
水道管排泥作業のお知らせ 舞台「池袋わが町」出演者募集！
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　水道水の濁り水防止のため、消火栓と排水弁から排

泥作業を行います。区域内外で翌日水道が濁る場合が

ありますので、貯め水等のご協力をお願いします。ま

た、大量の水道水を作業で使用しますので、節水への

ご協力もお願いします。

●日時／６月21日㈰午後９時～翌日22日㈪午前４時頃

●場所／平津配水池給水区域内

　（蕨岡地区　上小松、下小松、上長橋、下長橋、水上）

　（遊佐地区　七日町、六日町、五日町、駅前一区、駅

前二区、十日町、八日町）

　（稲川地区　千本柳、田中、出戸、田地下）

　（西遊佐地区　下藤崎一、下藤崎二）

●—／地域生活課上水道係　172－5887

●会期／７月４日㈯～12日㈰午前10時～午後４時

＊最終日は午後３時まで

●会場／生涯学習センター３階展示室

●—／生涯学習センター　172－2236

　９月12・13日に東京都豊島区と遊佐町との友好都市

協定締結５周年を記念して、ジェームス三木作・演出

の舞台「池袋わが町」公演会を開催します。

　そこで、町民の皆様より、エキストラとして舞台に

出演していただける方を募集します。舞台経験等は問

いませんので、奮ってご参加ください。

●募集人数／８名＊年齢・性別・舞台経験は問いません

●役柄／主人公家族の親族役

●その他／7月25日～27日に事前練習を予定しています

●申込み期日／６月30日㈫まで

＊定員になり次第締め切らせていただきます

●—・申込み／生涯学習センター　172－2236

●会期／６月20日㈯～28日㈰

●会場／生涯学習センター　３階　展示室

●—／生涯学習センター　172－2236

カモシカにご注意を!
　近年、町内でカモシカの目撃が増えています。カモシ
カは本来急傾斜の森林を好んで生息しますが、環境の変
化により、集落内にも出没するようになっています。カ
モシカに遭遇した時は次のことにご注意ください。
○大声を出したり犬をけしかけたりせず、静かにその場
を立ち去ってください。

○カモシカの幼獣を見つけても、安易に近づいたり連れ
てきたりしないでください。

●—／教育委員会　生涯学習係　172－5892

児童手当の現況届を忘れずに!
　児童手当受給者の皆様、現況届出はお済ですか。
この届出をしないと、平成21年６月分からの児童
手当が受給できなくなります。手続はお早めにお
願いいたします。
—／健康福祉課子育て支援係　172－5897

TEL 090-2607-2326
【 食堂営業時間 】10:00～14:00

大平山荘からのお知らせ

峠ラーメン
標高1,000mの大平山荘にちなんで
総量1,000gの圧倒的ボリューム!!

※鹿公園もオープンしました。
他にもめん類・定食あります。

¥1,000

TEL 77-3334
【 営業時間 】昼10:00～15:00／夜16:30～21:30

とりみ亭からのお知らせ

日替わりランチ
第1位 とんたんめん ……… ¥800
第2位 カキフライ定食…… ¥900
第3位 刺身定食………………¥1,200

¥750

おすすめ
メニュー

BEST3BEST3



消防設備士試験受験準備講習会

山地災害防止キャンペーン実施中

しらい自然館 おもしろ自然塾
ナイトウォークとゲンジボタル観賞会

はかりの定期検査
消防設備士試験

ふるさとの自然を守ろう！
鳥海ブルーライン美化ボランティア募集!!

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

　本格的な梅雨を前に、「災害の　爪あと消えても　

教訓消すな」を統一標語に、山地災害防止キャンペー

ンが実施されています。山地での土砂崩れなどの被害

などに合わないように日ごろから、がけ地などの危険

箇所の情報収集、避難体制の整備などしましょう。

●—／産業振興課　農林水産係　172－5882

●種類及び日時／第１類・第４類・第６類　

　　　　　　　　８月18日㈫＊定員各30人

●講習会場／山形ビッグウイング（山形市平久保100）

●申込期間／７月21日㈫～８月３日㈪

●申し込み先／

　　〒990-0041　山形市緑町一丁目９番30号

　　山形県消防設備保守協会　1023－629－8477

＊申請書は消防本部にあります。

●—／酒田地区広域行政組合消防本部予防課

161－7113

●試験日／９月６日㈰

●試験地／酒田産業会館（酒田市中町２丁目）ほか山

形市・米沢市

●種類／甲類・乙種全類

●受付期間／７月27日㈪～８月５日㈬

●願書提出先／〒990-0025　山形市あこや町3-15-40

　　　　　　　田代ビル２階

財団法人　消防試験研究センター山形県支部

＊願書は、消防本部及び各消防署にあります。

●—／酒田地区広域行政組合消防本部予防課　

161－7113

　美しい自然を守るための環境美化ボランティアを募

集します。遊佐町ふるさと保全協力会の皆さんと一緒

に、鳥海ブルーラインの清掃にご協力ください。

●日時／６月25日㈭　午前８時30分～12時00分

●集合／遊佐町役場　　：午前８時15分

　　　　十六羅漢駐車場：午前８時30分

●—・申込み／６月19日㈮まで　　

産業振興課　観光物産係　172－5886

●期日／６月27日㈯

●対象／どなたでも　＊小学生以下は保護者同伴

●定員／30人　＊ホタル観賞のみは定員なし

●受講料／300円　＊ホタル観賞のみは無料

●集合場所／しらい自然館　午後５時30分

　　　　　　＊ホタル観賞のみは午後７時30分

●申込締切／６月22日㈪＊定員になり次第締切　

●—・申込み／しらい自然館　172－2069

＊ホタル観賞の後、希望者のみ星空観察をします。

　取引や証明などに使用するはかりは、２年に１度の

定期検査が義務づけられています。お近くの会場で、

忘れずに受検してください。

●日時・場所／７月21日㈫

午後１時～３時30分　吹浦公民館

　　　　　　　７月22日㈬

　　　　　　　　　午前９時30分～正午、

　　　　　　　　　午後１時～３時　役場車庫前

●—／産業振興課　産業創造係　172－5886

　７月から９月まで、庄内・秋田県由利地域の環鳥海地域の観光施設を巡るスタンプラリーや、利
用者が施設でサービスを受けられる優待企画、この季節限定の飲食メニューなどを盛り込んだ、観
光キャンペーンを開催します。この夏は、環鳥海地域を回って、新しい魅力を発見しませんか。

●まるっと鳥海スタンプラリー（25箇所）
　観光施設、道の駅等にスタンプ台を設置し、計４個（各市町１個）のスタンプを押印し応募する
と、抽選で、鳥海山ろくの山海の幸や地酒などの特産品が当たります。
（協賛施設・庄内側）・酒田市　①酒田夢の倶楽（山居倉庫内）　②湯の台温泉鳥海山荘　③産直たわわ
　　　　　　　　　　　　　　　③産直めんたま畑　④酒田海洋センター　⑤旧割烹小幡（ＮＫエージェント）
　　　　　　　　　　・遊佐町　①道の駅鳥海　②旧青山本邸　③サンセット十六羅漢　④大平山荘
　　　　　　　　　　　　　　　⑤さんゆう　⑥鳥海温泉遊楽里

●まるっとクーポン（約60施設）
　宿泊施設、飲食店において、宿泊・飲食割引や料理一品サービス、夏季限定のキャンペーン特製メニューなどを提供します。

●—／庄内総合支庁 地域支援課 10235－66－5442（スタンプラリー協賛施設、市町役場備え付けの専用チラシをご覧ください。）

まるっと鳥海 わくわくキャンペーンまるっと鳥海 わくわくキャンペーン２００９２００９



第２弾 プレミアム商品券
申込券再発行のお知らせ

２級販売士資格取得セミナー
受講者募集

飽海地区労働者福祉協議会
勤労者無料法律相談

山形大学農学部公開講座
「住宅は何より身近な環境問題」

県立鶴岡養護学校
高等部校外バザー「あじさい市」のお知らせ

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

A雇用の広場
順仁堂遊佐病院
職 種 ・
募集人員

①助産師（1名）②看護師・准看護師・夜勤専従看
護師（3名）③理学療法士（1名）

資 格 助産師・看護師・准看護師・理学療法士（パート可）

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

＜再就業支援看護技術セミナーのお知らせ＞
看護師等免許を保持し、現在未就業で再就業を希望してい
る方を対象に再就業支援看護技術セミナーを実施していま
す。ブランクのある看護職のみなさんどうぞお申込ください。

問 合 せ 順仁堂遊佐病院 事務　池田 充まで172－2522

　５月１日の「広報ゆざ」で全戸配布した購入申込券

を紛失し購入できない、というお問い合わせが多数あ

りました。希望される方には、申込券を再発行します

ので商工会窓口まで、お申し込みください。

●発行日／６月16日㈫より　＊平日に発行、販売

●時間／９時～15時

●金額／一世帯２万円まで　＊完売次第終了

既に購入済みの方はご遠慮願います。代理での購入は

出来ません。

●—／遊佐町商工会　172－4422

●日時／６月23日㈫～25日㈭　10時～14時

●場所／庄内観光物産館ふるさと本舗

●内容／本校高等部の生徒が作業学習で作った製品の

販売

●—／県立鶴岡養護学校　10235－24－5995

　住まいと木の生活文化を考える講座を４回、開催し

ます。

●日時／①７月11日㈯　②７月18日㈯

　　　　③７月25日㈯　④８月１日㈯

①と④･･･13時～15時　②と③･･･13時～16時

●内容／①木材を支える森林・林業の役割②住まいを

体感するⅠ③住まいを体感するⅡ④住まいを学ぶ

●場所／①④山形大学農学部　②株式会社大和　

　　　　③三川町立東郷小学校

●受講料／2,000円（４回分）

●定員／30人

●申込期限／７月９日㈭まで

●—・申込み／

　山形大学農学部　企画広報室　10235－28－2911

　e-mail : nosenken@jm.kj.yamagata-u.ac.jp

●日時／8月3日㈪～9月28日㈪　午後7時～9時　全15回

●場所／酒田産業会館

●費用／23,000円

●申込締切／７月17日㈮

●—・申込み／酒田商工会議所総務企画課　122－9311

●期日／６月26日㈮午後３時～午後７時まで

●場所／東北労働金庫酒田支店２階会議室　酒田市千

石町1-12-30

●対象／酒田・飽海地域に居住またはお勤めの方

●定員／事前予約制（先着８名）

●対応弁護士／東海林正樹氏（第二東京弁護士会）

●申込期間／6月16日～25日※定員になり次第、申込終了。

●—・申込み／東北労働金庫酒田支店　122－0321
▼日時／７月４日㈯午前９時～11時

▼場所／杉の子幼稚園ホール＊参加無料

▼対象／子育て中の方どなたでも（親子でどうぞ）

▼内容／クイズで遊ぼう・パネルシアター
　　　　（とんとんとんこんにちわ・しゃぼん玉）
　　　　年中さんからのプレゼント

▼—／学校法人杉の子幼稚園
　　　172－2345

すぎのっこ広場

平成22年4月1日時点で36歳未満の方まで受験できます 
試験区分：警察官Ａ〈男性、女性、武道指導（柔道・剣道）〉

●受験資格及び採用予定人員 
受験資格 採用予定人員 

男性
昭和49年4月2日から平成4年4月1日までに生
まれた男性で、大学（短大を除く。）を卒業した
方又は平成22年3月までに卒業見込みの方

51名 

女性
昭和49年4月2日から平成4年4月1日までに生
まれた女性で、大学（短大を除く。）を卒業した
方又は平成22年3月までに卒業見込みの方

　5名 

武道
指導

昭和49年4月2日から平成4年4月1日までに生
まれた男性で、大学（短大を除く。）を卒業した
方又は平成22年3月までに卒業見込みの方（か
つ、柔道又は剣道の段位が3段以上の方又は平
成22年3月までに3段を取得見込みの方で、競
技会で優秀な成績をあげた方）

柔道1名
剣道1名 

●受験申込期間 
・郵送・持参による申込み 
【期　間】6月29日㈪まで（郵送の場合は6月29日までの消印有効）
【提出先】郵送：警察本部警務課
　　　　　持参：警察本部警務課又は警察署警務係 
・インターネットによる申込み
　「やまがたｅ申請」http://www.e-yamagata.lg.jp/
　【期　間】6月24日㈬まで（6月24日午後11時59分までの受信有効） 
●第１次試験 
　試験日：7月12日㈰（武道指導は同日及び7月13日㈪の2日間） 
　試験場：山形県立山形東高等学校、酒田警察署、鶴岡警察署 
　（武道指導の2日目（7月13日）の試験会場は、山形県警察三隊合同庁舎） 
●第２次試験 
　8月9日㈰及び8月中下旬（8月9日㈰に連絡します。） 
●—／酒田警察署　123－0110

平成21年度 山形県警察官採用試験



ふるさとCM大賞アイデア募集

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
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　遊佐町では毎年、㈱山形テレビ（ＹＴＳ）主催の「山

形ふるさとＣＭ大賞」に出品しています。

　今回は、合併55周年記念事業の一環として、その統

一テーマである「笑い」を題材に、昨年度に引続き町

民提案制度で採択された「めるめる遊佐」がＣＭ制作

に取り組みます。

　町民の皆さんから制作に関するアイデアを募集しま

す。遊佐への愛がこもった沢山の応募をお待ちしてい

ます。

●募集期間／６月30日㈫まで

●応募方法／①専用e-mailアドレスへの投稿

　　　　　　　cm2009@town.yuza.yamagata.jp

　　　　　　②FAX投稿　番号0234-72-3310

●必要事項／①住所　②氏名　③電話番号

④制作に関するアイデア　「笑い」をテ

ーマに200字程度でCMのストーリー

をお寄せください。人、モノ、言葉な

ど笑いが連想できるものであれば何で

もＯＫ

●応募・—／遊佐町遊佐字舞鶴211

　　　　　　遊佐町役場総務企画課企画係　

　　　　　　172－5880　FAX 72－3310

◎４月19日㈰　飛鷲旗争奪少年剣道大会
　団体戦　準優勝　高瀬剣道Ａチーム
◎５月３日㈰・４日㈪　第29回庄内少年武道大会
　・剣道小学校団体の部
　　男子　準優勝　蕨岡剣道Ａチーム
　　女子　準優勝　高瀬女子チーム
　・柔道小学校団体の部
　　　　　第３位　遊佐町柔道スポーツ少年団
◎５月17日㈰
　第40回山形県少年錬成大会兼第20回安藤杯争奪剣道大会
　・小学校男子団体３組　準優勝　遊佐剣道Ａチーム
　　　　　　　　　　　　第３位　蕨岡剣道Ａチーム
　・安藤杯　　　　　　　第３位　遊佐剣道Ａチーム
◎５月23日㈯
　第63回酒田市体育大会　山王祭　奉祝　剣道大会
　・小学校団体　男子　優　勝　蕨岡剣道Ａチーム
　　　　　　　　　　　準優勝　高瀬剣道Ａチーム
　　　　　　　　女子　優　勝　高瀬剣道女子チーム
◎５月24日㈰　第31回山形県少年剣道錬成大会兼
　第44回全日本少年剣道錬成大会山形県予選会（道場連盟）
　・小学校団体　ベスト８　さわらび道場

＊契約金額には、消費税が含まれています。
◎総務企画課
●遊佐町防災行政無線設備移設工事
期　間　H21/5/8～H21/6/1　契約金額　1,890,000円
契約者　株式会社ハムシステム庄内
［その他の入札参加者］山形通信設備株式会社 庄内営業所、日
東通信株式会社 庄内営業所

●山形県防災システム設備移設工事
期　間　H21/5/19～H21/6/16　契約金額　5,670,000円
契約者　山形パナソニック株式会社
［その他の入札参加者］山形通信設備株式会社 庄内営業所、株
式会社ハムシステム庄内、日東通信株式会社 庄内営業所

●遊佐町地域情報通信基盤整備事業業務委託
　期　間　契約の効力発生の日～Ｈ22/1/29
　契約金額　228,259,500円
　契約者　東日本電信電話株式会社山形支店　
　＊プロポーザル公募要領に基づく、見積合わせによる随意契約。
◎地域生活課
●町道遊佐稲川丸子線道路改良工事
期　間　H21/5/26～H21/8/31　契約金額　7,140,000円
契約者　有限会社石川工業
［その他の入札参加者]有限会社菅原建設、有限会社石山工業、
ヤマ五建設株式会社、株式会社佐藤組

入札結果5月分

　最近、全国各地で文化財などの放火、盗難が相次いでいます。
　遊佐町には寺社や古民家、工芸品などの多くの文化財があります。これらの文化財は地域で代々
守り継がれてきた大切な宝です。
　遊佐町の大切な宝である文化財を守り続けていくには、防火防犯体制の強化が重要になります。
みなさんがお住まいの近くにある文化財の防火防犯体制について改めてチェックしてみましょう。

＜防火防犯対策のチェック項目の例＞
・文化財を守るための警察者や消防署との連携、地域の方々との協力体制が築かれて
いますか？

・人気のない場所にゴミなどの燃えやすい物はありませんか？
・ロウソクや線香などの管理は十分ですか？
・夜間や無人の寺社などの管理は適切にできていますか？
・部外者が進入できないように鍵などの施錠器具は正常に機能していますか？
・建物や仏像などの防火防犯設備は正常に作動しますか？

文化財の　　　　　　などにご注意!!放火・盗難放火・盗難

　以上の項目をチェックしながら、私たちの大切な「宝」を私たちの手で守
りましょう！　—／教育委員会　生涯学習係　172－5892

　遊佐の縄文土器
大阪へ出張中　

　新潟県へ出張展示していた柴
さいとばやし

燈林
遺跡出土の縄文火焔土器が、今度は
大阪府で展示されます。府立弥生文
化博物館で、６月27日から夏季特別
展「火焔土器の国 ― 5000年前のメッ
セージ」で展示。９月中旬には遊佐
に戻る予定です。

また、不審者を発見した場合には警察等に連絡するなど、町民みんなの目で
文化財を守っていきましょう。


