矢島小学校改築に向けた住民説明会を開催しました
１０月１６日（水）、日新館において「矢島小学校改築に向けた住民説明会」を開
催しました。当日は、小・中学校連携教育推進に向けて、矢島中学校敷地内への小学
校移転改築を進めていきたいことを説明いたしました。
参加者からは次のようなご意見やご質問がありました。
【代表的なご意見・ご質問を抜粋】
・改築までの間、現校舎にエアコンを設置しないのか。
・小学校の整備・跡地の活用という単発の事業で終わら
せるのではなく、矢島地域全体のまちづくりとして考
えて欲しい。
・ひまわり畑は残すのか。子どもたちからは残してほしいという声がある。
・荒沢川、子吉川が氾濫したときも大丈夫だと聞いて安心しているが、１００年
に１度の災害でも大丈夫なのか心配。
今後は、小・中学校ＰＴＡへの説明を実施しながら、令和２年度の基本設計を目指
して調整して参ります。
【問い合わせ先】

由利本荘市教育委員会

教育総務課
矢島教育学習課

☎３２－１３０６
☎５６－２２０３

現在、一刻も早い復旧・復興に向け、全力で取り組んでおり
ます。皆様の温かいご支援をお願いいたします。
▶ふるさと納税で寄付ができます◀
（返礼品はありません）

堤防が決壊した千曲川

☎ ５５－４９５１

防災行政無線子局（屋外放送設備）の放送停止について
下記の期間中、子局増設工事に伴い、正午と午後５時のメロディー、有事の
サイレン等が一部の子局において放送停止となります。
なお、工事の進捗状況により、期間が変更となる場合があります。
◆期
間：令和元年１２月２日（月） 午前8時30分～１２月５日（木）午後5時（予定）
◆対象子局：川辺・立石・新荘・元町・荒沢 計５局
【問い合わせ先】

市民サービス課 ☎ ５５－４９５１
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日（
金）

市民サービス課

11

日（
水）
～

【問い合わせ先】

12

月

※矢島総合支所 市民サービス課に、
募金箱も設置しております。

運動期間：

パソコン・スマートフォンから、
「ふるさとチョイス 佐久市」で検索、
「令和元年台風１９号」を選択し、手
続きを進めてください。
なお、この納税は、「寄付金控除」
として扱われます。

「
急がずに マナーとゆとりで 交通安全」

ラインの断絶等、甚大な被害が発生しました。

◆冬道の安全運転の励行

友好都市 長野県佐久市では、家屋の倒壊、床上浸水、ライフ

「時間・車間距離・心」にゆとりのある運転を心がけましょう。
※
◆飲酒運転の根絶
地域・職場・家庭等で声をかけあい飲酒運転を
※
しない・させないようにしましょう。

令和元年１０月１２日、本州に上陸した台風１９号により、

年末の交通安全運動が
始まります

◆全ての座席のシートベルト着用と
チャイルドシートの正しい使用の徹底

『友好都市 長野県佐久市』へのご支援のお願い

令和元年１２月１日発行
発行：矢島総合支所
市民サービス課

活躍の記録
◆第

回本荘由利卓球選手権大会（

／５）

佐藤 大心

・場所 矢島保育園 遊戯室

◆第 回全県中学生学年別剣道大会（ ／９）
《優 勝》
・学校対抗の部 １年生男子 矢島中学校
・１年生男子の部
土田 剛士
《準優勝》
・１年生男子の部
小番 暖太

に申し込みを行ってください。

《第３位》
・小学校４年男子の部

回田沢湖スポーツセンターカップ
小学生女子バレーボール大会（ ／

）

◆由利本荘市スポーツ少年団
卓球鳥海支部交流大会（ ／５）
《優 勝》
・男女混合シングルス４年生
佐藤 大心
《準優勝》
・男女混合団体戦 矢島卓球スポーツ少年団Ａ
・男女混合シングルス５年生
佐藤 理乃
・男女混合シングルス４年生
佐藤 若菜
《第３位》
・男女混合シングルス５年生
高橋 璃空
・男女混合シングルス３年生以下
佐藤
晴（３年）
植村結之佑（２年）
◆第

）

ＶＣフェニックス
（矢島小学校と鳥海小学校の
合同チーム）
回秋田県剣道道場対抗錬成大会（ ／

《第３位》
・二部

◆第

《準優勝》
・中学校１年生の部（団体） 有武館矢島道場

【問い合わせ先】
市民サービス課 ☎ ５５－４９５９

※参加を希望される方は、矢島保育園まで
お知らせください。（☎ ２７－５６５６）

◆第 回読書感想文コンクール
本荘由利支部審査会
《推 薦》
・佐藤 勝永（２年）・小番 優飛（５年）
・佐藤 織親（６年）
《特 選》
・茂木 杏南（２年）・佐藤
晴（３年）
・茂木 陽公（４年）・佐々木莉緒（６年）
《入 選》
・三浦 妃咲（１年）・佐藤 花音（１年）
・佐藤 柑菜（３年）・佐藤 陽菜（５年）
・金子 円華（６年）
◆第 回本荘由利未来の科学ゆめ絵画展
《ＡＫＴ秋田テレビ賞》
・富樫 大夢（１年）
《由利本荘市商工会長賞》
・松山 凜奈（６年）
《優良賞》
・豊島
陸（１年）・植村結之佑（２年）
・大井健太郎（２年）
《奨励賞》
・柴田 二奈（２年）・豊島
舜（２年）
・佐藤 柑奈（３年）・小番 結衣（４年）
・植田 瑛太（５年）

◆第 回秋田県中学校秋季柔道大会
《準優勝》
（ ／３～４）
・男子団体
矢島中学校
・男子個人 ㎏超級
三浦 悠哉（２年）

・参加人数 先着５名

◆新規利用 令和 ２年 １月２０日（月）

・参加費 200円

利用を希望される保護者は、期日まで

11

◆継続利用 令和元年１２月１９日（木）

・持物 白い靴下

《 申し込み期限 》

・講師 裏千家 植田宗幸先生

20

27

詳しくは、下記までお問い合わせくだ

★お稽古日:１２月１９日（木）午前９時～

10

10

11

保育所利用申し込みを受付いたします。

矢島保育園では毎月「年長児 ぞう組」
の子ども達がお茶のお稽古を行っていま
す。どなたでも参加できますので、お気軽
にお申し込みください。

10
10

◆第 回本荘由利武道錬成大会（柔道（ ／２）
◆秋田県小学生人権標語コンテスト
《優 勝》
《優秀賞（秋田県ＰＴＡ連合会賞）》
・男子団体
矢島中学校
・藤原 駿平（５年）
・男子個人
三浦 悠哉（２年）
「助け合い 笑顔いっぱい ぼくの町」
《準優勝》
・男子個人
三浦 柊哉（２年）
《第３位》
・女子個人
三浦 紅華（１年）
相談だ」

文（３年）

回由利本荘市中学校少年非行防止・
防火弁論大会
木村

11

◆青少年健全育成標語コンクール
《優秀賞》
・小番 優飛（５年）
「おれおれと 電話がきたら

◆第

《最優秀賞》
・少年非行防止の部

90

さい。

午前８時５０分までお越しください 》

《

57

54

24

令 和 ２ 年 度
保育所利用申し込みについて

矢島保育園の子ども達と
お茶のお稽古を楽しみませんか？

41

11
34

65

48

36

★

ディンプルアート講座 ★

開催のお知らせ

ディンプルアートとは、「ディンプルアートカラー」という特殊な絵の具で描く新感覚のアートです。
ガラスに塗り絵のように塗るだけで、ステンドグラス調の絵が仕上がります。
今回はクリスマスをテーマに作品を作ります。お気軽にお申し込みください。
◆日

時 ： １２月１９日（木） 午前１０時～１２時３０分

◆場

所 ： 善隣館「視聴覚室」（由利地域）

▶ディンプルアートカラーの特徴◀

◆参 加 費 ： １，０００円（材料代）
◆講

師 ： ディンプルアート秋田

一戸 通男 氏

◆定

員 ： ２０名（由利地域でも募集します）

乾くと独特の艶や光沢とゴルフ
ボールの表面のような凹凸模様
や湖面の小波のような模様が現
れます。

【申込み・問い合わせ先】

◆申込期限 ： １２月１０日（火）

30

雪対策支援の一環として、個人住宅の雪下ろし等

28

の作業を実施している事業者を紹介します。

12

なお、市が仲介するものではありませんので、事前

分 から午 後 ３時 ま で

30

1

年末年始のごみ収集等休業日について

31

月１日（水）から１月３日（金）まで、ごみ収集
は休業になりますので、ごみステーションにごみを出
さないようお願いします。
なお、本荘清掃センター及び矢島鳥海サテライトセ
ンターは、 月 日（土）～ 日（月）、年明けは、
１月１日（水）～３日（金）まで休業になり、直接搬
入もできませんのでご注意ください。

※ 月 日 （火 ）は、午 前 ８時
の営業となります。

降雪期間のごみステーションの利用について

降 雪 期 間 の ご み ステ ーシ ョ ン 利 用 に つい て 、特 段 の
ご配慮をお願いします。

①ごみステーション周辺の除雪をお願いします。
➁ごみ袋やコンテナは、可能な限り、ごみステー
ションの中にお出しください。
ごみステーションに入りきらず、やむなく外に
置く場合は、風雪により飛散しないようご注意
ください。
【問い合わせ先】
市民サービス課 ☎ ５５ー４９５９

12

☎ ５５－４９５９

に作業内容及び料金等を十分に確認のうえ、依頼して

③検診希望調査票を返信用封筒（切手不要）に入れ、
ポストに投函するか、市民サービス課に提出してください。

ください。 排
(雪時の車の使用の有無、屋根の構造・

②検診希望調査票に住所・氏名・生年月日を記入し、
希望の人間ドックまたは検診に○印をつけてください。

面積等で料金が異なります。 )
また、作業依頼が集中した時などは、対応出来な

①来年１月15日発行の「広報ゆりほんじょう」に
「検診希望調査票と返信用封筒」が折り込まれます。

いこともありますのでご了承ください。

来年度（令和２年度）、市の人間ドック・検診の申込みを
希望される方は、次の方法にて申込みください。

保健師

☎５６－２２０３

個人住宅の雪下ろし等の
作業実施業者の紹介

令和２年度 市の人間ドック・集団検診の
希望調査に関するお知らせ

【問い合わせ先】市民サービス課

矢島教育学習課

◆◆ 募 集 ◆◆
個人住宅の雪下ろし等を実施して
いる事業者（または個人）の方で
地域の皆様へ情報提供を希望され
る場合は、下記へご連絡ください。
【問い合わせ先】
市民サービス課 ☎ ５５－４９５９

●●

複十字シール募金のお礼

●●

９月に、矢島地域の各町内会長の皆様を通じてお願いしてお
りました複十字シール募金につきまして、合計６９，６５０円
の募金をいただき、「全国結核予防婦人団体連絡協議会」へ全
額寄付いたしました。このお金は、結核を中心とした肺の病気
をなくすために役立てられます。
あたたかいご支援を賜り、誠にありがとうございました。
【問い合わせ先】
結核予防婦人会矢島支部事務局（市民サービス課内） ５５－４９５９

1

2

日

月

・心配ごと相談（福）9:00～12:00
・矢島地域除雪作業安全祈願祭

・２歳児歯科健診（本）
月 ・古文書解読初歩講座（日）13:30～
・矢島高校冬休み（～1/13）
・行政相談（福）10:00～12:00
・ピノキオひろば「クリスマス会に参加しよう０
（矢島保育園） 9:30～11:00
火 ０

12

木

23

13

・鳥海高原矢島スキー場開き
・健康相談（寿）9:30～11:00
金 ・ピノキオひろば「クリスマスの飾りを作ろう」
０
0（矢島子供館）9:30～11:00
・ふるさと歴史講座（日）13:30～

24

14

土

25

水 ・ミニチャレンジデー（体）10:00～11:00

15

日

26

木 ・矢島小・中学校冬季休業（～1/13）

27

金 ・矢島保育園開放日9:30～11:00

申込期限：12/20(金) 保育園まで

3

火

4

水

5

木 ・３歳児健診（本）

16

月

6

金

17

火 ・４ヶ月児健診（本）

28

・総合支所閉庁～１／５（日）
土 00※戸籍等の届出は、日直が対応します。
・清掃センター休業（～30日）

7

・矢島小学校開校記念日
土 ・矢島保育園おゆうぎ会（矢島保育園）
００００００００００００００００9:00～11:30

18

水 ・ミニチャレンジデー（体）10:00～11:00

29

日

8

日

19

木 ・１歳６ヶ月児健診（本）

30

月

9

月

20

金

31

火 大晦日

10

火 ・１０ヶ月児健診（本）

21

土

11

・ミニチャレンジデー（体）10:00～11:00
水
・年末の交通安全運動（～20日）

22

日

公共施設
休館日

・人権相談（福）10:00～15:00
・ミニチャレンジデー（体）10:00～11:00

・心配ごと相談（寿）9:00～12:00
・温故会（日）13:30～

・ピノキオひろば「お友だちと遊ぼう」
（矢島保育園）9:30～11:00

・ごみ収集・清掃センター年始休業日
００１／１（水）～３（金）

◆体育センター・・・夜間：１日・８日・１５日 終日：２２日・２９日～３１日
◆日新館・・・１５日・２９日～３１日
◆資料館・・・２日・９日・１６日・２３日・２８日～３１日 ◆寿康苑・・・１日・９日・１５日・２９日～３１日

「矢島総合支所だより」は、由利本荘市のホームページからもご覧になれます。

