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令和元年１２月１６日号②

▶日　時　
　令和２年１月 20 日（月）　午後１時～３時
　　　　　１月 23 日（木）　午後１時～５時
　１日目（20 日）：麹づくり
　２日目（23 日）：味噌づくり
　※１日目から２日目までの間、各自麹を育てて
　　いただきます。
▶場　所　開発センター 調理実習室
▶募集人数
　先着 15 名
　※どちらか１日のみの参加は受付していません。
▶参加費
　3,000 円（材料代）
　※ 1 人あたり麹は約３升（うち２升はみそ用）、み
　　そは約 11.5kg 出来る予定です。

▶持ち物
　１日目：エプロン、三角巾、電気毛布、使い捨て
　　　　   カイロ２個
　２日目：エプロン、三角巾、塩 1.2 キロ（ミネラル
　　　　  塩がおすすめ）、6 キロ以上の重し（塩ま
　　　　   たは重石など）
▶申込期限　令和 2 年 1 月 10 日（金）
▶その他
　味噌作り使用する米（3 升）、大豆（2 升）、蒸
　し布、コンテナを配布します。1 月 14 日（火）
　午前 10 時から正午の間に開発センター調理実
　習室へお越しください。
▶主　催　朝日町農業委員会

▶申込み・問合せ先
　農業委員会事務局　☎６７- ３３０７

農業委員会女性部による手作り味噌と麹づくり講習会を開催します

　北部公民館事業「そば打ち教室」を行います。初
めてそば打ちをしてみたい方、もう少しレベルアッ
プしたい方など、ぜひご参加ください。
▶期　日　
　令和２年１月 15 日（水）、18 日（土）　計２日間
　※どちらか１日の参加も可
▶時　間
　午前 10 時～午後１時（両日とも）
▶場　所
　秋葉山交遊館 視聴覚室・調理室
▶講　師
　西田 和之 氏
▶内　容
　十割そばの打ち方、つゆの作り方、試食

▶参加費
　2,000 円（１回の参加の場合 1,000 円）
▶持ち物
　菓子箱やタッパー等（そば持ち帰り用）、空のペッ
　トボトル 500ml（つゆ持ち帰り用）、エプロン等
▶募集人数
　先着８名（各日）
▶申込方法
　参加費を添えて、１月８日（水）まで下記へ申込
　みください。

▶申込み・問合せ先
　北部公民館　☎６８- ２１１１

北部公民館事業 そば打ち教室のお知らせ



【対象区間】

▶問合せ先　建設水道課 整備係　☎６７- ２１１５

冬期間通行止め（町道）のお知らせ

場　　所 区　　間 迂回路 期　　間
町道白倉線 旧立木小学校跡地（荒沢入口） ～白倉橋間 県道白滝宮宿線

積雪時～３月末頃まで町道今平大船木線 太平橋～大船木橋 間 国道 287 号線

町道長根線
宮宿浮島線交差点（春日沼付近）

～大谷馬神ダム 間
なし

○所定の期間勤務すれば返還金全額免除！
　将来、町の医療を支える力となり、町立病院で働
きたい方を応援します。
▶対象者（下記項目すべてに該当する方）
　①薬剤師及び看護師を養成する学校、もしくは　
　　養成所に在学中または入学が決定した方
　②卒業及び資格取得後、町立病院で薬剤師または
　　看護師として勤務を希望する方
▶募集人数
　若干名
▶貸与額
　70，000 円 / 月（無利子）
▶貸付期間
　学校または養成所に在学中の期間
▶申込方法　　　
　申込書に必要書類を添付し、町立病院へ提出して
　ください。（申込書は、町立病院に設置。または、
　町ホームページからダウンロード可）

▶申込受付期間
　令和 2 年４月 10 日（金）　
▶返還の免除
　卒業後、１年以内に免許を取得し、免許取得後直
　ちに町立病院へ薬剤師または看護師として就業し、
　貸付期間の 1.5 倍の期間勤務した時、修学資金の
　返還を全額免除します。
▶貸付の決定
　書類選考、面接審査等により貸付の可否を決定し、
　個別に通知します。
▶その他
　山形県看護職員修学資金貸与制度等との併用可

▶申込み・問合せ先
　町立病院　☎６７- ２１２５

令和２年度  朝日町薬剤師・看護師修学資金貸与制度のご案内

　当日は「スキーこどもの日」で小学生はリフト無料！
　さらに、「レディース DAY」で女性は１日券が 500
円！「メンズ DAY」で中学生以上の男性は 1 日券が
1,000 円引きとなります。
　当日リフト券をご購入（１回券を除く）の方、先
着 100 人にオリジナルグッズをプレゼント！
▶年末年始のイベント
　12 月22日（日）桃色ウサヒからのメリークリスマス
　1 月 1 日（水・祝）元旦餅つき

※積雪状況により変更となる場合があります。
※今シーズンの無料スキーバスの運行はございませ
　んので、ご了承ください。

▶問合せ先
　Asahi 自然観　☎８３- ７１１１

Asahi 自然観スノーパーク  12 月 21 日（土）オープン！

【第 22 回 朝日町小中学校児童生徒 ひめさゆり俳句大会】佐竹伸一 氏 選

　銅賞  「タチアオイ ろう下にならんで 立たされる」    宮宿小４年　阿部 日茉吏



広報　あさひまち　お知らせ板　　　　　　　　　　　　　令和元年 12 月 16 日号② 

　初めての方大歓迎。原料は大豆・麹・塩だけ！こ
の機会にプロの味噌づくりを学んでみませんか。皆
さんの参加をお待ちしています。
▶期　日　２月２日（日）または２月３日（月）
　　　　　※どちらか希望の日をお知らせください。
▶時　間　午後１時３０分～４時
▶会　場　西部公民館 ホール及び調理実習室
▶講　師　安彦 明 氏（安彦麹屋店主 / 大江町）
▶定　員　両日とも 10 名（先着順）
▶参加料
　4,000 円（大豆２升・麹４升・塩代込み）

※約 12 キロの味噌ができます。大豆を自分で準備
　する方、麹の量を変更したい方は申込み時にお知
　らせください。
▶申込締切　１月 10 日（金）※電話可
▶その他
　持ち物、準備については、申込み受付時にお知ら
　せします。

▶申込み・問合せ先
　西部公民館　☎６７- ２２０８

楽笑楽生こうざ「味噌づくり講座」参加者募集

▶日　時　令和 2 年１月 19 日（日）
　　　　　午前９時 開会／午前９時 30 分 競技開始
▶場　所
　宮宿小学校体育館
▶チーム編成
　町内の家庭婦人で（30 歳以上独身可）区単位で
　編成すること。ただし区単位で編成できない場合
　は、複数の区で編成してもよい。ふるさと支援（町
　内出身者）も可。

▶参加料
　１チーム 2,000 円（傷害保険料 他）
▶申込み方法
　令和２年1月7日（火）まで、参加料を添えて創遊館・
　西部公民館・秋葉山交遊館へ申し込んでください。

▶問合せ先
　町バレーボール協会事務局（担当：阿部）
　☎０９０- ４５５３- ０３３０

第 46 回 朝日町ママさんバレーボール大会 参加チーム募集

　「婚活イベントは疲れた」、「仲人さんは恥ずかし
い」・・・あなたらしい婚活をしてみませんか。
　まずは下記ホームページをご覧ください。

【安全】　山形県内公的機関が運営するお見合い相手
　　　　マッチングシステム（会員制）

【安心】　ご希望のお相手を web で自ら探すことがで
　　　　き、センター来所は完全予約制

【安価】　登録料１万円・登録期間３年間で年会費は
　　　　一切不要、友達割で 2,000 円引

ホームページ：http://www.dsc-yamagata.jp
「やまがた　出会い」で検索　

○「結婚なんでも相談」を開催します
　結婚を希望する独身男女の出会いの機会を拡大す
るためにボランティアで仲人活動を行っている「やま
がた縁結びたい」による「結婚なんでも相談」を下記
のとおり開催します。相談は無料です。
▶開催日時　12月22日（日）、令和2年1月11日（土）、
　　　　　   18 日（土）、26 日（日）
　　　　  　 各日ともに午後 1 時～ 5 時
▶場　所　やまがた出会いサポートセンター山形センター
　　　　　（山形市本町 2-4-18 ニーズビル 2 階）
▶対象者　結婚を希望する方
　　　　　（当センターの登録会員でない方も可）
▶申込み方法
　やまがた出会いサポートセンター山形センター
　☎０２３-６８７-１９７２

やまがた出会いサポートセンターからのお知らせ



　果樹剪定等の生産適期作業および、地元産野菜
の供給が降雪のため不能になることを未然に防ぐこ
とを目的に、農用地や樹園地への往来を確保するた
め農道の除雪を行います。
　町の除雪オペレーターが作業しますので、除雪が
スムーズに行えるよう、申請後は早めに目印の設置

（開始・終了地点にポールを置くなど）をお願いし
ます。なお、農道除雪は平日限定になります。
▶費用負担
　作業車１台　5,000 円 /1 時間
　※このほか、移動時間分の費用として一律 2,500
　　円（往復）がかかります。

【注意点】　
・作業依頼日の 10 日前まで、下記へ除雪依頼の申
　請をしてください。

・事前に支障となる枝等の処理をお願いします。
・除雪作業当日は、案内人を付けてください。
・十分注意して作業を行いますが、万が一構造物等
　が破損した場合は、申請者で解決を図っていただ
　くようお願いします。

▶申込み・問合せ先
　農林振興課　☎６７- ２１１４

農道除雪の申請依頼について

　町では、労働力の省力化のために電動アシスト剪
定鋏普及事業を創設し事業を実施します。
▶事業実施主体
　３戸以上の果樹農家が組織する団体
▶補助対象者
　下記のいずれかに該当すること。
　① 65 歳以上で農業を継続したい果樹農家
　②果樹を作付けしている新規就農者
　③果樹栽培面積が１ha を超える農家
　④果樹を作付けしている認定農業者
▶内　容
　電動アシスト剪定鋏購入にかかる経費
　※税別 100,000 円以上の製品
　※１回限りの事業とし、一経営体につき１台に限る

▶補助金の額
　補助対象経費の 1/3 以内（50,000 円限度）
▶事業の申込み先及び期限
　事業の申込みについては、町内の電動アシスト剪
　定鋏取扱い店へ令和 2 年 1 月 24 日（金）まで申
　込みください。

▶問合せ先
　農林振興課　☎６７- ２１１４

電動アシスト剪定鋏普及事業を実施します

　樹園地における樹体の枝折れを防止するため、ス
ノーモービル圧雪による作業道確保にかかる費用に対
する補助金を交付します。
▶実施期間　降雪～令和 2 年 2 月15 日
▶補助金額
　経費に対し 3/4 に相当する額（県 1/2、町 1/4）
　※但し、単価を 3,000 円 /1ｈ（人件費、燃料費等）

▶作業時間
　上限 20 時間
　※申請される方は、事業実施予定日 5 日前までにご
　　連絡ください。

▶問合せ先
　農林振興課　☎６７-２１１４

果樹生産農家のみなさんへ

【第 22 回 朝日町小中学校児童生徒 ひめさゆり俳句大会】　佐竹伸一 氏 選
　銅賞  「ひろいそら ひろびろひびく せみのこえ」    宮宿小１年　さとう ゆうり
　銅賞  「おどってる 大きな口の まつりじし」　   　 宮宿小３年　小松 悠月


