
「おさがり広場」は、ご
家庭で不要になり、まだ使
える制服などをリユース
（無料譲渡）する架け橋ボ
ランティアグループです。
▶回 収 品　 学生服（夏・冬）、体育着、柔道着、ランドセル等
▶回収場所　 おさがり広場（五城館裏）、町役場（正面玄

関）、五城目小学校、五城目第一中学校、ハチ
や菓子舗、永澤弓具店、島崎石油、荒要商店

◉第３回譲渡会のご案内
▶日　時　６月12日㈰　午前９時～午前11時30分
▶場　所　朝市通り　旧和田家具店前（ちよだ五城目交流館向かい）
※ 上記譲渡会以外でも随時回収・お渡し可能です。
※ どのようなおさがり品があるかは、ブログ「おさがり広
場」をご覧いただくか電話でお問い合わせください。

▶ ブログURL　 h t t p s : // b l o g . g o o . n e . j p /
osagarihiroba5（ブログは右の
QRコードからアクセスできます）

五城目町のみなさま、Alo-ha！ 町内全域担当集落支
援員、八嶋美恵子です。
「A

アロハ

loha」には、ハワイ語で「こんにちは・ありがとう・
愛しています」という意味があります。また、元をたどる
と「Alo」は「～の前に」「ha」は「息・いのち」を表し、「わ
たしは今、あなたの大切ないのちの前にいます」という
相手への敬意が込められています。わたしは、人や自然、
文化を大切にするハワイの風土が大好きなので、五城目
での暮らしへの感謝を込めて、当コラムのタイトルにし
てみました。
まずは簡単に自己紹介をさせてください。わたしの生
まれは父の転勤先米国・シカゴです。Judy（ジュディ）
という名前があることから、「じゅっちゃん」と呼ばれてき
ましたが、五城目町のみなさまから、お気軽にあだ名で
お声かけいただけるように、日々の関係を積み重ねてい
こうと思います。

そんなわたしが集落
支援員としてはたらく
上で、何よりも大切にしていることは、『みなさんと一緒に、
今日１日の暮らしを心から楽しむこと』です。
町を巡り、みなさまに出逢

あ

えた際には、普段から大切
にされていること、これまでのこと、これからのことなど、
様々なお話をたくさん伺いたいです。 
夫と共に東京から移住し、早１年が経ちましたが、五

感全部で四季を味わう時、散歩中やスーパー、温泉など
でも心地よくお話できる心の余裕を感じる時......どの瞬
間を切り取っても、おかげさまでこの町での暮らしがます
ます楽しく、大好きだなぁ......と感じています。
これからこのコラムでは、町で出逢う方から学んだこ
とや、日々のちょっとした気づきなど、『毎日の暮らしを
心から楽しみ』見えてきたことを少しずつ描いてみよう
と思います。

募 ケリーさんの英会話教室（初級）
受講生を募集！

　ALTのケリーさんと通訳
の畠山延子さんと一緒に英
会話を楽しみましょう。
▶開催日　 ６月15日㈬、22日㈬、29日㈬
　　　　　７月６日㈬、13日㈬（全５回）
▶時　間　午後６時30分～午後７時30分
▶会　場　広域五城目体育館　会議室
▶対　象　中学生～一般
▶定　員　10人
※ 参加は無料です。参加を希望される場合
は、下記までご連絡ください。
■申・問  町教育委員会生涯学習課
（☎852・4411）

募 ゆっくりハワイアンダンス
無料講座を開催

▶日　時
●夜コース（全３回）
　６月29日㈬、７月13日㈬、７月27日㈬
　午後７時～午後８時
●昼コース（全５回）
　 ６月30日㈭を初回として、以降の第
２・第４木曜日に開催
　午後１時～午後２時
▶講　師　小熊真理さん（秋田市）
▶会　場　馬川地区公民館
▶持ち物　飲み物、タオル等
※運動しやすい服装でお越しください。
■申・問  馬川地区公民館（☎855・1175）

募 富津内地区公民館
各教室の受講生を募集

●絵手紙教室
▶日　　程　 ６月21日㈫から毎月第３火

曜日に開催（全７回）
▶時　　間　午前10時～正午
▶講　　師　幸坂　時さん
▶申込期限　６月14日㈫
※材料費の負担あり
●吹き矢教室
▶日　　時　毎週金曜日
　　　　　　午前10時～正午
▶申し込み　随時受け付けています。
※ 体験後に、必要な道具を購入していただ
きます。
●３Ｂ体操
▶日　　時　毎週水曜日
　　　　　　午前10時～正午
▶講　　師　伊藤　房子さん
▶申し込み　随時受け付けています。
問  富津内地区公民館（☎854・2121）

募 地域図書室「わーくる」
イベント情報

　パンダのえほん修理屋さん（ボランティ
アグループ）の、椿田清子さんが地域図書
室「わーくる」へやってきます。
▶日　時　　７月８日㈮
　　　　　　午後１時30分～２時30分
▶会　場　　地域図書室「わーくる」
▶定　員　　 10人（申し込みが必要です。

下記までご連絡ください）
問   町教育委員会生涯学習課
（☎852・4411）

県消防防災航空隊「なまはげ」との
合同訓練を実施

　町消防署では、
６月22日㈬の午
前中に、県消防防
災航空隊「なまは
げ」との合同訓練
を実施します。
　訓練は林野火災が発生したとの想定で、
森山キャンプ場を訓練場所とし、五城目消
防署員による林野火災対応訓練と県消防防
災航空隊による上空からの空中消火訓練を
行う予定です。
　当日は県消防防災航空隊の飛行に伴い騒
音が発生するため、近隣住民の皆様にはご
迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力を
お願いします。
　また、災害発生時や天候不良時は、訓練
が中止となる場合があります。
問  町消防署（☎852・2028）

募 警察官採用試験のご案内

　警察官A（第２回）、女性警察官A（第
２回）、警察官B、女性警察官Bの採用試
験申し込みを、以下の日程で受け付けます。
●警察官A（第２回）・女性警察官A（第２回）
▶受験資格　 大学を卒業または卒業見込み

で、昭和62年４月２日以降
に生まれた方。

▶受　　付　７月22日㈮～８月17日㈬
▶第１次試験日　９月18日㈰
●警察官B・女性警察官B
▶受験資格　 上記以外で、昭和62年４月

２日から平成17年４月１日
までに生まれた方。

▶受　　付　７月22日㈮～８月17日㈬
▶第１次試験日　９月18日㈰
※ 受験の申し込みは原則、「秋田県電子申
請・届出サービス」からとなります。
問  五城目警察署（☎852・4100）

募 防衛省採用試験の
お知らせ

　防衛省では、令和４年度採用試験を下記
のとおり行います。
●自衛官候補生
▶受験資格　 高校３年生および18歳以上

33歳未満の方
▶受　　付　７月１日㈮～９月15日㈭
▶試　　験　 ９月16日㈮・17日㈯・18

日㈰のうち、指定する１日
●一般曹候補生
▶受験資格　 高校３年生および18歳以上

33歳未満の方
▶受　　付　７月１日㈮～９月５日㈪
▶１次試験　 ９月16日㈮・17日㈯・18

日㈰のうち、指定する１日
●航空学生
▶受験資格　高卒または卒業見込みの方
　●海　上　18歳以上23歳未満の方
　●航　空　18歳以上21歳未満の方
▶受　　付　７月１日㈮～９月８日㈭
▶１次試験　９月19日㈪
●防衛大学校学生
▶受験資格　 高卒者または卒業見込みの方

で、18歳以上21歳未満の方
●推　　薦
　▶受　　付　９月５日㈪～９日㈮
　▶試　　験　９月24日㈯・25日㈰
●総合選抜
　▶受　　付　９月５日㈪～９日㈮
　▶１次試験　９月24日㈯
●一　　般
　▶受　　付　７月１日㈮～10月26日㈬
　▶１次試験　11月５日㈯・６日㈰
●防衛大学校医学科学生
▶受験資格　 高卒者または卒業見込みの方

で、18歳以上21歳未満の方
▶受　　付　７月１日㈮～10月12日㈬
▶１次試験　10月22日㈯
●防衛大学校看護学科学生
　（自衛官候補看護学生）
▶受験資格　 高卒者または卒業見込みの方

で、18歳以上21歳未満の方
▶受　　付　７月１日㈮～10月５日㈬
▶１次試験　10月15日㈯
●予備自衛官補（一般）
▶受験資格　18歳以上34歳未満の方
▶受　　付　９月16日㈮まで
▶試　　験　10月２日㈰
●予備自衛官補（技能）
▶受験資格　 18歳以上で国家免許資格を

有する方
▶受　　付　９月16日㈮まで
▶試　　験　10月２日㈰
問   自衛隊秋田募集案内所
（☎864・4929）

「森山」中腹から町を見た時の風景です。
素晴らしい環境に、感謝しています！
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▶日　　時　６月29日㈬　午前９時30分～
▶場　　所　朝市ふれあい館
▶内　　容　笹巻きづくり
▶講　　師　 町農村生活研究グループ連絡会
▶定　　員　先着５人
▶募集締切　６月15日㈬
※定員になり次第、締め切ります。
▶材 料 費　500円
▶持 ち 物　エプロン、三角巾
※当日はマスクの着用をお願いします。
◉伝統料理講習会実施計画（令和４年度）
▶第２回　浅漬け講習会（８月上旬）
▶第３回　巻き寿司講習会（10月中旬～下旬）
▶第４回　おやき講習会（12月）
▶第５回　きゃのこ講習会（令和５年１月）
※各回の詳細は今後、町広報でお知らせします。
※ 諸事情により、日時、場所等の変更や講習
会が中止となる場合があります。ご了承の
ほどお願いいたします。

お問い合わせ
おさがり広場（担当：小林　☎852・4887）

お申し込み・お問い合わせ
町農林振興課（☎852・5215）


