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12月31日（年越し）は
オールナイト（　  ）で営業

12月の休館日12月の休館日

28日㈪
クリスマス
スタンプ2倍
クリスマス
スタンプ2倍

25日㈮
26日㈯

あぽん西浜
鳥海温泉保養センター

10234-77-3333

【日時】平成22年

  1月1日（元旦）午前11時～
【場所】あぽん西浜フロント前ロビー
【タイムスケジュール】
11:00 町長年頭あいさつ
11:10 アトラクション（吹浦スポーツ民踊会他）
11:30 もちつき

オール
ナイト営業

新春行事

1,000円～3,000円
限
定
販
売

あぽん西浜
縁起2010
あぽん西浜
縁起2010福袋販売福袋販売入浴券

付き
遊佐町プレミアム商品券遊佐町プレミアム商品券

ご利用出来ます

入浴・
サウナ

お笑いお笑い新春 落語家を目指し、芸能界入り、現在は
司会・レポーターと多方面で活躍する。
1949年札幌生まれ。68年三笑亭夢楽に
入門。72年に二ツ目となり、
「夢之助」を襲名。83年に真打に昇進。
講演活動も各地で好評を博す。

◎プロフィール

¥12,000前売り料金

1/22 金平成22年
会食／午後6時
開演／午後7時

期日

鳥海温泉 遊楽里 10234-77-3711
◎前売り券のお買い求めは…

ディナーショー

三笑亭夢之助

（お食事付・税込）
※宿泊ご希望の場合は、お一人様
　5,000円（朝食付・税込）で承ります。

「遊楽里」１Ｆ
鳥海文化ホール

会場

●遊佐町役場／12月29日㈫～１月３日㈰

　戸籍・住民票・印鑑等の各種証明書、また、課税・納税・

所得の各種証明書も取り扱います。ただし、資産に関する証

明（評価・公課等）については発行できないものもあります。

　通常の業務内容とは異なりますので、ご了承願います。

＊死亡届や戸籍届は、休業期間中も受け付けています。

休業期間中のお電話は、172－3311へ

●生涯学習センター／12月29日㈫～１月３日㈰

●地区公民館／12月29日㈫～１月３日㈰

●体育施設／12月29日㈫～１月３日㈰

●町立図書館／12月29日㈫～１月４日㈪

●農林漁業体験実習館「さんゆう」／１月１日㈮～１月３日㈰

●町営バス／12月31日㈭～１月３日㈰＊全面運休

●ごみ収集／12月31日㈭～１月３日㈰

●し尿くみとり／

　【遊佐・稲川・西遊佐地区】

　　環清工業㈱　175－3350　12月31日㈭～１月３日㈰

　【蕨岡・高瀬・吹浦地区】

　　㈱エルデック134－3355

　　し尿くみとり申込み専用133－1222

　　　　　　　　　　　　　　12月31日㈭～１月３日㈰

●酒田地区広域行政組合（ごみ処理施設）／

１月１日㈮～１月３日㈰

◎酒田市休日診療所
●診療日／12月31日㈭～１月３日㈰
●診療受付時間／
　日中　午前８時30分～午前11時30分
　　　　午後１時　　～午後４時30分
　夜間　午後５時30分～午後９時30分
　＊小児科医の診療は日中のみ
　＊保険証を忘れずにお持ちください。
＊夜間は発熱等インフルエンザの症状の
方のみ（小学生以上）

●場所／酒田市船場町二丁目1－31
市民健康センター別館（旧検診センター）
●電話番号／121－5225（受付時間中のみ）

◎在宅歯科診療当番
12月31日㈭　小松歯科診療所
 （栄町2－5） 126－2340
１月１日㈷　丸藤歯科医院
 （日吉町一丁目2－11） 122－3296
１月２日㈯　富樫歯科医院
 （日吉町一丁目1－27） 122－0111
１月３日㈰　横山歯科医院
 （東大町一丁目9－9） 122－4552
●診療時間／午前９時～午後５時

●年末年始休業／12月29日㈫～１月３日㈰

●—・申込み／171－1233

　窓口臨時開設日（町民課受付窓口・納税窓口）
12月29日㈫ 午前8時30分～正午
12月30日㈬ 午前8時30分～正午



工業統計調査にご協力を

第8回歳の市「ゆざっと軽トラ市」
開催のおしらせ

「結婚」「子育て」についての
ご意見募集

山と湧水の学習会
「鳥海山をめぐる森と水と郷土力」

「食育」講演会

しらい自然館 おもしろ自然塾
「そば学」講座で健康に！

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

　歳の市「ゆざっと軽トラ市」を開催します。多数の

ご来店をお待ちしています。

●日時／12月29日㈫　午前９時～午前12時

●会場／ゆざっとプラザ（遊佐駅舎南側広場）

●—／遊佐町商工会　172－4422

　工業統計調査は、我が国の製造業の実態を把握する

ために大切な調査です。製造業を営む皆様には、今年

もご協力をお願いします。

●期日／平成21年12月31日現在で実施

●対象／主として製造業を営む事業所

●調査の方法／統計調査員が調査票を12月下旬に配布

し、１月上旬に回収します。

●—／総務企画課文書情報係　172－5880

　広報ゆざの「まちかどホットライン」で、「遊佐町

での結婚と子育て」をテーマに、遊佐の「婚活」事情

や子育てについて、日頃感じていることや、町に望む

ことなど、皆さまからご意見を募集しています。お寄

せいただいた意見や要望のいくつかは、平成22年2月

号のまちかどホットラインでご紹介します。　

●広報掲載上の注意／差出人の名前のない投稿は残念

ながら取り扱いできません。住所、氏名、年齢、電話

番号を必ず書いてください。広報掲載する場合は、ペ

ンネームや匿名での掲載も可能です。希望される方は

氏名のほかに、お書き添えください。

●—／総務企画課文書情報係　172－5880

●日時／12月26日㈯　午前10時～午後４時

●講師／森誠一氏（岐阜経済大学教授）

●場所／しらい自然館（172－2069）

※フィールドワークの可能性もありますので、

外套と長靴をご準備ください。

●参加費／無料

＊12月24日までに電話にて申し込みください。

●申込み／生活環境係　172－5881

●日時／１月21日㈭　午後３時～

●場所／遊佐町生涯学習センター

●入場料／無料

●講師／山形大学地域教育文化学部　

准教授　大森　桂氏　　

●演題／「子どもを対象とした食育の効果的な進め方」

●入場料／無料

●—・申込み／学校保健協議会事務局（教育委員会内）

172－5891

　そばの持つ健康の元となる成分を学びながら、挽き

たての金俣そば粉でゆでたてを味わいます。そば粉で

作ったお好み焼き、ガレットの試食もあります。

●日時／12月20日㈰　午前11時～午後１時

●場所／しらい自然館

●対象／どなたでも

●定員／50名（定員になり次第締切）

●受講料／700円（大人・子ども同額）

●申込み／電話で事前にお申込みください。

●申込締切／開催３日前まで　※定員になり次第締切

●—・申込み／しらい自然館　172－2069

　法的トラブルを解決するのにどのような方法があるの
かわからない、どこに相談すればよいのかわからない、
といったときは、法テラスコールセンター、または山形
地方事務所までお気軽にお電話ください。

◎情報提供…………法的トラブルの解決に役立つ情報の無
料提供

◎民事法律扶助……資力の乏しい方のための無料法律相談
や裁判費用などの立替え

◎犯罪被害者支援…被害者支援に詳しい弁護士や支援団体
などに関する情報の無料提供

・法テラスコールセンター （一般相談）10570－078374
（犯罪被害者相談）10570－079714

・法テラスホームページ　http://www.houterasu.or.jp
・日本司法支援センター山形地方事務所1050－3383－5544

　長期使用製品安全点検制度は、メーカーや販売事業
者等が、消費者の保守点検活動をサポートする制度で
す。対象製品を購入する時は、販売事業者の説明を聞
き、メーカー等へ所有者登録をしてください。また、
適切な時期にメーカー等から点検通知が届きますので、
安全のため点検（有料）を受けましょう。
●特定保守製品／屋内式ガス瞬間湯沸器・ふろがま等
●詳しくは経済産業省webサイト／
http://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/
system/01.html
●—／東北経済産業局製品安全室　1022－221－4918

長期使用製品安全点検制度のおしらせ



平成22年度庄内職業高等専門校
訓練生募集不動産競売のお知らせ

山形大学医学部附属病院
「がん患者相談室」のご案内

国の教育ローンのご案内

放送大学4月入学生募集

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

　庄内職業高等専門校では訓練生を募集しています。

働きながら技術・技能を学ぶことができます。

●募集人数／木造建築科10名・建築板金科５名

　　　　　　左官タイル施工科５名

●入校資格／①中学校卒業以上で、雇用保険被保険者

又は、労動保険特別加入者

②事業主又は従業員が職業訓練指導員資

格を持っていること

●訓練期間・訓練日／２年間・毎週土曜日

●費用／11,000円（月）＊他入校負担金等有り

●—・申込み／庄内職業高等専門校133－3020

　　　　　　　HP　http://www.akumi-kenso.com

　相談室では、がんに関する治療や検査、療養上の悩

み、医療費などについて、 患者さんやご家族の不安や

心配ごとに専任相談員の看護師が対応いたします。

●受付時間／８時30分～17時（土日、祝日を除く）

●相談場所／がん患者相談室

（病院正面玄関入ってすぐ左）

●相談の方法／対面相談と電話相談　1023－628－5159

　放送大学はテレビやラジオを利用して授業を行う通

信制大学です。１科目からでも学べます。

●募集学生／・全科履修生
　　　　　 　（大学卒業を目指す編入学可　18歳以上）

　　　　　　・選科履修生（１年間在学　　15歳以上）

　　　　　　・科目履修生（６ヶ月間在学　15歳以上）

●募集期間／平成22年２月28日㈰まで

●—／放送大学山形学習センター1023－646－8836

●物件／宅地、建物、農地など

●物件明細書閲覧期間／平成22年１月14日㈭まで

●閲覧場所／山形地方裁判所酒田支部１階閲覧室

●入札期間／平成22年１月７日㈭～

１月14日㈭午後５時

●入札場所／山形地方裁判所酒田支部１階執行官室

●—／山形地方裁判所酒田支部１階書記官執行係　

123－1246

　「国の教育ローン」は、高校、短大、大学、専修学校、

各種学校や外国の高校、大学等に入学・在学のお子様

がいるご家庭を対象とした公的な融資制度です。

●ご融資額／平成21年８月３日以降、学生・生徒お一

人につき300万円以内に引き上げられました。

●利率／2.65%（平成21年12月９日現在）

●ご返済方法／毎月元利金等返済、15年以内（在学期

間中は元金の据置きが可能。また、交通遺児家庭また

は、母子家庭の方は18年以内）

＊ご利用いただける方の年収制限があります。詳細は

お問合わせください。

　ご商売の年末資金として、セーフティネット貸付も

お取扱いしてます。

●—／日本政策金融公庫酒田支店教育ローン係

　10234－22－3120

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。どうぞお申込みください。

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

　使用者は、すべての労働者（臨時、パートタイマー、
アルバイト等を含む。）に対してこの賃金額以上の金
額を支払わなければなりません。 

山形県
最低賃金

最低賃金額 効力発生日 

1時間 631円 平成21年10月18日

＊次の賃金は、最低賃金額の計算には含まれません。 
①精皆勤手当　②通勤手当　③家族手当
④時間外・休日・深夜手当　⑤賞与など 
　日給者、月給者、歩合給者等の賃金については、1
時間あたりの賃金額が最低賃金の時間額を下回っては
いけません。 
●—／山形労働局労働基準部賃金室　1023－624－8224
　　　山形労働基準監督署　　　　　1023－624－6211 

山形県最低賃金

平成21年度

受講者募集中!
　NHK学園では、生涯学習通信講座の受講者を募集
しています。まずは、無料の案内書をご請求ください。
●募集内容／生涯学習通信講座
　　　　　　（趣味から資格まで全200コース以上）
●募集期間／生涯学習通信講座　通年申込受付
●—／ＮＨＫ学園　1042－572－3151
　　　案内書請求　10120－06－8881（フリーダイヤル）

NHK学園



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年度遊佐町防災行政無線施設整備事業
期　間　Ｈ21/11/9～Ｈ22/1/29　契約金額　3,570,000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、日本
無線株式会社東北支社、日東通信株式会社庄内営業所
◎地域生活課
●遊佐中央公園整備工事
期　間　Ｈ21/11/24～Ｈ22/3/23　契約金額　42,000,000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、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
◎健康福祉課
●平成21年度遊佐児童遊園地整備工事
期　間　Ｈ21/11/4～Ｈ22/2/26　契約金額　11,025,000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

◎10月11日　第10回東京よさこい
　企業賞　ビックカメラ賞　遊め組

◎11月３日　第28回伊藤徳治杯争奪柔道大会
　個人戦女子の部
　　第３位　今野　麻未（高瀬小）

◎11月７日・８日　JSCA東北ブロック水泳競技
大会
　10歳以下　男子50ｍ背泳ぎ
　　第６位　村上　拓海（稲川小）

◎11月29日　第24回酒田飽海地区ミニバスケット
ボール選手権大会
　男子の部
　　優勝　吹浦ミニバスケットボールスポ少

＊大会結果については、各競技団体より掲載依頼の
あったものについて掲載させていただいております。
掲載依頼は、生涯学習係172－5892まで、お願いします。

　農業委員会委員の選挙人名簿は、毎年１月１日現在で、有権者の登録申請によって調整されます。

　次の事項に該当するかどうかを確認の上、農業経営者が住所・氏名を記入押印し、平成22年１月８日

㈮まで申請をお願いします。（申請期限は１月10日まで）

　有権者とは、町内に住所を有し、次の２つの要件をすべて備えている人です。

１．年齢が満20歳以上（平成22年３月31日現在）であること。（平成２年４月１日以前に生まれた人）

２．次の（イ）、（ロ）、（ハ）のいずれかに該当している人

（イ）……　10アール以上の農地について耕作業務を営んでいる人

（ロ）……　耕作業務を営む人（10㌃以上）の同居の親族またはその配偶者

（ハ）……（イ）に規定する一定面積以上の農地について、耕作業務を営む農業生産法人の組合員

または社員

※（ロ）、（ハ）に該当する人で、年間おおよそ60日以上耕作に従事していることが必要です。

　申請書の配布と回収は、区長さんに依頼しておりますので、ご協力願います。

●—／農業委員会事務局　172－5890

　毎年、雪のシーズンになると除雪機による事故が多発しています。除雪機を使う

際には、次の点に注意して操作しましょう。

⑴　雪詰まりを除去するときや機械を点検するときは、必ずエンジンを止めてください。
⑵　雪詰まりを除去するときは、必ず雪かき棒を使ってください。
⑶　機械を操作するときは、足もとや後方の障害物に十分注意してください。
⑷　除雪作業をするときは、周囲に人を近づけないでください。雪を飛ばす方向にも注意しましょう。

▽問い合わせ　……　社団法人日本農業機械工業会／除雪機安全協議会　1０３－３４３３－０４１５

　　　　　　　　　ホームページ　http://www.jfmma.or.jp

正しい操作で、安全除雪正しい操作で、安全除雪!!!!

入札結果11月分

農業委員の選挙人名簿への登録申請をお忘れなく


