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救急医療の推進に大きく貢献
奈良正人医師が厚労省大臣表彰を受賞

　令和元年度救急医療功労者厚生労働大臣表彰を受
けた奈良正人医師が、10月23日に市役所を訪れ、津
谷市長に受賞を報告しました。
　奈良医師は、早くから大規模災害、空港事故など
の救急災害時対応マニュアルを作成し、被害を抑え
るよう活動したほか、市の夜間当番医制度の維持継
続などに貢献し秋田県でただ１人表彰されました。
　津谷市長からは「365日夜間当番医体制の維持にも
協力していただいている。健康に留意し今回を機に
ますますの活躍を期待している」と表彰を祝しました。

表彰
報告

2年連続全国大会出場
森吉中学校ソフトテニス部大会報告

　東北大会・全国大会に出場した森吉中学校ソフト
テニス部の選手たちが、９月25日に市役所を訪れ、
津谷市長に大会結果を報告しました。
　森吉中学校ソフトテニス部は、東北大会では、個
人戦で２ペアがベスト16、団体戦で見事優勝を果た
しました。全国大会は２回戦敗退となりましたが、
２年連続の全国大会出場となりました。
　キャプテンの西宮想心さんは「全国大会に行けた
ことは大きな経験になる。１、２年生には新人戦を
頑張ってほしい」などと語りました。

大会
報告

創立140年を盛大に祝う
鷹巣東小学校創立140周年記念式典

　鷹巣東小学校の創立140周年を記念した式典が、
10月５日に同校において、児童、保護者、地域の方々
が参加し盛大に行われました。
　式典では、実行委員長として照内喜久雄さん、河
田弘幸校長、来賓を代表して津谷市長があいさつを
述べたほか、140周年を記念し、これまで長年の学
校への協力についての感謝状が、北秋田市栄財産区
管理会会長斎藤春夫さん、秋元哲夫さん、岩谷直一
さんに贈呈されました。式典の最後には、全員で校
歌を元気よく合唱し記念式典を締めくくりました。

記念
式典

消防団への尽力が評価される
佐藤政美さん叙勲伝達式

　旧鷹巣町の消防団分団長などを歴任された佐藤政
美さん（88歳・藤株）が、このほど瑞宝単光章を受章し、
10月９日に市役所で叙勲伝達式が行われました。
　佐藤さんは、昭和27年５月に沢口村消防団に入団
し、昭和30年からは鷹巣町消防団の所属となり、退
職まで約40年の長きにわたり、消防団を務められま
した。また、平成元年から退職までの４年間は分団
長も務め、消防団に尽力しました。
　受章について佐藤さんは「このような章をもらい、
光栄に思う」と喜びを語りました。

受章
伝達

幅広い年代が交流を楽しむ
第2回健康マージャンねんりんピック記念大会

　第２回健康マージャンねんりんピック記念大会が、
10月６日に市民ふれあいプラザで行われました。
　この大会は、平成29年９月に北秋田市を会場とし
た「ねんりんピック秋田2017健康マージャン交流大
会」の開催を記念し開催されたものです。
　健康マージャンは、脳トレ効果が健康長寿に繋が
るほか「仲間づくり」や「生きがいづくり」に役立つと
して市ではその普及に力を入れています。
　会場では、白熱した対局を展開したほか、参加した
20代から80代の愛好者たちが交流を楽しみました。

地域
行事

永年の行政相談が評価される
河田弘美さんが総務大臣表彰を受賞

　行政相談委員の河田弘美さん（75歳・鷹巣）が、
総務大臣表彰を受賞され、10月10日に市役所を訪れ
津谷市長に受賞報告をしました。
　河田さんは、毎月定例相談所を開設するなど12年
以上にわたって行政相談業務に従事され、行政相談
改善事例パネル展なども開催してこられました。
　受賞について河田さんは「10月２日に全国から98
人が選ばれ、表彰を受けた。いろいろ行政にお願い
をしてきたが、対応をしてもらい感謝している」な
どと受賞の喜びを語りました。

表彰
報告

優勝目指し技を磨く
第16回全日本中学生女子相撲大会入賞報告

　第16回全日本中学生女子相撲大会で準優勝を果た
した津谷奏夏さん（鷹巣中１年）が、10月11日に市
役所を訪れ、津谷市長に大会の結果を報告しました。
　第16回全日本中学生女子相撲大会は、10月６日に
大阪府で行われ、中学生超軽量級に出場した津谷さ
んは、見事準優勝を果たしました。
　津谷さんは「今までやってきた練習の成果を発揮
し、準優勝することができた。もっと技を磨きあげ
て優勝できるように頑張りたい」などと準優勝の喜
びと、今後の目標を語りました。

大会
報告

　かんな
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