった皆さん、本当にあり
がとうございました。
西川町は、私にとって、永遠に特別な場所と
なりました。 今、西川町は私のふるさとになっ
たと感じています。またいつか西川町の方々や
子どもたちと会えることを楽しみにしています。
西川町外国語指導助手
平成17年8月−21年6月
チャック
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これまで乳幼児を対象とし

ンターにおいて︑平成二十一

五月二十二日︑西川交流セ
﹁大井沢の地域づくり﹂と題

沢区長の佐藤征男さんを迎え︑

会連合会︵村統連︶総会が︑
村山地区の統計調査員や関係
者約九十名が出席して開催さ
れました︒この村統連は︑村
山地区の十四市町の統計調査
員協議会で構成され︑総会は︑
毎年各市町が持ち回りで開催

山菜づくしの催しが目白押し

状の贈呈や︑前年度決算︑本

総会では︑功労者への感謝

しているものです︒

で︑人だかりができるほどの
また︑西川町食生活改善推

後の研修会では︑講師に大井

などが決定され︑さらに総会

︵所得税非課税世帯及び︑所

子︶・・・

入院する際に︑保険証とあ
わせて﹁子育て支援医療証﹂
を医療機関の窓口に提示して
ください︒入院費用を精算す
る際に患者負担が軽減されま
す︒

申請のあった月の初日から

■医療証の有効期間は？
次の誕生月の末日までとなり
ただし︑月末に入院されて︑

ます︒
入院された月内に申請ができ
なかった場合でも︑翌月速や
かに申請が行われた場合は助

▶新たに保護司に任命された
國分敏英さん︒

ん︵沼山︶が︑今回新たに保
護司に任命され︑五月十九日
に町長室において辞令が交付
今後︑犯罪非行に陥った者

されました︒
の改善更生と地域社会の犯罪
予防活動などに従事されるこ
とになります︒國分さんは︑
﹁研鑽を積んでお役に立てる
ようがんばりたい﹂と抱負を
話して下さいました︒

不審者等による子どもへの
被害が後を絶たないことから︑
県では各市町村に安全巡視員
を配置し︑子どもたちを見守
る事業を行っています︒
西川町では今年度から︑荒
木忠さん︵吉川︶が安全巡視
員として子どもたちを見守っ
て下さいます︒
当者となり︑五月一日に
松町長から直接お祝い金

は四千九百二十グラムに

大輝くんの体重は今で
た町の子育て支援金支給

増え︑健康そのものの男

て下さいました︒

が一人増えた喜びを話し

育ってほしい﹂と︑家族

きょうだい仲良く元気に

﹁賑やかなのが何より︒

めます︒父親の誠さんは

しぶりに︑両親も目を細

を見てくれるという仲良

したりと︑一生懸命面倒

毎日︑抱っこしたりあや

の雅也︵まさや︶くんは

な︶ちゃんとお兄ちゃん

お姉ちゃんの伶南︵れい

の子︒そんな大輝くんを︑

事業の第三十三番目の該

平成十五年度から始まっ

輝︵だいき︶くんが誕生︒ が手渡されました︒

めでたく第三子となる大

さん︑尚子さんご夫妻に︑ 工藤さん宅において︑近

二月二十六日︑工藤誠

▶荒木安全巡視員︒登下校時に
合わせて︑徒歩や車での巡回
を行っていただきます︒

龍源寺副住職の國分敏英さ

して講演が行われました︒

昨年開催された全国山菜文
化産業祭を受け継ぎ︑西川町
の山菜文化を全国に発信しよ
うと﹁月山山菜市場﹂が五月
三十一日︑月山銘水館を会場
に開催され︑県内外からおよ
そ五千名ものお客様にご来場
いただきました︒
今年初めて開催されたこの
月山山菜市場では︑タケノコ
山菜の直売はもちろん︑山菜
盛況ぶりでした︒

やしおで︑わらびなどの旬の
の中から選りすぐりの逸品で
〝おらぇのごっつぉ展〟と題
進協議会︵飯野淺子会長︶の

ったようです︒

しいただいた方にも大好評だ

の中︑わざわざ遠くからお越

ノコなども終日大盛況で︑雨

やいきいき直売会の焼きタケ

集めた〝西川の美味いもの市〟

ほかにも町のうまいものを

わっていました︒

の料理を︑感心した様子で味

様は工夫を凝らした一つ一つ

部で二百食が用意され︑お客

〝月山山菜ダイニング〟は全

日にわたって準備にあたった

え︑そして調理や配膳まで二

皆さんが︑材料から下ごしら

入院した場合の医療費の患

ら六年生まで全員が対象とな
得税課税世帯の第三子以降の

成の対象となります︒
■県外の医療機関に入院した
場合は？
助成の対象となります︒た
だし︑いったん自己負担分︵医
療費の三割︶を医療機関でお
支払いいただき︑その領収書
を持参のうえ︑町民税務課総
合窓口係へ申請してください︒
後日︑指定の口座に振り込み
をします︒
詳しくは町民税務課保険給
付係︵電話七四ー四四〇六︶

が
ん
ば
り
ま
す

した︑各家庭で伝承されてき

年度予算のほか︑村統連決議

競う山菜品評会︑さらには

▲山菜品評会で、見事に町長賞に
輝いたのは渋谷洋美子さん（小
山）の極太のタケノコでした。

までお問い合わせ下さい︒

童
の
安
全
の
た
め

山菜づくしの山菜ダイニング

ている山菜料理の試食会など

療と同様に町単独の医療給付

た乳幼児医療給付制度に加え︑ を行います︒︶
七月一日から小学生の入院を

者負担分について︑助成が受

■助成の内容は？

創設し︑あわせて﹁子育て支

対象とした医療費給付制度を
援医療給付制度﹂とし︑より
けられます︒
保
※護者の所得状況等に応じ

︻一部負担金︼

た一部負担金があります︒

いっそう子育て家庭を応援し
ます︒
■対象になるのは？

ります︒︵所得が基準を超え
子については︑一部負担金は

一日／千二百円

県の制度に該当しない方につ

◇所得税課税世帯︵第一︑二

いても︑これまでの乳幼児医
ありません︒︶

入
※院時の食事代は自己負担

になります︒

■助成を受けるためには？
町民税務課総合窓口係に申
請し︑﹁子育て支援医療証﹂
の交付を受けてください︒
◇申請に必要なもの
□ 申請書︵窓口に準備して
います︒なお︑町ホームペー
ジか ら 入 手 す る こ と も で き
ま す︒︶
□ 保険証
□ 印鑑

児

情報の共有をめざして!

西川町では︑小学一年生か

年度村山地区統計調査員協議
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町ナイター野球
大会が開幕

▶ 選 手 宣 誓 を 行 う 睦 合 チ ーム
の伊 藤 茂 雄 選 手 ︒
︵ ＝ 五 月二
十六日／町民グラウンド︒︶

六十里越街道をきれいに
温泉旅館の方々など約四十名
ゴニアが植栽されました︒

と併せて︑約三五〇株ものベ

道路の美化に地域の力
県道沿線の環境美化を目的
に県が事業主体となって実施
している﹁マイロードサポー

岩根沢へと続く県道綱取岩

太先生の講演は﹁ボケないた

開校式の後に行われた井上

採ってきたわらびなどの調

れ︑旬の山菜狩りのほか︑

十九名の参加を得て開催さ

して仙台の方を中心とする

これから牛たちは︑仁

ただいたようでした︒

毎年この時期︑山菜採

本格的な山菜シーズン 難事故防止﹂を訴える街
を迎え︑五月十七日と二 頭指導が行われました︒
十四日の両日︑岩根沢三

山神社前や大井沢など三 りのために多くの方が入
カ所で﹁山火事防止・遭 山し︑遭難︑滑落等の事
故やたばこの
不始末による
火災などの被
害が多発する
ことから︑地
元の方々や警
察署︑消防署
など関係者が︑
早朝から入山
口でチラシや
携帯灰皿など
を配布し︑注
意を呼びかけ
ました︒
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六十里越街道をきれいにし
婦人会では五年前から六十
ト事業﹂を受け︑五月二十六

が清掃活動を行いました︒

日︑今年も綱取老人クラブの

ようと五月二十七日︑砂子関
里越街道の清掃ボランティア
皆さんによって国道一一二号

から志津地区までの約十二㎞
の区間を西川町婦人会と西川
全活動の一つとして汗

を行っており︑今回も環境保

根沢線の入口︵国道一一二号

花壇が整備されました︒

線から岩根沢への入口にある

月山ロータリークラブ︑志津
を流しました︒
が堆積し︑せっかくの
線待避所︶にある五十メート

街道には落ち葉など
石畳も見えなくなって
ルほどの花壇に︑早朝から十

様子で︑さらに夕食後の岩

いるような状態でした

根沢区民との交流会でも大

が︑清掃が終わると︑

西川町自然体験シリーズ
いに盛り上がり︑すっかり

九人の綱取地区の方々が集ま

として実施している体験型
岩根沢のファンとなってい

趣のある元の街道の姿

のツアーが五月二十三日︑

り︑周辺の草刈りなどの作業

二十四日に岩根沢を会場に

が現れました︒

設けられ︑年八回の活動が予
行われました︒これは︑岩

▶六十里越街道の清掃活動をする方々

定されています︒

今年も充実！高齢者大学スタート
西川交流センターで五月十
二日︑西川町高齢者大学開校
づくり協議会などが連携し

根沢宿坊組合︑岩根沢地域

今年も約三百名の方が入学
て実施しているもので︑今

式が開催されました︒
され︑ホールは活気に満ちあ
年で四年目を迎えます︒

めのとっておきのお話﹂とい

今回は﹁岩根沢の春﹂と

ふれた学生でいっぱいになり

う演題で︑楽しくわかりやす
理も体験した参加者たちは︑

十六日︑入牧式が行われ︑ ックの中で体高や体重︑

田山で百五十日間過ごし︑

▲花壇を整備する綱取老人クラブの方々。
ワラビのあく抜きを
習う参加者。

ました︒

い内容に︑学生の皆さんも熱

胸囲などが計測され︑約

名が出席して行われ︑は

下山する頃には七十㎏ 程

山の事故にご注意を

っても大丈夫﹂と満足した

﹁今度は山菜をたくさん買

今年度も八種類のクラブが

心に聴き入っていました︒

りました︒ま

町内外の牛五十一頭が

三十五ヘクタールの大草

後︑牛は一頭ずつ︑パド

た︑滑り終え

青々とした牧草地へ一斉

原へ飛び出していきまし

仁田山放牧場で五月二

た参加者から

に放牧されました︒

八十一歳の方の出場もあ

加をいただき︑最年長は

りも多くの中高年層の参

ことなどもあり︑例年よ

の部門を十歳刻みにした

さらに今回は︑シニア

いました︒

れた旗門を果敢に攻めて

高差二百五十ｍ に設けら

は上々で︑選手たちは標

月山スキー大会に全国から
第五十一回月山スキー
競技大会が五月九日︑月
山スキー場の通称沢コー
スで開催され︑県内外か
ら百八十九名の参加を得
今年は暖冬の影響もあ

て競技が行われました︒
り︑平年と比べて若干雪
が少ないという関係者の

は﹁月山の雄

じめに﹁安全︑安心︑さ

度増えて帰るということ

た︒

れた﹂など︑

らに無事故で放牧場の運

です︒

入牧式は関係者約三十

青空の下で滑

営をお願いしたい﹂と近

大さが感じら

った感想など

松町長があいさつ︒その

▲入山される方々に直接注意を呼びかけました。
（＝大井沢）
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も聞かれまし

主な改正をご紹介します。

岩根沢の春を満喫

■講習予備検査（認知機能検査）
の導入
今回の改正により、75歳以上の
免許更新者は、「高齢者講習」の
前に「講 習 予 備 検 査」を受 講し、
その結果に基づいて「高齢者講習」
を受けることになります。
対象となる方は、平成21年12月
１日以降に運転免許証の有効期限
が満了となる満75歳以上の方です。
その検査結果によっては免許の
取消や停止となる場合があります。

▲早速、牛たちは牧草地へ。

さい。
報をお寄せくだ
身近な話題や情
74 -4 4 0 3
☎
課企画係まで
画
企
務
総
場
役

58

大自然の中で
伸び伸びと

■飲酒運転等の違反点数が重くな
ります。
・酒酔い運転
25点→35点
・酒気帯び運転（0.25mg 以上）
13点→25点
・酒気帯び運転（0 .25 mg 未満）
６点→１3点
・救護義務違反（ひき逃げ）
23点→35点
※そのほか、免許取消後の欠格期
間も大幅に延長され、最長で10年
間免許を受け取ることが不可能に
なります。
※飲酒運転は犯罪です。飲酒運転
は、危険な行為であるばかりでなく、
事故の相手とその家族、自分や自
分の家族にも悲惨な結果をもたら
します。飲酒運転は絶対に「しない、
させない、許さない」を徹 底し、
みんなで飲酒運転をなくしましょう。

た︒

改正道路交通法施行令が
６月１日から施行されました！

話もありましたが︑雪質

ଟउਰ

