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雪国生活を安心・安全に生活するために
協力しあい

理解しあい

冬を過ごしましょう
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◆町政NEWS
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◆まちのわだい

安全確保のため、細心の注意を払い除雪に取り組んでいます。また、みなさ
んの協力により、除雪の効果もさらに上がります。安心して冬期間を過ごす

機械による投入は

ことができるように、ご理解とご協力をお願いします。

やめてください

１月行事予定表
中間評価

明安小伝統の「しめ飾りづくり」
金山小４年生 ビーナッツ商品試食会
運動の研修会を開催

町道除雪について

火災・事故防止について

流雪溝・水路の利用について

ストーブの上には洗濯物を干さ

▼大雪の日は

雪を置かれて困るところには赤

ないようにしましょう

水路への投入は手作業で必要最

旗を設置してください

ホームタンクから給油するとき

小限に

屋根の雪が直接道路に落ちない

はその場から離れない

ようにしましょう

路面の凍結に注意し、安全な運

地域ぐるみで水上がりを理解し、

転を心がけましょう

相互の協力で解決しましょう

い

歩行者は、明るく目立つ服装を

水上がりの知らせがあった時は、

道路に張り出した立木や枝は伐

心がけ、「命のバンド」を着用

水路への投入は絶対にやめてく

採等の処理をしてください

しましょう

ださい

除雪に関する要望、苦情等は区

屋根の雪下ろしを行う時は２人

投入作業が終わったら蓋を完全

長さんを通してお願いします

以上でヘルメットと命綱を着用

に閉めてください
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第４回

新型コロナウイルス予防のために
P12

◆おしらせ掲示板

P14

◆図書室だより

東京金山会通信 No.21・ぶんげい
◆キラリ金山びと №３

しましょう

７（木） ベビーマッサージ

金山小３学期始業式

９（土）
10（日）

役場 環境整備課

☎52−2111（内線274）

県道の除雪

最上総合支庁 道路計画課

☎29−1398

国道の除雪

新庄国道維持出張所

☎22−1581

高齢者宅等の除排雪（除雪費支給事業など）

役場 健康福祉課

☎52−2111（内線261）

農業用施設等の災害（ハウスや樹木の除排雪など）

役場 産業課

☎52−2111（内線406）

油もれ発生時など

役場 環境整備課

☎52−2111（内線276）

東北電力コールセンター

☎0120−175−366

ＮＴＴ東日本

☎0120−444−113

＝今月の表紙＝
年の瀬迫る12月16日、有屋小
学校の３〜６年生の児童が門松づ
くりに挑戦。縄結びや飾り付けに
苦戦しながらも、立派な門松が完
成しました。児童らは「難しかっ
たけどよくできた。みんなと作れ
て楽しかった」と満足そうな様子。
門松は小学校や有屋地域の公民館
に飾られます。

夕
○
小
○

消防団幹部年頭集会
りゅう馬スプリントスキーフェスタ

食育・離乳食講座
リフレッシュフィットネス（ヨガ）

14（木）
15（金） 心配ごと相談

小
○
夕
○
小
○

第２回SHK杯クロスカントリーリレースプリント大会
子育て支援研修会

17（日）
18（月） イザベラ塾
19（火）

疼
○
小
○

20（水） 読み聞かせ・お話し会

夕
○

21（木）
22（金）
23（土）
24（日） 山形県知事選挙投票日

小
○

25（月） 心の健康相談

疼
○

26（火）
27（水）
28（木）
29（金）
30（土）
31（日）

小
○
夕
○
小
○

リフレッシュフィットネス（ヨガ）

町道の除雪

小
○

イザベラ塾

11（月） 成人の日
12（火）

16（土）

疼
○

山形県知事選挙期日前投票（23日まで）

すこやか相談

雪に関する問い合わせはこちらへ

電線について（雪による垂れ下がりや断線など）

心配ごと相談

山形県知事選挙告示日

13（水）

はじめての BirthDay

P16

１歳６ヵ月健診

金山中登校開始日

８（金）

◆ほっとクリニック vol.143

防災コラム

▼水上がりした場合は

路上駐車は絶対にやめてくださ

広報かねやま 2021.1

５（火）

みすぎ荘職員へ激励のガウンを贈る

いつまでも住み慣れた金山で

夕 ▶ 夕診
○

６（水） 明安小、有屋小３学期始業式

伝統楽器「お箏にふれてみよう」

P10

診療予定】

小 ▶ 小児科外来
○

１（金） 金山町町制施行日（96周年）
２（土）
３（日）
４（月）

なかだ地域づくりの会 高齢者見守り訪問

道路に雪は出さないでください

③

【町立金山診療所

疼 ▶ 疼痛外来
○

すこやか相談

手縫いのスタイをプレゼント

ご注意いただきたいこと

登録はこちらから！

Contents

金山町は、降水量・積雪量が多い地域として、国土交通省が定める「特別
ことのできない作業となっています。町では、通勤・通学などの道路交通の

▼防災情報やイベント情報など、
町からの行政情報をメールで
受け取ることができます。

イザベラ塾

心配ごと相談
リフレッシュフィットネス（ヨガ）
リトミック教室
金山小校内スキー大会
有屋小、明安小校内スキー大会

※行事の変更等は、行政放送、情報メール、ホームページ等で
お知らせします。
広報かねやま 2021.1

②

すい臓病・循環器疾患・
メタボリックシンドローム
アルコール依存症

を続けることにより︑耐性ができ

です︒アルコール依存症は︑飲酒

酒は︑依存性のある薬物の一種

すが︑男女間の飲酒行動の差がな

反です︒若者の飲酒は減少傾向で

られてしまいます︒何より法律違

間がかかり︑脳や体の成長が妨げ

アルコールの基礎知識
飲酒量の単位
酒を飲んで﹁酔い﹂をもたらす
のは︑アルコールです︒アルコー
ルが身体や精神に対する影響は︑
飲んだ酒の量ではなく︑酒に含ま
れる純アルコール量が基準となり
ます︒酒に含まれる純アルコール
量︵ドリンク数︶を知っていれば︑
飲んだ酒の影響や分解時間などが
推定できます︒

アルコールの吸収と分解
体内で摂取されたアルコール

アルコールの作用
少量なら︑気持ちをリラックス
させたり会話を増やしたりする効
果がありますが︑大量になると運
動機能を麻痺させたり︑意識障害
の原因になります︒

言われています︒アルコールの分

よそ１時間に９ｇ︑女性で

ｇと

きいのですが︑平均値は男性でお

アルコールの消失は個人差が大

が夜中に目覚めて︑その後なかな

す︒つまり︑寝つきは良いのです

の原因となることが知られていま

は︑少量でも中途覚醒や早朝覚醒

床１時間前に飲んだアルコール

また︑アルコールは寝つくまで

解能力を算出し︑逆算しての運転

か眠れないという現象がおこりま

び小腸上部で吸収されます︒吸収

等は危険です︒外出するときは︑

す︒また就床前のみならず︑就床

の時間を短縮させます︒そのため︑

飲酒しないことが大切です︒飲酒

６時間前に飲んだアルコールも睡

とともに肝臓での分解も開始され

後に水を飲んでも︑アルコールの

※参照：厚生労働省℮ネット

眠の後半部分の覚醒度を上げるこ

寝酒をする方も多くいますが︑就

は︑飲酒後１〜２時間程度で胃及

飲酒後の入浴は危険です

ます︒

約20ｇ（２ドリンク）以内です。（飲まない人に飲むように勧めるの

分解速度が速まることはありませ

12ｇ

とが知られています︒

50ｇ

ん︒

20ｇ

す︒また︑乳がんなどの女性特有
の疾患のリスクを増大させたり︑
胎児性アルコール症候群︵少量の
飲酒でも︑妊娠中のどの時期でも
低体重︑奇形︑脳障害を引き起こ
す可能性︶のリスクが高まるので︑

における

妊娠中は禁酒が必要です︒

健康日本

アルコール対策
生活習慣病のリスクを高める量
ｇ以
ｇ以上／日︶を飲

︵純 ア ル コ ー ル 換 算 で 男 性
上／日︑女性

％削減する目標を掲げて

酒している者の飲酒を２０２２年
までに

います︒

正しい知識を持ちましょう
町では︑妊産婦の方へ飲酒につ
いての知識を普及します︒また︑
未成年者・若者が飲酒を行うこと

22ｇ

ライフスタイルと飲酒
▼高齢者
体力の衰えとともに︑アルコー
ル の 分 解 機 能 も 低 下 し ま す︒ま
た︑自身の退職や配偶者︑家族︑
知人との別れなどを機に生きがい
環境や生活の変化が訪れた時に飲

を見失ったり︑不安になったりと

不整脈︑脳出血
酒量が増えたりし︑抑制が効かな

うつ病
認知症︵依存症や大量飲酒者に
くなってしまうことがあります︒

▼若者

は脳萎縮が高い割合である︶
がんの原因︵口腔︑咽頭︑喉頭︑
食道︑肝臓︑大腸︑乳房︶

未成年はアルコール分解能力が

精神的・身体的に飲酒のコントロ

くなってきていて︑中高年よりも

痛風︵尿酸量の増大︶

ールができなくなる状態のことを

急性アルコール中毒や︑アルコー

未発達で︑アルコールの分解に時

いいます︒アルコール依存症にな

ル依存症になりやすいので注意が

20ｇ

0.0％

ると︑家族関係のみでなく︑仕事︑

への周りの大人と本人への意識改

純アルコール量

3.5％増加

必要です︒

12％

アルコールと健康障害
急性アルコール中毒

【目標】妊婦・未成年者の飲酒をなくしましょう
生活習慣病予防のために適切な飲酒量を知り飲み過ぎに注意しましょう

肝臓病︵脂肪肝︑肝炎︑肝硬変︶

飲酒分野の中間評価

社会的信用などにも影響が及ぶこ

善を啓蒙していきます︒
に掲げる

35％

〜みんな笑顔で健康長寿〜

とがあります︒

かねやま元気プラン

43％

3.5％

▼女性

15％

28.2％
﹁生 活 習 慣 病 予 防 の た め に 適 切 な

5％

0.0％

血中アルコール濃度が高くなり

アルコール度数

60.0％
―

―
生活習慣病のリスクを高める
飲酒量の認知度の上昇

1.3％減少

10.2％

飲酒量﹂を知り︑上手にお酒と付

ウイスキー・
ワイン
焼酎（35度）
ブランデー
（１合180ml ） （１杯120ml ）
（ダブル60ml ）

Ｒ６
最終目標値
やすく︑早期に肝硬変やアルコー

ではありません）１ドリンクは純アルコール約10gです。

0.0％
11.5％

減少したものの、
未成年の飲酒は
法律で禁止され
ています

未成年者（高校２・３年生）の
飲酒割合の減少

き合いましょう︒

生活習慣病予防のために適切な飲酒量は、一日平均純アルコールで

増減
（中間評価）

ル依存症になり易いとされていま

40

H30・Ｒ１

妊娠中の女性の飲酒割合の減少

H27

（計画策定時）

内容

④
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⑤

21

清酒
ビール
（中瓶１本500ml ）（１合180ml ）
お酒の種類

20

6.5

主な酒類の
換算の目安

21

15

かねやま元気プラン21 Vol.２

日︑全校生徒

名が

町職員をアドバイザーとして
迎え入れ︑改善策を提案︒
﹁金

27日

佐藤英司町長就任

国の特別定額給付金の受付開始
25日

小中学校通常登校開始
15日

町議会６月定例会
19日

丹洋一さんが町代表監査委員に就任
20日

農業委員辞令交付式
28日

町議会７月臨時会
15日

新型コロナウイルス終息祈願花火の打ち

べる事を大切にしてほしい﹂

普段の学校生活でも知る︑調

広がり新しい発見ができる︒

は解決できない問題も考えが

プ学習を行うことで︑一人で

最後に佐藤町長が﹁グルー

れました︒

ど︑若い視点での提案がなさ

る施設に図書館をつくる﹂な

ベントを発信する﹂︑﹁廃校す

を活用して神室スキー場のイ

開始

町議会８月臨時会
26日

町特別定額給付金（町上乗せ７千円）の

６日

金山町総合防災訓練

上げ

支給

10日

ノルディックウォーキング体験会
11日

第41回金山町産業まつり（焼肉券の引換

月１日︑町除雪班の

団結式と安全祈願祭を執
かず のり

り行いました︒笹原一徳

班長︵安沢︶は﹁除雪作
業の重要性を十分認識
し︑安全で安心な冬期間
の道路環境を確保するた
め︑一致団結して作業に
務める﹂と強い意気込み
を語りました︒

今シーズンの無事故とスキー場の
賑わいを祈願

名の班員の皆さん

日︑神室ス

シーズンインを目前に
月

いただけるように安全面

たくさんの方に楽しんで

なかった︒今シーズンは

足で思うように営業でき

長は﹁昨シーズンは雪不

り行われました︒佐藤町

が集まり安全祈願祭が執

キー場に従業員や関係者

控えた

のみ）

下期区長会議を開催
６日

町表彰・感謝状伝達式
30日

町議会11月臨時会

名︒

月

町除雪班・スキー場従業員結団式
４日

町議会12月議会

焼肉券の引換が行われた会場の外では
青空市が盛大に開催された
１日
日からの
降雪で︑現在フル稼働！

町除雪班の

23日

来場をお待ちしています︒

予定︒多くの皆さんのご

どお得なイベントを開催

の日やレディースデーな

２土曜日のスキー子ども

今シーズンは︑毎月第

い﹂とあいさつしました︒

全にし営業していきた

コロナウイルス対策も万

はもちろんのこと︑新型

いにシーズンイン
神室スキー場営業に向けて安全祈願祭

浮かべていました︒

は身が引き締まる表情を

れ︑

と無事故宣言が表明さ

よう万全の体制で臨む﹂

守し︑事故を起こさない

意したい︒交通事故を遵

から健康と体調管理に留

雪作業を行うため︑日頃

続けて﹁事故のない除

道の除雪はお任せあれ
町除雪班の団結式で﹁無事故宣言﹂

第45回とこみどりマラソン大会

金山町の１年を振り返ります

町内小中学校で入学式・大堰鯉の放流

庄南高金山校フォーラム
生徒の視点でまちづくりを提案

部を設置

学習をしてきました︒当日は︑

現状︑課題について一ヵ月間

に分かれ︑事前に町の施策や

生徒たちは︑５つのテーマ

めました︒

まちづくりについて学習を深

ーラムが行われ︑町の施策や

参加し︑新庄南高金山校フォ

月

24日

と講評を述べました︒

金山中学校体育祭
15

山校の魅力を伝えるために他
地域と交流を図る﹂︑﹁ＳＮＳ

５日
12

廃棄物収集運搬委託車輌納車式

⑥
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⑦

大堰鯉の越冬作業
12

12月

13日

15

職場体験学習「プロジェクトK」
11月

４日

20

27日

10月

町議会９月定例会
20

町議会５月臨時会
５月 12日

金山町緊急地域経済応援商品券の配布を
11日

国が緊急事態宣言を延長（５月31日まで）
４日

プレミアム付き美杉ちゃん商品券販売
30日

つ

24日

雪不足のため予定より１ヵ月遅れで
行われた神室雪まつり
国が緊急事態宣言を発令
４月 16日

金山町新型コロナウイルス感染症対策本
２日

神室雪まつり
２月 16日

密を避け感染予防対策を実施のうえ販売
されたプレミアム付き美杉ちゃん商品券
４日
９月

26日
８月

22日

７月

みすぎ荘鏡開き

金山町の夜間景観づくりが都市景観
大賞で優秀賞を受賞
第１回かねやま青空市

町

第73回金山中学校卒業証書授与式
54

21日

12

10日

22

班に分かれ︑まちづくりについて学習する生徒たち
11

６月

16日
３月

町制施行95周年
１月

１日

12

新

＼金山町2020年の主なあゆみ／

町政ＮＥＷＳ

金山町公民館学習講座
伝統楽器お箏にふれてみよう

▼素敵な手作りスタイと一緒にはい・ポーズ！

まちの
わだい

11月20日、27日の２日間、金山町公民館学習講座「お
う
た
み
箏教室」が行われました。講師に大谷雅楽美先生を迎え、
参加者８名が日本の代表的な伝統楽器である箏を体験しま
した。参加したほとんどの方が未経験でしたが、最終日に
は課題曲「夕焼け小焼け」を最後まで演奏することができ
ました。参加した方は「箏に触れるのは初めてで、最初は
難しかったけれど、演奏すると楽しかった」と話してくれ
ました。

身近なわだい、お寄せください。
総務課 広報情報係 ☎５２−２１１１
（内線２２５）

明安小伝統の「しめ飾りづくり」
一人暮らし高齢者の方にもプレゼント

手縫いのスタイをプレゼント
心を込めてつくりました
11月25日、新庄南高金山校３年生の生徒10名が、家庭

12月11日、明安小学校の伝統行事「しめ飾りづくり」

科の授業で作成したスタイ18枚をベビーマッサージに参

が行われました。「しめ飾りは新年を幸せに過ごすための

加している赤ちゃんにプレゼントしました。授業で子ども

もの」と聞いた児童らは、いっそう真剣な表情に。梁瀬菫

の成長や離乳食の学習をし、子どもたちが食事している姿

さん（６年）は「６年間作ってきて、今回が一番上手に作

を想いながら作成したそう。この日代表して支援センター

ることができたのでとても嬉しい」と出来上がったしめ飾

を訪れた柴田萌さん（七日町）は、「一生懸命手縫いしたも

りをみせてくれました。しめ飾りは一人暮らし高齢者の

すみれ

もえ

▲触ったことのない箏に戸惑いながらも音を奏でた

新庄南高金山校２年生
みすぎ荘職員へ激励のガウンを贈る

のを喜んでくれてとても嬉しい」と話してくれました。

▼冬を元気に乗り越える温かいグッズとメッセージに喜ぶ

▲㊤「６年間で一番の出来」と喜ぶ６年生
㊦初めての作業に戸惑いながらも真剣に取り組む１年生

コロナに負けない体づくり
運動の研修会を開催
やすし

護老人ホームみすぎ荘の職員へ手づくりのガウンを贈りま

クラブの佐藤泰先生を迎え運動の研修会を開催しました。

した。新型コロナウイルス感染症拡大のなか、福祉業務に

新型コロナウイルスに加え、冬期間は外出する機会を失い

従事する職員を激励したいという気持ちを込めて、クラス

がちです。この日は、佐藤先生から新型コロナウイルスの

ボランティアとして生徒ら14名で30着のビニールガウン

基本的予防や、免疫力をアップさせる生活習慣について講

を作成。みすぎ荘阿部施設長は「生徒らの心温まる贈りも

話をいただきました。その後、お家でできる手軽な体慣ら

のは職員で大切に使わせていただく」と感謝を伝えました。

し運動を学び体を温めました。

なかだ地域づくりの会
高齢者世帯へ見守り訪問

⑨
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▼どのような感想をもらえるのかドキドキの児童たち

11月27日、12月11日にNPO法人新庄最上アスリート

12月17日、新庄南高金山校の２年生の生徒が、特別養

▲激励のメッセージが込められた色紙もプレゼントされた

方々にプレゼントされました。

なかだ地域づくりの会生涯部会が、12月１日から10日
にかけて、65歳以上の高齢者18世帯の見守り訪問を行い
ました。新型コロナウイルスの影響で、顔を合わせる機会
が少くなってしまったが、「冬も元気に過ごして欲しい」
との思いから行われた今回の活動。見守り時には、地域の
子どもたちから「困っていることがあったら相談してくだ
さい」と心温まるメッセージが入ったプレゼントを配布し
ました。

金山小４年生
落花生の試食会を開催
12月８日、金山小学校４年生が落花生の商品化に向け
て試食会を開催しました。春に種をまき、秋に収穫した落
花生を美味しく調理するために試行錯誤を重ねてきました。
試作品は、生落花生をフライパンでローストしたものに、
調味料を加えて味付けをしたもの。今回の試食会までに２
回試作を行っており、どのようにすれば美味しくなるかな
▲場所をとらずその場でできる運動を学ぶ参加者たち

ど考察しながら学習を深めました。

広報かねやま 2021.1

⑧

ほ

大腸がんについて

喜江
町立金山診療所
臨床検査技師 大森

健康診断で行われる便潜血検

﹁冬の〝生活不活発病〟を

■音読でお口のトレーニング
口を大きく動かして﹁早すぎず︑
ゆっくりすぎず﹂自然な速さで
新聞や俳句・川柳などの音読を︒
◎自分の声をしっかり聴くことは
難聴の予防になります︒また︑文
章を読むことで︑脳の刺激となり︑
認知症の予防にもなります︒
■何気なく行っている家事で運動
をしましょう
•テーブルや窓を拭く動作で︑手

では３番目︑女性では２番目に

腸がんは年々増えており︑男性

亡くなっています︒なかでも大

大腸がんは早期発見と早期治療

に 陽 性 に な る こ と も あ り ま す︒

炎症性腸疾患などでも同じよう

で は な く︑大 腸 ポ リ ー プ や 痔︑

人が全員︑大腸がんというわけ

便潜血検査で陽性反応が出た

運動を取り込んだ一日の過ごし方

になりやすいため︑栄養・口腔・

身の機能が低下し﹁生活不活発病﹂

います︒活動する機会が減ると心

り外出を控えている方は多いと思

大していることもあり︑いつもよ

新型コロナウイルス感染症が拡
注意！

か ま っ て︶片 足 立 ち︒※転 倒 に

•台所に立ちながら︵椅子等につ

を大きく動かす︒

歳以上になると大腸がんを
により︑完治も期待できる病気

多いがんとなっています︒
発症するリスクが高くなります︒
である反面︑進行すると生命を

をきっかけに初めて発見される

高まり︑健康診断や人間ドック

ると大腸がんに罹患する確率が

られています︒特に

便潜血検査を受けることが勧め

わ ら ず︑
歳を超え

②節酒

①禁煙︵受動喫煙にも注意︶

■大腸がん予防のための５か条

なる可能性を高めます︒

の多い食事︑肥満は大腸がんに

ます︒喫煙︑飲酒︑肉や脂肪分

大豆製品等︶を取り

ンパク質︵魚・肉・

毎食の食事に必ずタ

をしっかり食べる︒

化物︵ごはんやパン︶

れがあると予想したときに発表

大雪により災害が発生するおそ

住家等の被害や交通障害など︑

大雪注意報⁝降雪や積雪による

は大雪警報を発表します︒

おそれがあると予想したときに

雪により重大な災害が発生する

雪＋暴風﹂の意味ではなく︑大

は︑低温による農作物の被害︵冷

たときに発表します︒具体的に

発生するおそれがあると予想し

低温注意報⁝低温により災害が

それのあるときに発表します︒

温０℃付近で発生しやすい︶お

の倒壊等の被害が発生する︵気

よる電線等の断線や送電鉄塔等

体的には︑雪が付着することに

朝食は︑脳の活性化のため炭水

■一日３食食べましょう

ケースが少なくありません︒早

を心がけましょう︒

脅かす恐れがある病気でもあり

予防するために﹂

――― Enjoy My Life！ ―――

全ての項目に取り組めたかを︑〇・
×で毎日記録しておくのもおすす
めです︒春になって︑畑仕事や趣
味活動などを元気に再開できると
いいですね︒

３０３５

金山町地域包括支援センター
☎

新型コロナウイルス予防のために
新型コロウイルスは﹁未知の感染症﹂で
あり︑誰でもかかる可能性があります︒戦
う相手はウイルスであり︑人ではありませ
ん︒お互いに優しさを持ちながら︑家庭や
職場でできる予防を徹底しましょう︒
▼発熱の症状がある場合
発熱の症状がある場合︑電話せずに受診
しても診察を受けられないことがありま
す︒左記を参考に︑まずは電話で相談しま
しょう︒

29−1268

入れる︒

します︒

夏の場合も含む︶や水道管の凍

最上保健所

③野菜を取る︵一日３５０ｇ︶

風雪注意報⁝雪を伴う強風によ

結や破裂による著しい被害の発
0120−880006

④適度な運動︵継続が重要︶

り災害が発生するおそれがある

生するおそれがあるときに発表

山形県受診相談
センター

期発見すれば治療可能ながんな

と予想したときに発表します︒

します︒

52−2111

ので︑対象年齢の人は検査を受

強風による災害のおそれに加

冬期間を快適に過ごすため

役場健康福祉課
健康係

⑤適正な体重維持

本格的な冬の到来とともに︑

え︑強風で雪が舞って視界が遮

に︑気象情報を確認して事故の

かかりつけ医

けましょう︒

雪による事故が多くなる季節に

られることによる災害のおそれ

ないようにするとともに︑火気

冬の
気象情報まとめ

なります︒今回は︑冬の時期に

についても注意を呼びかけま

の取り扱いには十分注意しま

第４回

発表されることが多い気象情報

す︒ただし﹁大雪＋強風﹂の意

をまとめました︒

防災クイズ

利き手でない手も
使ってみよう！
かかりつけ医へ

かかりつけ医が
いない方

しょう︒

Q

日に記録しています

金山町での最深積雪深は

年２月

③

何㎝でしょう
①２０２㎝
②２１０㎝
③２２４㎝

答え
平成

52
−

電話番号

かかりつけ医が
いる方

味ではなく︑大雪により災害が

害が発生するおそれがあると予

発生するおそれがあると予想し

発表します︒

想したときに発表します︒山な

大雪警報⁝降雪や積雪による住

暴風雪警報⁝雪を伴う暴風によ

どの斜面に積もった雪が崩落す

たときには大雪注意報を発表し

り重大な災害が発生するおそれ

ることによる人や建物の被害が

家等の被害や交通障害など︑大

があると予想したときに発表し

発生するおそれがあると予想し

ます︒

ます︒暴風による重大な災害の

たときに発表します︒

雪により重大な災害が発生する

おそれに加え︑暴風で雪が舞っ

着雪注意報⁝著しい着雪により

なだれ注意報⁝なだれによる災

て視界が遮られることによる重

災害が発生するおそれがあると

おそれがあると予想したときに

大な災害のおそれについても警

予想したときに発表します︒具

25

相談窓口

50

戒を呼びかけます︒ただし﹁大

コロナウイルス相談窓口

40

⑩
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査は﹁定性法﹂と呼ばれ︑便に
血液の混じりがないかを確認す
る簡易な検査法で︑主に大腸以
後の消化管で出血しているかを
みます︒採取した便に試薬を混
ぜてその変化をみる方法が用い
られ︑これによって肉眼で確認
できないような微量の血液成分
を高い確率で検出することがで
きます︒また︑継続的な出血を
調べるために︑異なる日に二回
便を採取する方法が選択されて

Part.17

歳 以 上 で 年 に 一 度︑

います︒

いつまでも
住み慣れた金山で

そのために自覚症状の有無に関

近年︑２人に１人はがんを患

っとクリニック vol.143

い︑そして３人に１人はがんで

―― Forever in My Town！ ――
23

広報かねやま 2021.1

⑪

町立金山診療所だより
40

お知らせ掲示板
除雪機︵中型︶の貸出について

高齢者や障がい者など︑自力で除排雪

▼内容

お一人様１︐０００円

柳家〆治氏による独演会

▼入場料

荘内銀行金山支店または荘内銀行のホームページから

１月８日︵金︶から入場

申請書入手方法

▼入場券販売

４月下旬〜５月上旬

ができない方々に対する支援活動を行う

助成決定時期

券販売及び電話予約開始

1,000万円程度（１件 10〜40万円程度）

ボランティア団体及び個人に対し︑除雪

助 成 金 総 額

◆投票期間：１月８日（金）から
１月23日（土）まで
◆投票時間：午前８時30分から
午後８時
◆投票場所：金山町役場 １階ロビー

最上広域交流センターゆめりあ

・県内に伝わる文化的な活動

期日前投票

１月24日に投票できない場合
は期日前投票をしましょう！

機の貸し出しを行います︒

・地域住民と一体になった社会教育的な活動

28
−

８８８８

・学校における教育的な活動

☎

2021年４月１日から2022年３月31日までに行われる

◆投 票 日：１月24日（日）
◆投票時間：午前７時から午後７時
◆投 票 所：投票所入場券に記載された
投票所で投票ください

除雪機の操作経験があり︑ボ

ため、自主的・主体的な活動に取り組む

▼対象者

山形県の将来を決める大切な選挙ですから、皆さんそろって投票しましょう。

国有地売却のお知らせ

る公的な基金であり、豊かな地域を築く

ランティアによる除排雪支援

３外

任期満了に伴う山形県知事選挙が、１月24日（日）に執行される予定です。

２月19日（金）※当日必着

国有地を一般競争入札により売却します︒

大字金山字本町５３５

「山形県知事選挙」の投票日です

伝わる文化的な活動などを助成対象とす

団体を支援するものです。

除雪機︵中型・ハンドガイ

▼売却物件

日︵火︶〜２月８日︵月︶

日︵木︶

−

活動を行う団体︑または個人

▼貸出機械
20

．３PＳ︶及びア

１月

ド式・

▼入札受付

２月

５１７６

１筆︑雑種地１７１．３５㎡

１回につき原則２日以内

▼開 札 日

18 26

ルミ歩板等

▼貸出期間

無料︒燃料費等実費は個人負担

６４１

−

山形財務事務所管財課

☎０２３
−

▼貸出費用

２０９９

52
−

金山町社会福祉協議会

☎

２月２日︵火︶〜３月 日︵月︶

15

確定申告相談について

▼日時
午前９時〜午後５時

役場町民ホール︵３／５まで︶

一体となった社会教育的な活動、県内に

あなたのチカラ
消防団で活かし ま せ ん か ？

▼会場
役場第３・４会議室︵３／８から︶

平成13年に創設された「公益信託荘

１月24 日 ㊐ は

内銀行ふるさと創造基金」。地域住民と

消防団は︑火災や災害発生時の消火活

動だけでなく︑平常時も地域のために色々

な活 動 をしています︒消 防 団には町 民の

２１１１︵内線２４２︶

※詳細はお知らせ版１月号に掲載します

役場町民税務課

皆さんのチカラが必要です︒消防団に入っ

ていないあなたも︑消 防 団で活 躍 してみ

☎

広報かねやま 2021.1

ませんか︒皆さんの入団を大歓迎します︒

忘れずに納付しましょう！

※宗教的、政治的宣伝意図を有するもの及び営利を目的とするものは除く

⑬

無料法律相談を開催します

助成対象活動

役場町民税務課 くらし安全係

および

２１１１︵内線２４６︶

助成対象期間

日︵金︶

切

１月

締

▼日時

集

52
−

※要予約

公益信託荘内銀行ふるさと創造基金 事務局
☎ 023−626−9006

52
−

10 22
時〜午後３時

2021年度分を募集！
「公益信託荘内銀行ふるさと創造基金」

午前

２月１日（月）まで

⑧ 足場は特に注意！（軒先は危険。足場は慎重に）

農村環境改善センター

⑦ 無理な作業はやめましょう！（休憩をとりながら）

▼場所

◆後期高齢者医療保険料 第７期
（口座振替日 1/25）

⑥ ２人以上で作業しましょう！（携帯電話を忘れずに）

募

第７期

金山町社会福祉協議会

◆介護保険料

⑤ 使いやすい除雪道具を使いましょう！

11

☎

分〜

④ はしごはしっかり固定しましょう！（足元も先端も）

日︵土︶

午後６時

③ 転落防止のため命綱を使いましょう！

52
−

２０９９

◆国民健康保険料 第７期
（口座振替日1/25・2/8）

☎

今月の納期

② ヘルメットを着用し安全な服装で作業しましょう！

13

30

安全な雪下ろし作業「８つのポイント」
①気温が高い時は屋根の雪のゆるみに注意！

２月

開演

ゆめりあ１階もがみ体験館

:

第 回ゆめりあ 新 春 寄 席

▼日時

▼会場

分

２月７日︵日︶︑３月７日︵日︶

午後１時〜午後４時

あこや会館

結婚を希望する方とその家族

開催日の２日前まで

45

﹁やまがた縁結び た い ﹂
結婚相談会

▼日時

▼場所

▼対象

▼申込

８７５５

−

やまがた出会いサポートセンター

−

６１５

26

☎０２３

２月１日︵月︶〜２月 日︵金︶

分〜午後５時

30

相続無料電話相談会のお知らせ

▼日時
午後１時

意しましょう。

司法書士による電話相談

また、除雪機での作業も十分に注

−

５７９３

ろし作業は安全に行いましょう。

３４３４

−

８つのポイントに注意して、雪下

５４３３

根の雪下ろし作業中の事故です。

−

０５０

−

６４２

雪による事故被害の原因でもっ
とも多いのは、自宅など建物の屋

▼方法

検索

山形県司法書士会

☎０２３

こちら防災やまがた

▼電話

1月8日㊎から2月7日㊐は
「雪害事故防止強化月間」

金山町選挙管理委員会
☎ 52−2111

○投票所入場券について
投票所入場券は、１月８日（金）から世帯毎に発送
します。投票所にお出かけの際には、投票所入場券
をお持ちください。（投票所入場券を忘れた場合は、
投票所の受付係に申し出いただければ投票すること
ができます。）

○新型コロナウイルス感染症の感染防止対策について
・投票所には消毒液を設置します。来場前後の手指消
毒やマスクの着用、咳エチケットにご協力ください。
・記載台や机等の備品を定期的に消毒します。
・定期的に投票所内の換気を行い、密を避けるため、
混雑状況により入場制限をする場合があります。
・投票用紙記入のため、使い捨て鉛筆を準備します。

広報かねやま 2021.1

⑫

問い合わせ

東京金山会のページに
アクセス！

東京金山会通信

№21

東京金山会 広報担当（藤山善夫）

「森の子ども図書コーナー」

№179

☎080−5525−0435

交流サロンぽすと内

fujiyama.d.siren@ae.auone-net.jp

ー・コテン﹂の三代目・和久は︑

﹁特 製 ミ ル ク セ ー キ﹂と お ば

メニューは︑おじいちゃんの

店﹁純 喫 茶 パ オ ー ン﹂︒看 板

だあ」と喜んでいる。それからも、おっちゃんの体はど
んどん、どんどん大きくなって…。
あやしくて心温まる、ラストが幸せで悲しいふしぎなお
話です。

﹃純喫茶パオーン﹄

日々迷いながらパン生地をこ

あちゃんの﹁魔法のナポリタ

ゃんがおっちゃんの上に登って「わーい、おっちゃん山

50

﹃縁結びカツサンド﹄

ねている︒そんな和久のもと

ン﹂！そ の 店 主 の 孫 で あ る

れなくなってしまい、這うようにして入った。アカネち

︵椰月美智子／角川春樹事務所︶

には︑ヒョウ柄のコートを着

﹁ぼ く﹂が 小 学 ５ 年・中 学 １

てもらった後、自宅に帰ったおっちゃんは玄関からは入

︵冬森灯／ポプラ社︶

込む占い師に就活に落ち続け

年・大学１年の頃にそれぞれ

っちゃんの着られる服はなくなってしまった。病院で診

年︵おおよそ︶の喫茶

る学生︑肉バカの肉屋の息子

出会う不思議な事件と︑人生

次の日、ズボンのベルトがきつい、きつい。数日後、お

創業

がやってくる︒人の悩みに寄

に噛まれてしまった。

昔ながらのパン屋﹁ベーカリ

り添うパンを焼こうと奮闘す

その日の帰りに、おっちゃんはうっかり「デロデロ虫」

月

新刊本
※（

１

）内作者名

＼今月は10冊！／
漢字は生きているクイズ１２０問（笹原宏之）／日

神社のどうぶつ図鑑（茂木貞純）／ Rのつく月には

本語オノマトペのえほん（髙野紀子）／サクサク身

気をつけよう（石持浅海）／伊達女（佐藤巖太郎）

につく大人の語彙力（福尚弘）／正しい言葉遣い（末

／肉体のジェンダーを笑うな（山崎ナオコーラ）／

岡実）／お寺のどうぶつ図鑑（今井浄圓）／

くそじじいとくそばばあの日本史（大塚ひかり）

はじめての

１月・２月に晴れて１歳の誕生日を

B ir thD ay ！

迎えられる子どもたちを紹介します！

ま

ひかり

晄

真穂

18

1 ．９

小向

1．

小野

２．
18

ゆうせい

ほ

ちゃん︵山崎︶

くん︵朴山︶

かねやま紅風会

荒
屋

屋

阿部

関

お姉ちゃんと仲良くして健やかに

いっぱい食べて、いっぱい寝て元

小向家の次男坊。そして食いしん

そだってね！

気に育ってね！早くお姉ちゃんと

坊。これからもみんなで楽しい事

いつも笑顔をありがとう。

一緒に遊べるといいね。

しようね☆

勝子

はた

喜美子

けみ子

ハイポース家族笑顔のいも煮会

荒

庄司

万歩計つけて張り切る秋の畑

とき

越

思ひ出は小春のために残し置き

刻 わ すれ 弾 む話 や冬 の 月

菅

キエ子

ご参なれやっと咲いたぞ花八つ手

青柳

徳太郎

どの家も素早く塞ぐ北の窓

七日町

さま

坂本

月の冴え雲が出したり隠したり

場

一歩

炬燵船すべる様なり最上峡

羽

阿部

初 雪 や達 磨 の残 る公 園 地

台

カーテンを背なに初冬の陽を浴びる

上

枩風

深 秋 へ絡 む 歴史 や庄 内 路

村松

里 山 も冬 の 足音 間近 に し

七日町

北窓を閉ざしコロナの去るを待ち

松 と れて 車 賑は し繁 華 街

くん︵楢台︶

悠聖

キエ子

三浦

第四四六回

ぶんげい

金山杉俳句会報

はは

星川

わら

洋子

あき子

晩秋の西日やさしき妣のくに

そな

納屋の奥どんどに備ふ今年藁

岸

白菜を山へ採り入れ目で数ふ

大堰の緋鯉の背なに紅葉散る

高橋

な

今見頃競ひ咲きする菊の庭

き

よし子

吹く風に落葉のリレー切りも無や

鵜沼

余生てふ暇は無けれど落葉掃く

一代

冠雪の車窓眩しく迫り来る

阿部

サタエ

辿り来し疲れを癒す瀧紅葉

阿部

霧晴れて街並息を吹き返す

じゅれい

樹 齢 百五 十 年 なる木 守 柿

わらべ等の素足そろえて炉辺話

広報かねやま 2021.1

おっちゃんは山が好きなので、休みの日は山登りに行く。

9：00 ▶ 16：00

お

七日町出身の菅知彦です。岸伊和男氏（十日町）が45年前に興した会社で、マリオンクレー
プ（※）の商号で首都圏を中心にクレープショップを全国展開する業務にあたっています。
なおふみ
また七日町の栗田直史氏が入社し店舗開発、フランチャイズ部門担当者として活躍していま
す。私は2003年より金山中学校の職場訪問（渋谷区）に協力させて頂いています。毎回、生
徒らから若さと向学心をもらい自身の成長に繋げています。昨年はコロナ禍で都内修学旅行
が中止になりましたが、早く収束して金中の皆さんとお会いできるのを楽しみにお待ちして
おります。 ※マリオンクレープ（http://www.marion.co.jp）

菅知彦さん（中央）
（2019年11月６日訪問時）

⑮

わ

のちょっとした真実︒心地の

ともひこ

【都会でがんばる金山町出身者】９人目は菅知彦さんです。

新日本出版）

好さにきっとあなたも通いた

塚本やすし/絵

くなる︒

東京金山会元会長・現在顧問の柿﨑治三郎さんは昨年10月６
日に逝去されました。奥様からいただいた喪中の葉書で亡くなら
れたことを知りました。コロナ禍の影響でお伺いすることはかな
いませんでしたが、あまりにも突然で未だに信じられない思いで
ございます。会員の皆様とともに心より哀悼の意を表します。
柿﨑治三郎さん（中央・着座）2019年11月９日東京金山会親睦会開催にて
柿﨑治三郎さんは下中田のご出身で金山高校卒業後上京され、
日本芸能社に就職し10年後には政府認可の「株式会社カキザキプロダクション」を設立し社長に就任されました。芸能プロダク
ションの社長として興行界に残る古い慣習の中で苦労されながら、興行企画、イベントなどの実績が評価され1994年（平成６）に
は全日本芸能事業者協会の会長に就任されました。芸能界一筋で成功し業界のトップとして活躍された柿﨑さんは、東京金山会で
も多大な貢献をされました。当時の金山会は近岡秀輔会長・大場辰男副会長を中心とする役員体制でしたが、柿﨑さんはお二人の
補佐役として副会長を務められ、年次総会成功のために有名芸能人の出演などを担当されました。特に1988年（昭和63）、ホテ
ルニューオータニで開催した創立30周年記念総会では、和田弘とマヒナスターズの出演が成功しその後の会の発展に大きく寄与
されました。柿﨑治三郎元会長のご功績をたたえ心よりご冥福をお祈り申し上げます。文責：阿部 保吉（東京金山会顧問）

る和久が︑やがて見つけた答

（椎名誠／作

じさぶろう

えとは︱︒

柿﨑治三郎さんの死を悼む

い

中央公民館内

『おっちゃん山』

じ さ ぶ ろ う

東京金山会元会長

「図書室だより」
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⑭

キ ラ リ

金 山 び と
№3

KANEYAMA Town Information

＝ 羽場 ＝
和平さん（83）
わ へい

◎手作りのオリジナル門松と西田さん

いろんなことをやってみる
みんなと交流して楽しく生きていく―

﹁病気にならないで︑みんなと一緒にグラウン

2,687 人（−５）

わ へい

性

ドゴルフを続けたい﹂︒そう笑って話してくれた

女

のは羽場地区の西田和平さん︒元気の秘訣は︑い

ろんな世代の人と会話し︑交流し︑身体を動かす

年から有屋小学校の門松づ

2,576 人（−９）

うございます︒

しておめでと

▼新年あけま

性

でいただけるような﹁広報

します！

■印刷／有限会社みどり印刷

どうぞよろしくお願いいた

実に頑張っていきますので

干支である丑のように︑誠

といわれています︒今年の

牛は粘り強さ誠実さを表す

ま す︒▼諸 説 あ り ま す が︑

かねやま﹂を目指していき

っていきたい﹂と笑顔で話してくれました︒

らありがたい︒これからも元気にいろんな事をや

りの人のおかげ︒みんながいないと楽しめないか

なったけれど︑自分が楽しく活動できるのは︑周

たちと交流し︑お話しをすることで元気に過ごし

に手に取ってもらい︑読ん

は︑さらにたくさんの方々

力をいただきました︒今年

のみなさんから取材のご協

念いたします︒昨年も多く

い年でありますようにご祈

今年もみなさんにとって良

編集
後記

1,749 世帯

ことだそう︒
西田さんは︑平成

年以上前のこと︒自然の材

くりの先生をしています︒西田さんが門松を作り
始めたのは︑今から

料を使って何か作れないかなと興味本位で始めた

ことがきっかけです︒それから︑作り方や飾り付

けなどを工夫し自分なりの門松を完成させまし

た︒今まで数えられないくらいの門松を作った西

田さんも﹁男結びは大人でも力が必要で難しいん

だ︒それでも︑有屋小の子ども達は楽しそうに作

ってくれる︒一緒に作ることが私も楽しいんだ﹂

と︑子どもたちとの門松づくりを振り返ります︒

他にも︑気に入ったフレーズをメモし︑置き物を

作ったり︑表札や看板を作ったりしています︒そ

の作品全てから西田さんの人の温かさが感じられ
ます︒

ものづくりの他に︑力を入れている趣味がグラ

金山町の人口は、5,263人（11月末現在）

ています︒﹁コロナの影響で集まることは難しく

ウンドゴルフや老人クラブ活動︒たくさんの友人

男

▼11月の異動
出生 2 人
死亡 8 人
転入 4 人
転出 12 人

世帯数

28

40

■編集・発行／山形県金山町役場 〒999−5402 最上郡金山町大字金山324−1 TEL.0233−52−2111 FAX.0233−52−2004
E-mail kouhou＠town.kaneyama.yamagata.jp URL https://www.town.kaneyama.yamagata.jp

西田

を掲げましょう
祝祭日には
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