いつまでも壮健で心豊かな人生を
阿仁川と小又川の合流地周辺では︑

大館北秋田支部総合防災訓練

自助・共助で有事に備える
年度秋田県消防協会大館北

消火活動や人命救助などの訓練が本

や地域住民など約３５０人が参加し︑ 射銃や防災ヘリを使って救出︒

一体となって連絡︑協調体制を確立

同訓練は︑市民と防災関係機関が

訓練も行われました︒

３階のベランダから担架で救出する

を ド ク タ ー ヘ リ へ 引 き 継 ぐ 訓 練 や︑

応急手当てをするとともに︑重傷者

皆さんが築き上げてくださいました

︵坊沢公民館︶
▽坊沢地区市長と語る会
松鶴︶
▽記者会見︵本庁舎︶
︵本庁舎︶▽移動行政懇話会
︵火︶
日
▽部長会議
︵阿仁ふるさと文化センター︶

▽移動行政懇話会︵森吉コミュニティセンター︶
︵水︶
日
▽移動行政懇話会︵合川農村環境改善センター︶
︵木︶
日
▽平成 年度北秋田市戦没
︵中央公民館︶
▽移動行政懇話会
︵金︶
日
▽平成 年度秋田県遺族連合会北秋田
︵文化会館︶
者追悼式
▽北秋田市土地改良区統合推進協
︵文化会館︶
郡市地方大会
︵本庁舎︶
議会設立総会
▽平成 年度秋田県消防協会大館北秋田支部総合防災訓練
︵日︶
月1日
︵阿仁前田地区︶
︵議事堂︶
▽平成 年北秋田市議会９月定例会
︵火︶
３日
︵議事堂︶
▽平成 年北秋田市議会９月定例会
︵木︶
５日
▽ＮＨＫふる
︵議事堂︶
▽平成 年北秋田市議会９月定例会
︵金︶
６日
︵文化会館︶
さと自慢うた自慢
︵あゆっこ︶
▽北秋田市自治会連絡協議会役員研修会
︵土︶
７日
年度北秋田市森吉地区敬老式︵森吉総合スポーツ

▽北秋田市名誉市民畠山義郎殿お別れの会︵合川体育館︶
︵日︶
日
︵火︶▽平成
日

センター︶

︵合川体育館︶
▽平成 年度北秋田市合川地区敬老式
︵木︶
日
︵議事堂︶
▽平成 年北秋田市議会９月定例会
︵金︶
日
▽平成
︵旧北秋中央病院跡地︶
▽第 回北秋田市縄文まつり
︵土︶
日
︵阿仁体育館︶
年度北秋田市阿仁地区敬老式
︵中央公民館︶
▽平成 年度北秋田市鷹巣地区敬老式
︵日︶
日

8
1
10.
2013.

北秋田市敬老式
平成
川に流された要救助者を救助艇及び

える担い手として︑今後も一層のお
水中スクーターで検索し︑救命索発

北秋田市敬老式が９月８日の鷹巣各
秋田支部総合防災訓練が９月1日︑

か所で開かれ︑ 力添えをお願いします﹂などとあい

地区を皮切りに市内
阿仁前田地区で実施され︑消防団員

九島桃依さんと︑前田小学校６年の

え

菅原美咲さんが敬老作文を朗読しま

し︑迅速・的確な応急活動を実施す
また︑日赤奉仕団の炊き出しや応

や駅前住民が協力し︑負傷者の搬出︑

更に︑クウィンス森吉では従業員

人多い８３５２人︵男

今年の敬老式対象者は︑市全体で
番さながらに行われました︒

るとともに︑広く市民に防災思想の
援協定を結んでいる事業所からの支

歳の方々と︑米寿︑白寿を

普及・啓発を図ることが目的です︒
援物資の搬入︑消火器を使った消火

な った

この日の訓練は︑森吉山を震源と

日に森吉総合スポー

より︑出席者全員に特製のバター餅

するマグニチュード６・９の地震が
訓練︑煙体験など有事に備えた多彩

このうち︑

がプレゼントされました︒

式には︑約４５０人が出席しました︒ たほか︑日本バター餅協会の協力に

ツセンターで行われた森吉地区敬老

式典後の祝宴では︑お互いの近況
発生し︑北秋田市では最大震度６強

迎えられた方々に記念品が贈呈され

地域のつながりをもとにして︑元気
などを語り合い︑児童や婦人会など

式典では︑津谷市長が﹁これまで

一杯の北秋田市づくりを目指し頑張

日

な訓練が繰り広げられました︒

日〜９月

を観測し︑阿仁前田地区周辺では︑

◇８月

による踊りや歌を観賞しながら︑楽
火災発生や家屋の崩壊︑ライフライ
ンの寸断︑土砂崩れによる河川のせ
き止め︑決壊により甚大な災害が発
生したことを想定︒直ちに北秋田市
災害対策本部を設置し被害情報等の
収集に努めるとともに︑消火活動や
人命救助等に対応する訓練が実施さ
れました︒
八幡森地区では︑バケツリレーに
よる初期消火訓練や水幕ホースでの
火災防御訓練が︑また︑阿仁前田駅
前地区では︑土砂決壊による住民避
難誘導訓練が行われました︒

市長ダイアリー

▽９月補正予算市長査定︵本庁舎︶
︵金︶
月 日
︵〜 日まで︶
▽台湾トップセールス
︵日︶
日
▽平成 年度森吉山ダム建設促進期成同盟会総会︵ホテル
︵月︶
日

▲八幡森地区で行われたバケツリレーに
よる消火訓練

しい一日を過ごしていました︒

次年度以降の事業展開に大きな期待

は﹁８月

15

りますので︑豊かな経験と知識を私

津谷市長記者会見
日︑ エリア内の鉄道︑ゴンドラ︑タクシー︑

日の期間にお

を訪問し︑旅行会社や航空会社さら

26 18 16

台湾でのトップセールスを報告
津谷市長の記者会見が８月
て︑今後は﹃森吉山まるごとプロジェ

市役所で開かれ︑
﹁森吉山観光パス﹂ 遊覧船が利用できる地域型パスとし
事業や台湾でのトップセールス︑９
ク ト 事 業﹄や 来 春 に リ ニ ュ ー ア ル
オープンを予定している阿仁熊牧場

月定例会の概要について説明しまし
た︒
月

﹁森吉山観光パス﹂事業については︑ への誘客の可能性を探るものとして︑
日から

をしています﹂と話しました︒

太平湖遊覧船と阿仁ゴンドラの２種

には台湾の経済団体の方々への北秋

25

﹁９ 月
いて︑森吉山観光エリアへの二次交

類の周遊パスポート商品を販売する

田市のＰＲ活動を行ってきました︒

台湾でのトップセールスについて

こととなりました︒今回の事業は︑

今回も︑秋田県への観光客の誘客と

通網の充実を図るための事業として︑

公共交通機関や地域観光の活性化に

日にかけて台湾

向けた誘客のための実証事業として

国際チャーター便の復活を目指した

日から

行うものでありますが︑森吉山観光

たものです︒また︑過去２回にわた
るトップセールスの結果︑北秋田市
に観光客を送り込んでくれた台湾の
旅行会社５社を訪問し︑台湾観光客
の反応や北秋田市観光の評価や要望
などの意見交換を行うとともに新た
な観光ルートの提案等を行ってきま
した︒今後も︑引き続き内陸線をは
じ め 関 係 機 関 と 連 携 を 取 り な が ら︑
各旅行会社等への情報発信や提案を
行うことで誘客につなげていきた

23

25

▲お互いの長寿を祝って乾杯する参加者
（沢口地区敬老式）
佐竹知事からの要請を受けて訪問し

22

16

たちに教えてもらい︑地域社会を支

みさき

昨年度よ り
した︒また︑新たに敬老式の対象と

も

式典や祝宴などで長寿を祝いました︒ さつ︒つづいて米内沢小学校６年の

25

２９４８人︑女５４０４人︶です︒

10

27
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い﹂と述べました︒
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▲近況を語りながら親睦を深める参加者
（森吉地区敬老式）
27

▲台湾でのトップセールスなどについて
説明する津谷市長

30 29 28
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北秋田市敬老式／大館北秋田支部総合防災訓練
津谷市長記者会見／市長ダイアリー

