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火の用心 ことばを形に 習慣に
秋の火災予防運動・災害想定訓練

　秋の火災予防運動に伴う災害想定訓練が、11月５
日に市内各地区４か所で行われ、市民や消防団員ら
が有事に備えて本番さながらの訓練を行いました。
　森吉地区日栄集落の訓練には、日栄自治会、市消
防団第９分団、市消防署森吉分署から約50人が参加
しました。訓練は、地震とともに火災が発生したと
想定。日栄自治会の方々がバケツリレーで初期消火
のあと、消防団による放水が行われました。また、
消防署員が参加者に消火栓や消火器の取扱方法を説
明し、万一の事態に備えました。

防災
訓練

初の全国制覇を報告
秋田県民生協会野球部全国大会優勝報告

　第35回全国社会福祉軟式野球大会で初優勝を飾っ
た秋田県民生協会野球部の皆さんが、11月10日に市
役所を訪れ、津谷市長に全国制覇を報告しました。
　この日は、木村久美夫常務理事、最優秀監督賞を
受賞した成田敦監督、最優秀選手賞に選ばれた高橋
雄大主将、最優秀投手賞に輝いた片岡元気選手が訪
れ、高橋主将が「民生協会で野球をしたいという若
い人たちの見本となるチームを作りたい」と述べま
した。津谷市長は「この優勝を機に、さらに仕事に
励み、市民に元気を与えてほしい」とたたえました。

報告生態理解し被害防止
クマによる被害防止のための公開講座

　クマによる被害防止のための公開講座が、11月５
日に阿仁打当のくまくま園で開かれ、来場者はクマ
の生態と被害防止対策に理解を深めました。
　公開講座は、今年６月に締結した「北秋田市と北
海道大学大学院との連携協定」に基づき、獣医学研
究院の協力で来場者向けに開かれました。
　この日は、獣医学研究院の坪田敏男教授を講師に、
クマトランクキット（毛皮、頭骨の実物など）を用
いて、来場者がクイズ形式でクマの生態や被害に遭
わないための対応を楽しく学びました。
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全国大会へ決意新たに
秋田北鷹高校駅伝女子チーム県大会優勝報告

　秋田北鷹高校（菅原勉校長）の陸上競技部駅伝女
子チームの選手たちが、10月31日に市役所を訪れ、
津谷市長に県大会優勝報告と全国高校駅伝競走大会
に向けての決意を述べました。
　はじめに、藤田正由加主将が「今回の大会は一つ
の通過点として、これから迎える東北大会、全国大
会で昨年の結果を超えられるよう、チームで一から
頑張っていきたい」などと今後の健闘を誓いました。
　津谷市長は「またチームの気持ちを一つにして、
ぜひ頑張ってほしい」と選手たちを激励しました。

ま ゆ か

報告 老人クラブ活動に尽力
糠沢快老クラブと松尾繁さん、坊沢千寿会

　優良老人クラブとして厚生労働大臣表彰を受賞し
た糠沢快老クラブと、老人福祉功績者として秋田県
知事表彰を受賞した松尾繁さんが、11月１日に市役
所を訪れ、津谷市長に受賞を報告しました。
　糠沢快老クラブは、地域の清掃や訪問などに積極
的に取り組んでいる功績により、また、松尾さんは、
市老人クラブ連合会支部理事などを務め、高齢者福
祉の向上に尽力された功績が認められ、それぞれ表
彰を受賞しました。このほか、坊沢千寿会も優良老
人クラブとして、秋田県知事表彰を受賞しています。
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内陸線沿線の味覚を堪能
秋田内陸線阿仁のごっつおまつり

　秋田内陸線阿仁のごっつおまつりが、10月28日に
市役所阿仁庁舎前を主会場に行われ、大勢の人が内
陸線沿線の旬の味覚とイベントを満喫しました。
　屋台では馬肉の煮込みやみそ付けたんぽなどの郷
土料理のほか、まいたけご飯やアユの炭火焼き、地
元産のりんごなどが販売され、きのこ汁の振る舞い
には長蛇の列ができるほどの人気となりました。
　また、会場では太鼓演奏やバター餅の餅まき、川
魚のつかみ取り、阿仁の街歩きスタンプラリーなど
多彩なイベントが催され、終日にぎわいました。

地域
行事

全国大会での健闘誓う
鷹巣中学校駅伝部が全国・東北大会出場報告

　全県駅伝大会で優勝を果たした鷹巣中学校駅伝部
の女子部員と、３位入賞の同男子部員たちが、10月
17日に市役所を訪れ、津谷市長に大会結果と全国・
東北大会出場を報告しました。
　この日は、駅伝部男女の部員合わせて15人が市役
所を訪れ、女子の内藤涼葉主将は「支えてくれる人
たちへ感謝の気持ちを届けられるよう、一生懸命走
りたい」と、男子の鈴木翼主将は「大会までの日々
を大切にし、たすきに思いを込めて全力でつないで
いく」などとそれぞれ決意を述べました。

すずは

報告

　



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B514330683059308B30BB30C330C80020003A67005C0F30D530A130A430EB30B530A430BA005D0020753B97624E0A3067306E8868793A3001307E305F306F96FB5B5030E130FC30EB308430A430F330BF30FC30CD30C330C87D4C7531306790014FE13059308B305F3081306E002000410064006F0062006500200050004400460020658766F8306E4F5C6210306B9069305730663044307E305930023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E305930023053306E8A2D5B9A3067306F30D530A930F330C8306E57CB30818FBC307F3092884C306A308F305A300130D530A130A430EB30B530A430BA306F67005C0F9650306B306A308A307E30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


