雪投げしてじゃっぷなったは～。

■活動のご報告（一部）

１．
コミュニティ生活圏の形成

令和３年度に向け、
「今取り組んでいる活動の火を消
さず、どう維持していくか？」が大事な焦点となって
いきます。各部会どうしの関わり合いを深め、
「どうし
てやるの？」という目的に今一度立ち返り、これから
の活動を作っていけたらと思っています。

２．
関係人口の創出

３．
自身の定住に向けた活動

●「交民館」の活動
先日、秋田魁新報さんにも掲載いただきましたが、
おひろめイベントに来てくださった皆様、ありがとう
ございました。早速近隣住民による「筋トレくらぶ」
が発足しました。私物のバーベルを持ち込んだり、み
なさん結構本気です。

おしるこ食べよう＆
こどもプログラミング発表会
▶日

時：２月28日㈰ 11時～16時
おしるこ作り体験は10時～
（予約不要）
▶会 場：交民館（下タ町４－２）
⃝おしるこ作り

小豆を煮だすところから、おしるこ作りを行いま
す（私も初めてです）
。色々な地域のおしるこを作る
予定です。一緒に作りたい方、お待ちしています。
（予約不要・調理器具の消毒など徹底します）

⃝「こどもプログラミング発表会」とは？

プログラミング教室「クリエイティブメーカーズ」
の子どもたちが実際に自分たちでプログラミングを
して作った作品たちを発表します。
電子工作、プログラミング体験もできます。
（13時～16時、７歳～、予約不要）

出初め式には町消防団員ら95人が出席し、
気持ちを新たに防災活動へ取り組むことを誓い合いました。

１月５日、町消防出初め式を
佐藤 善弘 （第６分団副分団長）
朝市駐車場、広域五城目体育館
金澤 幸則 （第７分団分団長）
で行いました。
◆ 年勤続章
朝市駐車場に集合した 人の
川村
健 （第１分団副分団長）
消防団員らは、渡邉町長、小玉
小林
勉 （第８・９分団班長）
多智美町消防団長から観閲を受 ◆ 年勤続章
け、服装、姿勢、礼式などの点
千田
光 （消防本部消防司令補）
検を行った後、上町通りや下タ
町通り、中央線を行進しました。 ◉秋田県消防協会会長表彰
引き続き、広域五城目体育館 ◆勤続章・ 年勤続
仁 （第１分団団員）
で式典を行い、防災や消防活動
佐藤
などに功績のあった個人・分団
工藤 辰也 （第１分団団員）
に表彰状や感謝状が授与されま
猿田
健 （第２・３分団班長）
した。
加藤
悠 （第２・３分団団員）
その後、小玉団長が「災害現
佐藤
寿 （第６分団班長）
場での対応力を高めるととも
工藤
茂 （第 ・ 分団班長）
に、さらなる予防啓発に努める」
猿田 忠則 （第 ・ 分団団員）
と訓示を、千葉與右エ門副団長
渡邊 雄大 （消防本部消防士長）
が「有事には迅速果敢に行動し、
町民の生命、身体及び財産を守 ◉男鹿潟上南秋支部長表彰
り、消防の使命達成にまい進す ◆優良消防団員
る」と宣誓し、気持ちを新たに、
伊藤
茜 （団本部団員）
防災活動ヘ取り組むことを誓い
伊藤登紀子 （団本部団員）
合いました。
佐藤 政明 （第１分団団員）
岩見
茂 （第６分団団員）
令和３年消防出初め式で
佐々木一朗 （第７分団班長）
表彰を受けられた皆さん（敬称略） ◆７年勤続
◎秋田県知事表彰
荒川 正祟 （第１分団団員）
◆有功章
近藤 和久 （第２・３分団団員）
舘岡 英尚 （第２・３分団分団長）
一関 利幸 （第５分団団員）
草皆 裕樹 （第５分団団員）
伊藤 一成 （第 ・ 分団分団長）
◆ 年勤続章
草皆 亮平 （第５分団団員）
誠 （第４分団分団長）
佐川
草皆 洋輔 （第５分団団員）
◆ 年勤続章
河戸 貴善 （第６分団団員）
巧 （団本部副団長）
石井
伊藤
学 （第８・９分団団員）

１月23日、第２回のオンラインミーティングを行
いました。今回は、町で活動する２団体（もっと森山
を盛り上げ隊・カフェ部会）の報告に加え、関係人口
として関わる数名の方にもご登場いただき参加者同士
で知り合える機会も設けま
した。来年度は、ぜひ県外
の方を招き入れ、２団体の
方々をはじめとした町民の
方々とお会いできることを
祈るばかりです……。

交民館は、それ以外にも「ちょっとお茶っこに」「子
どもの宿題場所に」「町内会活動に」……など使い方は
自由！です！
★２ 月は㈫、㈮10時～16時はスタッフ常駐。それ以
外の時間も希望があれば利用可能。
★利用料金は100円／１人３時間まで（冬季は＋暖房
代）。
★連絡先 ☎090・8941・8349（ちゃんりか）
Facebook 「交民館」で検索！
★お 知らせは窓ガラスなどにも随時貼りだしていま
す。気軽にのぞいてみてください！
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原田 一仁 （第８・９分団団員）
石井 太輔 （第８・９分団団員）
沢田石 智 （第 ・ 分団班長）
畑澤 幸二 （第 ・ 分団団員）
笹川
亮 （第 ・ 分団団員）
嶋﨑 靖晃 （第 ・ 分団団員）
八柳 創太 （第 ・ 分団団員）

◉町長感謝状
◆永年勤続退職者
藤井 好春 （前団本部団長）
猿田 豊和

（前第２・３分団分団長）

治

13

（前第２・３分団副分団長）
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知喜
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武田

嶋﨑
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分団副分団長）
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１月23日、町地域活性化支援セン
参加者からは、森山や馬
ターで本年度２回目となる「関係人 場目地区の魅力に共感する
口」オンラインミーティングを開催 声 が 多 く 寄 せ ら れ た ほ か、
しました。
「もっと森山を盛り上げ隊」
当日は、
「もっと森山を盛り上げ隊」 による整備登山や「馬場目地区のカ や五城目町を応援してくれる方々へ
と「馬場目地区のカフェ部会」の２ フェ部会」による交流の場づくりに 向けた専用コミュニティ WEBサイト
ハブ
団体の活動紹介を行いながら、関東 参加したい、応援したいというご意 「五城目ＨＵＢ（https://gojomehub.
jp）
」でも紹介しております。ぜひご
や関西などからの参加者19人とオン 見をいただきました。
ラインによる交流を行いました。
２団体の活動の様子は、町出身者 覧ください。
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伊藤 富明 （前第 ・ 分団部長）
佐々木和弘 （前第７分団副分団長）
椎名
均 （前第８・９分団団員）
◆消防協力者
近藤 和裕 （浦横町）
◆５年勤続章
児玉 寿彦 （第４分団団員）
宮川佐千男 （第 ・ 分団団員）
◆優良分団
第５分団、第６分団
第７分団、第８・９分団
第 ・ 分団
※令和２年１月３日から令和
３年１月２日までの間、管
轄区域が無火災

「関係人口」
オンラインミーティングを
開催しました
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