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◎２名様以上のご予約でお願いします。◎タオルはついておりません。各自ご用意下さいませ。
◎午前中は男性風呂清掃のため入浴できません。隣接する日帰り温泉を御利用ください。
◎送迎をご希望の方はご予約時にご相談ください。

日帰りプラン日帰りプラン
３,５００円３,５００円

個室休憩＆温泉＆食事付個室休憩＆温泉＆食事付 《御利用時間》
10時～15時

☎71－7222
《営業時間》8：30～18：00（産直9：00～17：30）

平日限定！
8月20日より8月20日より

10,35０円
※詳しくはお問い合せください。

よ
り平日

宿泊＋入湯税

道の駅
鳥海ふらっと
道の駅
鳥海ふらっとととととおいしいものを食べて元気になろう！おいしいものを食べて元気になろう！
パン屋
さんの 8月限定商品のお知らせ8月限定商品のお知らせ

いつもニコニコスマイル工房

マンゴー
デニッシュ
マンゴー
デニッシュ

●フォンドボー仕立ての
　カレースティック
●枝豆チーズスティック
●ジューシーパイン
●国産白桃のパン
●北海道オニオンブレッド

夏バテ防止に！夏バテ防止に！
特製の醤油ダレと牡蠣と
玉子のコラボ
特製の醤油ダレと牡蠣と
玉子のコラボ

かき丼800円

（みそ汁・漬物・小鉢付）
かき丼800円

（みそ汁・漬物・小鉢付）
250円

各200円 いくら丼・海鮮丼も人気です！

焼きたてパンのあたたかさと笑顔をお届けします

とろけるような食感のマンゴー！
チョーカナンマンゴー果肉とアルフォンソ
マンゴークリームを存分に堪能できます。

とろけるような食感のマンゴー！
チョーカナンマンゴー果肉とアルフォンソ
マンゴークリームを存分に堪能できます。

食堂

神の棲む山 鳥海山 聴こう！山のささやき 波の高鳴り 大地の鼓動

鳥海ツーデーマーチ奥の細道 鳥海ツーデーマーチ奥の細道

各出発時間の15分前から出発式を行います。
●参加料／町民1,000円（高校生以下無料）
　※７日・８日の両日あるいは1日のみ参加が同額です。
●問／ツーデーマーチ事務局　☎72-4114

　ツーデーマーチは遊佐の自然を全国に紹介する絶好の機会です。
きれいな自然環境の中で気持ちよく歩いていただくために、歓迎の心を
込めて町内全域の一斉清掃にご協力をお願いします。
●清掃場所／①自宅周辺　②道路端・公園等　③海岸
●問／地域生活課環境係　☎72-5881

9月7日（土）　【緑と庄内砂丘・日本海コース】
距　離 受　付 スタート
40km 6：00 7：15
20km 7：00 8：30
10km 8：00 9：00
5km 8：00 9：00

ゴール

11：30
～

16：00

9月8日（日）　【水と鳥海山麓、自然コース】
距　離 受　付 スタート
30km 6：00 7：15
20km 6：00 8：00
10km 8：00 9：00

出発式

出発式

5km 8：00

7：00
8：15
8：45
8：45

7：00
7：45
8：45
8：45 9：00

ゴール

11：00
～

15：00

　第21回のツーデーマーチを成功させるためには、
町民の皆さんの協力が必要です。スタッフとして、ツー
デーマーチを盛り上げてくれるボランティアを募集してい
ます。
●問／ツーデーマーチ事務局　☎72-4114

町内全域一斉清掃日　９月１日（日） ボランティアスタッフ募集町内全域一斉清掃日　９月１日（日） ボランティアスタッフ募集

2013年9月7日土・8日日2013年9月7日土・8日日コース
スタート・ゴールは両日とも遊佐町民体育館前広場です。

第21回

当日参加
大歓迎！
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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　

●テーマ／「日本文化の特質とものづくりの原点」
　　　　　創造的制作活動・観光と創作
●講師／（公）財団法人日本手工芸作家連合会
　　　　 理事　三浦正明　氏
●日時／ 9月6日（金）午前10時～ 11時30分
　　　　（開場午前9時30分～）
●場所／鳥海温泉遊楽里ギャラリー　※入場無料
●主催／「遊佐刺し子とその歴史」研究会
●問／ＬＬＰ遊佐刺し子ギルド　土門　☎72－2238

　農閑期のビニールハウス活用、天気の影響を受けない安
定した栽培と供給を目指し、ローコスト・軽量な水耕栽培プ
ラントの工場と農場の視察研修参加者を募集します。
●期日／ 9月5日（木）
●集合場所／Ａコープゆざ店前：午前8時集合
　　　　　　（～午後6時戻り）※バスで移動します
●視察場所／秋田県三種町： ㈱浅間製作所（工場）
 ㈱里山村（農場）、他
●定員／先着10名
●対象／農産物栽培に関わっている方
　　　　水耕栽培プラントでの起業を考えている方
●募集締切／ 8月30日（金）
●問・申込み／遊佐ブランド推進協議会　☎72－3966

　鳥海山周辺の伝承芸能が一堂に集う「第４回鳥海山伝
承芸能祭」が、にかほ市で開催されます。
●日時／ 9月7日（土）午後2時～
●主なプログラム／御宝頭・小滝のチョウクライロ舞（国指定
重要無形民俗文化財）、冬師番楽、大日堂子ども獅子舞　等
※本町の「横町神代神楽」も出演
●会場／金峰神社境内郷土文化保存伝習館・特設ステー
ジ（にかほ市象潟町小滝字奈曽沢４番１）※雨天決行
●問／にかほ市文化財保護課　☎0184－43－2005
 鑑賞バスツアー
　鳥海山伝承芸能祭を鑑賞する日帰りのツアーです。
●料金／ 2,000円／１人（高校生以下半額）
●発着時間／酒田市役所発 9:30 ＪＲ遊佐駅発   10:10
　　　　　　ＪＲ遊佐駅着  18:20 酒田市役所着 19:00
●募集／先着40名まで（最少催行人数25人）
●締切／ 8月28日（水）
●参加者特典／①たつみ寛洋ホテルにて地元食材を使った昼食付き
　②にかほ市郷土資料館、曹洞宗蚶満寺で現地ガイドによる案内
●問・申込み／ＮＰＯ法人遊佐鳥海観光協会　☎72－5666

　町ではこれまで、来る11月からの実施に向けて、町営バ
スの廃止を前提としたスクールバス、デマンドタクシー、タク
シー助成等を含めた公共交通体系の見直しを検討してきま
した。
　その概要がまとまりましたので、下記により意見交換会を
開催します。

　※上記のどの会場においでいただいても構いません。
●問／産業課商工振興係　☎72－4522

対象地区 会　　場 日　時

稲川 稲川まちづくりセンター
2階 東和室

8/22（木）
午後 7時～

西遊佐 西遊佐まちづくりセンター
和室

8/23（金）
午後 7時～

高瀬 高瀬まちづくりセンター
2階 講座室

8/26（月）
午後 7時～

吹浦 吹浦まちづくりセンター
2階 第 1・2会議室

8/27（火）
午後 7時～

蕨岡 蕨岡まちづくりセンター
2階 和室

8/29（木）
午後 7時～

遊佐 遊佐町生涯学習センター
2階 第 2 研修室

8/30（金）
午後 7時～

木造住宅耐震診断士派遣事業

遊佐刺し子に遊ぶ　講演会

国民文化祭あきた２０１４プレイベント
 第４回鳥海山伝承芸能祭

収益性のある水耕栽培プラント
視察研修の参加者募集

町公共交通体系見直しに係る
意見交換会

　町民の皆様の地震対策を支援するために、木造住宅
の耐震診断に対し費用の一部を助成します。
　地震への対策をするには、自らの地震リスクをあらかじ
め知っておくことが大切です。愛着のある我が家で安心し
て暮らすために耐震診断をおすすめします。
●対象住宅／
　次の要件を満たす町内の木造住宅が対象となります。
①昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て
②在来軸組構法で2階以下、床面積が500㎡以下
③延べ床面積の2分の1以上が自己居住用
●診断費用／個人負担6,000円
　※診断費用6万円のうち
　5万4千円を助成します。
●募集戸数／限定5戸
　※募集戸数に達し次第、
　受付を終了します。
●問・申込み／
地域生活課土木係　☎72－5883

我が家は「地震」に大丈夫！？
耐震診断は地震対策の第一歩！

木造住宅耐震診断士派遣事業

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　
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　平成27年度固定資
産評価替えに向け、標
準宅地の利用状況およ
び道路幅員などについ
て、身分証明書を携帯
した調査員が現地調査
を行います。
　なお、調査地によって
は、敷地内に立ち入り
する場合や、敷地の形状確認のために写真撮影を行う場
合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
●調査期間／ 9月上旬～12月下旬
●調査員／㈲植松不動産鑑定事務所　☎23－1260
●問／町民課課税係　☎72－5412

　75歳になると後期高齢者医療保険料、65歳になると介
護保険料の支払い義務が新たに発生します。今月は6月に
75歳、7月に65歳になられた皆様へ、8月15日付で納税通
知書の発送を行っております。内容をご確認の上、納め忘
れのないようお願い致します。
●送付物／
　6月に75歳になられた方 … 後期高齢者医療保険料の    
　　　　　　　　　　　　　納税通知書
　7月に65歳になられた方 … 介護保険料の納税通知書
●口座振替／
　他の税目で口座振替手続きを済ませている方も、上記保
険料の振替を希望される場合は、新たに手続きが必要とな
ります。振替を希望する金融機関にて口座振替手続きをお
願いします。
●問／
　金額に関して … 町民課課税係　☎72－5876
　納付に関して … 町民課納税係　☎72－5411

　9月2日（月）は町県民税、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。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　9月2日（月）
　町県民税　　　　　　　　2期
　国民健康保険税　　　　　2期
　介護保険料　　　　　　　2期
　後期高齢者医療保険料　　2期
●問／町民課納税係　☎72－5411

　水道水の濁り水防止のため、排水弁と消火栓等を使用し
て水道管の清掃作業を行います。作業時間中は、断水、水
圧低下、濁り水等の発生する場合がありますので、生活用
水のくみ置き等のご協力をお願いします。また、作業で大量
の水を使用するため、作業区域外にお住いの方も節水のご
協力をお願いします。
●日時／ 8月 26日（月） 午後9時より
 27日（火） 午前2時頃まで
●作業区域／吹浦簡易水道　第2配水池給水区域内
◎吹浦地区（宿町1、宿町2、宿町3、宿町4、宿町5、箕輪）
◎高瀬地区（石淵、谷地上、谷地下、菅野、西浜の一部）
◎作業が該当する集落については、作業の詳細につい
てのチラシを回覧いたしますので、ご覧下さい。　
●問／地域生活課上水道係　☎72－5887

　町では、自動車等の運転が困難な方等が町外を行き
来する際に、該当タクシー事業者を利用した場合、料金
の一部を助成いたします。
●利用対象者／
　次の何れかに該当している方が対象となります。ただし、
心身障がい者福祉タクシー券の交付を受けている方、高
齢者福祉タクシー券の交付を受けている世帯は対象外と
なります。
①自動車運転免許証の交付を受けていない方
②自動車を保有していない方
③病気、ケガ等の理由により、自動車の運転が困難な方
●助成額／
　１回のタクシー利用につき1,000円を助成いたします。な
お、利用券の発行は１年度につき12枚を限度とします。
●利用申請／
　利用申請書に必要事項を記入の上ご提出下さい。そ
の後、認定審査を行い、認定者に対して利用者証と利用
券を交付いたします。
※利用申請書は役場産業課内に設置しておりますが、
ホームページからもダウンロードできます。
●申請受付開始日／
8月19日（月）～
●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

交通弱者対策事業開始
タクシー料金補助

交通弱者対策事業開始

固定資産評価替えのための
現地調査にご協力ください

町税等納期のお知らせ

水道管清掃作業

75歳、65歳へなられた皆様へ
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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　

●テーマ／「日本文化の特質とものづくりの原点」
　　　　　創造的制作活動・観光と創作
●講師／（公）財団法人日本手工芸作家連合会
　　　　 理事　三浦正明　氏
●日時／ 9月6日（金）午前10時～ 11時30分
　　　　（開場午前9時30分～）
●場所／鳥海温泉遊楽里ギャラリー　※入場無料
●主催／「遊佐刺し子とその歴史」研究会
●問／ＬＬＰ遊佐刺し子ギルド　土門　☎72－2238

　農閑期のビニールハウス活用、天気の影響を受けない安
定した栽培と供給を目指し、ローコスト・軽量な水耕栽培プ
ラントの工場と農場の視察研修参加者を募集します。
●期日／ 9月5日（木）
●集合場所／Ａコープゆざ店前：午前8時集合
　　　　　　（～午後6時戻り）※バスで移動します
●視察場所／秋田県三種町： ㈱浅間製作所（工場）
 ㈱里山村（農場）、他
●定員／先着10名
●対象／農産物栽培に関わっている方
　　　　水耕栽培プラントでの起業を考えている方
●募集締切／ 8月30日（金）
●問・申込み／遊佐ブランド推進協議会　☎72－3966

　鳥海山周辺の伝承芸能が一堂に集う「第４回鳥海山伝
承芸能祭」が、にかほ市で開催されます。
●日時／ 9月7日（土）午後2時～
●主なプログラム／御宝頭・小滝のチョウクライロ舞（国指定
重要無形民俗文化財）、冬師番楽、大日堂子ども獅子舞　等
※本町の「横町神代神楽」も出演
●会場／金峰神社境内郷土文化保存伝習館・特設ステー
ジ（にかほ市象潟町小滝字奈曽沢４番１）※雨天決行
●問／にかほ市文化財保護課　☎0184－43－2005
 鑑賞バスツアー
　鳥海山伝承芸能祭を鑑賞する日帰りのツアーです。
●料金／ 2,000円／１人（高校生以下半額）
●発着時間／酒田市役所発 9:30 ＪＲ遊佐駅発   10:10
　　　　　　ＪＲ遊佐駅着  18:20 酒田市役所着 19:00
●募集／先着40名まで（最少催行人数25人）
●締切／ 8月28日（水）
●参加者特典／①たつみ寛洋ホテルにて地元食材を使った昼食付き
　②にかほ市郷土資料館、曹洞宗蚶満寺で現地ガイドによる案内
●問・申込み／ＮＰＯ法人遊佐鳥海観光協会　☎72－5666

　町ではこれまで、来る11月からの実施に向けて、町営バ
スの廃止を前提としたスクールバス、デマンドタクシー、タク
シー助成等を含めた公共交通体系の見直しを検討してきま
した。
　その概要がまとまりましたので、下記により意見交換会を
開催します。

　※上記のどの会場においでいただいても構いません。
●問／産業課商工振興係　☎72－4522

対象地区 会　　場 日　時

稲川 稲川まちづくりセンター
2階 東和室

8/22（木）
午後 7時～

西遊佐 西遊佐まちづくりセンター
和室

8/23（金）
午後 7時～

高瀬 高瀬まちづくりセンター
2階 講座室

8/26（月）
午後 7時～

吹浦 吹浦まちづくりセンター
2階 第 1・2会議室

8/27（火）
午後 7時～

蕨岡 蕨岡まちづくりセンター
2階 和室

8/29（木）
午後 7時～

遊佐 遊佐町生涯学習センター
2階 第 2 研修室

8/30（金）
午後 7時～

木造住宅耐震診断士派遣事業

遊佐刺し子に遊ぶ　講演会

国民文化祭あきた２０１４プレイベント
 第４回鳥海山伝承芸能祭

収益性のある水耕栽培プラント
視察研修の参加者募集

町公共交通体系見直しに係る
意見交換会

　町民の皆様の地震対策を支援するために、木造住宅
の耐震診断に対し費用の一部を助成します。
　地震への対策をするには、自らの地震リスクをあらかじ
め知っておくことが大切です。愛着のある我が家で安心し
て暮らすために耐震診断をおすすめします。
●対象住宅／
　次の要件を満たす町内の木造住宅が対象となります。
①昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て
②在来軸組構法で2階以下、床面積が500㎡以下
③延べ床面積の2分の1以上が自己居住用
●診断費用／個人負担6,000円
　※診断費用6万円のうち
　5万4千円を助成します。
●募集戸数／限定5戸
　※募集戸数に達し次第、
　受付を終了します。
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地域生活課土木係　☎72－5883

我が家は「地震」に大丈夫！？
耐震診断は地震対策の第一歩！

木造住宅耐震診断士派遣事業



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　

（4）
お し ら せ 号

税関で保管している
通貨・証券等の返還

司法書士無料法律相談

外国人のみなさまへ

認知症のことで悩んでいませんか？

　認知症専門の相談窓口を設置しています。相談は無料、
匿名での相談もお受けします。一人で悩まず、何でもお気軽
にご相談ください。
●相談日／火曜日・金曜日（祝日除く）午後1時30分～午後4時
●相談員／精神保健福祉士・社会福祉士・介護福祉士・
認知症の人と家族の会会員
●相談方法／電話・来所
（来所の場合は要予約）
●問・相談電話番号／
山形県高齢者総合相談センター
☎023－622－6511

●日時／ 8月28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）
山形県司法書士会酒田支部　高橋　☎43－4000

　山形県では在住外国人支援の一環として、外国人相談
窓口を開設しています。日常生活等に関する相談に母国語
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●相談曜日と時間／
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○韓国語 木・土 午前10時～午後2時
●問／公益財団法人山形県国際交流協会
☎023－646－8861　　メール　airy-sou@jan.ne.jp
ホームページ　http://www.airyamagata.org/

●物件／宅地、建物など
●物件明細閲覧期間／ 8月15日～ 9月26日
●閲覧場所／山形地方裁判所酒田支部１階閲覧室
●入札期間／ 9月19日～ 9月26日午後5時まで
●入札場所／山形地方裁判所酒田支部１階執行官室
●問／山形地方裁判所酒田支部１階書記官室執行係
☎23－1246　
インターネットでも物件情報をご覧になれます。
http://bit.sikkou.jp/

　税関では、終戦後の混乱期に戦地から引き揚げてきた
方々が、当時国内に持ち込むことができずに、税関などに預
けられた通貨や証券などをお返ししています。これは昭和28
年から実施されているもので、お心当たりの方はお気軽にお
問い合わせください。
●お返しする通貨等の種類／
◎終戦後、外地から引き揚げてこられた方々が上陸地の税
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◎外地の集結地において総領事などに預けた証券のうち、
その後日本に返還されたもの
　通　貨：旧日本銀行券、旧日本軍軍票等
　証券類：国債、公社債、郵便貯金簿、預金証書、生命 
　　　　保険証書等
　手続きは電話・郵便などで、本人または家族の方でも可
能です。また、実際に預けたかどうか不明の場合やお名前
のみでも調査できることがあります。
●電話相談時間／午前8時30分～午後5時15分（土・日
曜、祭日を除く）
●問／東京税関酒田税関支署　☎22－1024

　気象庁はこれまで、大雨や大雪、津波などにより重大な
災害の起こるおそれがある時に、警報を発表して警戒を
呼びかけていました。これに加え、今後は、この警報の発
表基準をはるかに超える豪雨や大津波等が予想され、重
大な災害の危険性が著しく高まっていることをお知らせし、
特別な警戒を呼びかけるために、8月30日午前0時（予
定）から新たに「特別警報」が発表されます。特別警報の
対象とする現象は東日本大震災における大津波や、新
潟・福島2県に被害をもたらした「平成23年7月新潟・
福島豪雨」等が該当します。
　特別警報が出た場合、
お住まいの地域は数十年
に一度しかないような非常
に危険な状況にあります。
周囲の状況や町から発
表される避難指示・勧告
等に留意し、ただちに命を
守るための行動をとってく
ださい。
特別警報の詳細は、気象庁ホームページでご確認ください。
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-
keiho/index.html
●問／気象庁　山形地方気象台　防災業務課
☎023－622－0632

『特別警報』の発表が開始されます『特別警報』の発表が開始されます

山形地方裁判所酒田支部
不動産競売
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応急手当普及員講習会

平成25年度
東北公益文科大学大学院公開講座

自衛官等採用試験説明会

■ 株式会社　エルデック

■◆雇用の広場

募 集 内 容 正規社員
職　　 種 廃棄物収集運搬及び作業、肥料等製造
募 集 人 員 若干名

資　　 格 普通自動車免許（ＡＴ限定不可）車輌系建設機械運転技
能（移動式クレーン免許、大型免許あれば尚良）

給与・待遇 当社規定による（週休二日制　会社カレンダーによる）
雇用・労災・健康・厚生・退職金制度等加入

勤 務 条 件 ５５歳頃までの健康で明るい方
選 考 方 法 書類選考・面接試験

締　　 切 ８月２６日まで履歴書必着の事　応募は本社　担当：総
務課 村上まで

そ の 他 試用期間３ヶ月

問 合 せ 株式会社　エルデック　総務課　村上晴輝
酒田市松美町３番７０号　℡０２３４－３４－３３５５

●日時／ 9月14日（土）～16日（月）（3日間）
　　　　午前8時30分から午後5時まで
●場所／酒田市大浜一丁目4－83
酒田地区広域行政組合 消防署西分署2階　☎33－3519
●内容／普及員とは、自主防災組織等の構成員または事
業所等の従業員に対して行う普通救命講習の指導が行え
る資格です。講習内容は、心肺蘇生法全般、傷や骨折等
の手当、搬送法及び指導要領などを習得する講習です。
●対象／どなたでも
●定員／ 30名（定員になり次第締め切ります。）
●講師／救急救命士と応急手当指導員
●費用／ 3,100円（テキスト代、教材費）
※酒田地区救急医療対策協議会から助成を受けております。
●持ち物等／筆記用具、動きやすい服装
●問・申込み／ 9月9日（月）まで、酒田市千石町一丁目
12－1　酒田地区広域行政組合消防署　☎23－3131、また
は最寄りの消防署へ
（注）3日間出席できない場合は、応急手当普及員認定証
が交付されません。

●日時／ 8月24日（土）・25日（日）
　　　　午前10時～午後5時まで
●場所／自衛隊酒田地域事務所（ハローワーク酒田隣）
●問／自衛隊酒田地域事務所　☎27－3532
 

●開講日／ 9月21日～10月19日の毎週土曜日
午前10時40分～午後4時10分（休憩時間2回）
●会場／東北公益文科大学大学院ホール（鶴岡キャンパ
ス、鶴岡市馬場町14-1）
●テーマ／ 9月 21日 公益社会のデザインに向けて
 9月 28日 現代社会と公益
 10月 5日 公益社会における企業の役割
 10月 12日 公益のまちづくり
 10月 19日 公益を実現する政策
●受講料／20,000円（単位認定を希望する場合は30,000円）
＊特定のテーマのみの受講を希望される方は、お問い合わ
せください
●申込方法／ 9月17日（火）までに住所・氏名・電話番号
を下記申込先へ連絡
●問・申込み／東北公益文科大学大学院事務室　
〒997－0035山形県鶴岡市馬場町14－1
☎0235－29－0555　メール：gs@koeki-u.ac.jp

■社会福祉法人遊佐厚生会

◆給与待遇/遊佐厚生会「職員給与支給規程」・「臨時
職員取扱要綱」による。
◆採用予定/平成26年4月1日
◆申込期間/締切り8月31日（土）まで　＊最終日までの必着
◆申込方法/職種ごとの申し込み。但し介護員については
「正規職員」、「臨時職員」別での申し込みとなります。
◆試験会場/遊佐町生涯学習センター（第二次試験会場も同じ）
◆受付時間/午前8時30分～午後5時30分（土･日･祝祭
日 対応可）
◆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
書し、必ず140円切手と宛名を明記した用紙を同封して下さい。
◆提出書類/①受験申込書 ②法人専用履歴書 ③有資
格証明書コピー（尚、介護員についてもヘルパー2級､介護
福祉士等の資格を有する方はご提出下さい。）
◆問 /〒999－8523 遊佐町当山字上戸8－1遊佐厚生会事
務局（月光園内）☎72－5611

職種 雇用･勤務形態 人数 受験資格 試験内容

1 介護員

正規職員
　／夜勤有り 14 名

①満 40 歳まで
（昭和 48 年 4月
2日以降生まれ）

第一次試験：
　9月22日㈰
・一般教養試験
(一般常識問題)、
作文
第二次試験：
　10月 6日㈰
・面接試験

臨時職員
　／夜勤有り
＊正規職員への
　登用制度有り

9 名 年齢・有資格要
件なし

試験日 :
　9月22日㈰
・作文、面接試験

2 看護員 正規職員
　／夜勤なし 5 名

①看護師又は
准看護師資格
を有する方
（H26.3.31
　取得見込可）

試験日 :
　9月22日㈰
・面接試験

3 管理
栄養士 正規職員 1名

①満 40 歳まで
（昭和 48 年 4月
2日以降生まれ）
②管理栄養士の
資格を有する方
（H26.3.31
　取得見込可）

試験日 :
　9月22日㈰
・作文、面接試験
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●募集職種及び人員／ 一般事務 若干名
　　　　　　　　　   看護師 若干名
●応募資格／　
一般事務…昭和63年4月2日以降生まれで4年制大学を卒
業した方又は平成26年3月に4年制大学卒業見込みの方
看護師…昭和53年4月2日以降生まれで看護師免許を有
する方又は当該免許を取得する見込みの方
●応募方法／
日本赤十字社山形県支部のホームページでご確認ください。
●受付期間／
8月20日（火）～9月13日（金）　当日消印有効
●問／日本赤十字社山形県支部
総務課　岡崎・鈴木　☎023－641－1353

＜農家レストランのかたち＞
●日時／ 8月24日（土）　正午～午後2時
●会場／農家レストラン「農々家」（庄内町廿六木字下台38－2）
●内容／農家レストランで味わうランチと起業したお話を聞く会
●参加費／ 1,000円　●定員／ 20名
＜妊活ヨガ＞
●日時／ 9月１日（日）　午後3時～午後5時
●会場／鶴岡市総合保健福祉センター　にこ♥ふる
（鶴岡市泉町5－30）
●内容／妊娠しやすい体づくりのためのヨガ
●参加費／ 1,000円　●定員／ 20名
●備考／動きやすい服装でご参加下さい。
●問・申込み／山形県男女共同参画センター・チェリア　
☎023－629－7751

入札結果　７月分
＊契約金額には、消費税が含まれています。

◎教育課
●遊佐小学校教職員・町立小中学校事務職員用パソコン
期　間 H25/7/5～H25/7/31　契約金額　1,048,110円
契約者 株式会社メコム　酒田支店　
［その他の入札参加者］株式会社大谷事務機、株式会社管理システ
ム、キューブワン情報株式会社、株式会社日情システムソリューションズ
◎総務課
●遊佐町防災センター太陽光発電施設設置工事実施設計及び管理業務委託
期　間 H25/7/11～H26/3/20　契約金額　1,522,500円
契約者 畠中建築設計事務所
［その他の入札参加者］あべ建築設計事務所、株式会社庄内測
量設計舎、株式会社大和エンジニア
●吹浦地区防災センター敷地地形測量及び用地測量業務
期　間 H25/7/11～H25/9/13　契約金額　2,362,500円
契約者 株式会社大和エンジニア
［その他の入札参加者］株式会社庄内測量設計舎、株式会社出
羽測量設計
●平成24年度遊佐町防災行政無線屋外拡声子局デジタル化工事
期　間 H25/7/16～H26/2/28　契約金額　33,915,000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］日東通信株式会社　庄内営業所、日本無
線株式会社　東北支社、山形通信設備株式会社　庄内営業所

●平成25年度吹浦地区防災センター地質調査業務
期　間 H25/7/16～H25/9/13　契約金額　1,470,000円
契約者 新和設計株式会社　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、新日本設計
株式会社　庄内営業所
◎地域生活課
●町道道路照明灯LED化工事
期　間 H25/7/22～H25/9/30　契約金額　6,825,000円
契約者 荘内電気設備株式会社
［その他の入札参加者］イヅミ電気工業株式会社、株式会社チト
セ電気工業、株式会社三栄電機工業、有限会社遊佐電気工事
●平成25年度　吹浦簡易水道第6水源管路保護工事
期　間 H25/7/10～H25/8/30　契約金額　3,990,000円
契約者 ヤマ五建設株式会社
［その他の入札参加者］有限会社石川工業、有限会社石山工
業、有限会社一道建設、有限会社菅原建設
●白木地内道路改良工事
期　間 H25/7/24～H25/11/29　契約金額　8,820,000円
契約者 有限会社石川工業
［その他の入札参加者］赤塚建設工業株式会社、有限会社石山
工業、有限会社一道建設、金子建業株式会社、有限会社菅原
建設、ヤマ五建設株式会社
●遊佐町橋梁長寿命化修繕計画事業　西浜橋補修設計業務委託
期　間 H25/7/23～H26/1/31　契約金額　6,405,000円
契約者 株式会社復建技術コンサルタント　山形支店
［その他の入札参加者］国際航業株式会社　山形営業所、大日
本コンサルタント株式会社　山形営業所、株式会社ダイヤコンサ
ルタント　山形事務所、株式会社パスコ　山形支店
●平成25年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事（第1工区）
期　間 H25/7/31～H25/12/27　契約金額　24,360,000円
契約者 協栄建設株式会社
［その他の入札参加者］伊藤建設株式会社、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
●町道杉沢本線舗装補修工事
期　間 H25/7/31～H25/9/30　契約金額　3,780,000円
契約者 有限会社一道建設
［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、有限会社菅原建設、ヤマ五建設株式会社
◎町民課
●平成25年度遊佐町地籍調査（地籍測量・座標補正・検証測量・
図根多角点標高付与・筆界点復元測量）業務委託
期　間 H25/7/23～H26/3/20　契約金額　8,820,000円
契約者 有限会社斎藤測量事務所
［その他の入札参加者］酒田コンサル株式会社、株式会社庄内
測量設計舎、株式会社大和エンジニア、株式会社出羽測量設計

がんばった人にマル
○6月16日（日）～ 7月13日（土）
　第26回ろうきん杯学童軟式野球大会
第3位　遊佐ブルーファイターズ
○7月15日（月・祝）
　庄内北部地区小学生バレーボール錬成大会（鳥海カップ）
第3位　遊佐ビクトリーズスポーツ少年団
○7月20日（土）・21日（日）
　第40回酒田市・遊佐町スポーツ少年団本部ミニバスケットボール大会
女子優　勝　遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団（県交流大会出場）
男子準優勝　吹浦ミニバスケットスポーツ少年団
○7月20日（土）・27日（土）
　第41回酒田市・遊佐町スポーツ少年団本部野球大会
準優勝　遊佐ブルーファイターズ（県交流大会出場）
○7月27日（土）・28日（日）
　第26回東北電力旗　東北ミニバスケットボール大会山形県予選大会
男子　第8位　吹浦ミニバスケットボールスポーツ少年団
（南東北3県交歓大会出場は諸事情により辞退）

※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。

チェリアｄｅカフェ ｉｎ 庄内

平成26年度
日本赤十字社職員募集


