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遊佐ROCK2009
　遊佐町を若者が集まる活気溢れる町にするためにと少年議会の発案で始まっ
た遊佐ロックも７回目を迎えました。今年は、２月に歌手デビューを果たし
た、本町西谷地出身のNamiさんほか実力派アーティストの出演が決定！
　今年も熱く、遊佐をロックします。この機会を見逃すな！

11月29日㈰ OPEN /13時
START /13時30分日時

場所

出演
バンド

生涯学習センター２Ｆ大会議室（旧 中央公民館）

Nami、ぴくるす、遊佐高ソーラン部　…　and more

Nami：今年２月にシングル「大切な人へ…」で歌手
デビュー。力強い歌声で魅了する実力派シンガー。
Nami：今年２月にシングル「大切な人へ…」で歌手
デビュー。力強い歌声で魅了する実力派シンガー。

入場無料
●—／総務企画課企画係　172－5880

●日時／11月28日㈯ 13時30分～＊開場13時
●場所／遊佐町生涯学習センターホール
●内容／○映画上映：「まゆ－ココロの星－」2007公開　邦画
　　　　　出演：平山あや、浅田美代子、三浦友和、塩谷　瞬 ほか
　　　　　（映画上映前に、シネマパーソナリティ荒井幸博氏によるシネマトークと
　　　　　　ＮＰＯ法人サポート唯による男女共同参画に関する寸劇もあります。）

●入場料／無料　※託児サービスあります（事前にお申込みください）
●—／遊佐町教育委員会　172－5892

平成21年度 チェリア・シネマの集い
－ 男女共同参画社会づくりに向けて －

先着50名様に、少年議会こだわりの
米粉クッキー“米ッキー”プレゼント。

遊佐町合併55周年記念 第38回遊佐町芸術祭参加

～ 詩吟に踊りに民謡 ～

第20回あぽん親陸の集い第20回あぽん親陸の集い第20回あぽん親陸の集い
と　き ● 11月22日㈰ 午後1時30分開演
主　催 ● 遊佐詩吟愛好会・ほほえみ会
ところ ● あぽん西浜大広間

「毎月第2日曜」と「26日（ふろの日）」

～ 民謡と踊りの集い ～

三味線 小田島会三味線 小田島会三味線 小田島会
と　き ● 11月29日㈰ 午後1時～
ところ ● あぽん西浜大広間
賛助出演 ● 仁賀保みちのく民謡会

★入浴と大広間ご利用
　料金でどなたでもご
　入場できます。

日帰り温泉施設
あぽん西浜

【営業時間】6:00～22:00（受付終了21:30）

10234-77-3333

あぽんカード★ダブルスタンプあぽんカード★ダブルスタンプ

鳥海温泉  遊楽里  10234-77-3711

クリスマスディナーバイキングクリスマスディナーバイキングクリスマスディナーバイキング

大 人
子 供
幼 児

2,000円
1,000円
500円

前売チケット発売中
※当日券の発売はありませんのでチケットはお早くお買い求め下さいませ。

（　）6～
12才

（　）2～
 5才

ドリンク
バー付

ドリンク
バー付

場所

遊楽里1階文化ホール
時間

18:00スタート20:00迄
（ラストオーダー19:30）

ショータイムや
お楽しみ抽選会もあります!

ショータイムや
お楽しみ抽選会もあります!

12月24日㈭・25日㈮ 2日間限定12月24日㈭・25日㈮ 2日間限定



初心者バトミントン大会

ゆざ演劇研究会定期公演
「歌わせたい男たち」

世界エイズデーHIV特別終日検査
（匿名・無料）

県民手帳・農業日誌・新農家暦
平成22年版　予約受付中

赤十字ボランティア
基礎研修会の開催

ハンガリー・ソルノク写真展

桜の木材お譲りします

第11回マーチングバンド
演奏交流会 in ゆざ

お　 し　 ら　 せ　 号
⑵

役場に対する相談等は　行政ホットライン専用電話　1（0234）72－5922

●日時／12月４日㈮、12月５日㈯

　　　　午後６時30分開演（午後６時開場）

●チケット／前売1,000円　当日1,200円

●—・場所／遊佐町生涯学習センター　172－2236

●日時／12月６日㈰午前９時開会

●場所／町民体育館

●種目／①少年男子シングルス（小・中学生の部）

　　　　②少年女子シングルス（小・中学生の部）

　　　　③一般男子シングルス④一般女子シングルス

●参加資格／遊佐町に居住又は勤務する方

●参加料／一般500円　＊小・中学生は無料

●申込方法／12月２日㈬まで申込用紙に記入の上、町

民体育館に提出してください。

●—／町民体育館　172－5454

　12月１日は世界エイズデー。エイズは、早期発見で

発病を遅らせることができます。少しでも心配な方は

まず、検査を受けてみませんか。

●日時／12月１日㈫ 午前９時30分～午後８時

●場所／庄内保健所　保健企画課健康相談室

（庄内総合支庁東庁舎２階）

●その他／事前予約が必要です。検査後、約1時間で

結果をお知らせします。

●—・申込み／庄内保健所保健企画課感染症対策担当

10235－66－4920

　桜の剪定研修会で発生した桜の木材をお譲りします。

（11月中にお願いします。）

　お申し込みは生活環境係172－5881まで

　電話でお申込みください。商品の受渡し時期につい

ては、申込者に直接ご連絡いたしますので、代金をご

用意の上、役場でお受け取りください。

●価格／県民手帳 600円　農業日誌 1,400円

　　　　新農家暦 490円　※いずれも消費税込み

●申込締切／12月４日㈮   

●—・申込み／総務企画課文書情報係  172－5880

●期日／12月１日㈫午前10時～午後３時

●対象者／赤十字ボランティアに興味・関心のある団

体、個人の方

●場所／遊佐町生涯学習センター

●内容／講話と炊き出し実習・救急法体験等

●募集締切／11月19日㈭

●—・申込み／健康福祉課福祉介護保健係172－5884

●日時／11月14日㈯～22日㈰

●場所／遊楽里イマジネーション・ギャラリー及び廊下

●内容／ハンガリー紹介の展示…田崎龍一氏・カルド

シュ・タマーシュ氏の撮影したハンガリーの風景、人

物・友好をテーマとした写真の展示　＊入場無料

●—／総務企画課企画係　172－5880

●日時／12月5日㈰午後1時～3時（開場午後12時30分）

●場所／遊佐町民体育館アリーナ

●出演予定団体／蕨岡小学校マーチングバンドChokai

Dreams、遊佐中学校吹奏楽部、北平田小学校、鳥海

太鼓、鳥海Hope Wings他出演予定

●入場料／中学生以上500円12月5日のみ当日券窓口で

販売します。前売り券は、鳥海Hope Wingsメンバー

からお求めください。

●—／鳥海Hope Wings 事務局（村井）

　障害者手帳をお持ちでなくても、次の方は税申告の際に（特
別）障害者控除が受けられます。
①要介護認定において障害高齢者ランクが高いと判断された方
②要介護認定において認知症ランクが高いと判断された方
③半年以上「寝たきり」の状態にある方
控除を受けるには、事前に認定申請が必要です。
認定の際に医師又は民生委員の証明が必要になります。
認定後「障害者控除対象者認定書」が交付されます。
詳しくは、健康福祉課福祉介護保険係172－5884まで。

　ハウスや雨よけテント、マルチなどに使用し
たビニールフィルムなどの使用済み資材は排出
する農業者が自ら責任を持って処理することが
法律で義務付けられています。野焼きや、不法
投棄は、処罰の対象となります。
　ＪＡ庄内みどりで実施する集団回収を利用し
たり、産業廃棄物処理業者に搬入するなどして、
環境にやさしい農業を推進しましょう。
●—／遊佐町農業用使用済プラスチック適正処
理推進協議会（産業振興課内 172－5882）

“ 寝たきり ”の方も、税の障害者控除の対象になります“ 寝たきり ”の方も、税の障害者控除の対象になります

農業用使用済プラスチックの
適正処理強化月間です11月は



ヨーロッパと山形の文化交流の祭典！
「日本・ドナウ交流年2009ＩＮ山形」

福祉のしごとミニフェア3

～ 就職面接会2009 ～

日本海きらきら羽越観光圏
宿泊優待キャンペーン

平成21年度山形県国民健康保険
団体連合会職員募集

全国一斉
「労働時間相談ダイヤル」（無料）

「1人でも雇ったら、　　　　
　　　　入ろう 労働保険」

お　 し　 ら　 せ　 号
⑶

役場に対する相談等は　行政ホットライン専用メールアドレス　hotline@town.yuza.yamagata.jp

○交流セレモニー

●日時／11月22日㈰午後１時～

●場所／遊学館　＊入場無料

○フレンドシップコンサート

●日時／11月23日㈪午後１時～

●場所／山形県県民会館

●入場料／前売一般2,000円（団体割引1,500円）、学生

（24歳以下）1,000円、高校生以下無料　＊一般・学生

当日券は500円増し　

●—／山形県文化振興課　1023－630－2306

　ＥＴＣを利用した当観光圏の来場者を対象に、寒河

江ＳＡ、秋田県西仙北ＳＡ、新潟県阿賀野川ＳＡ、黒

崎ＰＡにあるスタンプを押印したチラシ提示で、「宿

泊割引」や「観光・飲食」での優待を実施中。日本海

きらきら羽越観光圏内の旅行を満喫してみませんか。

●優待内容／①協賛宿泊施設にて大人一人あたり500

円キャッシュバック②協賛観光・宿泊施設にて、盛り

だくさんのご優待

●実施期間／12月25日㈮まで

●—／日本海きらきら羽越観光圏推進協議会（庄内観

光コンベンション協会）10235－68－2511

●日時／12月１日㈫　午後１時～午後４時30分

●場所／いろり火の里「なの花ホール」（三川町）

●内容／①笑う介護士、袖山卓也氏の講演②事業所と

就労希望者との個別面接（面談）等

●参加対象／福祉職場への就労希望者

●入場／無料　＊事前申込み不要

●—／山形県福祉人材センター　1023－633－7739

●採用予定者／２名（事務職）

●受験資格／昭和60年４月２日生～平成４年４月１日

生までの者（高卒以上）

●試験日／１次　筆記・作文　12月12日㈯

　　　　　２次　面接　平成22年１月中旬（予定）

●試験会場／寒河江市内を予定

●受付期間／11月24日㈫まで

●—／山形県国民健康保険団体連合会　総務企画課

10237－87－8000

　11月は「労働時間適正化キャンペーン」期間。過重

労働の防止、賃金不払残業の解消に努めましょう。

●日時／11月21日㈯９時～17時

●電話／フリーダイヤル　0120－794－713

●—／山形労働局　1023－624－8226

　11月は労働保険適用促進月間です。労働保険は、労

災保険と雇用保険を総称した政府管掌の強制保険です。

労働者を1人でも雇用している事業主の方は加入義務

があります。アルバイトなど１人でも雇用している会

社は、すぐ、労働保険に加入しましょう。

●—／山形労働局労働保険徴収室　1023－624－8225

A雇用の広場
順仁堂遊佐病院（ブランクがあっても大丈夫。しっかりサポートいたします。）

職 種・
募集人員

①看護師　５名　②准看護師　若干名
③助産師　１名　④理学療法士　１名

資 格 助産師・看護師・准看護師・理学療法士
給与・待遇 委細面談
選考方法 面接（電話連絡の上、履歴書を提出してください）

そ の 他

①ブランクのある看護職の皆さん、当院で働いてみませんか？
最近の看護知識や看護技術に不安があって再就
職をためらっている方を対象に支援セミナーを
実施しています。どうぞお申込ください。

②奨学金制度のご案内 看護師、助産師及びコ・メディカ
ルを目指す方の夢を実現します。（貸与額 月額6万円）

問 合 せ 順仁堂遊佐病院 事務　池田 充まで172－2522

自衛官募集案内

募 集 種 目
【高等工科学校生徒】
※自衛隊生徒について、平成21年度採用から陸上自衛隊高等
工科学校生徒と名称を変更し、 募集することとなりました。

募 集 人 員 約250名（参考 平成20年度）
資 格 中卒（見込含）17歳未満の男子
受 付 期 間 21年11月１日㈰～22年１月８日㈮

試 験 期 間
１次試験：22年１月23日㈯
２次試験：22年２月６日㈯
～22年２月９日㈫までの間の指定する１日

合 格 発 表
１次試験：22年２月２日㈫
最　　終：22年２月26日㈮

入 校 22年４月上旬
待遇・その他 ３年生修了時に[自衛官]（陸士長）に任用

自衛隊山形地方協力本部酒田地域事務所
山形県酒田市上安町1丁目6－18　10234－27－3532
インターネットアドレス　http:www.mod.go.jp/pco/yamagata/

①パートタイム労働者を雇い入れる際には、労働基準法で
定められている明示事項に加えて、昇給・退職手当・賞
与の有無を文書等で明示することが義務化されました。

②パートタイム労働者の賃金など待遇を決定する際には、
正社員（通常の労働者）の働き方と比較して均等を考慮
しなければなりません。

③パートタイム労働者から正社員への転換を推進するため
の措置を講じることが義務付けられました。

●—／山形労働局雇用均等室　1023－624－8228

｢パートタイム労働法が変わりました！｣
（平成20年4月1日施行）　



遊佐町公式ホームページ　http://www.town.yuza.yamagata.jp/
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お　 し　 ら　 せ　 号
⑷

＊契約金額には、消費税が含まれています。

◎総務企画課
●平成21年度小型動力ポンプ整備事業
期　間　Ｈ21/10/9～Ｈ22/1/20　契約金額　3,780,000円　契約者　有限会社本間商会
［その他の入札参加者]　株式会社セフティ両羽、株式会社大滝商会
●平成21年度開畑地区防災資機材等備蓄庫整備工事
期　間　Ｈ21/10/9～Ｈ21/12/22　契約金額　2,026,500円　契約者　有限会社和夫建築
［その他の入札参加者]　土門建築、南山　佐藤建築、有限会社土門工務店
●平成21年度下小松地区防災資機材等備蓄庫整備工事
期　間　Ｈ21/10/9～Ｈ21/12/22　契約金額　2,047,500円　契約者　土門建築
［その他の入札参加者]　有限会社和夫建築、南山　佐藤建築、有限会社土門工務店

◎地域生活課
●平成21年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事（第5工区）
期　間　Ｈ21/10/23～Ｈ22/3/15　契約金額　18,900,000円　契約者　伊藤建設株式会社
［その他の入札参加者]　庄司建設工業株式会社、株式会社高橋工業所、土門建設株式会社、協
栄建設株式会社、株式会社佐藤組、株式会社斎藤工業
●平成21年度遊佐特定環境保全公共下水道マンホールポンプ設置工事（その2）
期　間　Ｈ21/10/30～Ｈ22/3/15　契約金額　9,870,000円　契約者　株式会社メカニック
［その他の入札参加者]　東北電機鉄工株式会社、敦井産業株式会社酒田営業所、株式会社テイ
デイイー、三和メイテック株式会社酒田営業所、阿部エンジニアリング株式会社
●町道下当東山線道路改良工事
期　間　Ｈ21/10/16～Ｈ21/12/15　契約金額　4,987,500円
契約者　ヤマ五建設株式会社
［その他の入札参加者]　有限会社菅原建設、有限会社石山工業、有限会社石川工業、金子建業
株式会社、赤塚建設工業株式会社
●町道西浜東西3号線　道路改良工事
期　間　Ｈ21/10/13～Ｈ21/12/15　契約金額　5,985,000円　契約者　金子建業株式会社
［その他の入札参加者]　有限会社菅原建設、有限会社石山工業、有限会社石川工業、ヤマ五建
設株式会社、赤塚建設工業株式会社
●町道浮橋鶴田線　道路改良工事実施設計業務委託
期　間　Ｈ21/10/14～Ｈ21/12/15　契約金額　3,990,000円
契約者　株式会社出羽測量設計
［その他の入札参加者]　株式会社石川測量事務所、株式会社鈴木久測量設計事務所、株式会社
庄内測量設計舎、有限会社安野測量事務所、株式会社大和エンジニア
●町道大楯北線　歩道設置工事実施設計業務委託
期　間　Ｈ21/10/14～Ｈ21/12/15　契約金額　3,696,000円
契約者　株式会社石川測量事務所
［その他の入札参加者]　株式会社鈴木久測量設計事務所、株式会社庄内測量設計舎、株式会社
出羽測量設計、有限会社安野測量事務所、株式会社大和エンジニア
●町道遊佐稲川丸子線　防雪柵設置工事実施設計業務委託
期　間　Ｈ21/10/14～Ｈ21/12/15　契約金額　2,257,500円
契約者　株式会社庄内測量設計舎
［その他の入札参加者]　株式会社石川測量事務所、株式会社鈴木久測量設計事務所、株式会社
出羽測量設計、有限会社安野測量事務所、株式会社大和エンジニア
●町道蚕桑杉沢綱取線　金杉橋架替工事地質調査業務委託
期　間　Ｈ21/10/14～Ｈ21/12/15　契約金額　3,885,000円
契約者　新日本設計株式会社庄内営業所
［その他の入札参加者]　パシフィックコンサルタンツ株式会社山形事務所、株式会社復建技術
コンサルタント山形支店、株式会社東洋設計事務所山形出張所、株式会社日さく山形営業所、
川崎地質株式会社山形営業所

◎教育委員会
●平成21年度遊佐町歴史民俗学習館改修工事
期　間　Ｈ21/10/21～Ｈ21/11/30　契約金額　1,522,500円　契約者　有限会社石川工業
［その他の入札参加者]　有限会社石山工業、ヤマ五建設株式会社、金子建業株式会社
●平成21年度重要文化財旧青山家住宅防災施設工事
期　間　契約締結の日～Ｈ22/2/26　契約金額　2,835,000円
契約者　ミナモト電気株式会社
［その他の入札参加者]　ハクヨウ電気株式会社、東北電機鉄工株式会社、東北電化工業株式会
社酒田営業所

入札結果10月分

◎10月４日
山形県少年少女ミニバスケットボール交流大会
ブロック　第３位　遊佐ミニバスケットボールスポ少
ブロック　第３位　あすなろフェニックス
ブロック　第３位　吹浦ミニバスケスポ少
◎10月10日
第４回鳥海あくみカップバスケットボール大会
準優勝　遊佐ミニバスケスポ少
◎10月12日
遊佐町ロードレース大会結果
小学生1.2㎞　
　５年生以下
　　男子　優勝　村上　優真　女子　優勝　鈴木　梨子
　６年生
　　男子　優勝　石垣　世生　女子　優勝　坪地　奈津
中学生　男子３㎞　女子２㎞
　１年生
　　男子　優勝　金子　直樹　女子　優勝　土門　奈々
　２、３年生
　　男子　優勝　畠中　勇気　女子　優勝　小野寺璃真
一般男子７㎞　優勝　高橋　春一
一般女子２㎞　優勝　土門　雅子
壮年（40歳以上）２㎞　優勝　後藤与一郎
◎10月24日
第51回全国選抜少年剣道錬成大会（酒田・飽海予選会）
優　勝　神子免館道場
二　位　さわらび道場　三位　高瀬道場
◎10月25日
第11回遊佐町社会人ソフトボール大会兼第15回遊佐ソ
フトボール協会杯大会
優　勝　谷地くらぶ
準優勝　三川リバース　第三位　十里塚・吹浦

　毎年12月第１日曜に、西山地区で松林保全
のボランティア作業を行っています。住民の
力で森をきれいにしませんか？　皆さんぜひ
ご参加ください。（※雨天決行）
●日時／12月６日㈰　８時30分～11時30分
●作業内容／森林内の下刈り、つる切り、枝
打ち、除伐、
●持ち物／のこぎり、ナタなど
●集合場所／
　⑴県道十里塚遊佐線沿い
　⑵遊ぽっと野外ステージ
●—／産業振興課農林水産係　172－5882

西山地区内森林整備ボランティア作業西山地区内森林整備ボランティア作業

※駐車は町道中瀬道にお願いします。
※集合会場には旗を立てておきます。

※遊ぽっと内の駐車場をご利用
ください。

　広報ゆざ11月１日号の５ページ「新型インフル
エンザワクチン接種実施医療機関」の記事で、電
話番号の一部に誤りがありました。深くお詫びし、
下記のように訂正させていただきます。

２．入院または通院している方にのみワクチン接
種を実施する医療機関。

（誤） （正）
　 医療機関名 所在地 電話番号 　 電話番号

遊
佐
町

土門医院 庄泉字開元65 72-2522 76-2325

遊佐病院 遊佐字石田７ 76-2325 72-2522

お詫びと訂正


