
Yuza   Town  Pub l i c   Re la t ions

広
告

遊佐町役場　1（0234）72‐3311　〒999‐8301　山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴211

お客様
感謝デー

ふらっと周年祭ふらっと周年祭
特典

※当日、元気な浜店「いか焼き」・ひまわりの会「肉餅」の販売をいたします。

ふらっと「神泉の水」500㎖プレゼント（500円以上お買い上げの方 先着500名様）
ひまわりの会「鉢花」プレゼント（1,000円以上お買い上げの方 先着100名様）

〈お詫び〉広報4月1日の広告掲載にて文字の誤りがありました。申し訳ありませんでした。

道の駅 鳥海 ふらっと 171-7222

特産品売場・ファーストフード・パン工房
食堂・味の駅（ラーメン）
直売所（ひまわりの会・元気な浜店）
サンセット十六羅漢

8:30～18:00
9:00～18:00
9:00～17:30
9:00～17:30

8:00～19:00
9:00～19:00
9:00～18:30
9:00～18:30（日没）

6:30～

基本営業時間 繁忙時期 早朝営業時間
（土日祝・GW4/29～5/6・夏期7/18～8/23）（平日）

営業時間のお知らせ
（4/1～9/30）

平成21年4月19日㈰午前9時オープン
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●対象事業

①コミュニティ事業／広場・遊園地の整備、表示板

の設置、イルミネーションや小型除雪機械等の購

入、公民館の建設等

②郷土文化・芸能の保存事業／郷土芸能（衣装、備

品）、民俗行事の保存、はんてん、みこし、舞台、

やぐら、太鼓等の整備

③特産品の開発事業／独創的な特産品の調査、試作

及び開発、加工所の建設、特産品開発の研修視察

等（営業的なものや原材料費は除く）

④イベントの開催事業／まつり、コンサート、漫才、

落語会、町民全体のスポーツ大会等（謝金、賞品

代、印刷製本費、会場使用料、備品の購入など）

⑤研修、調査研究事業／地域づくり研修会、シンポ

ジウム、文化講演会、新たな文化活動等（講師謝

お知らせ
広報

遊楽里 177-3711ご予約は今すぐ みんないーいー♪

お一人様
※4月末日まで
※2名様よりお申し込み下さい
※タオル、フェイスタオル付

¥2,980¥2,980
日帰り

さくらの宴プランさくらの宴プランさくらの宴プラン

金、印刷製本費、会場借り上げ料など）

⑥部落公民館の新築及び取得

⑦部落公民館の増改修

⑧公共下水道及び農業集落排水加入による接続工事

を含む部落公民館の増改修

⑨その他のコミュニティ事業で、町長が特に必要と

認める事業

●助成金額

　助成対象事業費の２分の１以内とし、助成金の最

高額は70万円。最低額は５万円です。但し、公民館

の新築については150万円で、増改修については対

象事業費の100分の15以内で限度額は30万円。また、

公共下水道接続に伴うトイレ改修等については、対

象事業費の２分の１以内で限度額は50万円です。

●申込方法

　所定の申請用紙を提出してください。（申請用紙

は総務企画課企画係にあります。）

●申込期限　５月15日㈮

※—・申込み／総務企画課企画係　172－5880

　きらきら遊佐マイタウン事業は、地域や集落、
町民で組織する自主的な団体が自ら取り組む地
域づくりを支援します。

地 域 の 元 気 を 応 援 し ま す

きらきら遊佐
マイタウン事業



お　 し　 ら　 せ　 号
⑵

4月28日午前10時　鳥海ブルーライン開通　※大平山荘にて豚汁のサービスあり（数量限定）

軽自動車税の納付はお早めに家庭用生ごみ処理機器購入に補助

ゆざマイスター農学校

しらい自然館　おもしろ自然塾
孟宗掘りと炭焼き体験教室

高齢者体力アップ事業
「はつらつ貯筋講座」参加者募集

「見直そう 森の恵みと 火の始末」
山火事防止運動実施中

広
告お楽しみ券もあります。店頭にて、豚こんにゃく串・手芸加工品販売。

日頃のご愛顧に感謝し、生産者が元気にお待ち申し上げます。

4月19日㈰ 午前9時～開店
●福ちゃん笹巻き（彦太郎餅黒豆入）
●古代米入うどん ●春の切花 ●鉢花

古代米入大福
プレゼント！

先着

100名様
に

ゆざっとプラザ（遊佐駅）

ぽっぽや１周年祭ぽっぽや１周年祭ぽっぽや１周年祭遊佐町商工会青年部からのお知らせ
　４月の転入等にともない、遊佐町

商工会青年部発行の「遊佐町電話番

号簿（平成20年３月１日現在）」を

実費にてお分けいたします。この機

会にぜひお求めください。

—／遊佐町商工会　172－4422

●対象者／遊佐町民で、家庭用生ごみ処理機器を購入

した方

●補助額／①「自然発酵式（コンポスト）」購入金額

の２分の１（上限５千円） ②「電気式」購入金額の

３分の１（上限２万円）　＊１世帯１台限り

●申請方法／①印鑑②通帳（補助金振込用） ③処理機

器の保証書④領収書を持参ください。

＊受付は先着順。対象数量に達し次第、締め切ります。

●—・申請受付／地域生活課生活環境係　172－5881

　提灯の灯りで夜の桜並木を歩きませんか。

●点灯日時／４月11日～19日午後９時頃

●場所／八ツ面川桜並木（京橋～舞鶴橋）

●—／地域生活課生活環境係　172－5881

　孟宗掘りや、竹炭作りの窯入れ作業を体験。昼食は、

孟宗汁と孟宗竹のバーベキュー（おにぎり付き）です。

●日時／５月10日㈰　午前10時～午後３時

●集合／しらい自然館 ９時45分＊集合後、各自現地へ

●対象／どなたでも（小学生以下は保護者同伴）

●定員／15名

●受講料／2,800円（孟宗竹一本お土産付き）

●持ち物／タオル、長靴、汚れても良い服装で。

●申込締切／５月５日㈫　※定員になり次第締切

●—・申込み／しらい自然館　172－2069

●募集内容／さんゆう体験農園の畑（１区画６坪程度）

22区画（予定）の一般開放。１世帯２区画まで。

●利用期間／平成21年４月末～11月末

●利用料金／利用期間中　１区画　2,000円

●申込締切／４月23日㈭

●—・申込み／産業振興課　172－5882

　軽自動車税の納期限は、４月30日です。４月１日現

在の軽自動車等の所有者に１年分が課税され、４月２

日以後に名義変更や廃車の手続きをしても税額は変わ

りませんので、ご注意ください。

◎口座振替の方の車検用納税証明書

　口座振替を利用している方の車検用納税証明書は、

５月中旬に郵送する予定です。その前に証明書が必要

な方は、町民課町民係受付で交付しますので、振替の

記帳がされた通帳と車検証（写しでも可）を持参して

ください。

●—／町民課納税係　172－5411

　健康運動指導士によるストレッチ、トレーニングマ

シンを使った筋力トレーニング等を行います。

●対象／60歳以上の健康な方で、今まで当講座に参加

したことのない方。（現在何らかの病気で治療中の

方は、主治医の許可をいただく場合があります。）

●期間／５月15日㈮～10月27日㈫

＊原則　週２回、火・金曜日

●時間／午前９時45分～午前11時30分

●場所／農業者トレーニングセンターまたは生涯学習

センター

●参加費／無料

●—・申込み／4月30日㈭まで 健康支援係 172－4111

　４月～５月、山火事防止運動が全国で実施されます。

今年は暖冬で山火事発生の危険が早まることが予想さ

れます。火の不始末を防ぎ、山火事をなくしましょう。

●注意点／①野焼き・たき火はしない

　　　　　②火を扱っている時は、その場を離れない

　　　　　③煙草の投げ捨ては、絶対にしない

●—／庄内総合支庁森林整備課　10235－66－5526

遊佐元町の町並を明るくつくる会

八ツ面川  夜桜まつり
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4月28日午前10時　鳥海ブルーライン開通　※先着30名に記念品贈呈

“よ～くきいてナイトⅥ”
中級英会話 受講生募集

平成21年度 町職員人事異動
【退職】（３月31日付）
　髙橋　幸紀（総務企画課長）
　伊藤　悦子（町民課長補佐兼納税係長）
　本間　志信（産業振興課農林水産係長）
　川俣　久子（健康福祉課子育て支援係長）
　高橋　悦子（吹浦保育園管理保育園長）
　鈴木美和子（遊佐保育園主任調理師）

【採用】（４月１日付）

教育委員会
主事補

髙橋　　友

吹浦保育園
保育士

高橋明日香

藤崎保育園
保育士

石井　恵理

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）④管理栄養士（1名）

資 格 助産師・看護師・准看護師・理学療法士（パート可）・
管理栄養士（常勤）　　

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

社会福祉法人 遊佐厚生会
職種・採用
予定人数

介護員（臨時職員）若干名
正職員登用制度有り

勤 務 先 遊佐厚生会　経営施設

給与待遇 遊佐厚生会「臨時職員取扱要綱」による

勤務条件 夜間勤務有り

採用予定 平成21年５月１日

受験資格
障害者福祉・高齢者福祉に理解と情熱があり体力
に自身のある方で通勤可能な方
※ヘルパー２級以上の資格を有する方

試 験 日 ４月26日㈰

試験内容 面接

申込期間 ４月15日㈬～４月24日㈮（最終日の消印有効）

受付時間 午前８時30分～午後５時30分

申込用紙
請 求 先

遊佐厚生会事務局（月光園内）で交付します。郵
便で請求する場合は、封筒に「受験申込書請求」
と朱書きし、必ず140円切手と宛名を明記した用
紙を同封してください。

提出書類 受験申込書・履歴書・有資格証明書コピー

問 合 せ 999-8523　遊佐町当山字上戸8-1
遊佐厚生会事務局（月光園内）172－5611

天一
募集内容 パート従業員

募集人員 １名

給 与 時給700円

勤 務条件 10時～14時30分

申込・詳細 天一（遊佐字南田筋9－4）まで　172－4392

遊佐町合併55周年記念事業
実行委員会委員の募集

●期間／５月７日～H22年３月４日（計19回）

　※隔週で木曜日を予定しています。

●時間／午後７時～午後８時30分

●場所／生涯学習センター（旧中央公民館）

●受講料／4,000円（年間）

　※他に教材費（教科書等）が3,000円かかります。

●内容／海外ですぐに使える会話を中心に、日本語を

ほとんど使わずに学習します。

●対象／中学生、高校生、一般　30名

●—・申込み／４月30日㈭まで

　生涯学習センター（旧中央公民館）172－2236

　平成21年６月１日施行の改正道路交通法により、飲

酒運転がらみの違反点数が大幅にアップ。ほとんどの

場合で、運転免許が一発取消しになります。

●酒酔い運転

　　改正後→35点（取消し）

●酒気帯び（0.25㎎以上）運転

　　改正後→25点（一発取消し）

　今年は、新生遊佐町が誕生して55年目を迎えます。

町では、この記念すべき55周年事業の企画運営、実施

にあたる実行委員を募集します。

●募集人数／若干名

●活動内容／

①遊佐町合併55周年記念事業の実践にご協力をお願い

します。

②一定の予算の範囲内で、実行委員会の独自事業を企

画運営、実施できます（実行委員会特別事業）。

●応募できる方／

①遊佐の住民であること（平成21年４月１日現在）

②中学生以上であること（平成21年４月２日現在）

③意欲的に遊佐町合併55周年記念事業に様々なアイデ

アを提供いただける方

●活動期間・謝礼等／おおむね６月～12月まで。活動

に対する報酬等はありません。

●応募方法／遊佐町役場総務企画課　企画係まで電話

72-5880かFAX72-3310、または電子メー

ルkikaku@town.yuza.yamagata.jpで応

募ください。

●応募締切／４月30日㈭

●—／総務企画課企画係　172－5880

改正道路交通法
飲酒運転　免許一発取消し
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　現在、遊佐町民体育館は利用されるみなさんの安全

性を高めるために、８月末まで耐震改修工事を行って

おります。特に下記期間については、工事作業のため

２階アリーナが全面使用禁止となります。１階児童高

齢者体育館、トレーニングロードについても、部分的

に使用できない期間があります。また、工事のために

大型車等往来することがありますので、ご注意願いま

す。ご不便おかけしますが、よろしくお願いします。

●2階アリーナ使用禁止期間／6月22日㈪～8月12日㈬

●—／工事について：遊佐町教育委員会生涯学習係　

　　　　　　　　　　172－5892
　　　体育館利用について：遊佐町町民体育館

　　　　　　　　　　　　　172－5454

集い・学び・創る
生涯学習センター開所（旧中央公民館）

遊佐町民体育館
耐震改修工事のお知らせ

お　 し　 ら　 せ　 号
⑷

◎第29回赤倉スキー競技会（2月28日㈯～3月1日㈰）
　小学校4年男子の部　桜井　海拓（蕨岡スキースポ少）
◎第５回ＺＡＯ猿倉スラローム大会（3月14日㈯）
　小学4年生男子の部 優勝 桜井　海拓（蕨岡スキースポ少）
　高校一般男子の部 優勝 小野寺翔平（杉沢南）
 ３位 佐藤　　隼（石辻）
◎‘09蔵王ジュニアジャイアントスラローム大会（3月20日㈮）
　小学校男子4年の部 ２位 桜井　海拓（蕨岡スキースポ少）
◎第30回蔵王ジュニア総合スキー大会
　　　　　　　　　アルペンスラローム（3月21日㈯）
　小学校男子4年の部 ２位 桜井　海拓（蕨岡スキースポ少）
◎第14回少年ミニサッカー大会（3月22日㈰）
　２年生以下の部（U－８）優勝 ＫＫＭＩバルセロナ
　４年生以下の部（U－10）優勝 シダ・ボンバーズ
　６年生以下の部（U－12）優勝 稲川チーム
◎第14回蔵王猿倉コスモスカップスキー大会（3月22日㈰）
　小学校女子1・2年生の部 ３位 小野寺紗希（遊佐小）
　　　　　　　　　　　５位 佐藤　鮎奈（高瀬スキースポ小）
　小学校男子3・4年生の部 ６位 斎藤　弘佑（稲川スキースポ小）

＊先月15日発行のお知らせ号の当欄で、一部誤りがありました。お詫
びして、訂正します。

　◎第50回遊佐町小中学校スキー大会・第40回町民スキー大会
　　（2月14日㈯）　　　　　　　　　　　（誤）　　　　　（正）
　小学校1・2年生男子 優勝 榊原　　和（蕨岡小１年）→（蕨岡小２年）
　小野寺1・2年生女子 優勝 小野寺紗希（遊佐小１年）→（遊佐小２年）

定額給付金の申請は
お済みですか？

遊佐町商工会プレミアム商品券

　平成21年４月１日より遊佐町中央公民館が、「遊佐

町生涯学習センター」として名称変更となりました。

これまで中央公民館が行ってきた業務に加え、まちづ

くり活動の推進・支援も行っていきます。施設の利用

については、これまでと変わりなくできますので、よ

ろしくお願いします。

●—／遊佐町生涯学習センター　172－2236

　３月19日より住民の生活支援と地域への経済対策を

目的とした定額給付金の申請受付が始まっています。

まだ申請がお済みでない場合は、以下の書類を準備し

郵送または役場２階企画係「定額給付金申請窓口」へ

申請してください。

①申請書…３月19日に対象者の世帯あて発送していま

す

②本人確認書類…運転免許証、健康保険証などの写し

③振込先金融機関口座番号確認書類…通帳の見開き１

ページ目、またはキャッシュカードの写し（金融機

関、口座番号、口座名義人（カナ）がわかるもの）

●—／総務企画課企画係　172－5880

●商品券購入者の皆様へ…使い忘れはありませんか

使用期限が５月10日までとなっています。

その後はどのお店でも使用できなくなりますので使

い忘れのないように気をつけてください。

●登録業者の皆様へ…換金忘れはありませんか

換金期限は５月25日までとなっています。

毎週月曜日が換金日ですので、お忘れのないように

気をつけてください。

●—／遊佐町商工会　172－4422


