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山と海に抱かれて

ゆったりと流れる時間の中

幸せな時を過ごす

遊楽里が真心を込めておもてなし致します。
※時期により料金は異なります。詳しくはお問い合わせ下さいませ。

スタンダードプランスタンダードプラン

ふらっとで食欲の秋を満喫！ふらっとで食欲の秋を満喫！

栗ごはん、ハンバーグ、エビフライ（タルタルソース）、
さんまの竜田揚げ 他
手作りのオリジナルチーズケーキも入ってます！

10,350円

ご宿泊

500円500円

遊佐
特産

たこ飯弁当
・たこ飯
・天然鮭の昆布巻
・たまご焼き 他

1,０00円
(スープ付)

要予約：前日の昼までにお願いします。
町内配達します。ご相談ください。 道の駅鳥海ふらっと

●えごまフランス…250円
  （遊佐のえごま使用）
●6つの味の
　マスカットパン…200円
●栗坊…200円
●りんごちゃん
　…200円

●えごまフランス…250円
  （遊佐のえごま使用）
●6つの味の
　マスカットパン…200円
●栗坊…200円
●りんごちゃん
　…200円

●ぶどう（巨峰）
　ソフトクリーム
　　 　…300円

●ぶどう（巨峰）
　ソフトクリーム
　　 　…300円

内容

期間限定

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

☎77－3330

各300円●松茸ごはん
●栗ごはん
●松茸ごはん
●栗ごはん

店頭販売致します

9月～11月の
㊏㊐㊗限定販売

ランチプレート秋の味覚

9/20金～
11/10日
9/20金～
11/10日

パン 屋さん

販 売

日本海沿岸東北自動車道
山形・秋田県境区間建設促進大会
日本海沿岸東北自動車道

山形・秋田県境区間建設促進大会

　日本海沿岸東北自動車道は、新潟・青森
間を結ぶ重要な高速道路であり、先般、遊佐
～象潟間１７kｍが新規事業化決定されたこと
に伴い、日沿道の全線開通へ向けて大きく前
進しました。
　今後、さらなる山形・秋田県境区間の整備
促進のための要望活動を強力に取り組み、本
自動車道酒田みなと～象潟間の早期整備促進
により高速道路ネットワークの形成を目指すもの
です。
　その一環として、酒田市、遊佐町、にかほ市、
由利本荘市および秋田市の４市１町で組織す
る日沿道山形・秋田県境区間建設促進期成
同盟会において、標記建設促進大会を開催
いたします。

●問／企画課企画係　☎７２-４５２３

■ 受　　付　午後1時
■ 開　　会　午後1時30分
■ 会長挨拶　遊佐町長　時田　博機
■ 来賓祝辞　国会議員、両県知事、両県議会代表
■ 基調講演　午後2時20分
　 演題「日沿道で広がる繋がる地域と笑顔の輪

～もっと元気な庄内に～」

　 講師　吉本興業株式会社
　　　　 山形県住みます芸人
　　　　　三浦　友加 氏

■ 意見発表　午後3時30分
　 にかほ市観光アドバイザー 野原　静雄 氏
　 NPO法人元気王国理事長 佐藤香奈子 氏
■ 大会決議　午後3時50分
　 にかほ市商工会会長 佐藤　作内 氏
■ 閉　　会　午後4時

平成25年
10月6日日 午後1時30分

遊佐町
パレス舞鶴（遊佐町小原田字沼田12-1）

日
時

会
場

実 施 内 容
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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　

●募集園児／平成20年4月2日生まれ～平成23年4月
1日生まれまでの5歳児、4歳児、3歳児。満3歳の誕生日
より随時入園可能。25年度より、0・1・2歳児の保育をお
こなっております。（ご相談ください）
・教師全員が全園児の1人ひとりを理解し、その子、
その子のよさを伸ばす事に心をこめて保育します。
・創立以来、手づくりおかず給食が好評です。
・短期保育、家庭の事情に応じて預かり保育（時間延長
保育）を6時30分まで行っております。長期休業中も行い
ます。平成23年度より、預かり保育補助金制度があります。
・「すぎのっこひろば」（未就園児が遊びに来る日）のこ
れからの予定は10月4日（金）・11月29日（金）です。
・入園の有無にかかわらず、いつでも見に来てください。
・ご不明な点は、お気軽にお問合せください。
●問／杉の子幼稚園　☎72－2345

　秋の交通安全運動の取り組みとして、交通安全の夜光
反射材の効果をみなさんから見ていただくための実験教室
を開催します。お気軽に見学にきてください。
●日時／ 9月26日（木）午後6時30分～ 7時30分
●場所／遊佐町民体育館北側
●主催／酒田警察署交通課
●協賛／遊佐町・酒田地区交通安全協会
●実施内容／
（1）カラーコーンを使用した夜間における色の見え方実験
（2）幻惑、蒸発現象
（3）駐車車両の側方を通過する際の危険性
（4）夜光反射材の効果実験
　　・歩行者の場合（たすき型・
　　　腕巻型・傘など）
　　・自転車の場合（リフレクター・
　　　反射シールなど）
●問／酒田警察署交通課
☎23－0110

　浄化槽の維持管理は、定期的な保守点検及び清掃とは
別に、年1回の「法定検査」を受けることが法律で義務付け
られています。
　法定検査は、保守点検、清掃が適正に行われ、浄化槽
が正しく機能しているかどうかを判定するものです。たとえ浄
化槽保守点検業者と委託契約していても、指定検査機関
による法定検査を受けなければなりません。生活環境の保全、
公衆衛生の向上のために積極的な受検をお願いします。
※法定検査:浄化槽法第7条及び第11条に基づく、法律
で定められた検査です。
●法定検査手数料／
・使用開始後の水質検査（7条検査）　8,000円
・毎年1回の定期検査（11条検査）
　20人槽以下 5,000円
　21人～ 100人槽以下 6,000円
　101人槽以上 7,000円
●問／県指定検査機関　公益社団法人 山形県水質保 

全協会　☎0237－48－2469
　　　地域生活課下水道係　☎72－5894

杉の子幼稚園募集
学校法人「杉の子幼稚園」平成26年度園児募集

伝えます「杉の子ソーラン」エイヤー！！

杉の子幼稚園募集

●募集園児／平成20年4月2日～平成22年4月1日生
まれの5歳児、4歳児。
○感性豊かで思いやりのある子、よく見・よく聞き・
よく考える子を育むために、ご家庭との連携を大
切にしています。
○豊かな自然への気づきを大切にしたネイチャー
ゲームを取り入れた保育をしています。
○預かり保育（時間延長保育）、短期保育も実施して
います。ご相談ください。
○3歳児の入園についてはお問い合わせください。
○その他ご不明な点は、お気軽にお問合せください。
●問／遊佐幼稚園　☎72－2323

遊佐幼稚園募集
平成26年度園児募集

バタ足で泳げるようになったよ。プール遊び最高！

遊佐幼稚園募集

夜光反射材効果実験教室 浄化槽の法定検査を受けましょう

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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　水道水の濁り防止のため、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、作業区域全域で水圧低下や濁り水の発
生が予想され、また、一部の区域では断水いたしますので、
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
で水道水を使用するため、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／9月30日（月）午後9時～翌日1日（火）午前2時頃
●作業区域／平津配水池配水区域内
　＊蕨岡地区;（上蕨岡坂下、大蕨岡、鹿野沢、平津、石辻、
三川、上大内、下大内）

　＊遊佐地区;（下野沢、京田、京田新田、下吉出、和田、漆
曽根、平津新田、大楯、境田、六日町の一部、十日町の一部）
　＊稲川地区;（大井、服部、西谷地の一部、増穂、江地、
田地下の一部、楸島、西宮田、東宮田、北宮田）
　＊西遊佐地区;（中藤崎の一部、下藤崎二区の一部、）
　＊高瀬地区;（富岡、北目、畑、丸子、南山、上戸、下当上、
下当下）

●断水が予想される区域／　
（北目、畑、南山、田地下の一部、中藤崎の一部、下藤崎の一部）
※作業が該当する集落の各世帯には、作業の詳細につい
てのチラシを回覧しますので、ご覧ください。　
●問／地域生活課上水道係　☎72－5887

　日本の結核の現状は、罹患率、死亡率とも先進諸国の
中で最も高い状況にあります。
　近年は、結核患者の高齢化や医療機関・学校・事業
所・老人保健施設などでの集団感染、結核薬が効かな
い多剤耐性結核菌の問題などがあげられ、結核は今なお、
我が国最大の感染症となっています。一人一人が結核に
ついての正しい知識をもつことが大切です。
◎結核に感染しないために
・睡眠、栄養は十分とり、規則正しい生活で疲れをためな
いこと。（免疫力が落ちると、　感染しやすくなります。）
・65歳以上の方は、年1回は健診を受けましょう。（胸のレ
ントゲン検査）
・せき、たん、微熱、からだのだるさなどのかぜの症状が治ら
ない時は早めに受診を。（初期症状は風邪に似ています。）
・乳児のBCG接種は、生後5か月～8か月の間に受けましょ
う。（今年度より個別接種になっております。ご注意ください。）
●問／健康福祉課健康支援係　☎72－4111

　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7月に
75歳、8月に65歳になられた皆様へ、9月13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／
　7月に75歳になった方…後期高齢者医療保険料の
　　　　　　　　　　　　納税通知書
　8月に65歳になった方…介護保険料の納税通知書
●口座振替について／
　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／金額について　町民課課税係　☎72－5876
　　　納付ついて　　町民課納税係　☎72－5411

　9月30日（月）は国民健康保険税、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30日（月）
　　　　国民健康保険税　　　　　3期
　　　　介護保険料　　　　　　　3期
　　　　後期高齢者医療保険料　　3期
●問／町民課納税係　☎72－5411

●日時／ 10月5日（土）午前8時～ 10時
●会場／遊佐町生涯学習センター駐車場　※昨年から会
　　　　場が変更になっています。ご注意ください。
●申込方法／処理困難物・粗大ごみそれぞれの申込書を、

全戸配布しています。当日、申込書・廃棄物・
料金を会場に持参してください。

●収集できるもの（例）
○処理困難物　テレビ・洗濯機・エアコン・冷蔵庫・冷
凍庫・農機具・農業用資材・タイヤ等
○粗大ごみ　自転車、ストーブ、ラジカセ、こたつ、電気毛布、炊
飯器、電子レンジ、机、ふとん、畳、スコップ、スキー用品、物干し竿

＊処理困難物:酒田地区広域行政組合のごみ処理施設
で処理することができないもの

＊粗大ごみは、自分で直接処理場に持ち込むことができま
す。詳しくは酒田地区広域行政組合（☎31－2882）に
お問い合わせください。

※収集料金など詳しくは申込書をご覧ください。
●問／地域生活課環境係　☎72－5881

「風邪のようで風邪じゃない･･･
　　　　　　長引くせきには、ご注意を!」

9月24日～30日は
結核予防週間です

町税等納期のお知らせ

処理困難物及び粗大ごみの収集

75歳、65歳になられた皆様へ水道管清掃作業
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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　

●募集園児／平成20年4月2日生まれ～平成23年4月
1日生まれまでの5歳児、4歳児、3歳児。満3歳の誕生日
より随時入園可能。25年度より、0・1・2歳児の保育をお
こなっております。（ご相談ください）
・教師全員が全園児の1人ひとりを理解し、その子、
その子のよさを伸ばす事に心をこめて保育します。
・創立以来、手づくりおかず給食が好評です。
・短期保育、家庭の事情に応じて預かり保育（時間延長
保育）を6時30分まで行っております。長期休業中も行い
ます。平成23年度より、預かり保育補助金制度があります。
・「すぎのっこひろば」（未就園児が遊びに来る日）のこ
れからの予定は10月4日（金）・11月29日（金）です。
・入園の有無にかかわらず、いつでも見に来てください。
・ご不明な点は、お気軽にお問合せください。
●問／杉の子幼稚園　☎72－2345

　秋の交通安全運動の取り組みとして、交通安全の夜光
反射材の効果をみなさんから見ていただくための実験教室
を開催します。お気軽に見学にきてください。
●日時／ 9月26日（木）午後6時30分～ 7時30分
●場所／遊佐町民体育館北側
●主催／酒田警察署交通課
●協賛／遊佐町・酒田地区交通安全協会
●実施内容／
（1）カラーコーンを使用した夜間における色の見え方実験
（2）幻惑、蒸発現象
（3）駐車車両の側方を通過する際の危険性
（4）夜光反射材の効果実験
　　・歩行者の場合（たすき型・
　　　腕巻型・傘など）
　　・自転車の場合（リフレクター・
　　　反射シールなど）
●問／酒田警察署交通課
☎23－0110

　浄化槽の維持管理は、定期的な保守点検及び清掃とは
別に、年1回の「法定検査」を受けることが法律で義務付け
られています。
　法定検査は、保守点検、清掃が適正に行われ、浄化槽
が正しく機能しているかどうかを判定するものです。たとえ浄
化槽保守点検業者と委託契約していても、指定検査機関
による法定検査を受けなければなりません。生活環境の保全、
公衆衛生の向上のために積極的な受検をお願いします。
※法定検査:浄化槽法第7条及び第11条に基づく、法律
で定められた検査です。
●法定検査手数料／
・使用開始後の水質検査（7条検査）　8,000円
・毎年1回の定期検査（11条検査）
　20人槽以下 5,000円
　21人～ 100人槽以下 6,000円
　101人槽以上 7,000円
●問／県指定検査機関　公益社団法人 山形県水質保 

全協会　☎0237－48－2469
　　　地域生活課下水道係　☎72－5894

杉の子幼稚園募集
学校法人「杉の子幼稚園」平成26年度園児募集

伝えます「杉の子ソーラン」エイヤー！！

杉の子幼稚園募集

●募集園児／平成20年4月2日～平成22年4月1日生
まれの5歳児、4歳児。
○感性豊かで思いやりのある子、よく見・よく聞き・
よく考える子を育むために、ご家庭との連携を大
切にしています。
○豊かな自然への気づきを大切にしたネイチャー
ゲームを取り入れた保育をしています。
○預かり保育（時間延長保育）、短期保育も実施して
います。ご相談ください。
○3歳児の入園についてはお問い合わせください。
○その他ご不明な点は、お気軽にお問合せください。
●問／遊佐幼稚園　☎72－2323

遊佐幼稚園募集
平成26年度園児募集

バタ足で泳げるようになったよ。プール遊び最高！

遊佐幼稚園募集

夜光反射材効果実験教室 浄化槽の法定検査を受けましょう
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就学時健康診断等を実施します

荘照居成祭のご案内
そう  しょう  い  なり さい

第18回 鮭のつかみどり大会

海のお掃除応援します!!

平成２６年度町立保育園入所に関する
事前説明会

　河川公園の水路に200匹の鮭を放流し、鮭をつかまえる
体験イベントです。
　つかみどりの前売り券を9月20日より販売開始します。無く
なり次第終了となりますのでお早めにお買い求めください。
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推進協会事務局　高橋　☎24－6041
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断等を行います。保護者付き添いのうえ、受診してください。
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●場所／町民体育館　他
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　町内全域で震度6強の地震が発生したことを想定し、
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　一斉にサイレンを吹鳴します。
　このサイレンを合図に訓練を開始
　してください。
●問／総務課危機管理係　☎72－5895

やべ するがのかみさだのり まつ

津波避難訓練および
遊佐町全町一斉避難訓練
10月20日（日）午前8時～

― 山形県沿岸市町合同 ―

観光庁長官登録旅行業第127号

山新観光株式会社庄内支社
酒田市山居町1-5-21 ☎0234-23-5105

知事登録旅行業3-254号

遊佐鳥海観光協会
☎0234-72-5666
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行
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★詳しい旅行日程・募集案内を用意しております。ご請求下さい。

●旅行期間／10月21日（月）～10月24日（木）4日間
●旅行日程／
　秋田発：午後…仁川着…ソウル泊…雪嶽山観光・雪嶽洞泊…
　ソウル市内観光・ソウル泊…仁川発：午前…秋田着：午後
●旅行代金／

　秋田発着（全観光・食事付、燃油サーチャージ、空港税込）
111,000円

海外交流企画

ソウル市民と遊佐町民のウォーキング
いつも鳥海山に来ていただいているソウル市民への御礼ツアーです。いつも鳥海山に来ていただいているソウル市民への御礼ツアーです。

ソウル市民と遊佐町民のウォーキングソウル市民と遊佐町民のウォーキング

（5）
お し ら せ 号

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　

遊佐町ロードレース大会 認知症の方への
やさしい介護技術講座

●日時／ 10月14日（月）午前8時50分(小雨決行）
●場所／サン・スポーツランド遊佐
●種目／ ①小学生男女1.2㎞ ②中学生男子3㎞
 ③中学生女子2㎞ ④一般男子7㎞　
 ⑤一般女子2㎞
 ⑥壮年男子（40歳以上）2㎞
●申込締切／ 9月30日（月）厳守
　　　　　　＊申込用紙は町民体育館にあります
●問・申込み／町民体育館　☎72－5454

　基礎技術を学んで認知症の方と介護者双方のストレスを
減らすための講座です。
●日時／ 10月23日（水）午後1時～ 3時
●場所／酒田市公益研修センター（東北公益文科大学）
　　　　1階中研修室
●講師／田中義行先生（理学療法士）
●参加費／無料
●定員／ 100名（先着順）
●問・申込み／山形県介護学習センター
☎023－627－7431

【入試説明会】 9月27日（金）午後4時～7時
 ゆざっとプラザ2F会議室
参加希望者は、9月25日（水）までに企画課まちづくり支援
係　☎72-4524へご連絡ください。
※自治体推薦入学試験で進学した場合、大学での成績等
を必要に応じて開示していただきます。
●応募資格／
①遊佐町に住所を有する者で、高校卒業（平成26年3
月卒業見込み、既卒）の者
②評定平均が3.5以上の者。但し、理学・作業は3.8以
上の者。評定平均については、応相談。

●募集期間／ 9月30日（月）～10月10日（木）
●応募方法／所定の応募書類を企画課まちづくり支援係

に持参してください。応募書類は、企画課ま
ちづくり支援係にあります。

【推薦者の決定・出願手続き】
　遊佐町の推薦決定は、10月25日（金）までに行い、本人に通知します。
●出願期間／ 10月29日（火）～11月5日（火）最終日必着
●選抜試験／ 11月10日（日）日本福祉大学美浜キャンパス（愛知県美浜町）　●合格発表／ 11月15日（金）
●問／企画課まちづくり支援係　☎72－4524　メール:iimachi@town.yuza.yamagata.jp

　遊佐町と日本福祉大学が締結した友好協力宣言の一環として、日本福祉大学の自治体推薦入学試験の受験者を
募集します。推薦入学の受験者は、応募者の中から選考委員会が選考し、決定します。

日本福祉大学経済援助学費減免奨学生制度

日本福祉大学自治体（遊佐町）推薦入学試験
社会福祉のプロを目指して 受験生募集

2014年度

日本福祉大学自治体（遊佐町）推薦入学試験
社会福祉のプロを目指して 受験生募集

学　　部 学　　科 専攻・専修 募集数
社会福祉学部 社 会 福 祉 学 科 － 若干名
経 済 学 部 経 済 学 科 － 若干名

健康科学部

リハビリテーション学科
理学療法学専攻 若干名
作業療法学専攻 若干名
介 護 学 専 攻 若干名

福 祉 工 学 科
健康情報専修 若干名
バリアフリー
デザイン専修 若干名

子 ど も 発
達 学 部

子ども発達学科
保 育 専 修 若干名
学校教育専修 若干名

心 理 臨 床 学 科
心理臨床専修 若干名
障害児心理専修 若干名

国際福祉開発学部 国際福祉開発学科 － 若干名

●対象者／自治体推薦枠以外の方で高い学習意欲・目的意識を持ち、職業意識が明確で、学費などの支払いに困窮している方
●申請条件／①家庭状況・家計状況・居住地等②国家試験、資格等への挑戦意欲を持つ者③事前に面談を受けた者（奨学生Aのみ）
●内容／奨学生A　 10人 4年間授業料・施設維持費半額（AO入試他）
　　　　奨学生B　 80人 初年度授業料・施設維持費半額（すべての入試）
　　　　奨学生C　100人 初年度授業料・施設維持費4分の1（一般推薦・一般入試等）
●問／日本福祉大学入学広報部　☎0569－87－2212
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業務改善助成金

平成25年度クリーニング師試験

●日時／ 11月19日（火）
　学科試験　午前10時～ 11時30分
　実技試験　午後0時30分～
　　　　　　①繊維・薬品の鑑別　午後0時30分～
　　　　　　　（試験時間は12分間）
　　　　　　②アイロン操作　午後0時50分～
　　　　　　　（1人15分間）
●試験会場／山形県庁（山形市松波二丁目8番1号）
●受験願書の請求先／庄内総合支庁保健福祉環境部生
活衛生課で配布。
【郵送を希望する場合】
請求者の住所、氏名、郵便番号を記載し、120円分の切
手を貼った返信用封筒（A4）を同封の上、下記の住所に
請求すること。
●受験願書受付期間／ 10月1日（火）～ 10月15日（火）ま
で。郵送の場合は10月15日（火）までの消印有効。
●受験願書提出先／庄内保健所（庄内総合支庁内）
●提出書類／①受験願②履歴書③写真（縦10.8㎝×横
8.3㎝）④受験資格を証する書類（中学校、高校、高等専
門学校、大学、短大の卒業証書）
●受験票の送付／ 10月29日（火）に発送
●合格発表／ 12月3日（火）午前10時
●受験手数料／ 9,000円分の山形県収入印紙を受験願
書に貼付※詳細はお問合せください。
●問／県庁食品安全衛生課　☎023－630－2329

●支給の要件／
①賃金改善計画
事業場内で最も低い時間給を４年以内に800円以上とする
計画を作成し、1年目に40円以上の引き上げを実施すること。
②業務改善計画
申請年度の業務改善（賃金制度の整備、就業規則の作
成・改正、労働能率の増進に資する設備・器具の導入、
研修等）に係る計画を作成し、実施すること。

※業務改善計画については、労働者から意見を聴取すること。
●支給額／上記業務改善に係る経費の2分の1（上限
100万円、下限5万円）
※助成金は、4年以内に800円以上とする賃金引上げ改善
計画を達成するまでは、毎年度（各年度40円以上の引
上げが条件）、支給されること。
※賃金改善及び業務改善措置は交付決定後に実施したも
のに限ること。
●問・相談／山形市香澄町3－2－1　山交ビル3階
　　　　　　山形労働局労働基準部賃金室
　　　　　　☎023－624－8224　FAX 023－624－8345

司法書士無料法律相談

行政書士会相続無料相談会

なんでも労働相談ダイヤル

無料調停相談会

●日時／ 9月25日（水）午後5時～ 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

●日時／ 10月5日（土）午前9時30分～正午
●場所／酒田市総合文化センター309・310号
●内容／相続、成年後見に関すること
●相談員／行政書士会会員　●申込み／当日会場へ
●問／山形県行政書士会酒田支部　☎27－3490

●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／ 9月20日（金）午前10時～午後6時
●相談方法／相談者が電話で相談（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

　酒田調停協会の民事・家事調停委員が交通事故、土地
建物、多重債務、家庭内の諸問題などのご相談に応じます。
●日時／ 10月11日（金）午前9時30分～午後4時
●会場／酒田市総合文化センター410・411号室
●問／酒田調停協会（山形地方裁判所　酒田支部内） ☎23－1234

●募集科名／NC生産システム科
●対象者・定員／ハローワークに求職登録している方 18名
●訓練期間／ 12月3日（火）～平成26年5月30日（金）
●場所／ポリテクセンター山形（山形市漆山1954）
●受講料／無料（ただし、テキスト代
　　　　　などは自己負担）
●募集期間／ 9月27日（金）～
　　　　　　10月31日（木）
●問／ポリテクセンター山形
☎023－686－2016

職業訓練受講生募集

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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シオンセミナー

ワーク・ライフ・バランス推進
トップセミナー

わんぱく自然塾～秋の巻～
参加者募集

庄内空港　空の日フェスタ

秋田市大森山動物園と鳥海山で見る
2日間のイヌワシ観察会

●日時／ 10月12日（土）～ 13日（日）1泊2日
●場所／山形県金峰少年自然の家（鶴岡市）及び周辺エリア
●内容／山トレッキング・海釣り・アウトドアクッキングなど
●対象／小学4年生～中学3年生
●参加費／ 2,500円（昼食代・保険料等）
●募集人数／ 30名（申込多数の場合は抽選）
●申込み／ 9月27日（金）まで電話にて
●問／山形県金峰少年自然の家・研修担当
　　　☎0235－24－2400

●期日／ 10月19日（土）、20日（日）
●集合／ 19日　午前7時30分　八幡タウンセンター
　　　　　　　（午後5時解散）
 20日　午前8時30分　鳥海イヌワシみらい館
　　　　　　　（午後3時解散）
●内容／ 1日目は大森山動物園で希少種イヌワシを腕

のせ展示で間近に観察。2日目は鳥海山の厳
しい自然の中に生きるイヌワシを現地で観察。

●募集人数／先着20名
●対象／一般・小中学生（両日参加できる方優先、中学生

以下は保護者同伴）
●参加費／ 1日目　一人1000円（入園料別途）
 2日目　一人500円
●持ち物／観察用具（双眼鏡貸し出し可）、雨具、昼食、

飲み物
●服装／ 20日のみ防寒着（ウインドブレーカー上下、ニット帽、

手袋）
●締切／ 10月17日（木）午後5時まで
●問・申込み／鳥海イヌワシみらい館　☎64－4681

●日時／10月6日（日）午前9時45分～午後2時30分（予定）
●場所／庄内空港駐機場、緑地公園まつりの広場及び庄
内空港ターミナルビル
●内容／小型飛行機の展示、

パラグライダーのデ
モフライト、ラジコン
飛行機等の曲芸飛行披露、フライ
トシミュレーション体験コーナー、高校生のチアリー
ディング披露、空港で働く車の展示、獣電戦隊キョ
ウリュウジャーショー、松ぼっくりビーズ飾り作り教室、
展望デッキ終日無料開放など（予定）

●問／庄内空港事務所内　庄内空港「空の日・空の旬間」
　　　イベント実行委員会　☎92－4123

●内容／「こころ晴れ晴れ　いやしのコンサート　～みんなで
一緒に～」　アーティスト　白崎映美さん（上々颱風ボーカル）
●日時／ 11月10日（日）午後2時～ 3時15分
●場所／ひらたタウンセンター　シアターOZ（入場無料）
●定員／ 200名（要申込）
●問・申込み／社会福祉法人思恩会児童家庭支援セン
ター　シオン　☎0235－68－5477　FAX0235－68－5478

　県では、「男女共同参画計画」（H23.3策定）の重点分
野に位置付けている「仕事と生活の調和」を推進するため、
TVの情報番組等で大活躍中の森永卓郎氏による「ワーク・
ライフ・バランス推進トップセミナー」を開催します。入場無料、
ただし事前申込みが必要です。
●日時／ 11月3日（日）午後2時～ 4時15分
●会場／山形国際交流プラザビッグウィング　2階
　　　　大会議室（山形市）
●テーマ／『どきどきワクワクシンプル人生　男と女の経済学』
●講師／森永卓郎氏（獨協大学教授・経済アナリスト）
●申込み／事前に所定の応募用紙に必要事項記入の上、
郵送、FAXでお送りいただくか、応募フォーム（県のホーム
ページ、又は、次の携帯電話QRコード
より入力してください）よりお申し込みくだ
さい。応募用紙は、県庁、県内各総合
支庁、市町村の窓口にあります。申込締
切10月15日（火）、先着400名。託児あ
り（事前申込み必要）
●問／県庁若者支援・男女共同参画課　男女共同参画
　　　担当
　　　〒990-8570　山形市松波二丁目8番1号
　　　☎023－630－3269 　Fax023－632－8238

　庄内・山形県内に活動拠点をおく若者グループ・個人が
一堂に会し、音楽・ダンスなどのステージや、体験ブース、
飲食販売の屋台を出店します。楽しむ機会を創出します!　
遊佐町の団体も登場!!
●日時／ 10月6日（日） 午前10時～午後3時
●場所／三川町「なの花ホール」
●対象／子どもから大人までどなたでも
●内容／ステージ発表、
　　　　体験ブース、飲食販売
●問／庄内教育事務所
　　　☎ 0235－68－1983

わちゃわちゃ庄内フェスティバル
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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　

業務改善助成金

平成25年度クリーニング師試験

●日時／ 11月19日（火）
　学科試験　午前10時～ 11時30分
　実技試験　午後0時30分～
　　　　　　①繊維・薬品の鑑別　午後0時30分～
　　　　　　　（試験時間は12分間）
　　　　　　②アイロン操作　午後0時50分～
　　　　　　　（1人15分間）
●試験会場／山形県庁（山形市松波二丁目8番1号）
●受験願書の請求先／庄内総合支庁保健福祉環境部生
活衛生課で配布。
【郵送を希望する場合】
請求者の住所、氏名、郵便番号を記載し、120円分の切
手を貼った返信用封筒（A4）を同封の上、下記の住所に
請求すること。
●受験願書受付期間／ 10月1日（火）～ 10月15日（火）ま
で。郵送の場合は10月15日（火）までの消印有効。
●受験願書提出先／庄内保健所（庄内総合支庁内）
●提出書類／①受験願②履歴書③写真（縦10.8㎝×横
8.3㎝）④受験資格を証する書類（中学校、高校、高等専
門学校、大学、短大の卒業証書）
●受験票の送付／ 10月29日（火）に発送
●合格発表／ 12月3日（火）午前10時
●受験手数料／ 9,000円分の山形県収入印紙を受験願
書に貼付※詳細はお問合せください。
●問／県庁食品安全衛生課　☎023－630－2329

●支給の要件／
①賃金改善計画
事業場内で最も低い時間給を４年以内に800円以上とする
計画を作成し、1年目に40円以上の引き上げを実施すること。
②業務改善計画
申請年度の業務改善（賃金制度の整備、就業規則の作
成・改正、労働能率の増進に資する設備・器具の導入、
研修等）に係る計画を作成し、実施すること。

※業務改善計画については、労働者から意見を聴取すること。
●支給額／上記業務改善に係る経費の2分の1（上限
100万円、下限5万円）
※助成金は、4年以内に800円以上とする賃金引上げ改善
計画を達成するまでは、毎年度（各年度40円以上の引
上げが条件）、支給されること。
※賃金改善及び業務改善措置は交付決定後に実施したも
のに限ること。
●問・相談／山形市香澄町3－2－1　山交ビル3階
　　　　　　山形労働局労働基準部賃金室
　　　　　　☎023－624－8224　FAX 023－624－8345

司法書士無料法律相談

行政書士会相続無料相談会

なんでも労働相談ダイヤル

無料調停相談会

●日時／ 9月25日（水）午後5時～ 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

●日時／ 10月5日（土）午前9時30分～正午
●場所／酒田市総合文化センター309・310号
●内容／相続、成年後見に関すること
●相談員／行政書士会会員　●申込み／当日会場へ
●問／山形県行政書士会酒田支部　☎27－3490

●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／ 9月20日（金）午前10時～午後6時
●相談方法／相談者が電話で相談（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

　酒田調停協会の民事・家事調停委員が交通事故、土地
建物、多重債務、家庭内の諸問題などのご相談に応じます。
●日時／ 10月11日（金）午前9時30分～午後4時
●会場／酒田市総合文化センター410・411号室
●問／酒田調停協会（山形地方裁判所　酒田支部内） ☎23－1234

●募集科名／NC生産システム科
●対象者・定員／ハローワークに求職登録している方 18名
●訓練期間／ 12月3日（火）～平成26年5月30日（金）
●場所／ポリテクセンター山形（山形市漆山1954）
●受講料／無料（ただし、テキスト代
　　　　　などは自己負担）
●募集期間／ 9月27日（金）～
　　　　　　10月31日（木）
●問／ポリテクセンター山形
☎023－686－2016

職業訓練受講生募集
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入札結果　８月分
＊契約金額には、消費税が含まれています。

◎教育課
●遊佐中学校体育館屋根等改修工事
期間 H25/8/1 ～H25/12/1　契約金額　19,897,500円
契約者　土門建設株式会社
［その他の入札参加者］赤塚建設工業株式会社、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
●杉沢プール解体工事
期間 H25/8/5 ～H25/10/31　契約金額　3,864,000円
契約者　金子建業株式会社
［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、有限会社石山工業、有限会社一道建設
●高瀬小学校外壁木部塗装工事
期間 H25/8/6 ～H25/8/31　契約金額　3,780,000円
契約者　和田塗装
［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、有限会社菅原建設
●史跡鳥海山吹浦地区案内板等整備工事
期間 H25/8/8 ～H25/10/31　契約金額　1,995,000円
契約者　赤塚建設工業株式会社
［その他の入札参加者］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
◎地域生活課
●町道八日町南線舗装補修工事
期間 H25/8/6 ～H25/9/30　契約金額　6,142,500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、協栄建設株式
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
●五日町地内給水管布設替工事
期間 H25/8/12 ～H25/12/10　契約金額  7,245,000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
●平成25年度　吹浦統合簡易水道事業第一水源浄水処理建屋築造工事
期間 Ｈ25/8/27 ～Ｈ26/2/28　契約金額  26,040,000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、金子建業株式
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

○8月10日（土）・11日（日）
　第28回ほなみ杯サッカー大会
　第1位　遊佐サッカースポーツ少年団
○8月18日（日）
　第34回酒田市・遊佐町スポーツ少年団本部バレーボール大会
　第3位　遊佐ビクトリーズスポーツ少年団（県大会出場）
○8月18日（日）
　第55回庄内由利郡少年剣道大会
　小学校団体　　　優勝 蕨岡剣道スポ少
　　　　　　　　　準優勝 高瀬剣道スポ少
　小学校男子個人　優勝 齋藤瑞貴（蕨岡剣道スポ少）
　　　　　　　　　第3位 菅原賢人（蕨岡剣道スポ少）
　小学校女子個人　優勝 渡部真衣（西遊佐剣道スポ少）
　　　　　　　　　第3位 池田　鈴（遊佐剣道スポ少）
○8月24日（土）～ 25日（日）
　第6回上山けやきカップ
　第3位　遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団
○8月25日（日）
　第38回酒田市・遊佐町スポーツ少年団本部剣道錬成大会
　男子団体　優勝 蕨岡剣道スポーツ少年団（県大会出場）
　　　　　　第3位 遊佐剣道スポーツ少年団（県大会出場）
 高瀬剣道スポーツ少年団（県大会出場）
　女子団体　優勝 西遊佐剣道スポーツ少年団（県大会出場）
　個人戦男子
　　5・6年生 優勝 齋藤瑞貴（蕨岡剣道スポ少）
 準優勝 池田　陸（高瀬剣道スポ少）
 第3位 佐藤　駿（　　　〃　　　）
　　4年生以下　第3位　阿曽成吾（蕨岡剣道スポ少）
　個人戦女子
　　5・6年生 優勝 菅原　萌（西遊佐剣道スポ少）
 第3位 渡部真衣（　　〃　　）
　　4年生以下 第2位 土門　淑（　　〃　　）
 第3位 鈴木望愛（遊佐剣道スポ少）
○8月25日（日）
　第44回酒田市・遊佐町スポーツ少年団本部卓球大会
　男子団体　第4位　遊佐卓球スポーツ少年団（県大会出場）
○8月25日（日）
　第38回山形県選抜学童水泳記録会
　4年生以下女子50m　平泳ぎ　第6位　佐藤菜々美
○7月26日（金）
　山形県グラウンド・ゴルフ協会　酒田飽海ブロック大会
　優勝 佐藤　敏（吹浦支部）
　第3位 飯野順一（吹浦支部）

お詫びと訂正
8月15日号掲載の記事で大会結果に誤りがありました
ので、お詫びして訂正します。
○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3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。

小学校給食調理員(臨時職員)の登録受付
業務内容 町立小学校での調理等

申込要件
【期間】 月に 4～ 5日程度の勤務ができる方
【資格】 調理師免許を有する方、または免許は
無くとも調理現場で勤務経験のある方

申込方法等

遊佐町日々雇用職員登録申込書
※申込書は総務課にあります。町のホームペー
ジからもダウンロードできます。
※登録された方の中から必要に応じて勤務を
依頼しますので、必ずしも雇用を保障する
ものではありません。

受付期間 随　時

勤務条件

①勤務時間／
　7時間 45 分
②賃金／日額
　6,320 円～ 6,480 円
③労災保険加入

①勤務時間／
　6時間
②賃金／日額
　5,400 円～ 5,520 円
③労災保険加入

問・申込先 役場総務課総務係　TEL  72-5880


