
犬の登録と狂犬病予防注射春の清掃にご協力を！

学校施設の使用申請は
教育委員会へ 平成21年度みどり環境税事業

鳥海山をめぐる学習会

Yuza   Town  Pub l i c   Re la t ions

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

M
ar
ch
　2

01
0　No

.431

3 15
毎月１回15日発行

お知らせ
広報

広
告

あぽん西浜177-3333  お食事処とりみ亭177-3334

しょうゆらーめん
半額 300円600円→

あぽん西浜ふろの日あぽん西浜ふろの日

26日
ふろの日

休館日

29日㈪
男女露天風呂改修工事の為、3/30㈫までご利用出来ません。ご迷惑をおかけ致します。

スタンプ2倍スタンプ2倍3/26㈮3/26㈮

とりみ亭の営業時間が変わります!とりみ亭の営業時間が変わります!

午前11:00～午後7:00（ ）午後2:30～4:00は
準備時間となります。

4
～1

大好評大好評とりみ亭の
こだわりラーメン

※宿泊希望のお客様は朝食付き、お一人様5,000円（入湯税150円別途頂戴いたします。休前日は1,000円増）
※飲み放題の飲み物は、ビール大瓶・日本酒・いも焼酎・麦焼酎・アルカリ焼酎爽・ウィスキー・ソフトドリンクです。
※カラオケ使用の場合、半額以下の2,500円　　※日帰り入浴の場合、入湯税75円頂戴いたします。
※送迎ご希望のお客様はご相談くださいませ。　※飲み放題コースは10名様からのご予約をお願いいたします。
※畳の宴会場または、イステーブルのホール、お好きな会場をお選びいただけます。

飲み放題コース飲み放題コース 満腹コース満腹コース
5,000円5,000円（税込）お一人様

ンンンンンンラ会ププラ会プラプラ迎迎送送 会歓歓 会会歓送送迎送迎 ララププ送歓 ン送送 会 ンンンンラララララププププ歓送迎会歓送迎会歓送迎会歓送迎会歓送迎会 ンン歓送迎会プラン歓送迎会プラン
平成22年3月1日㈪～平成22年4月17日㈯

鳥海温泉  遊 楽 里 10234-77-3711

2時間
飲み放題
付き

食前酒
付き

どちらかお好きなコースが選べます。どちらかお好きなコースが選べます。

　飼い犬（生後91日以上）には、犬の登録・狂犬病予防注射
を受ける義務があります。すでに登録されている犬につい
ては、狂犬病の予防注射だけ受けてください。
＊狂犬病予防注射は１頭１針で実施しています。
●料金／登録済の犬（注射料のみ）　　　3,100円
　　　　未登録の犬（登録料と注射料）　6,100円
●持ち物／①郵送されたハガキ②フン処理の袋（会場で犬
がフンをした場合のため）
●日程

＊犬が死亡したときは、下記へご連絡ください。
●—／地域生活課生活環境係172－5881

●日時／３月28日㈰午後１時30分
●場所／しらい自然館172－2069
●内容／講演「山をみだすこと、水への影響」
　　　　講師：鷲見哲也氏　大同大学准教授
●参加費／無料　※フィールドワークもありますので、長
靴、防寒具などご準備ください。
●—・申込み／地域生活課生活環境係172－5881

　きれいでさわやかな生活空間を保つため、集落
周辺の道路、公園等の清掃にご協力ください。集
落等団体の清掃には、軍手とごみ袋を提供いたし
ますので、代表の方は地域生活課にお申し込みく
ださい。
●ごみの分別方法にご注意ください
　ポイ捨てされたペットボトル、空き缶、空きび
んは汚れているためリサイクルできません。下表
のように分別して町指定ごみ袋に入れ、集落の環
境推進員を通じてごみステーションに出してくだ
さい。また、放置自転車など、袋に入らない大き
いごみ（粗大ごみ）がある場合は、地域生活課へ
ご連絡ください。

●—／地域生活課生活環境係172－5881

　町内各小中学校の施設開放事業（体育館の夜間
開放等）の申請は、これまで各学校で受付してお
りましたが、４月使用分からは教育委員会事務局
（防災センター２階）で受付します。使用料等は
申請時に納付願います。なお、毎週水曜日は午後
７時まで受付しますので、来庁して許可を受けて
ください。
●—／教育委員会生涯学習係172－5892

月　日 場　所 時　間

４月６日㈫
しらい自然館 午前　9：30～10：15
野沢公民館 午前10：45～11：30
生涯学習センター 午後　1：00～　2：30

４月７日㈬
稲川公民館 午前　9：30～10：30
西遊佐公民館 午前11：00～12：00

４月８日㈭
吹浦公民館 午前　9：30～10：30
高瀬公民館 午前11：00～12：00

４月９日㈮
蕨岡公民館 午前　9：30～10：30
開畑公民館 午前11：00～12：00

４月11日㈰ 生涯学習センター 午前　9：30～11：00

ごみの種類 分別区分

ペットボトル、紙類、布類、ゴム類、
ビニール・プラスチック類、木くず もやすごみ

空き缶、空きびん、金属くず、ガラ
スくず、せともの 埋立ごみ



障がい者なんでも相談室

山形＆庄内同時開催
「地域のつどい・勉強会」

しらい自然館  おもしろ自然塾　
「ガイドと行く残雪のブナ林トレッキング」

NPO鳥海自然ネットワーク
吉出山の森林と水源の保全を考える会
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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

　認知症（若年期含む）や心理的な障がいを持つご本

人やその家族が安心して暮らすために、制度や司法な

どを専門家から楽しく学びながら交流し、情報交換の

場とし、新しい仲間を見つけませんか。

●日時／３月27日㈯午前９時30分～11時30分

●会場／酒田市総合文化センター310研修室

●対象／ご本人、家族、認知症など関心のある方

●参加費／無料

●申込み／認知症の人と家族の会　山形県支部事務局

　　　　　FAX023－688－8119

●—／㈳認知症の人と家族の会山形県支部事務局

佐藤1090－5838－3744

　障がい者なんでも相談室では、悩み事や困り事の相

談を受け付けています。

●相談員／①法律相談（弁護士　＊事前に予約が必要）

②一般相談（社会福祉士）

●相談方法／手紙・来所・1兼FAX023－687－5333

＊相談無料

●受付日時／月曜日～金曜日　午前９時～午後５時

●—／山形県障がい者社会推進センター

1兼FAX023－686－3690

　鳥海山麓の残雪の中、「ブナ林」をカンジキを履い

て散策してみませんか？熟練ガイドが案内するので、

初心者でも安心して参加できます。幻想的で神秘に満

ちた雰囲気を体感しましょう。

●期日／４月11日㈰　しらい自然館９時集合（その後各

自で移動）解散は、午後２時30分頃を予定

●対象／大人で、山歩きの可能な人　●定員／15名

●受講料／1,800円（ガイド料、保険料、昼食等）

●持ち物／山歩きできる服装と靴、着替え、サングラ

ス、タオル、水筒、雨具、帽子、手袋等

●申込締切／４月８日㈭※定員になり次第締切

●—・申込み／しらい自然館172－2069

　吉出山のある臂曲では、８ha余りの山林で岩石が採

取されています。森林と水源の保全を考える取組みと

して吉出山を歩きます。長靴を準備ください。

●日時／３月21日㈰午前９時～12時（雨天決行）

●内容／８時50分しらい自然館駐車場に集合、９時～

11時フィールドワーク（吉出山を歩く）、11時15分～12

時岩石採取についての学習会（しらい自然館会議室）

●参加費・申込み／無料です。事前申込みの必要はあ

りません。どなたでも参加ください。８時50分までに

集合場所にお集まりください。

●—／NPO鳥海自然ネットワーク　172－2455　Email：

chokainet@yahoo.co.jp ＊詳細はホームページにてUR

L：http://www2.plala.or.jp/chokainet/ご確認ください。
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感謝を込めて1周年祭感謝を込めて1周年祭

JA SS
セルフ みどり 遊YOU SS

みどり 遊YOU SSみどり
遊YOU SS

㈱みどりサービス

営業時間 7:00～20:00
TEL.72-3959  FAX.72-4613  70120-972-358

3/19㈮・20㈯・21㈰・22㈪ 4日間はイベント開催!3/19㈮・20㈯・21㈰・22㈪ 4日間はイベント開催!

3/1㈪～3/31㈬3/1㈪～3/31㈬

燃料油大特価V
粗品プレゼント♪

洗車プリカ
3,000円券
今月が
チャンス!!半額半額ガソリン・軽油3,000円以上の給油で

粗品のプレゼント♪お子様にはお菓子の
プレゼント♪ご来店お待ちしております!

3/1～31までの合計3,000円分
以上のガソリン・軽油のレシート
で応募できます。（灯油は除く）

抽選で豪華
景品が当たる!!
抽選で豪華
景品が当たる!!

Ａ賞　地デジ対応テレビ（20型）…1名
Ｂ賞　プレイステーション3…1名、
　　　プレイステーションポータブル…1名、ＤＳｉ…1名
Ｃ賞　給油プリカ5,000円分…10名
Ｄ賞　Ａコープ商品券3,000円分…10名

●
●

●●

JA庄内
みどり
遊佐支店

Aコープ
ゆざ店

至西遊佐
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ホームセンター
ムサシ
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豪華
景品
豪華
景品

大抽選会大抽選会

　県では環境保全と創造に関し、顕著な功績のあった個人
及び団体を顕彰しています。応募対象・方法など、詳細は
お問合わせください。
●応募締切／３月31日㈬まで＊必着
●推薦調書提出先／庄内総合市庁環境課
●—／山形県文化環境部環境企画課1023－630－3043

「第11回環境やまがた大賞」募集



くらしの無料相談所

NTT東日本発行の電話帳を
配達・回収致します。

酒田地区日中友好協会
中国語講座

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

　「お金のトラブル・相続・成年後見なんでも相談」

行政書士が対応します。困ったままにせず、ご相談く

ださい。秘密は厳守します。

●日時／４月３日㈯午前９時30分～午後３時30分

●場所／酒田市交流ひろば２階研修室

＊無料駐車場あり

●内容／借金問題、悪徳商法のトラブル、相続問題、

認知症等高齢者等の財産管理の問題（成年後見制度の

活用等）

●対象／どなたでも●費用／無料＊申込は当日会場で

●—／ＮＰＯライフサポート庄内　石井　

10234－45－1362

　ＮＴＴ東日本山形支店では、４月中に順次、新しい

電話帳（平成22年５月発行）を各ご家庭・事業所へお

届けします。

　その際、現在お使いの電話帳は、新しい電話帳とお

取替えいたしますので、配達員へお渡しください。

ＮＴＴでは、地球環境保護として、回収した古電話帳

から新しい電話帳を作る「電話帳循環型リサイクル」

を行っています。

　なお、ご不在時等で配達員に古い電話帳を渡せなか

った場合、後日改めて回収に伺いますので、下記「タ

ウンページセンタ」までご連絡ください。お届けする

電話帳の変更や配達冊数の変更につきましても、タウ

ンページセンタまでご連絡ください。

●—／タウンページセンタ10120－506－309

　中国語学習が全くはじめての方から、実践会話まで

幅広く受講生を募集します。受講生同士の交流会や、

その他の行事への参加もあります。

●内容／初級講座：木曜日　中級講座：火曜日　

　　　　実践講座：木曜日　＊毎週

　　　　時間：午後７時～午後８時30分

　３月25日㈭午後７時より酒田市文化センターで初心

者向けの「おためし中国語講座」（無料）を開催します。

上記講座の説明会もあります。

●会場／東北公益文科大学

●対象者／中国語の学習を希望される方はどなたでも

●受講料／月額3,000円（学生2,000円）

●—／酒田地区日中友好協会事務局　山形新聞庄内総

支社内　住所：酒田市山居町1－5－21　

担当：佐藤10234－23－5105

A雇用の広場

グループホーム燦燦（遊佐字南大坪12-1）

職種・
募集人員

通所介護（デイサービス）利用者の健康管理及び
介護
社員又はパート　１名

資　　格 正看護師

給与・待遇
月給制　200,000円～250,000円
時給制　1,250円～
社保・雇保険加入

勤務条件 シフト制　年間休日 121日
勤務時間 8：30～17：30

選考方法 書類選考・面接

そ の 他 明るく快活な方、お話好きな方、待ってます！！

問 合 せ 有限会社カワムラ　　1２２－１０３８

鳥海山大物忌神社（吹浦字布倉１）

募集内容 鳥海山山頂参籠所（山小屋）内外の清掃・毛布の
整頓・食事配膳等　２名

資 格 普通自動車免許

給与・待遇 委細面談

勤務条件 山頂参籠所まで独力で登山ができ、約３ヶ月間（７
～９月）勤務のできる方

選考方法 面接（電話連絡の上履歴書を提出して下さい）

締 切 平成２２年４月３０日㈮

問 合 せ 鳥海山大物忌神社　　☎７７－２３０１

有限会社チョウカイペット（比子字青塚123-15）

募集内容
・人員

仔犬繁殖手伝い　成犬舎そうじ、健康管理
パート２名

資 格 普通自動車免許　動物専門学校出身者優遇

給与・待遇 時給７００円～
２ヶ月見習い期間有り（時給▲５０円）

勤務条件 8：30～12:30、8：30～17:30（休憩1時間）

選考方法 面接

締 切 ３月末日まで

そ の 他 正社員希望であれば勤務状態次第で可　将来ブリ
ーリング希望の方には良い勉強ができます。

連 絡 先 ☎０９０－１０４３－６００５　鈴木まで

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・准看護師　若干名　
②理学療法士　１名　正職員（パートも可）

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
①再就業支援セミナーを実施しています。（ブラ
ンクのある方、どうぞお申込みください）

②訪問看護スタッフも併せて募集しています。

問 合 せ

順仁堂遊佐病院　事務長　池田充まで
〒999-8301 遊佐町遊佐字石田7 172－2522
ＵＲＬ ：http://www.yuza-hospital.jp/
E-mail ：info@yuza-hospital.jp



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。

◎地域生活課
●平成21年度大楯浄水場第6号水源急速ろ過設備工事実施設計業務委託
期　間　Ｈ22/2/4～Ｈ22/3/19　契約金額　7,665,000円
契約者　株式会社新光コンサルタント庄内事務所
［その他の入札参加者]　山形設計株式会社、新日本設計株式会社庄内営
業所、株式会社庄内測量設計舎、株式会社日本水道設計社山形営業所

●八日町地内下水路整備工事
期　間　Ｈ22/2/8～Ｈ22/3/26　契約金額　3,360,000円
契約者　有限会社菅原建設
［その他の入札参加者]　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

●平成21年度遊佐特定環境保全公共下水道舗装復旧工事
期　間　Ｈ22/2/8～Ｈ22/3/25　契約金額　37,800,000円
契約者　株式会社高橋工業所
［その他の入札参加者]　伊藤建設株式会社、庄司建設工業株式会社、土
門建設株式会社、株式会社斎藤工業

●平成21年度吹浦統合簡易水道事業　導水管及び配水管布設工事
期　間　Ｈ22/2/9～Ｈ22/3/25　契約金額　16,800,000円
契約者　株式会社佐藤組
［その他の入札参加者]　伊藤建設株式会社、庄司建設工業株式会社、協
栄建設株式会社、土門建設株式会社、株式会社斎藤工業、株式会社高
橋工業所

●町道遊佐稲川丸子線防雪柵設置工事
期　間　Ｈ22/2/5～Ｈ22/3/26　契約金額　3,549,000円
契約者　株式会社斎藤工業
［その他の入札参加者]　伊藤建設株式会社、株式会社高橋工業所、協栄
建設株式会社、株式会社佐藤組

●町道浮橋鶴田線道路改良工事
期　間　Ｈ22/2/5～Ｈ22/3/26　契約金額　3,622,500円
契約者　株式会社斎藤工業
［その他の入札参加者]　伊藤建設株式会社、株式会社高橋工業所、協栄
建設株式会社、株式会社佐藤組

●平成21年度直世終末処理場進入防止柵改修工事
期　間　Ｈ22/2/25～Ｈ22/3/25　契約金額　1,575,000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

◎総務企画課
●防災センタースロープ・玄関屋根改修工事
期　間　Ｈ22/2/17～Ｈ22/3/26　契約金額　2,625,000円
契約者　土門建設株式会社
［その他の入札参加者]　伊藤建設株式会社、庄司建設工業株式会社、株
式会社高橋工業所、株式会社斎藤工業

◎産業振興課
●鳥海温泉あぽん西浜　露天風呂上家工事
期　間　Ｈ22/2/25～Ｈ22/3/30　契約金額　2,625,000円
契約者　赤塚建設工業株式会社
［その他の入札参加者]　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、金子建業株式会社

◎教育委員会
●平成21年度遊佐町民体育館給水設備改修工事
期　間　Ｈ22/2/8～Ｈ22/3/15　契約金額　1,890,000円
契約者　株式会社佐藤組
［その他の入札参加者]　伊藤建設株式会社、協栄建設株式会社、金子建
業株式会社、株式会社斎藤工業

◎１月31日　第48回遊佐町剣道大会
　【団体の部】
　小学校／優勝　男子　蕨岡スポ少Ａ　女子　高瀬スポ少Ａ
　中学校／優勝　大門寺（遊佐中）
　一　般／優勝　三段以下　西遊佐　四段以上　遊佐
　【個人の部】
　小学校男子／優勝　４年生以下　白崎　桃汰（遊佐スポ少）
　　　　　　　　　　５年生　　　白崎　郁也（遊佐スポ少）
　　　　　　　　　　６年生　　　今野　　皓（蕨岡スポ少）
　小学校女子／優勝　４年生以下　髙橋　ゆう（高瀬スポ少）
　　　　　　　　　　５年生　　　伊藤　瑞希（高瀬スポ少）
　　　　　　　　　　６年生　　　池田　　唯（高瀬スポ少）
　中学校男子／優勝　伊藤　　優　中学校女子／優勝　青山　千里
◎１月31日　第26回五色カップジャイアントスラローム大会
　小学校男子６年生の部　第５位　桜井　大地　蕨岡スキースポ少
◎２月６・７日　第62回全庄内スキー選手権大会
　・大回転
　小学生男子の部　第２位　桜井　大地（６年）蕨岡スキースポ少
　　　　　　　　　第８位　斎藤　弘佑（４年）稲川スキースポ少
　中学男子の部　　第３位　斎藤　裕矢（１年）遊佐中
　・回転
　小学校男子の部　第４位　桜井　大地（６年）蕨岡スキースポ少
　高校生男子の部　第２位　佐藤　　隼（高３）石辻
　高校生女子の部　第１位　佐藤葉瑠菜（高１）升川
◎２月７日　第38回遊佐町卓球選手権大会
　団体戦　優勝　菅野チーム
　個人戦　男子経験者の部　　優勝　佐藤　　光（菅野）
　　　　　男子未経験者の部　優勝　岩瀬　悦光（わいわいかんとりー）
　　　　　女子経験者の部　　優勝　土屋　智美（遊佐中）
　　　　　女子未経験者の部　優勝　池田　繁子（サークルピンポン）
◎２月13日　2010全国小学生アルペンスキー大会山形県予選会
　小学校男子４年の部　第２位　斎藤　弘佑　稲川スキースポ少
　小学校男子６年の部　第１位　桜井　大地　蕨岡スキースポ少
◎２月20日　第17回温海一本木カップスキー競技大会（兼 庄内カップ第３戦）
　小学校１・２年男子の部　第２位　榊原　　和（２年）蕨岡スキースポ少
　小学校３・４年男子の部　第４位　斎藤　弘佑（４年）稲川スキースポ少
　小学校５・６年男子の部　第５位　桜井　大地（６年）蕨岡スキースポ少
◎庄内カップ総合
　第２位　桜井　大地　蕨岡スキースポ少
　第７位　斎藤　弘佑　稲川スキースポ少
◎２月21日　ノルディカカップ第24回間沢スラローム大会要項
　中学校男子の部　第３位　佐藤　泰幸（３年）　遊佐中
　小学校３・４年　第４位　斎藤　弘佑（４年）　稲川スキースポ少
　小学校５・６年　第５位　桜井　大地（６年）　蕨岡スキースポ少
◎２月27日・28日　酒田地区フットサル大会
　スポ少高学年の部　第２位　遊佐サッカースポーツ少年団
　スポ少低学年の部　第３位　遊佐サッカースポーツ少年団

　福祉・体育・文化活動をしている町民の任意団体（営利・
政治・宗教団体は除く）で、町民を対象とした会員募集記
事を２月１日号で募集し、当号に掲載予定でしたが応募が
ありませんでした。４月15日号に掲載希望の団体は、４月
１日㈪（消印有効）まで、はがきまたはファクシミリに①
団体名②連絡先（氏名、電話番号）③対象と簡単な活動内
容［40字以内］④活動日時と場所⑤費用（入会費、会費等）
を記入し、〒999-8301　遊佐町役場　文書情報係　FAX72
－3310までお申込みください。

広報ゆざで会員募集記事を掲載します広報ゆざで会員募集記事を掲載します

　「飲酒運転 しない させない ゆる
さない」を合言葉に、全町民挙げて
遊佐町から飲酒運転をなくしましょ
う。ご理解とご協力をお願いします。

《 「少しだけ…」が命取り 》
　少量の飲酒でも車の運転に必要な認知・判断・操作に悪
影響を及ぼし、重大事故の原因となります。「飲んだら乗
らない　乗るなら飲まない　飲ませない」

《 二日酔いも飲酒運転！ 》
　前日に飲みすぎると、次の日まで体内にアルコールが残
ります。翌日に運転する場合、深酒はやめましょう。

総務企画課危機管理係172－5895

入札結果2月分

　長年使用した議会用椅子の更新を
予定しています。処分予定の議会用
椅子を、欲しい方には有料でお譲り
します。
●規格・形状／高さ85センチ、幅68センチ、奥61センチ
●料金／１脚1,000円　
●予定数／20脚程度　＊購入希望者多数の場合は抽選
●申込期限／３月26日㈮
●—・申込先／総務企画課総務係172－5880

議会で使用した椅子を議会で使用した椅子を
有料でお譲りします。有料でお譲りします。

ストップ・ザ・飲酒運転


