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●場所／遊楽里前ふれあい広場
　＊雨天時はマルチドーム「ふれんどりぃ」で開催
　午後5時45分～
ダンス／ポップキッズ、ちゃっきりパワフルズ、
Funnys Beat、遊佐高ソーラン部、遊め組、
ハウオリフラガールズ、鳥海太鼓
　午後7時頃～
沖縄バンド／ icharibars
＊会場では、軽食やビールを販売しています。
●問／遊楽里 ☎77-3711
　　　道の駅ふらっと ☎71-7222

●場所／西浜海水浴場
　＊荒天時は7月28日（日）に順延します。
●スケジュール／
午後6時45分～
曲目あてクイズ／ポップキッズ、ハウオリフラガールズ、鳥海太鼓
午後7時45分～　花火打ち上げ
●シャトルバス／釜磯（漁村センター）駐車場～会場（花火大会
　会場まで徒歩5分）まで 無料で運行します。
●交通規制／ 午後6時～ 9時
デイリーヤマザキから海岸へ抜ける道は人、車とも絶対立入禁
止です。駐車場は、誘導員の指示に従ってください。
●問／遊佐鳥海観光協会　☎72-5666

ゆざ町夕日まつり第25回

第2夜夕日コンサート 第2夜遊佐町民花火大会夕日コンサート 遊佐町民花火大会

ゆざ町夕日まつり

交通規制にご協力をお願いいたします。
●交通規制実施期間／
　　　　7月19日（金）～8月18日（日）

西浜・釡磯海水浴場
西浜キャンプ場

7月19日（金）オープン！7月19日（金）オープン！
十六羅漢まつり十六羅漢まつり

第23回第23回

7月27日（土）午後6時15分～

十六羅漢岩・出羽二見
ライトアップ

7月19日（金）～8月18日（日）
午後6時～午後10時

至ブルーライン

関係者以外通行禁止区域駐車禁止区域
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7月20日㈯ 午後5時～9時 7月27日㈯ 午後6時45分～8時35分

第1夜 第2夜
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サンデー窓口／平日に電話で申し込むと日曜日午前中に住民票など受取可能です。　●問／町民係　☎72ｰ5885　

●対象/看護学生
●日時/8月20日（火）・21日（水）・22日（木）午後2時～
午後4時
●場所/順仁堂遊佐病院
●内容/病院概要、勤務条件・福利厚生、看護業務・卒
後教育等、先輩看護師との懇談、院内見学、質疑応答等
●参加申込/1週間前まで電話で申し込みください　
●問/遊佐病院総看護師長室　信夫（しのぶ）まで
☎72－2522

　高校生のみなさんを対象に下記の日程で看護体験を開
催いたします。ぜひ、ご参加ください。
●日時/8月19日（月）午前10時～午後3時
●場所/順仁堂遊佐病院
●内容/院内施設見学、患者食体験、患者さんとのふれあ
い・コミュニケーション、聴診器によるフィジカルアセスメント、
各種測定、車椅子移送・散歩、手浴、
シーツ交換など
●参加申込/8月9日（金）
　午後5時まで
　電話で申し込みください。
●問/遊佐病院総看護師長室
信夫（しのぶ）まで
☎72－2522

　7月22日から7月28日までが「肝臓週間」、7月28日は『日
本肝炎デー』です。
　現在、国内B型及びC型肝炎ウイルスの患者･感染者は、
合せて300万人を超えており、国内最大の感染症とも言わ
れています。ウイルス性肝炎が慢性的に続くと、肝硬変･肝
細胞がんに進行する恐れがあります。
　心配なことやわからないことなどありましたら、気軽に電話
をおかけになり、肝炎ウイルス検査を受けていただきたいと思
います。
　なお、通常検査日は毎週火曜日午前9時30分～12時に
行っています。電話での事前予約が必要です。
●日時/7月23日（火）　午前9時30分～午後8時まで
※午前9時30分～正午まではB 型･C型ウイルス性肝炎を
含め、HIV検査、性器クラミジア検査も行います。
●場所/庄内総合支庁 東庁舎（庄内保健所） 2階 健康
相談室
●問・申込み/電話での事前予約が必要です。
☎0235－66－4920（担当:直通）。検査は匿名･無料です。

●期日/8月14日（水）※雨天中止
●時間/ YUZAフェス　午前10時～午後2時
   ・朝倉さやミニコンサート（2回公演）
   ・遊め組、遊佐高校ソーラン部などの演舞ほか
 盆踊り大会　午後6時30分～午後8時30分
   ・参加団体を募集いたします（8月5日まで）
    ・出店者募集（出店料なし、8月5日まで）
●場所/グリーンストア～旧きらやか銀行（車両通行止）
●問/遊佐町商工会　☎72－4422

＊上記の受験資格のほか、住所要件として、平成25年7月
1日現在で遊佐町に住所を有する者、又は、就学等のため
遊佐町外に居住している場合は父母等が町内に住所を有
する者。性別不問。 
●申込方法/申込用紙に必要事項を記入のうえ、役場総
務課に提出してください（郵送可）。
●申込用紙の請求/
・申込書は総務課総務係で配布します。
・郵送で請求する場合は、封筒の表に「職員採用資格試
験受験申込書請求（上級または初級行政・初級保育士）」
と朱書きし、120円分の切手を貼った宛先（住所・氏名・郵
便番号）明記の返信用封筒（角型2号）を同封してください。
・遊佐町ホームページ（http://town.yuza.yamagata.jp/）か
らもダウンロードできます。
●申込期間/7月22日（月）～8月16日（金）（当日消印有効）
●採用試験/
【1次試験】教養試験・適応検査・専門試験（初級行政はなし）
　試験日：9月22日（日）　（合格発表10月中旬）
　場所：庄内町役場西庁舎
【2次試験】作文試験・面接試験
　試験日：10月下旬　（合格発表11月上旬）
●問・申込み/総務課総務係　☎72－5880
〒999－8301　飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴211

遊佐町職員採用資格試験遊佐町職員採用資格試験
職種 採用予定人員 受　験　資　格

上
級
行
政

若
干
名

①大学卒業程度の学力を有する者
②昭和 59 年４月２日から平成４年４月１日
までに生まれた者【満22歳以上30歳未満】
③平成４年４月２日以降に生まれた者で、
大学（短期大学を除く。）を卒業した者、又
は、平成 26 年３月までに卒業見込みの者

初
級

行
政

若
干
名

①高校卒業程度の学力を有する者。（大卒
者及び大学卒業見込みの者を除く）
②昭和 59 年４月２日から平成８年４月１日
までに生まれた者【満18歳以上30歳未満】

保
育
士

若
干
名

①高校卒業程度の学力を有する者
②昭和 59 年４月２日から平成６年４月１日
までに生まれた者【満20歳以上30歳未満】
③保育士免許を取得しているか、平成 26
年３月までに取得見込みの者

順仁堂遊佐病院見学会

2013夏・高校生一日看護体験

『肝臓週間』『日本肝炎デー』に伴う
肝炎（B型・C型）ウイルス検査

第44回 町民盆踊り大会
第１回 YUZAフェス

サンデー窓口／平日に電話で申し込むと日曜日午前中に住民票など受取可能です。　●問／町民係　☎72ｰ5885　

（2）
お し ら せ 号

○対象者
　高校生（設定乗降場所からの乗車が可能な事）
○運行時間

○乗降場所および運行ルート（帰りは逆に運行します）
（始発）菅里体育館前バス停 → 出戸バス停 → 十里塚公民
館前 → 田地下公民館前 →稲川小学校前バス停 → 西遊佐
まちづくりセンター前バス停 → 西遊佐小学校前 → 青塚口
バス停 → 白木バス停 → 茂り松公民館前 → 酒田市内

（行き）泉町9 → 酒田駅 → 大通り商店街
（帰り）酒田駅始発

◯乗車料金

　

 

◯利用登録
　利用ご希望の方は利用登録書を役場産業課商工振興係
まで提出の上、利用料をお支払い下さい。（定期券を発行しま
す）※利用登録書は遊佐町役場産業課内に設置しております。
◯その他
　ご利用等に関して不明な点がございましたら下記まで
お問い合わせ下さい。
◯問/産業課商工振興係   ☎72－4522   FAX72－5896

助成額　３万円/kw（上限４kw）（工事着工前に申請します）
※国の住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金の
交付を受ける方、町の定住住宅建設支援金の交付を
受ける方も申込みできます。
※対象要件があります。詳しくは、4/15号もしくは町の
ホームページでもご覧いただけます。
●問・受付窓口／地域生活課環境係　☎72－5881

　7月31日（水）は固定資産税、国民健康保険税、介護保
険料、後期高齢者医療保険料の納期です。通知書の発送
は7月16日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31日（水）
　固定資産税　2期　　国民健康保険税　1期
　介護保険料　1期　　後期高齢者医療保険料　1期
●問/町民課納税係　☎72－5411

　4月15日から5月31日まで行われた緑の募金運動で、町
内での募金総額は、435,386円でした。この募金は、公益財
団法人山形県みどり推進機構に送られ、県内での緑化事
業に使用されます。皆様のあたたかいご協力誠にありがとう
ございました。
●問/産業課水産林業係　☎72－4521

　「緑の募金」を活用した、町内の緑化推進事業を募集し
ます。学校、公民館、公園など公共施設で、緑を増やして整
備したいところがございましたら、担当までご相談ください。
緑に囲まれた憩いの場所をみんなでつくりませんか?
●平成24年度事業
　遊佐中学校及び遊佐町立図書館の花壇整備・植栽緑
化、白木地区ソメイヨシノ植栽
●問/産業課水産林業係　☎72－4521

高校生通学乗合タクシー運行

補助金申請受付中
住宅用太陽光発電設備導入事業住宅用太陽光発電設備導入事業

家庭用太陽光発電設備導入の経費の一部を助成します。
補助金申請受付中

乗降場所
片道乗車　
定期券（円）

往復乗車　
定期券（円）

1箇月 3箇月 1箇月 3箇月

茂り松公民館前、
白木バス停
青塚口バス停、
西遊佐小学校前

2,500 6,000 4,000   000,11

西遊佐まちづくり
センター前バス停、
稲川小学校前バス停、
田地下公民館前、
十里塚公民館前

3,000 7,500 5,000 14,000 

出戸バス停、
菅里体育館前バス停 3,500 9,000 6,000 17,000 

平成25年度「緑の募金」に
ご協力ありがとうございました

遊佐町緑化推進事業の募集

町税等納期のお知らせ

（行き）遊佐町内→酒田市内（帰り）酒田駅→遊佐町内
（7:00 発）（7:40 着）①（16:00 発）（16:40 着）

②（19:00 発）（19:40 着）
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サンデー窓口／平日に電話で申し込むと日曜日午前中に住民票など受取可能です。　●問／町民係　☎72ｰ5885　

●対象/看護学生
●日時/8月20日（火）・21日（水）・22日（木）午後2時～
午後4時
●場所/順仁堂遊佐病院
●内容/病院概要、勤務条件・福利厚生、看護業務・卒
後教育等、先輩看護師との懇談、院内見学、質疑応答等
●参加申込/1週間前まで電話で申し込みください　
●問/遊佐病院総看護師長室　信夫（しのぶ）まで
☎72－2522

　高校生のみなさんを対象に下記の日程で看護体験を開
催いたします。ぜひ、ご参加ください。
●日時/8月19日（月）午前10時～午後3時
●場所/順仁堂遊佐病院
●内容/院内施設見学、患者食体験、患者さんとのふれあ
い・コミュニケーション、聴診器によるフィジカルアセスメント、
各種測定、車椅子移送・散歩、手浴、
シーツ交換など
●参加申込/8月9日（金）
　午後5時まで
　電話で申し込みください。
●問/遊佐病院総看護師長室
信夫（しのぶ）まで
☎72－2522

　7月22日から7月28日までが「肝臓週間」、7月28日は『日
本肝炎デー』です。
　現在、国内B型及びC型肝炎ウイルスの患者･感染者は、
合せて300万人を超えており、国内最大の感染症とも言わ
れています。ウイルス性肝炎が慢性的に続くと、肝硬変･肝
細胞がんに進行する恐れがあります。
　心配なことやわからないことなどありましたら、気軽に電話
をおかけになり、肝炎ウイルス検査を受けていただきたいと思
います。
　なお、通常検査日は毎週火曜日午前9時30分～12時に
行っています。電話での事前予約が必要です。
●日時/7月23日（火）　午前9時30分～午後8時まで
※午前9時30分～正午まではB 型･C型ウイルス性肝炎を
含め、HIV検査、性器クラミジア検査も行います。
●場所/庄内総合支庁 東庁舎（庄内保健所） 2階 健康
相談室
●問・申込み/電話での事前予約が必要です。
☎0235－66－4920（担当:直通）。検査は匿名･無料です。

●期日/8月14日（水）※雨天中止
●時間/ YUZAフェス　午前10時～午後2時
   ・朝倉さやミニコンサート（2回公演）
   ・遊め組、遊佐高校ソーラン部などの演舞ほか
 盆踊り大会　午後6時30分～午後8時30分
   ・参加団体を募集いたします（8月5日まで）
    ・出店者募集（出店料なし、8月5日まで）
●場所/グリーンストア～旧きらやか銀行（車両通行止）
●問/遊佐町商工会　☎72－4422

＊上記の受験資格のほか、住所要件として、平成25年7月
1日現在で遊佐町に住所を有する者、又は、就学等のため
遊佐町外に居住している場合は父母等が町内に住所を有
する者。性別不問。 
●申込方法/申込用紙に必要事項を記入のうえ、役場総
務課に提出してください（郵送可）。
●申込用紙の請求/
・申込書は総務課総務係で配布します。
・郵送で請求する場合は、封筒の表に「職員採用資格試
験受験申込書請求（上級または初級行政・初級保育士）」
と朱書きし、120円分の切手を貼った宛先（住所・氏名・郵
便番号）明記の返信用封筒（角型2号）を同封してください。
・遊佐町ホームページ（http://town.yuza.yamagata.jp/）か
らもダウンロードできます。
●申込期間/7月22日（月）～8月16日（金）（当日消印有効）
●採用試験/
【1次試験】教養試験・適応検査・専門試験（初級行政はなし）
　試験日：9月22日（日）　（合格発表10月中旬）
　場所：庄内町役場西庁舎
【2次試験】作文試験・面接試験
　試験日：10月下旬　（合格発表11月上旬）
●問・申込み/総務課総務係　☎72－5880
〒999－8301　飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴211

遊佐町職員採用資格試験遊佐町職員採用資格試験
職種 採用予定人員 受　験　資　格

上
級
行
政

若
干
名

①大学卒業程度の学力を有する者
②昭和 59 年４月２日から平成４年４月１日
までに生まれた者【満22歳以上30歳未満】
③平成４年４月２日以降に生まれた者で、
大学（短期大学を除く。）を卒業した者、又
は、平成 26 年３月までに卒業見込みの者

初
級

行
政

若
干
名

①高校卒業程度の学力を有する者。（大卒
者及び大学卒業見込みの者を除く）
②昭和 59 年４月２日から平成８年４月１日
までに生まれた者【満18歳以上30歳未満】

保
育
士

若
干
名

①高校卒業程度の学力を有する者
②昭和 59 年４月２日から平成６年４月１日
までに生まれた者【満20歳以上30歳未満】
③保育士免許を取得しているか、平成 26
年３月までに取得見込みの者

順仁堂遊佐病院見学会

2013夏・高校生一日看護体験

『肝臓週間』『日本肝炎デー』に伴う
肝炎（B型・C型）ウイルス検査

第44回 町民盆踊り大会
第１回 YUZAフェス
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週替わり　夏休み体験プログラム

山形大学医学部公開講座

知的財産総合支援窓口

自衛官募集

来て! 見て! 乗って!
2013  SUMMER  MARITIME  FESTIVAL

やまがた企業訪問ツアー
オールやまがた2014ハローワーク学生就職面接会

司法書士無料法律相談

　特許や商標など知的財産に関する悩みや課題の解決を
支援します。
●相談内容/特許や商標などの出願手続き方法や費用、
先行技術や先願商標の調査方法、知的財産権による技術
の保護手段　など
●相談専用電話番号/ナビダイヤル　☎0570－082100
●窓口開設時間/午前8時30分～午後5時15分（土日・
祝日・年末年始を除く）
●相談料/無料
●問/一般社団法人山形県発明協会　☎023－644－3316

●募集種目/
①陸・海・空自衛官候補生
対象：18歳以上27歳未満の方
試験日【男子】9月16日（月）　【女子】9月23日（月）
②一般曹候補生
対象：18歳以上27歳未満の方
試験日：【男子・女子】9月16日（月）
③航空学生（パイロット）
対象：高卒（見込み含む）21歳未満の方
試験日：9月21日（土）
●受付期間/8月1日（木）～9月6日（金）
●問・申込み/自衛隊酒田地域事務所（ハローワーク酒田隣）
☎27－3532

●問/山形労働局職業安定課（☎023－626－6109）
ハローワーク酒田（☎27－3111）
山形県商工労働観光部雇用対策課（☎ 023－630－2375）

　酒田港まつりに併せて、海上自衛隊の艦艇が酒田北港に
入港して一般公開などを行ないます。
●期日/8月3日（土）～4日（日）
●場所/酒田北港　古湊埠頭
●入港予定艦艇/護衛艦「たかなみ型」及び潜水艦「おや
しお型」（入港艦艇については、変更の可能性があります。）
護衛艦艦内の一般公開をする他、体験航海を行なう予定で
す。（潜水艦の一般公開はありません。）
体験航海につきましては、乗艦券が必要になります。
乗艦券の応募方法等につきましては、自衛隊山形地方協力
本部ホームページをご覧いただくか自衛隊山形地方協力本
部広報室にお問合せください。
●問/自衛隊山形地方協力本部　☎023－622－0711
ホームページ　http://www.mod.go.jp/pco/yamagata/

●期日/7月22日（月）～8月18日（日）
●時間/午前9時～午後4時
●場所/鳥海イヌワシみらい館
●内容/ 1週目・（午前）登山道散策（午後）エコバッグ作り
 2週目・エコバッグを作ろう!
 3週目・鳥海山を作ろう!
 4週目・蜜ろうそくを作ろう!
●参加費/200～ 400円 ※プログラムにより異なります
●問/鳥海イヌワシみらい館　☎64－4681

●テーマ/「超高齢社会のリハビリテーション
　　　　　　～在宅医療に必要な基礎知識～」
●日時/9月7日（土）午後1時～午後5時10分
●場所/山形医学交流会館（山形大学医学部内）
●募集人数/100名
●対象/医療従事者、介護関係者、一般市民
●受講料/4,000円
●申込期間/8月2日（金）まで
●問/山形大学医学部総務課庶務担当　☎023－628－5006

●日時/7月24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
●申込み/午前9時～午後5時まで（土・日・祝日除く）（要予約）
●問/山形県司法書士会酒田支部　高橋☎43－4000

やまがた企業訪問ツアー
オールやまがた
2014 ハローワーク
学生就職面接会

月
日 8月6日（火） 8月7日（水）

会
場

県内に本社又は就業場所を有
する企業
（山形県労働局ホームページ
にて公表）

山形ビッグウィング

対
象

平成 26 年 3月に大学、短大、専修学校、高専を卒
業予定の学生（卒業後3 年以内の既卒者含む）

内
容

県内に本社又は就業場所を有
する企業を訪問し、仕事内容
について説明を受けることが
できます。（山形・米沢・酒田
駅発着でバスを運行）

企業ごとに設置され
たブースで、個別面
談ができます。
参加企業：１００社
予定
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入国警備官採用試験

刑務官採用試験

職業訓練受講生募集

庄内地域議員協議会を
傍聴してみませんか？

建退共制度を知っていますか?

●受験資格/
1　警備官
①平成25年4月1日において高校または中等教育学校を卒
業した日の翌日から起算して5年を経過していない方及び平
成26年3月までに高校又は中等教育学校を卒業見込みの方
②人事院が上記に準ずると認める方
2　警備官（社会人）
昭和48年4月2日以降に生まれた方（上記1①に規定する
期間を経過した方及び人事院がそれに準ずると認める方に
限ります）
●受付期間/
インターネット 7月23日（火）～8月1日（木）
郵送または持参 7月23日（火）～7月31日（水）
●第1次試験 9月29日（日）
●第1次合格発表 10月16日（水）
●第2次試験 10月29日（火）～10月31日（木）
●最終合格発表 11月26日（火）
●問 /仙台入国管理局総務課　☎022－256－6076

●職務内容/男子は男子の被収容者、女子は女子の被収
容者に対し、日常生活の指導、悩みごとに対する指導などを
行うほか、刑務所等におけるその他の任務に当たります。
●試験日/ 第1次試験　9月22日（日）
 第2次試験　10月24日（木）～26日（土）
●受験資格/
刑務A 昭和59年4月2日～平成8年4月1日生まれの男子
刑務B 昭和59年4月2日～平成8年4月1日生まれの女子
刑務A（武道）
 昭和59年4月2日～平成8年4月1日生まれの男子
刑務B（武道）
 昭和59年4月2日～平成8年4月1日生まれの女子
刑務A（社会人）
 昭和48年4月2日以降生まれの男子
刑務B（社会人）
 昭和48年4月2日以降生まれの女子
（刑務A及び刑務Bに規定する受験資格を有しなくなった方）
●試験種目/教養試験、作文試験、人物試験、身体検査、
身体測定、体力検査
●受付期間/7月23日（火）～ 31日（水）（簡易書留、通信
日付印有効）※詳細は人事院及び法務省ホームページ、受
験案内を参照願います。
●問・申込用紙請求先/山形刑務所庶務課人事係　
〒990－2162　山形市あけぼの2－1－1
☎023－686－2111（内線214）

　求職中の方に再就職に必要な技能を身につけていただ
き早期就職を目指します。
●対象者/ハローワークに求職登録している方
●募集科/ ①テクニカルメタルワーク科
 （各種溶接作業の職業訓練）定員17名
 ②住宅リフォーム技術科
 （大工作業の基本等の職業訓練）定員18名
●訓練期間/25年10月1日（火）～26年3月31日（月）
●募集期間/7月26日（金）～8月29日(木）
●選考日/9月5日（木）
●受講料/無料（ただし、テキスト代などは自己負担）
●実施場所/山形市漆山1954　ポリテクセンター山形
●問 /ポリテクセンター山形　☎023－686－2016

　建退共制度は、事業主が建設現場労働者の労働日数に
応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、労働者が建
設業界で働くことをやめたときに退職金を支払う、業界全体
の退職金制度です。
●加入できる事業主/建設業を営む方
●対象となる労働者/建設業現場で働く人
●掛金/日額310円
◎国の制度なので安全、確実、申し込み手続きは簡単
◎経営事項審査で加点評価の対象に
◎掛金の一部を国が助成
◎掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人で
は必要経費として扱われ、税法上全額非課税に
◎事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算
◎自社の福利厚生に便利な提携施設の割引サービスが
利用可能
◎地震等により災害救助法が適用された皆様に対し、各
種手続の特例措置を実施

●問 /独立行政法人勤労者退職金共済機構　建退共山
形県支部　☎023－632－8364

　地域の課題や施策等について、地元議員が審議を行い
ます。県議会の活動を身近で傍聴できる良い機会ですので、
どうぞお気軽にご参加ください。傍聴を希望される方は、当
日会場でお申し込みください。
●日時/7月26日（金）
　　　 午前10時～（受付:午前9時30分～）
●場所/庄内総合支庁　講堂
●問 /山形県議会事務局政策調査室
☎023－630－2846
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入札結果　６月分
＊契約金額には、消費税が含まれています。

◎健康福祉課
●遊佐町子どもセンター（仮称）新築工事
期　間 H25/6/20～H26/2/28
契約金額　183,960,000円
契約者　土門建設株式会社　
［その他の入札参加者］庄司建設工業株式会社、株式
会社高橋工業所
◎地域生活課
●除雪ドーザ購入
期　間  H25/6/20～H25/12/20
契約金額　8,888,250円
契約者　ユニキャリア株式会社 庄内支店　
［その他の入札参加者］北日本車輌株式会社、コマツ山
形株式会社 庄内支店、昭和建機株式会社、太洋自動車
工業株式会社、日立建機日本株式会社　庄内営業所
●小型除雪車購入
期　間  H25/6/14～H25/11/29
契約金額　6,552,000円
契約者　北日本車輌株式会社
［その他の入札参加者]株式会社KCMJ 山形営業所、
昭和建機株式会社
●旧吹浦小学校跡地　町道新設工事
期　間　H25/7/1 ～ H26/2/28
契約金額　23,520,000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、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

○5月18日（土）山形県小学生ソフトテニス選手権大会
第3位　尾形里菜（高瀬小5年）　※全国大会出場
○5月26日（日）ファミリーマートカップ第33回全日本バ
レーボール小学生大会酒田地区大会
第3位　遊佐ビクトリーズスポーツ少年団
○6月16日（日）第5回遊佐町長杯グラウンドゴルフ大会
団体戦（6地区の上位5名による合計打数で順位決定）
優　勝　稲川支部　　（合計打数415）
準優勝　遊佐支部　　（合計打数430）
第 3位　西遊佐支部　（合計打数433）
○6月23日（日）第26回東北電力旗ミニバスケットボー
ル酒田飽海地区予選会
男子　優　勝　吹浦ミニバスケットボールスポーツ少年団（県大会出場）
女子　準優勝　遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団（県大会出場）
※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。

勤務条件

問 合 せ

パート３～５時間　従業員８時間

焼き鳥専門店「鈴」
〒999-8301遊佐字鶴田33-2　☎72-3355

選考方法 履歴書、面接

■ 焼き鳥専門店「鈴」

募集人員

給与・待遇

１名

パート　時給800円以上
従業員　12万～ 15万　※応相談
雇用保険（労災あり）

資 　 格 普通自動車免許（徒歩、自転車で通勤できる方は必要なし）

職　　種 パート、従業員

■◆雇用の広場

●受付期間
　7月22日～ 8月16日（必着）の午前8時30分～午後5時
15分（土・日曜日を除く）に、受験申込書に必要事項を記入し、
写真を受験申込書と受験票に貼って、酒田地区広域行政組
合予防課総務係に郵送又は持参してください。
●試験日
【第１次試験】9月22日（日）
　場所　東北公益文科大学　教育研究棟　１階
　科目　教養試験
【第２次試験】10月に予定
　科目　体力測定、面接（個人・集団）、作文、健康診断
●受験申込書
　受験申込書は、酒田地区広域行政組合予防課総務係、
消防署各分署、酒田市総務課、酒田市各総合支所地域振
興課、庄内町総務課、庄内町立川支所総務課及び遊佐町
総務課にあります。また、酒田市のホームページからもダウン
ロードできます。
●問
　酒田地区広域行政組合予防課総務係　☎61－7119

酒田地区広域行政組合消防職員採用試験酒田地区広域行政組合消防職員採用試験
区分 職　種 採用予定人員 受験資格

大学
卒業
程度

消防Ａ ５名程度

①昭和 59 年４月２日から平成４
年４月１日までに生れた方
②平成４年４月２日以降に生れ
た方で、大学（短期大学を除く。）
を卒業した方又は大学を平成 26
年３月までに卒業見込みの方

高校
卒業
程度

消防Ｂ ５名程度

・平成４年４月２日から平成８年
４月１日までに生れた方
ただし、大学（短期大学を除く。）
を卒業した方又は大学を平成
26 年３月までに卒業見込みの
方は受験できません。

全区分共通
①平成 26年４月１日以降、酒田地区広域行政組合管内
（酒田市、庄内町、遊佐町）に居住できる方
②視力は、矯正視力を含み、両眼で 0.7 以上、かつ、色
覚は、赤色、青色及び黄色の色彩が識別できる方、また、
聴力は左右とも正常で、心身共に健康な方


