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平日限定

, 0円, 0円2,980円

鳥海温泉 遊楽里  10234－77－3711

御食事代 休憩代 入浴代

5月11日㈪～7月3日㈮まで

◎2名様以上限定 ◎女性のお客様限定 ◎バスタオル・フェイスタオル付 ※送迎希望のお客様はご相談ください。
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　新生遊佐町が誕生して55年目を迎えるこの年に、町では『笑い』を統一テーマとして合併55周年記念事業を
実施することとなりました。
　その一環として、遊佐町とＮＨＫ山形放送局では、ＮＨＫラジオ第１で放送中の「真打ち競演」の公開録音を
行います。この番組は、落語・漫才・漫談などの「真打ち」が一堂に会し、その話芸をお楽しみいただく番組で
す。観覧をご希望の方は、次の要領でお申込みください。

お知らせ
広報

ＮＨＫラジオ公開番組

1.日時／平成21年７月10日㈮
　開場：午後５時30分、開演：午後６時30分
　終演：午後８時30分
2.開場／遊佐町生涯学習センター（旧中央公民館）
3.主催／遊佐町　ＮＨＫ山形放送局
4.出演／昭和のいる・こいる（漫才）、テツandトモ（歌
謡漫談）、ケーシー高峰（漫談）、桂　竹丸（落語）、三
遊亭小円歌（三味線漫談）、桂　文楽（落語）

5.観覧申込み／入場無料ですが、入場整理券が必要
です。往復はがきの「往信の裏面」に①郵便番号
②住所③名前④電話番号を、「返信の表面」に①郵
便番号②住所③名前を明記してお申込みください。

※記載例
　〈往信おもて〉　　〈返信うら〉　　　〈返信おもて〉　　〈往信うら〉

※応募多数の場合は、抽選で入場整理券（１枚２名
様まで入場可）をお送りします。
※インターネットオークション等での転売を目的と
したお申込みは固くお断りします。
6.締切／平成21年６月16日㈫　[必着]
7.宛先／〒990－8575（住所不要）
　　　　ＮＨＫ山形放送局「真打ち競演」係
8.問合わせ／
　◎ＮＨＫ山形放送局ハートプラザ
　1023－625－9510（平日午前９時～午後７時）
　ホームページhttp://www.nhk.or.jp/yamagata/
　◎遊佐町総務企画課企画係
　10234－72－5880（平日午前９時～午後５時）

※ご応募の際にいただいた個人情報は、ＮＨＫでは抽選結果のご連絡のほか、番組やイベントのご案内、受信料のお願いに使用させていただくことがあります。

遊佐町町村合併55周年記念事業「「  真打真打ちち競演競演  」」

昭和のいる・こいる テツandトモ
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ＮＨＫ山形放送局
「真打ち競演」係 ※何も記入しない

①郵便番号

②住所

③名前

①郵便番号

②住所

③名前

④電話番号



工業技術センター
庄内試験場「一般公開」

しらい自然館～おもしろ自然塾～
新緑の二ノ滝・三ノ滝トレッキング

ゆざベテランズ・カレッジ
開講講演会

16ミリ映写機操作講習会

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

教科書展示会のお知らせ

●期日／５月31日㈰午前9時30分～午後3時

●集合／しらい自然館

●対象／小学校3年生～一般（小学生は保護者同伴）

●定員／20名

●受講料（参加費）／1,200円（ガイド料・保険料含む）

●内容／集合後、各自一ノ滝駐車場に移動。鳥海山観

光ガイドの案内で二ノ滝の先、三ノ滝まで深緑～新

緑の中を歩きます。

●持ち物／昼食、雨具

●申込締切／５月27日㈬＊定員になり次第締切

●—・申込み／しらい自然館172－2069

　庄内試験場の業務や設備を県民の皆様に紹介します。

楽しい体験教室を行いますので、お気軽にご来場くだ

さい。

●期日／５月29日㈮～30日㈯

●時間／午前９時30分～午後４時30分

●内容／①体験教室②業務紹介、設備紹介、技術相談

●場所／工業技術センター庄内試験場

　　　　住所：三川町大字押切新田字桜木25

●—／工業技術センター庄内試験場10235－66－4227

　平成22年度から全国で使用される中学校の教科書を

展示します。遊佐中学校で使用する教科書も、この中

から選ばれます。どうぞご覧ください。

●期間／５月26日㈫～６月６日㈯

●時間／午前９時～午後５時15分

　　　　＊土・日曜日は午後５時まで

●場所／生涯学習センター　３階展示室

●—／教育委員会学校指導係　172－5891

　開講にあわせ、講演会を開催します。どなたでも聴

講できますので、ご参加ください。

●日時／６月３日㈬午後１時30分～

●会場／生涯学習センター　２階　大会議室

●内容／演題「知っておきたい認知症

　　　　　　　　　　　～支えられたり支えたり～」

●講師／遊佐町地域包括支援センターゆうすい

　　　　包括支援課長　佐藤ひとみ　氏

●参加費／無料

●—／生涯学習センター　172－2236

　16ミリ映写機の操作方法習得のための講習会を開催

します。この機会にぜひ、受講ください。

●日時／６月21日㈰　午前９時～午後５時

●会場／酒田市総合文化センター　401

●対象・定員／高校生以上　＊先着10名

●費用／500円（テキスト・試験代として）

●内容／16ミリ映写機の操作方法の講義と実技

＊講義終了後に「操作許可証」取得のための筆記・実

技試験を行います

●—・申込み／生涯学習センター　172－2236

鯉 の 病 気
　コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するた
め、釣ったコイや飼育してるコイを、ほかの川や
池などに放流することは禁止されています。
　なお、コイヘルペスウイルス病は、コイ（マゴ
イ及びニシキゴイ）特有の病気であり、コイ以外
の生物や人間にはまったく影響がありませんが、
コイの大量死や異常を発見した場合には、遊佐町
役場まで通報くださるようお願いします。
●—・通報先／産業振興課 農林水産係 172－5882

　保険料（税）を年金からの引き去りか納付書（口座振
替）で納めていただくかは、７月に決定し通知されま
す。（国民健康保険税の年金からの引き去りは、国保
加入者全員が65歳以上の世帯の世帯主のみ対象です。）
　年金からの引き去りを希望されない方、以前納付書
で納めていただいた方は、滞納等が無ければ、手続き
をすれば口座振替に変更することができます。

年金からの引き去りのままでよい方は、手続きの
必要はありません。
また、以前、年金からの引き去りから口座振替に変
更の手続きをした方も手続きの必要はありません。

●手続き場所／遊佐町役場　健康福祉課　国民健康保
険係

●手続きに必要なもの／保険証、口座振替する通帳、
通帳の印鑑

●手続き期限／６月19日㈮までに手続きが完了すれば、
10月からの年金からの引き去りが中止されます。そ
の後も手続きはできますが、年金からの引き去りが
中止になるまで、３～４ヶ月かかります。

●—／健康福祉課　国民健康保険係　172－5875

後期高齢者医療（長寿医療）
保険料並びに国民健康保険税の

納付方法について



自動車税の休日納税窓口開設

平成21年度　東北電力
「地域づくり活動応援制度」募集

無料調停相談所開設

やまがた産業夢未来基金事業公募

平成21年度　調理師試験

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

　平日に自動車税を納付できない方のために、休日の

窓口を開設します。

●日時／５月30日㈯～５月31日㈰

　　　　午前８時30分～午後５時15分

●場所／庄内総合支庁税務課

●内容／自動車税の納付・相談

●—／庄内総合支庁税務課　10235－66－5431

　交通事故、土地、建物、金銭、夫婦関係などの家庭

内の問題でお困りの方のために、無料調停相談所を開

設します。酒田調停協会の民事・家事調停委員が相談

に応じますので、お気軽にご来場ください。

●日時／６月５日㈮午前10時～午後３時

●会場／酒田市総合文化センター　410・411号室

●—／酒田調停協会（酒田裁判所内）123－1234

　東北電力山形支店では、地域活性化支援活動の一環

として、山形県内の地域活動を応援しています。ご応

募をお待ちしています。

●対象／県内在住の方々が主体となり、商工業・農林

水産・観光産業振興など地域の活性化に資する自主

的な活動で、平成21年度内に実施する活動

＊任意団体・ＮＰＯ法人を問いませんが、自治体や

各種団体から全面委託されている活動や、他民間

企業から支援を受けている活動、また個人の活動

は対象となりません。

●補助内容／対象経費（会議室借用料、印刷製本費用

など）の1/2以内

●補助上限／１件につき25万円

●応援件数／４件

●募集締切／５月25日㈪必着

●—・申込み先／東北電力山形支店地域づくり応援係

　　　　　　　1023－634－8007（平日９時～17時）

　県では「やまがた産業夢未来基金」を創設し中小企

業者等の新事業と新技術への取り組みを支援します。

●公募事業／

①ものづくり産業の育成事業…産業をリードするプロ

ジェクトを中心とした技術開発、製品化、事業化

②地域資源等を活用した創業、新事業の育成･･･地域

資源を活用した付加価値の高い商品とサービス創出

●公募期間／６月１日㈪～６月12日㈮ 17時15分必着

●助成期間／１年～３年

●公募要領と応募様式／

http://www.ypoint.jp/からダウンロード可

●—・申込み／財団法人山形県産業技術振興機構　

振興部プロジェクト推進課1023－647－3163

●試験期日／７月９日㈭ 12時50分～15時30分

●場所／庄内総合支庁

●願書配布／庄内総合支庁保健福祉環境部生活衛生課

●願書受付／６月１日㈪から６月12日㈮まで庄内総合

支庁保健福祉環境部生活衛生課に持参　

＊提出書類等、詳細はお問合わせください。

●—／山形県健康福祉部保健薬務課

生活衛生担当1023－630－2329

【 安全に避難するための8か条 】
①避難する前に、もう一度火元を確かめる。

②荷物は最小限にする。

③家には避難先や安否情報を記したメモを残す。

④長袖･長ズボンなどの安全な服を着用し、ヘ
ルメットや防災ずきんで頭を保護する。

⑤避難は徒歩で。車やオートバイは使用しない。

⑥お年寄りや子どもの手はしっかりと握る。

⑦避難はできるだけ指定された避難場所へ

⑧避難場所へ移動するとき、狭い道･塀ぎわ・
川べりなどは避ける。

　消防団員が日頃の訓練の成果を披露します。ぜひ、ご覧
ください。
●場所／遊佐中学校グラウンド　※雨天時は、町民体育館
で行います。
●内容／規律訓練・消防操法・はしご乗り演技・表彰式ほか
●—／総務企画課危機管理係172－5895（直）

春季消防大演習
5月24日㈰　午後1時～

遊佐町

消防団



遊佐町公式ホームページ　http://www.town.yuza.yamagata.jp/
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区長名簿 平成21年4月現在

蕨 岡 地 区
○褄　　　坂 阿　部　民　雄
　杉　沢　南 伊　藤　嘉惣治
　杉　沢　北 小野寺　喜代吉
　開　　　畑 土　屋　壽　男
◎上　蕨　岡 小　野　峯　生
　大　蕨　岡 佐　藤　政　昭
　鹿　野　沢 菅　原　　　進
　平　　　津 伊　藤　孝太郎
　上　長　橋 齋　藤　　　司
　下　長　橋 佐　藤　元　吉
　上　小　松 長　澤　榮　治
　下　小　松 齋　藤　和　夫
　石　　　辻 庄　司　健　吾
　三　　　川 那　須　博　義
　上　大　内 金　野　重　助
　下　大　内 友　野　憲　一
　水　　　上 池　田　直　司

遊 佐 地 区
　広　　　野 佐　藤　　　正
　藤　　　井 髙　橋　與志夫
　臂　　　曲 佐　藤　吉　宏
　金　　　俣 茂　木　保　藏
　岩　　　野 今　野　豊　一
　三　ノ　俣 佐　藤　俊　一
　蚕　　　桑 渋　谷　　　守
　袋　　　地 佐　藤　政　樹
　舞　　　台 佐　藤　　　弘
　野　沢　上 渋　谷　　　肇
　野　沢　中 佐　藤　秋　夫
　野　沢　下 佐　藤　廣　志
　下　野　沢 東海林　三四郎
　京　　　田 阿　部　正　一
　京 田 新 田 今　野　文　悦
　旭　ケ　丘 森　　　隆　好
　上　吉　出 小　松　良　市
　中　吉　出 佐　藤　新　七
　下　吉　出 齋　藤　道　行
◎和　　　田 齋　藤　陸　男

高 瀬 地 区
　富　　　岡 小田原　常　夫
　　　畑 山　田　豊　年
◎北　　　目 後　藤　　　繁
　丸　　　子 佐　藤　武　彦
　上　　　戸 佐　藤　俊　之
　下　当　上 佐　藤　修　一
　下　当　下 伊　藤　祐　紀
　東　　　山 菅　野　泰　至
　山　　　崎 髙　橋　茂　征
　樽　　　川 金　野　　　清
○中　　　山 佐　藤　　　勇
　升　　　川 鈴　木　　　齊
　南　　　山 本　間　榮太郎
　菅　　　野 金　子　昭　郷
　谷　地　上 菅　原　紀　夫
　谷　地　下 金　子　時　郎
　石　　　淵 石　垣　友　明
　松　　　山 髙　橋　省　三

吹 浦 地 区
　女　　　鹿 梅　木　春　雄
　滝　ノ　浦 髙　橋　繁　太
　鳥　　　崎 梶　原　静　夫
　湯　ノ　田 畠　中　正　幸
　横　町　一 筒　井　義　昭
　横　町　二 伊　藤　健　一
○横　町　三 佐　藤　　　浩
　布　　　倉 筒　井　瑞　夫
　宿　町　一 伊　藤　　　繁
◎宿　町　二 畠　中　敬一郎
　宿　町　三 鈴　木　義　昭
　宿　町　四 佐　藤　恒　男
　宿　町　五 菅　原　洋　一
　西　　　浜 阿　部　　　淳
　箕　　　輪 冨　樫　明　夫
　落　　　伏 太　田　洋　逸
　小　野　曽 菅　原　健　展

　漆　曽　根 髙　橋　良　彰
　尻 引 岡 田 鈴　木　　　仁
　七　日　町 大　谷　　　修
　六　日　町 齋　藤　健　一
　五　日　町 石　垣　正　基
　駅 前 一 区 渋　谷　唯　雄
　駅 前 二 区 土　門　一　郎
　十　日　町 三　浦　隆　昭
○八　日　町 髙　橋　健　吉
　大　　　楯 今　野　熊治郎
　平 津 新 田 池　田　　　隆
　境　　　田 齋　藤　登志郎

稲 川 地 区
　千　本　柳 佐　藤　茂　勝
　田　　　中 奥　山　　　渉
　大　　　井 藤　原　　　勤
　服　　　部 渋　谷　武　志
　西　谷　地 石　倉　正　樹
◎増　　　穂 髙　橋　　　榮
　江　　　地 大　谷　錦一郎
　出　　　戸 佐　藤　　　喬
　田　地　下 太　田　正　孝
　楸　　　島 本　間　源一郎
　西　宮　田 髙　橋　良　一
　東　宮　田 髙　橋　三　一
　北　宮　田 髙　橋　豊　司
○十　里　塚 齋　藤　勝　士

西遊佐地区
　茂　リ　松 池　田　清　弘
◎上 藤 崎 一 大　井　英　夫
　上 藤 崎 二 佐　藤　　　仁
　中　藤　崎 髙　橋　一　雄
　下 藤 崎 一 鈴　木　正　一
　下 藤 崎 二 土　門　　　勝
　白　　　木 阿　部　　　彰
　青　　　塚 佐　藤　　　博
　服 部 興 野 佐　藤　英　雄
○比子下モ山 菅　原　康　雄
　大　谷　地 髙　橋　秀　雄

〈遊佐町区長連絡協議会〉会長：後藤　繁（北目）副会長：畠中　敬一郎（宿町二）、大井　英夫（上藤崎一）

◎地区会長　○地区副会長

　６月１日～10日までは「電波利用環境保護周知啓発強化期間」です。クリーンな電波環境がＩＣＴ社会を

支えます。

　電波はみんなのものだから、ルールを守って正しく使いましょう。

●電波の混信・妨害についてのお問合わせは　総務省東北総合通信局相談窓口　1022－221－0641まで

総 務 省 か ら の お 知 ら せ

※敬称略


