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　鳥海山に多くの観光客がおいでになる時季になりました。
　美しい山を楽しんでもらうために美化清掃を行いますので、
ボランティアを募集します。
●期日／ 6月27日（木）
●集合場所／遊佐町役場前：午前8時15分
　　　　　　十六羅漢駐車場：午前8時30分
　　　　　　＊バスで移動します
●募集締切／ 6月21日（金）
●問／企画課観光物産係　☎72-5886

　「そば好きは健康で長生き」と言われています。「そば」が
なぜ健康に良いのかを考えてみましょう！その後、挽きたて
の金俣そば粉で、打ちたて茹でたてのそばを味わいます。そ
ば粉で作るガレットもお楽しみに！
●日時／ 6月30日（日）午前10時～午後１時
●場所／しらい自然館
●対象／小学生 ～ 一般
●受講料／ 1,200円（大人・子ども同額）
●定員／ 20名（定員になり次第締切）
●申込み締切／ 6月27日（木）
●持ち物／エプロン・タオル
●申込み／四季の森　しらい自然館　内
鳥海山おもしろ自然塾推進協議会事務局　☎72-2069

●開催日／ 7月14日(日)
●時間／午前6時30分～午前10時※予定時刻
●集合場所／十里塚海水浴場（現地集合・解散）
●内容／・地引き網体験をやってみよう
　　　　・地元産の岩ガキをむいて食べよう
●持ち物／ズック（サンダルは不可）、軍手、タオル、帽子、
着替え、飲み物、クーラーボックスと氷など
●参加費／大人 2,500円・子ども1,500円
親子3,800円（体験・食材・保険等）
●募集人数／先着50名（最少催行人員40名）
●申込〆切／ 6月21日(金)まで
●問・申込み／遊佐鳥海観光協会　☎72-5666

鳥海ブルーライン
美化清掃ボランティアの募集

鳥海山おもしろ自然塾
〝そば学講座〟とそば打ち体験

ツアー参加者募集

地引き網体験＆
　旬の岩ガキ付き
地引き網体験＆
　旬の岩ガキ付き
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遊佐駅・吹浦駅駐輪場
ご利用の皆様へ

農業者年金を受給している皆様へ
現況届を忘れずに！！ 〈６月中〉

地籍調査事業にご協力を！
境界の立ち会いを行います

はかりの定期検査

町税等納期のお知らせ

　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。今年は遊佐町のはかりが対
象です。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11日（木）吹浦まちづくりセンター　
　午前11時～午後2時
7月12日（金）役場車庫前
　午前11時～午後2時
●問／産業課商工振興係　☎72－4522

　最近、駅駐輪場の自転車の置き方が非常に雑になってい
ます（特に高校生）。
　みんなが使用する公共の場です。決められた場所にきち
んと駐輪するようお願いします。
　なお、長期間放置されている自転車については、今後、
撤去させていただく予定をしておりますので、心あたりのある
方は、回収していただきますようお願いします。
●問／産業課商工振興係　☎72－4522

　「ひまわりの種まき、まちづくりの種まき。ひまわりと
遊佐のまちづくりを考える人が一緒に育つように。」昨
年度は約1500名の方にご協力いただいたこのプロ
ジェクト。今年度は各まちづくりセンターでも種をお配
りします。種を活用していただける方はお近くのまちづ
くりセンターにお声掛けください。

●問／ 15000人のひまわりプロジェクト実行委員会：遊佐
字広表6－1「Aコープ2F 創業支援センター内 地域おこ
し協力隊本部」　☎72－3981

　農業者年金を受給している方は、年1回現況届を提出し
なければなりません。6月中に届け出をしないと、支給停止に
なりますのでご注意ください。
●対象者／平成24年6月30日以前に受給開始された方
（対象者には5月下旬に農業者年金基金から現況届の用
紙を直接郵送しています。）
●手続き／現況届の用紙に住所・氏名・生年月日等を記
入のうえ、農業委員会（役場2階）にご提出ください。
●問／遊佐町農業委員会　☎72－5890

　7月1日（月）は町県民税、月光川水害予防組合費の納
期です。通知書は6月14日に発送を予定しておりますので、
内容ご確認のうえ、口座残高の確認、納め忘れのないように
お願いします。
●納期／ 7月1日（月）
　　　　町県民税 1期
　　　　月光川水害予防組合費 1期
●問／町民課納税係　☎72－5411

　平成25年度の地籍調査事業を行いますので、境界の立
ち会いと付近の刈り払いなどにご協力ください。
●地籍調査とは・・・
　国土調査法に基づき、市町村が主体になって、一筆ごと
の土地の所有者・地番・地目・境界・面積を正確に調査
測量するものです。調査の成果は、不動産登記に反映され
るほか、公共事業の実施や町づくりに活用されるなど、私た
ちの生活に重要な役割を果たしています。
●調査区域／杉沢字嶽ノ腰・字水上沢・字荷敷・字菅郷
（図の斜線部分）

●調査面積／ 0.5平方キロメートル
●調査時期／6月中旬～11月下旬（関係者には別途通知）
●問／町民課国土調査係　☎72－3327（直通）

2012年ひまわりの種収穫祭（藤井集落）

遊佐町15000人の
ひまわりプロジェクト
遊佐町15000人の
ひまわりプロジェクト

一緒に育てませんか？
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チャレンジキッチン利用者募集海浜カヌー塾　参加者募集

労働保険料の申告・納付

　チャレンジキッチンとは、様 な々食品加工機械が設置され
ている調理室です。遊佐の農水産物を活用した加工品の
試作等に使ってみませんか。

●場所／ Aコープゆざ店2階調理室
●利用可能な方／町内農水産物を使った加工品作りに取
り組みたい個人、団体、企業
●利用可能時間／平日午前8時30分～午後5時
●利用可能機械／自動真空包装機、コンビネーションレンジ、
乾燥機、焼き芋機、スライサー、小型製粉機、保温庫、冷蔵
庫、冷凍庫※使用する前に使い方講習を行います
●問・申込み／遊佐ブランド推進協議会　☎72－3966

●日時／ 7月13日（土）、14日（日）、15日（月・祝）
●内容／遊佐町吹浦海岸又は、月光川・牛渡川での海お
よび川カヌー体験
●対象／小学生以上（親子参加も可）※小学生1～ 3年
生は保護者同伴
●参加費／ひとり1,000円（昼食代・保険料等）
●募集人数／3日間とも先着32名（海コース16名+川コース16名）
●募集期間／ 6月21日（金）午前9時～ 6月30日（日）午後
5時※電話での申込後、参加申込書を提出していただきます。
●問／山形県海浜自然の家・研修担当　☎77－2166

●期限／ 7月10日（水）まで
●申告・納付場所／お近くの金融機関（日本銀行歳入代
理店に限る）又は労働基準監督署
●申告書集合受付日程（庄内地区）

●問／山形労働局総務部　☎023－624－8225

●日時／ 7月5日（金）午前9時～ 11時
●場所／杉の子幼稚園ホール　＊参加無料
●対象／子育て中の方ならどなたでも（親子でどうぞ）
●内容／☆年中組さんからのプレゼント
　　　　☆手遊び　☆パネルシアター
　　　　☆大型絵本　☆みんなでうたおう
　　　　楽しみに来てくださいね!！
●問／学校法人杉の子幼稚園　☎72－2345

乾燥野菜も
作れます

焼き芋機で孟宗も
焼けます

スライサーで1～5mm
の薄さに切れます

　地域や集落、町民で組織する自主的な団体がみずから
取り組む地域づくりを支援します。
●対象事業
①コミュニティ事業：広場・遊園地の整備、遊具・水車・
表示板・掲示板の設置、イルミネーションや小型除雪機
などの地域環境や景観の維持・増進に資する機械等
の購入等
②郷土文化・芸能の保存事業：郷土芸能（衣裳・備品）、民
俗行事の保存、はんてん、みこし、舞台、やぐら、太鼓、山車等
③特産品の開発事業（材料は除く）：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
のための研修視察（旅費を含む）
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）
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、自然体験学習等（講師謝金、印刷製
本費、会場使用料）新たな文化活動
●助成する金額
　助成対象事業費の2分の1以内とし、助成金額の最高
額は70万円。最低額は5万円です。ただし、公民館の新
築については最高150万円、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
道接続にともなうトイレ改修などについては、対象事業費の
2分の1以内で、限度額は50万円。特産品の開発事業
のうち旅費に相当するものについては、3分の1以内です。
●申込方法
　所定の申請書を提出してください。申請用紙は、企画課
まちづくり支援係で用意しています。また、ホームページか
らダウンロードすることもできます。
●申込期限／ 6月28日（金）
●問・申込み／企画課まちづくり支援係　☎72－4524

きらきら遊佐マイタウン事業きらきら遊佐マイタウン事業 追加募集追加募集

地区 日時 会場・時間 電話

鶴岡

７月５日（金）
庄内町商工会
第１研修室
１０：００～１５：００

☎ 0234
　42-2556

７月８日（月） 庄内産業振興センター
マリカ東館３階
第１研修室
９：３０～１５：００

☎ 0235
　23-2200７月９日（火）

７月１０日（水）

酒田
７月８日（月） 酒田市総合文化センター

３０９・３１０会議室
９：３０～１５：００

☎ 0234
　24-2991７月９日（火）

７月１０日（水）

追加募集
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豊かな海を育む森づくり活動

豊かな森・川・海づくりフォーラム

大切な人を自死で亡くされた方へ
「相談会」と「つどい」

裁判所職員採用一般職試験
（高卒者試験）

平成25年度 山形県
エコ改修推進モデル事業費補助金

6月23日から29日は
「男女共同参画週間」です

●受付期間／ 7月16日（火）～25日（木）まで
●第一次試験／ 9月15日（日）
●受験資格／平成25年4月1日において高等学校卒業後
2年以内の方及び平成26年3月までに高等学校を卒業す
る見込みの方（平成25年4月1日において中学卒業後2年
以上5年未満の方も受験可）
●問／〒990－8531　山形市旅篭町二丁目4番22号
山形地方裁判所事務局総務課人事第一係
☎023－623－9511
HPアドレスhttp://www.courts.go.jp/

●事業概要
　県内中小事業者が、県内の既存施設・設備の改修工
事（更新工事）として、温室効果ガス排出量の削減につな
がる省エネ・再エネ設備を導入する事業に対し支援します。
●補助内容
①補助対象　県内の中小事業者が、既設の事業所に省
エネ・再エネ設備を導入し、省エネ効果が明確かつ費用対
効果が優れていると見込まれる事業。
②補助金額　補助対象経費の3分の1（上限200万円。た
だし平成23年度からの通算で400万円まで）。※事業実施
に必要な機械装置等の設計費、購入費及び設置に伴う工
事・付帯工事費が対象。
③補助要件
・省エネ診断を受診し、その省エネ提案に基づく省エネ改修
・中長期的な温室効果ガスの自主削減計画の策定。な
お、当該計画には、5年間で5%程度の温室効果ガス
（CO2換算）の削減目標を定めること。
④募集期間及び件数　6月10日（月）～7月5日（金）
※審査のうえ、削減されるエネルギー使用量の費用対効
果の大きい上位から予算の範囲内で選定。
●問・申込み／山形県環境エネルギー部　環境企画課
省エネルギー推進担当　☎023－630－2336

　キャッチフレーズは、「紅一点じゃ、足りない。」です。男女
が互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合い、一
人ひとりが個性と能力を十分に発揮することができるよう、こ
の期間に男女共同参画について改めて考えてみましょう。
●ホームページ／<内閣府男女共同参画局HP>
http://www.gender.go.jp/public/week/week.html
●問／山形県子育て推進部　若者支援・男女共同参画課
☎023－630－2262　

●日時／ 7月6日(土)　午前9時30分～午前11時30分
●集合場所／鳥海温泉「遊楽里」　隣接　南側駐車場
●会場／遊佐町吹浦地内海岸林
●活動内容／クロマツ林の枝打ち作業
●服装／長袖、長ズボン、長靴、雨具等（のこぎり等は準備
します。）※どなたでも参加できます。（参加無料:事務局で
保険加入いたします。）
●問・申込み／ 6月28日申し込み締め切り
庄内総合支庁森林整備課　森づくり担当
☎0235－66－5523

●日時／ 7月6日(土)　　午後1時30分～午後3時30分
●会場／鳥海温泉「遊楽里」　鳥海文化ホール
●内容／豊かな海を育むための森・川・海のつながり等に
ついて、研究機関や森づくり団体からの研究・活動報告等
●報告者／県森林研究研修センター、県水産試験場、県
内水面水産試験場、県鮨商生活衛生同業組合、NPOひ
らた里山の会
※どなたでも参加できます。（参加無料）
●問・申込み／庄内総合支庁森林整備課　森づくり担当
☎0235－66－5523
　当日参加も可能ですが、会場準備の都合上7月4日まで
申し込み願います。

　大切な人を自死で喪った時、遺された人は深い悲しみを
抱き、様 な々複雑な感情におそわれることがあります。どうか
一人で悩まないでください。まずはお電話をください。

相談会
●相談日／ 8月1日（木）、10月3日（木）、12月5日（木）
●相談時間／午後1時30分～ 3時30分（予約制）
●会場／庄内総合支庁3階32号会議室（三川町）
●内容／精神科医師による個別相談

つどい
●開催日／ 6月18日（火）、9月3日（火）、11月19日（火）、
3月4日（火）
●時間／午後1時15分～午後3時45分
●会場／庄内総合支庁3階32号会議室
●内容／わかち合い、ミニ講話など
●費用／相談会、つどいともに無料
●問・申込み／電話にてお申込みください。秘密は厳守します。
庄内保健所　地域保健福祉課　☎0235－66－4931（直通）
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山形県介護支援専門員
実務研修受講試験

町民・関係者のご意見を募集しています。
遊佐町地域防災計画（素案）

求職者就労・生活相談会

平成25年度「山形学」講座

司法書士無料法律相談会

なんでも労働相談ダイヤル

　町は、東日本大震災の教訓を生かし、また山形県地域防
災計画を踏まえ、遊佐町地域防災計画の修正作業を進め
てきました。このたび、その素案が出来ましたのでご意見を
募集します。
●意見募集期間／ 6月14日(金)～ 7月11日（木）
●公表場所／遊佐町ホームページ、遊佐町役場総務課、
各地区まちづくりセンター
●対象者／町民、事業者等
●意見の提出方法／様式は問いません。持参、郵送、ＦＡＸ、
電子メールのいずれかの方法で提出ください。必ず住所、
氏名(又は名称)、電話番号を明記してください。
●回答方法／遊佐町ホームページで行います。
●問・提出先／総務課危機管理係
　☎72－5895　ＦＡＸ72－3313
　電子メール kikikanri@town.yuza.yamagata.jp

●概要／
①テーマ　「食から考える山形 
　　　　　　～足もとの食を見つめながら～」
②定　員　80名（応募多数の場合抽選）
※託児あり（要事前申込）
③場　所　遊学館　第１研修室ほか
④受講料　3,000円（学生1,000円）
⑤内　容
　【第1回】「ローカルな食を訪ねて Ⅰ」

7月13日（土）9:30－16:30　開講式・現地研修
　【第2回】「受け継ぐ、伝える食文化」

8月4日（日）13:30-16:30　座学
　【第3回】「ローカルな食を訪ねて Ⅱ」

8月31日（土）9:00－16:30　現地研修
　【第4回】「食と学びの場」

9月7日（土）13:30－16:30座学
　【第5回】「食と人とを繋げる」

9月29日（日）13:30－16:30　座学
　【第6回】「食の行方」

10月6日（日）13:30－16:30　座学・閉講式
●申込方法／【氏名・郵便番号・住所・
連絡先電話番号・生年月日・託児の有
無】を明記し、はがき・ＦＡＸ・メールでお
申込ください。6月26日以降、結果とご
案内を送付します。
●問・申込み／〒990－0041　山形市緑
町1－2－36　山形県生涯学習センター「山
形学」講座担当あて　☎023－625－6411
FAX023－625－6415　E-mail　yama@gakushubunka.jp

●試験日時／ 10月13日（日）午前10時
●試験会場／山形国際交流プラザ「山形ビッグウィング」ま
たは、山形大学小白川キャンパス
●受験資格／保健、医療、福祉の分野で5年または10年
以上の実務経験がある方
●受験手数料／ 7,700円
●受験案内配布／庄内総合支庁地域保健福祉課
※6月17日（月）から受験の手引きを配布します。
●受付期間／ 6月21日（金）～ 7月17日（水）＊当日消印
有効
●提出方法／郵送
●問／山形県福祉人材センター　☎023－622－2776

●期間／ 6月27日（木）、28日（金）午前9時30分～午後6時
29日（土）午前10時～午後5時
●相談方法／申込不要。電話相談もしくは来所相談。相談
無料
●相談電話／☎0800－800－7867（フリーダイヤル）
●相談内容／仕事を探している方の生活や住まいに関す
る相談。就職活動の悩みや職業訓練などの情報提供。
●問／山形県求職者総合支援センター（ハローワークプラ
ザやまがた内）　☎0800－800－7867

●実施団体／連合山形酒田飽海地域協議会
●相談電話／☎24－5505
●相談期間／ 6月21日（金）午前10時～午後6時まで
●相談方法／相談者が電話で相談する方法です（相談は
無料）
●相談内容／解雇・雇止め、賃金カット、労働相談、残業、
休暇などの他、いやがらせ、経営危機・倒産などによる人員
整理問題、労働災害など、労働に関わる相談について対応
します。
●問／連合山形酒田飽海地域協議会　担当　阿部

●日時／ 6月26日（水）午後5時～午後7時　
●会場／酒田勤労者福祉センター2階（酒田市緑町）
●相談内容／相続、遺言、土地建物の登記、会社法人の
登記、金銭トラブル、成年後見等
●要予約／申込み午前9時～午後5時まで（土・日・祝日
除く）
●問／山形県司法書士会酒田支部　高橋　☎43－4000
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がんばった人にマル入札結果　５月分
＊契約金額には、消費税が含まれています。

◎地域生活課
●平成25年度　畑地内道路改良　線形調査業務委託
　期　間  Ｈ２５／５／１7～Ｈ２５／１２／２０　契約金額　4,462,500円
　契約者　株式会社出羽測量設計
　［その他の入札参加者］株式会社石川測量事務所、株式会社庄内
測量設計舎、株式会社大和エンジニア、有限会社安野測量事務所

●平成25年度　町道藤崎中線　側溝整備工事
　期　間  Ｈ２５／５／２0～Ｈ２５／７／２６　契約金額　1,659,000円
　契約者　有限会社石山工業
　［その他の入札参加者］赤塚建設工業株式会社、有限会社石
川工業、有限会社一道建設、金子建業株式会社
●平成25年度　吹浦統合簡易水道事業　第一水源浄水処理
施設整備工事実施設計業務委託
　期　間  Ｈ２５／５／１６～Ｈ２６／３／２０　契約金額　6,195,000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］株式会社庄内測量設計舎、新日本設計
株式会社 庄内営業所、新和設計株式会社 庄内営業所、有限
会社安野測量事務所
●平成25年度　八日町地内配水管布設替工事
　期　間  Ｈ２５／５／１6～Ｈ２５／９／３０　契約金額　26,985,000円
　契約者　伊藤建設株式会社
　［その他の入札参加者］協栄建設株式会社、株式会社斎藤工業、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
●平成25年度　大楯浄水場電気計装機械設備更新工事実施
設計業務委託
　期　間  Ｈ２５／５／３０～Ｈ２５／１２／２０　契約金額　1,470,000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］株式会社庄内測量設計舎、新日本設計
株式会社 庄内営業所、新和設計株式会社 庄内営業所、有限
会社安野測量事務所
●平成25年度　平津・上寺配水池施設耐震診断実施業務委託
　期　間  Ｈ２５／５／３０～Ｈ２６／２／２８　契約金額　6,195,000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］新日本設計株式会社 庄内営業所、新
和設計株式会社 庄内営業所、株式会社東洋設計事務所 山
形出張所、山形設計株式会社
●平成25年度　五日町地内給水管布設替工事実施設計業務委託
　期　間  Ｈ２５／５／３０～Ｈ２５／１２／１０　契約金額　1,995,000円
　契約者　新日本設計株式会社　庄内営業所
　［その他の入札参加者]株式会社庄内測量設計舎、株式会社新
光コンサルタント 庄内事務所、新和設計株式会社 庄内営業
所、有限会社安野測量事務所
●平成24年度(繰越）遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工
事（第３工区）
　期　間  Ｈ２５／６／3～Ｈ２５／11／２9　契約金額　32,088,000円
　契約者　庄司建設工業株式会社
　［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、
株式会社斎藤工業、株式会社高橋工業所、土門建設株式会社

◎企画課
●平成25年度　遊楽里駐車場整備工事
　期　間  Ｈ２５／５／８～Ｈ２５／６／２８　契約金額　3,570,000円
　契約者　赤塚建設工業株式会社
　［その他の入札参加者］有限会社石川工業、有限会社石山工
業、有限会社一道建設、金子建業株式会社
●平成25年度　西浜海浜駐車場砂除去工事
　期　間　Ｈ２５／５／２７～Ｈ２５／６／２８　契約金額　2,520,000円
　契約者　有限会社菅原建設
　［その他の入札参加者］赤塚建設工業株式会社、金子建業株
式会社、ヤマ五建設株式会社

◎教育課
●平成25年度　吹浦小学校校地等整備工事
　期　間　Ｈ２５／６／3～Ｈ２５／９／６　契約金額　23,100,000円
　契約者　庄司建設工業株式会社
　［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、
株式会社斎藤工業、株式会社高橋工業所、土門建設株式会社

●剣道
○4月21日（日）　第28回飛鷲旗争奪少年剣道大会
　女子個人　優勝　渡部　真衣（西遊佐剣道スポ少）
○5月3日（金・祝）第33回庄内少年武道大会
　優勝　高瀬剣道スポーツ少年団
○5月18日（土）　酒田市体育祭剣道大会（山王祭）
　団体　小学生の部　準優勝　蕨岡剣道スポーツ少年団
○5月19日（日）　第35回山形県道場少年剣道大会
　団体の部（小学生の部）　準優勝　高瀬道場
　団体の部（中学生の部）　第 3 位 神子免館道場Ａチーム
 さわらび道場
　男子個人（小学生の部）　優　勝　齋藤　瑞貴
　　 〃 　（中学生の部）　準優勝　桜井　海拓
　女子個人（中学生の部）　準優勝　阿部　羽奏
○5月26日（日）　第44回山形県少年剣道錬成大会
　小学校男子の部　第1組　第 3 位　蕨岡剣道スポーツ少年団
　　　　〃 第3組　第 3 位　高瀬剣道スポーツ少年団
　小学校女子の部　第2組　準優勝　西遊佐剣道スポーツ少年団
○5月26日（日）　第24回安藤捴吉杯争奪剣道大会
　女子の部　優勝　西遊佐剣道スポーツ少年団

●卓球
○4月29日（月・祝）　第38回少年少女卓球大会（個人戦）
　小学生男子5,6年生の部
　ベスト16　（榊原英友、石垣道真、本間広大）
    県大会出場　8名
○5月12日（日）　第31回ホープス大会（団体）
　小学生男子団体　5位　（榊原英友、石垣道真、本間広大、加藤　涼）
　県大会出場

●サッカー
○5月3日（金）・4日（土）第16回鶴岡5中学区友好サッカー大会
　第3位　遊佐サッカースポーツ少年団
○5月18日（土）・19日（日）第37回とがし杯争奪少年サッカー大会
　（兼　全日本少年サッカー大会山形県大会酒田地区予選会）
　第1位　遊佐サッカースポーツ少年団

●バスケットボール
○5月26日（日）　第3回酒田アテネ杯ミニバスケットボール大会
　女子　第１位　遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団
　大会ベスト5
　佐藤　和泉・齋藤　千聖（遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団）

※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。

締め切り

問 合 せ

６月末

西浜コテージ村管理棟　☎77-3600

そ の 他 雇用期間は職種により異なります。

選考方法 書類選考
履歴書を西浜コテージ村管理棟まで提出してください。

■ 遊佐町総合交流促進施設株式会社

募集人員

雇用期間

若干名

7月17日（水）～ 8月19日（月）

勤 務 地 西浜海水浴場、西浜コテージ・キャンプ場等

職　　種 駐車場整理、受付、清掃（夏期臨時アルバイト）

■◆雇用の広場


