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遊佐町子どもセンター・
遊佐町総合運動公園の愛称募集
遊佐町子どもセンター・

遊佐町総合運動公園の愛称募集

　町では、子育て世代の支援と児童の居場所づくりの
施設として、遊佐町子どもセンターを、子どもからお年寄
りまでの各世代の交流の拠点施設として、遊佐町総合
運動公園（いずれも仮称）を整備しています。これらの
施設を親しみをもって利用していただけるよう愛称を募
集します。
●応募方法／愛称・住所・氏名・電話番号を明記のうえ、
　　　　　　郵送・ＦＡＸ・Ｅメールでご応募ください。
●応募点数／１人3点まで　●応募締切／ 12月2日（月）
●審査・賞／審査委員会による厳正な審査を行い、
それぞれ入選１点、佳作3点を選考し、遊佐町優良特
産品等を進呈します。

●作品応募先／　
・遊佐町子どもセンター　遊佐町遊佐字舞鶴211
　遊佐町健康福祉課子育て支援係　FAX72－3317
　Eメール　kosodate@town.yuza.yamagata.jp
・遊佐町総合運動公園　遊佐町遊佐字鶴田52－2
　遊佐町教育課社会教育係　FAX71－1222
　Eメール　shakyo@town.yuza.yamagata.jp
●問／
健康福祉課子育て支援係　☎72－5897
教育課社会教育係
　　（生涯学習センター内）　☎72－2236

遊佐町子どもセンター完成イメージ 遊佐町総合運動公園完成イメージ



（3）
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　

●日時／ 12月8日（日）午前8時開館　午前9時開会
●場所／遊佐町町民体育館2階
●種目／小学男女団体戦・個人戦
　　　　中学男女団体戦・個人戦
　　　　親子ダブルス（親又は保護者と小学生）
●参加料／無料
●問・申込み／ 12月6日（金）まで町民体育館へ
　☎72－5454　FAX72－2811

●日時／ 12月8日（日）～3月30日（日）の毎週日曜日
　　　　午前9時～ 11時
●場所／光ヶ丘競技場
●対象／中学生の男女
●内容／レベルに合わせたトレーニングの実施
●費用／無料（保険料別途800円）
●問／県縦断酒田飽海チーム　長谷川
　　　☎090－5834－2729

●日時／ 12月6日（金）、7（土）
　　　午後6時30分開演（午後6時開場）
●場所／遊佐町生涯学習センター
●チケット／前売1,000円　当日1,200円
●問／遊佐町生涯学習センター　☎72－2236

　毎年12月第1日曜に、西山地区で松林保全のボランティア作業を行っています。
住民の力で森をきれいにしませんか?（※雨天決行）
●日時／ 12月1日（日）　午前8時30分～ 11時30分　●作業内容／森林内の下刈り、つる切り、枝打ち、除伐
●持ち物／のこぎり、ナタなど
●集合場所／
　⑴東北旭ダンボール㈱
　　東側の松林（※地図参照）
　⑵遊ぽっと野外ステージ

●問／産業課水産林業係
　　　☎72－4521

　毎年12月第1日曜に、西山地区で松林保全のボランティア作業を行っています。
住民の力で森をきれいにしませんか?（※雨天決行）
●日時／ 12月1日（日）　午前8時30分～ 11時30分　●作業内容／森林内の下刈り、つる切り、枝打ち、除伐
●持ち物／のこぎり、ナタなど
●集合場所／
　⑴林道十里塚比子線沿いの
　　松林（北から1基目の風力
　　発電周辺）
　⑵とりみ亭 隣駐車場
　　（南側駐車場）

●問／産業課水産林業係
　　　☎72－4521

●日時／ 11月24日（日）午前10時～午後1時
●場所／四季の森　しらい自然館
●対象／一般　※初心者の方に限ります
●受講料/1,500円　●定員／ 20名
●内容／金俣の新そばを二人一組でそば打ち体験。打ち
たてのそばをおいしくいただきます。（一人前は持ち帰り）
●持ち物／エプロン、タオル、持ち帰り用容器
●申込締切／ 11月21日（木）※定員になり次第締切。
●問・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

　遊佐の郷土食・伝統食の保存と伝承のために、遊佐ブ
ランド推進協議会と遊佐町食生活改善推進協議会が共同
で作成した郷土料理レシピ集『つぐてみねが　遊佐ごっ
つぉ』が完成しました。完成を記念して料理教室を開催しま
す。
　遊佐の正月料理の作り方を基本から習ってみませんか？
●日時／ 12月14日（土）午前9時～午後1時
●場所／チャレンジキッチン（Aコープゆざ店2階）　　　
●講師／遊佐町食生活改善推進協議会会員
●参加費／無料　●定員／ 12名
●調理品目／雑煮、たらこ炒り、栗きんとんなど
●持ち物／エプロン、三角巾、筆記用具
●問・申込み／遊佐ブランド推進協議会　☎72－3966 　

氏名、住所、電話番号、年齢を添えて12月6日（金）まで
お申し込みください。

西山地区内森林整備ボランティア作業参加者募集西山地区内森林整備ボランティア作業参加者募集
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遊歩道両側の草刈りを
実施します。

集合場所
実施箇所

十里塚集落

7号線より林道十里塚比子線に
入り、道なりに駐車となります。
矢印の通り一方通行となります
ので、ご協力お願いいたします。
尚、林道は舗装されていません
ので、ご注意ください。

林道入口

第32回親子・第40回少年
卓球大会参加者募集

県縦断駅伝酒田飽海チーム主催
「ジュニア駅伝道場」参加者募集

ゆざ演劇研究会　定期公演
『パラサイト・パラダイス』

金俣の新そばで「そば打ち体験」

つぐてみねが「遊佐の正月料理」

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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　12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／ 12月2日（月）
 町県民税 3期 国民健康保険税 5期
 介護保険料 5期 後期高齢者医療保険料 5期
●問／町民課納税係　☎72－5411

　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9月に
75歳、10月に65歳になられた皆様へ、11月15日付で納税
通知書の発送を行います。内容をご確認のうえ、納め忘れ
のないようお願いいたします。
●送付物／
　9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
　10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
　　　納付について…町民課 納税係　☎72－5411

　12月2日（月）～9日（月）まで図書整理期間のため休館いたします。
　この間は、本の貸出及び調査相談業務もお休みいたします。本の
ご返却は図書館正面玄関左側の返却ポストをご利用ください。
●問／遊佐町立図書館　☎72－5300

　障がい（身体・知的・精神）に関する手帳をお持ちでなくても、
次の方は税申告の際に（特別）障害者控除が受けられます。
①要介護認定において障害高齢者ランクが高いと判断された方
②要介護認定において認知症ランクが高いと判断された方
③半年以上「寝たきり」の状態にある方
　控除を受けるには、事前に認定申請が必要です。
　認定後「障害者控除対象者認定書」が交付されます。
なお、③の申請の際には、医師又は民生委員の証明が必
要になりますのでご相談ください。認定申請は平成25年12
月27日（金）までになります。
●問／健康福祉課福祉介護保険係　☎72－5884　

　2014年版の県民手帳等の販売・予約を受け付けており
ます。県民手帳は総務課に準備してありますので代金と引き
換えでお渡しできます。農業日誌、新農家暦は電話でお申
込みください。商品の受渡し時期については、申込者に直
接ご連絡いたしますので、代金をご用意のうえ、役場でお受
け取りください。
●価格／県民手帳　600円　　農業日誌　1,400円
　　　　新農家暦　490円　　※いずれも消費税込み
●問・申込み／総務課情報統計係　☎72－5893

　ハウスや雨よけテント、マルチなどに使用したビニールフィ
ルムなどの使用済み資材は排出する農業者が自ら責任を
持って処理することが法律で義務付けられています。野焼き
や不法投棄は、処罰の対象となります。
　JA庄内みどりで実施する集団回収を利用したり、産業廃
棄物処理業者に搬入するなどして、環境にやさしい農業を
推進しましょう。
●問／遊佐町農業用使用済プラスチック適正処理推進協議会
　　　産業課内　☎72－5882

　毎年12月3日から12月9日までは障害者週間です。
この機会に「障がいに関する巡回相談」を実施します。
　障がいがある方に関する生活相談、障害福祉サービスに
関わる相談等について、障害者相談支援事業所と町の職
員等がお受けしますので、お気軽にご相談ください。前もっ
てお申し込みいただき、ご自宅等にお伺いします。
●実施日／ 12月2日（月）～6日（金）
●時間／毎日午前9時～午後4時までの1時間程度
　※この日時にご都合がつかない方も、下記にご相談ください。
●問・申込み／健康福祉課福祉介護保険係
　☎72－5884　FAX72－3317　

遊佐町立図書館休館日

75歳、65歳になられた皆様へ
11月は、農業用使用済プラスチックの

適正処理強化月間です

障がいに関する巡回相談

県民手帳・農業日誌・新農家暦
2014年版　販売・予約受付中町税等納期のお知らせ

「寝たきり」の方も、
税の障害者控除の対象になります
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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　

●日時／ 12月8日（日）午前8時開館　午前9時開会
●場所／遊佐町町民体育館2階
●種目／小学男女団体戦・個人戦
　　　　中学男女団体戦・個人戦
　　　　親子ダブルス（親又は保護者と小学生）
●参加料／無料
●問・申込み／ 12月6日（金）まで町民体育館へ
　☎72－5454　FAX72－2811

●日時／ 12月8日（日）～3月30日（日）の毎週日曜日
　　　　午前9時～ 11時
●場所／光ヶ丘競技場
●対象／中学生の男女
●内容／レベルに合わせたトレーニングの実施
●費用／無料（保険料別途800円）
●問／県縦断酒田飽海チーム　長谷川
　　　☎090－5834－2729

●日時／ 12月6日（金）、7（土）
　　　午後6時30分開演（午後6時開場）
●場所／遊佐町生涯学習センター
●チケット／前売1,000円　当日1,200円
●問／遊佐町生涯学習センター　☎72－2236

　毎年12月第1日曜に、西山地区で松林保全のボランティア作業を行っています。
住民の力で森をきれいにしませんか?（※雨天決行）
●日時／ 12月1日（日）　午前8時30分～ 11時30分　●作業内容／森林内の下刈り、つる切り、枝打ち、除伐
●持ち物／のこぎり、ナタなど
●集合場所／
　⑴東北旭ダンボール㈱
　　東側の松林（※地図参照）
　⑵遊ぽっと野外ステージ

●問／産業課水産林業係
　　　☎72－4521

　毎年12月第1日曜に、西山地区で松林保全のボランティア作業を行っています。
住民の力で森をきれいにしませんか?（※雨天決行）
●日時／ 12月1日（日）　午前8時30分～ 11時30分　●作業内容／森林内の下刈り、つる切り、枝打ち、除伐
●持ち物／のこぎり、ナタなど
●集合場所／
　⑴林道十里塚比子線沿いの
　　松林（北から1基目の風力
　　発電周辺）
　⑵とりみ亭 隣駐車場
　　（南側駐車場）

●問／産業課水産林業係
　　　☎72－4521

●日時／ 11月24日（日）午前10時～午後1時
●場所／四季の森　しらい自然館
●対象／一般　※初心者の方に限ります
●受講料/1,500円　●定員／ 20名
●内容／金俣の新そばを二人一組でそば打ち体験。打ち
たてのそばをおいしくいただきます。（一人前は持ち帰り）
●持ち物／エプロン、タオル、持ち帰り用容器
●申込締切／ 11月21日（木）※定員になり次第締切。
●問・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

　遊佐の郷土食・伝統食の保存と伝承のために、遊佐ブ
ランド推進協議会と遊佐町食生活改善推進協議会が共同
で作成した郷土料理レシピ集『つぐてみねが　遊佐ごっ
つぉ』が完成しました。完成を記念して料理教室を開催しま
す。
　遊佐の正月料理の作り方を基本から習ってみませんか？
●日時／ 12月14日（土）午前9時～午後1時
●場所／チャレンジキッチン（Aコープゆざ店2階）　　　
●講師／遊佐町食生活改善推進協議会会員
●参加費／無料　●定員／ 12名
●調理品目／雑煮、たらこ炒り、栗きんとんなど
●持ち物／エプロン、三角巾、筆記用具
●問・申込み／遊佐ブランド推進協議会　☎72－3966 　

氏名、住所、電話番号、年齢を添えて12月6日（金）まで
お申し込みください。

西山地区内森林整備ボランティア作業参加者募集西山地区内森林整備ボランティア作業参加者募集
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遊歩道両側の草刈りを
実施します。

集合場所
実施箇所

十里塚集落

7号線より林道十里塚比子線に
入り、道なりに駐車となります。
矢印の通り一方通行となります
ので、ご協力お願いいたします。
尚、林道は舗装されていません
ので、ご注意ください。

林道入口

第32回親子・第40回少年
卓球大会参加者募集

県縦断駅伝酒田飽海チーム主催
「ジュニア駅伝道場」参加者募集

ゆざ演劇研究会　定期公演
『パラサイト・パラダイス』

金俣の新そばで「そば打ち体験」

つぐてみねが「遊佐の正月料理」
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●日時／ 12月13日（金）午前11時～午後4時
●場所／酒田夢の倶楽　芳香亭
●対象／どなたでも
●内容／パッケージの個別相談
●講師／株式会社マクロス代表取締役　三浦敏氏
●費用／無料
●問・申込み／ 12月9日（月）まで（一社）酒田観光物産協会へ 
　　　　　　☎22－1223

　標準営業約款制度は、法律で定められた消費者（利用
者）擁護に資するための制度です。
　厚生労働大臣認可の約款に従っ
て営業することを登録した「理容店」、
「美容店」、「クリーニング店」、「めん
類飲食店」、「一般飲食店」では、店
頭にSマークを掲げています。登録
店は、安心・安全・清潔を約束する
信頼できるお店です。
●問／（公財）山形県生活衛生営業指導センター
　　　☎023－623－4323

　平成25年度遊佐町での第4回目の献血を下記のとおり
実施致しますので、お誘い合わせのうえご協力をお願いい
たします。
　町民の皆様からの安心で安全な血液により、たくさんの命
が救われておりますことに深く感謝申し上げます。
●日時／ 12月1日（日）午前10時～ 11時30分　　
　　　　　　　　　　午後1時～ 3時30分　　　　
●場所／ショッピングセンターエルパ
●問／健康福祉課健康支援係　☎72－4111

　毎年12月1日は『世界エイズデー』です。エイズ･HIVの
まん延の防止、またエイズ感染者への偏見･差別の解消を
呼びかけています。
　現在、HIV感染者･エイズ発症者は、日本国内で1日に
約4件報告されるペースになっています。感染しているかどう
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　　　　　１日のみ：一般150円　高校生100円
○使用方法　会員証（１日のみ使用者の場合は相談会
　　　　　　修了証）を提示して料金を支払い、鍵を受
　　　　　　け取って使用。終わったら、鍵を返却。
●トレーニングルーム相談会　11月26日（火）午後6時30
分～ 7時30分
●問／遊佐町民体育館　☎72－5454

●日時／ 11月29日（金）午前9時～ 11時
●場所／杉の子幼稚園ホール ＊参加無料
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杉の子幼稚園　すぎのっこ広場

あわてんぼうの
サンタクロースさんからの

プレゼント

山形県男女共同参画推進事業
「あなたにありがとう!親も子も自分らしく輝いて」

HIV夜間特別検査（無料・匿名）商品パッケージ個別相談会
参加者募集

献血にご協力をお願いいたします

標準営業約款制度「Ｓマーク」を
ご存じですか

農業者トレーニングセンター
トレーニングルーム一般開放

（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　

平成２５年度遊佐町住民健診　最終日程のお知らせ
　今年、4月から実施しています遊佐町住民健診も、残りの日程が少なくなってきました。健診を申し込まれて、
まだ受診されていない方は、この機会にぜひ受診してください。
　また、健診を申し込まれていない方は、事前に電話でご連絡をいただければ受診することができます。ただし、
各健診とも受入可能人数に制限がありますので、お早めに健康福祉課健康支援係までご連絡ださい。
　なお、受診にあたっては、下記の「受診時の注意！」をご確認ください。

○酒田ドック健診・特定健診を受診される方
　遊佐町国民健康保険・後期高齢者医療以外の健康保険加入
者の扶養となっている方は、事業所又は医療保険者（保険証発
行元）が発行する受診券がないと、基本的な検査（身体計測・
血液検査等）が受診できません。受診券を持っていない場合は、
事業所・医療保険者に連絡し、発行の手続きをしてください。
※がん検診は加入している健康保険の有無にかかわらず受診で
きます。
○医療機関で受ける特定健診について
　遊佐町国民健康保険加入の40歳～ 74歳の方は、町が契約す
る医療機関でも受診することができます。受診できる期間は、12
月28日までです。詳細については、健康福祉課健康支援係にお
問い合わせください。
○子宮頸がん検診・乳がん検診を受診される方
　子宮頸がん・乳がん検診は、町の検診として、町が契約する医
療機関でも受診することができます。上記の日程で受診できない
方は、平成26年2月28日まで受診してください。受診できる医療
機関については、健康福祉課健康支援係までご連絡ください。
○健診票等を紛失された方
　事前に送られていた健診票や検査容器を紛失された方は、再
発行しますので、健康支援係までご連絡ください。
○町の助成回数について
　平成25年4月から平成26年3月までの１年間で、町が健診（検
診）費用を助成する回数は、一つの健診（検診）につき年1回で
す。2回目からは全額自己負担となりますのでご注意ください。
●問／健康福祉課健康支援係　☎72－4111

今後の日程今後の日程 受診時の注意！受診時の注意！

○酒田ドック健診（40歳以上の男女対象）
　がんセット検診（40歳以上の男女対象）

●受付時間／午前8時30分～9時

●受付時間／午前7時～9時30分

●受付時間／正午～午後0時30分

○特定健診（40歳以上の男女対象）
　わかば健診（20歳～ 39歳の男女対象）
　胃がん・大腸がん・肺がん検診（40歳以上の男女対象）

○子宮頸がん検診（20歳以上の女性）
　乳がん検診（30歳以上の女性）

日　　程 健診会場

11/19  ㈫【男性のみ受診可能】

庄内検診センター
（酒田市東町）

11/21  ㈭【女性のみ受診可能】
11/27  ㈬【女性のみ受診可能】

】能可診受みの性女【   ㈭5/21
】能可診受もと女男【   ㈯7/21

日　程 健診会場
11/18  ㈪ 稲川まちづくりセンター
11/25  ㈪ 吹浦まちづくりセンター
11/26 ㈫

町民体育館
12/ 1  ㈰

日　程 健診会場

11/19 ㈫ 庄内検診センター（酒田市東町）

特に寒い日の入浴は熱いおふろに要注意!　～入浴死は交通事故死の4.7倍～

●問/庄内保健所　保健企画課　☎0235－66－4932

　高齢者に多いとされる入浴中の事故について、庄内地域では3年間で174名の方が亡くなっています。これは同期間の
交通事故死の4.7倍です。また死亡者数は65歳以上の高齢者が9割以上と多く、自宅及び寒い日の発生が多いことが明
らかとなっています。
　寒くなるこれからの時期に、日頃の入浴習慣を見直したり、住環境を改善したりして、安全・安心な入浴を心がけましょう。

① 体調が悪い時・飲酒後・食べてすぐ・早朝・
　 血圧降下剤等服用後は入浴しない
② 脱衣所には暖房機をおく、浴槽はふたをあけ
　 シャワーで暖めるなどの工夫をする
③ お湯の温度は41℃以下にする
④ 入浴前後は十分な水分補給をする
⑤ 入浴前にかけ湯をする

⑥ 一言声をかけてからお風呂に入る・家族は頻繁
　 に声かけをする
⑦ 心臓への負担をかけないために、半身浴をする
⑧ 浴槽からはゆっくりとあがる
+ 1　浴室・脱衣所を暖かくしたり、手すりをつけ
　　　るなどの工夫をする

● 入浴事故予防の8つのポイント+1 ●
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遊佐町地域防災計画住民説明会

　東日本大震災や豪雨などの大規模災害を契機に見直し
を進めていた「遊佐町地域防災計画」が完成しましたので、
下記の日程で住民説明会を開催します。

　なお、事前申し込みは不要で、どの会場でも出席できます。
●問／総務課危機管理係　☎72－5895

■ 有限会社 キャットハンドサービス
■◆雇用の広場

募 集 内 容

職　　　　種

募 集 人 員

資　　　　格

給与・待遇

勤 務 条 件

仕 事 内 容

選 考 方 法　　　　　　　　　締　　　切

そ  の  他

看護師募集

看護職員

１名　就業場所：デイサービスセンター
　　　　　　　　キャット遊佐（遊佐町菅里）

准看護師・正看護師

時給1,000円～　

週3～4日の勤務

勤務時間は要相談。9時から17時の時間帯の
間に最低2時間以上は勤務していただきます。
デイサービス利用者のバイタルチェック等、
その他付随する看護業務

面　接　　　　　　　　　　　　随　時

60歳以上の方でも大歓迎！
問合せ先 ☎0234－21－9088  担当：地主

■ 有限会社 キャットハンドサービス
募 集 内 容

職　　　　種

募 集 人 員

資　　　　格

給与・待遇

勤 務 条 件

仕 事 内 容

選 考 方 法　　　　　　　　　締　　　切

そ  の  他

介護員募集

介護職員

１名　

初任者研修（旧ホームヘルパー２級）以上

月給135,000円　　夜勤・宿直手当あり

月22日程度の勤務（シフト制です）
夜勤のできる方

デイサービス、有料老人ホーム利用者の
介護業務（食事、入浴、排泄等の介助等）

面　接　　　　　　　　　　　　随　時

問合せ先 ☎0234－21－9088  担当：地主

地区名 開催日時 会　場

蕨 岡 地 区 11月 21 日（木）
午後 6時 30 分～ 7時 30 分

蕨岡まちづくり
センター

遊 佐 地 区 11月 22 日（金）
午後 6時 30 分～ 7時 30 分

遊佐町生涯学習
センター

稲 川 地 区 11月 25 日（月）
午後 6時 30 分～ 7時 30 分

稲川まちづくり
センター

西遊佐地区 11月 26 日（火）
午後 6時 30 分～ 7時 30 分

西遊佐まちづくり
センター

高 瀬 地 区 11月 27 日（水）
午後 6時 30 分～ 7時 30 分

高瀬まちづくり
センター

吹 浦 地 区 11月 28 日（木）
午後 6時 30 分～ 7時 30 分

吹浦まちづくり
センター

　暖房器具を使用する季節になると、一般家庭のホームタ
ンクや事業所のタンクから、灯油などの油類の流出により、河
川などを汚染する事故が多発します。その原因の多くは、作
業中の不注意によるものです。
　環境への影響、火災の恐れはもちろんですが、流出した
油の回収には多くの人手とオイルフェンスや吸着マット等の
費用が必要となり、その費用は油を流した当事者が負担す
る事になります。油の流出を防ぐため、一人ひとりが次のこと
に注意しましょう。
①その場を離れない、目を離さない
　タンクから灯油を小分けするときは、絶対にその場を離れ
ない。バルブの閉め忘れにも注意しましょう。
②定期点検を怠らない
　タンクや配管に亀裂・損傷がないか、定期的に点検しましょう。
③こまめに除雪する
　積雪で配管の場所が分からなくならないよう、タンクの周り
の除雪をこまめに行い、除雪作業中に配管を破損しないよう
に注意しましょう。
※油が流出してしまったら、119へ通報してください。
●問／消防署遊佐分署　　☎72－4100
　　　地域生活課環境係　☎72－5881

●日時／ 12月１日（日）午前9時　開会
●場所／町民体育館
●種目／①少年男子シングルス（小・中学校の部）
　　　　②少年女子シングルス（小・中学校の部）
　　　　③一般男子シングルス　④一般女子シングルス
●参加資格／遊佐町に居住又は勤務する方
●参加料／一般500円　※小中学生は無料
●申込み／11月28日（木）まで申込用紙に記入のうえ、町民体育館まで
●問／町民体育館　☎72－5454

　東北財務局山形財務事務所では、借金に関する相談
窓口を開設しております。相談員が借金の状況等をお伺
いし、必要に応じて、弁護士等の専門家に引継ぎを行いま
す。相談は秘密厳守です。お気軽にご相談ください。
●相談専用電話／☎023－641－5201
●場所／山形市緑町2－15－3（山形工業高校東側）
　　　　山形財務事務所1階理財課
●受付／月曜日～金曜日（祝日、年末年始除く）
　　　　午前8時30分～午後5時15分　
●問／財務省東北財務局山形財務事務所　総務課
　　　☎023－641－5177

油の流出事故を防ぎましょう!

初心者バドミントン大会

借金に関する相談窓口

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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　スポーツ指導者、スポーツをしているお子さんとその保護
者の皆さんを対象に、下記の内容で研修会を行います。理
論と実技を楽しく学べて、明日からすぐに役立つ内容です。
●日時及び内容／
11月23日（土・祝）
「明日からできる！コアコンディショニング講座」
☆赤ちゃんのときの運動の質と量の意味をひも解きなが
ら、人が本来持っている運動能力や集中力のアップ、
姿勢や動きの改善などのためのトレーニング方法を
学びます。
○時間／午前10時～午後4時
※昼休み1時間を挟む。
○場所／遊佐中学校体育館
○参加費／ 500円　　○定員：なし
11月24日（日）
「子どものココロとカラダのバランス講座」
☆成長期の子ども達が、ケガをせず、力を発揮するた
めの心身のバランスの取り方について学びます。
○時間／午後1時30分～午後3時30分
○場所／遊佐町立図書館会議室
○参加費／ 500円　　○定員／ 30名 
※参加費は当日集金します。　

●講師／露木　俊治氏　JCCA（（財）日本コアコンディショ
　　　　ニング協会）マスタートレーナー・A級講師
　　　　キッズコアコンディショニング開発者
●問・申込み／生涯学習センター　☎72－2236

●日時／ 11月27日（水）午後1時～3時30分（受付　正午～）
●会場／酒田勤労者福祉センター
　　　　アトラーム酒田3F・2F（酒田市緑町19－10）
●対象者／一般求職者
　　　　　平成26年3月大学等卒業予定者（高校生は除く）
●内容／求人企業　約30社（予定）との個別面談
●主催／山形労働局・ハローワーク酒田・酒田市・庄内町・
　　　　遊佐町・酒田地区雇用対策協議会
●後援／山形県・山形県若者就職支援センター・酒田市
　　　　雇用創造協議会・庄内町新産業創造協議会・
　　　　遊佐ブランド推進協議会
※遊佐町在住の求職者の方へ
お仕事をお探しの方は、当日会場にお越しください。
会場受付の隣に遊佐ブランド推進協議会の窓口も併設し
遊佐町における雇用促進のための活動を紹介します。
●問／ハローワーク酒田　求人紹介部門　鈴木　晋
　　　☎27－3111 ／FAX27－3582
　　　遊佐ブランド推進協議会　☎72－3966

●日時／ 11月27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

●相談期間／ 12月10日（火）～11日（水）午前10時～午後7時
●相談電話番号／フリーダイヤル 0120－154－052
　　　　　　　　相談料無料
●相談内容／求人広告・求人票をめぐる問題、職場のパ
ワハラ・セクハラ、解雇、賃金カット、未払い賃金、休暇など
労働に関するご相談に応じます。
●問／連合山形　☎023－625－0555

●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／ 11月25日（月）午前10時～午後6時
●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

　山形労働局では、労働者と事業主との間における個別
労働紛争（例えば、いじめ・嫌がらせ、セクハラ、解雇、雇
止め、損害賠償）の解決のため、下記のとおり無料の移動
相談会を開催いたします。お困りの方は是非ご利用ください。
●日時／ 12月3日（火）午前10時～午後4時
●場所／ハローワーク酒田
●問／山形労働局総務部企画室内
　　　山形労働局総合労働相談コーナー　☎023－624－8226

●募集期間／ 11月18日（月）～12月6日（金）
●募集人員／ 8名程度 ＊定員は前期・後期あわせて20名
●選考日／ 12月13日（金）　●受験資格／中学校卒業以上
●試験科目／適性試験、面接
●経費／無料（ただし、教科書代等は自己負担）
●問／庄内職業能力開発センター　☎31－2700

司法書士無料法律相談

なんでも労働相談ダイヤル

「これってブラック?」
なんでも労働相談ダイヤル

職場トラブル移動相談会

平成26年度山形県立庄内職業能力開発センター
金属技術科訓練生前期募集

ワークチャンス2013・秋
就職面接会

遊佐町スポーツ指導者研修会
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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　

遊佐町地域防災計画住民説明会

　東日本大震災や豪雨などの大規模災害を契機に見直し
を進めていた「遊佐町地域防災計画」が完成しましたので、
下記の日程で住民説明会を開催します。

　なお、事前申し込みは不要で、どの会場でも出席できます。
●問／総務課危機管理係　☎72－5895

■ 有限会社 キャットハンドサービス
■◆雇用の広場

募 集 内 容

職　　　　種

募 集 人 員

資　　　　格

給与・待遇

勤 務 条 件

仕 事 内 容

選 考 方 法　　　　　　　　　締　　　切

そ  の  他

看護師募集

看護職員

１名　就業場所：デイサービスセンター
　　　　　　　　キャット遊佐（遊佐町菅里）

准看護師・正看護師

時給1,000円～　

週3～4日の勤務

勤務時間は要相談。9時から17時の時間帯の
間に最低2時間以上は勤務していただきます。
デイサービス利用者のバイタルチェック等、
その他付随する看護業務

面　接　　　　　　　　　　　　随　時

60歳以上の方でも大歓迎！
問合せ先 ☎0234－21－9088  担当：地主

■ 有限会社 キャットハンドサービス
募 集 内 容

職　　　　種

募 集 人 員

資　　　　格

給与・待遇

勤 務 条 件

仕 事 内 容

選 考 方 法　　　　　　　　　締　　　切

そ  の  他

介護員募集

介護職員

１名　

初任者研修（旧ホームヘルパー２級）以上

月給135,000円　　夜勤・宿直手当あり

月22日程度の勤務（シフト制です）
夜勤のできる方

デイサービス、有料老人ホーム利用者の
介護業務（食事、入浴、排泄等の介助等）

面　接　　　　　　　　　　　　随　時

問合せ先 ☎0234－21－9088  担当：地主

地区名 開催日時 会　場

蕨 岡 地 区 11月 21 日（木）
午後 6時 30 分～ 7時 30 分

蕨岡まちづくり
センター

遊 佐 地 区 11月 22 日（金）
午後 6時 30 分～ 7時 30 分

遊佐町生涯学習
センター

稲 川 地 区 11月 25 日（月）
午後 6時 30 分～ 7時 30 分

稲川まちづくり
センター

西遊佐地区 11月 26 日（火）
午後 6時 30 分～ 7時 30 分

西遊佐まちづくり
センター

高 瀬 地 区 11月 27 日（水）
午後 6時 30 分～ 7時 30 分

高瀬まちづくり
センター

吹 浦 地 区 11月 28 日（木）
午後 6時 30 分～ 7時 30 分

吹浦まちづくり
センター

　暖房器具を使用する季節になると、一般家庭のホームタ
ンクや事業所のタンクから、灯油などの油類の流出により、河
川などを汚染する事故が多発します。その原因の多くは、作
業中の不注意によるものです。
　環境への影響、火災の恐れはもちろんですが、流出した
油の回収には多くの人手とオイルフェンスや吸着マット等の
費用が必要となり、その費用は油を流した当事者が負担す
る事になります。油の流出を防ぐため、一人ひとりが次のこと
に注意しましょう。
①その場を離れない、目を離さない
　タンクから灯油を小分けするときは、絶対にその場を離れ
ない。バルブの閉め忘れにも注意しましょう。
②定期点検を怠らない
　タンクや配管に亀裂・損傷がないか、定期的に点検しましょう。
③こまめに除雪する
　積雪で配管の場所が分からなくならないよう、タンクの周り
の除雪をこまめに行い、除雪作業中に配管を破損しないよう
に注意しましょう。
※油が流出してしまったら、119へ通報してください。
●問／消防署遊佐分署　　☎72－4100
　　　地域生活課環境係　☎72－5881

●日時／ 12月１日（日）午前9時　開会
●場所／町民体育館
●種目／①少年男子シングルス（小・中学校の部）
　　　　②少年女子シングルス（小・中学校の部）
　　　　③一般男子シングルス　④一般女子シングルス
●参加資格／遊佐町に居住又は勤務する方
●参加料／一般500円　※小中学生は無料
●申込み／11月28日（木）まで申込用紙に記入のうえ、町民体育館まで
●問／町民体育館　☎72－5454

　東北財務局山形財務事務所では、借金に関する相談
窓口を開設しております。相談員が借金の状況等をお伺
いし、必要に応じて、弁護士等の専門家に引継ぎを行いま
す。相談は秘密厳守です。お気軽にご相談ください。
●相談専用電話／☎023－641－5201
●場所／山形市緑町2－15－3（山形工業高校東側）
　　　　山形財務事務所1階理財課
●受付／月曜日～金曜日（祝日、年末年始除く）
　　　　午前8時30分～午後5時15分　
●問／財務省東北財務局山形財務事務所　総務課
　　　☎023－641－5177

油の流出事故を防ぎましょう!

初心者バドミントン大会

借金に関する相談窓口
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　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。
●日時／ 11月19日（火）午前10時～
●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

庄内地域議員協議会がんばった人にマル

入札結果　10月分
＊契約金額には、消費税が含まれています。

◎総務課
●平成24年度遊佐町防災行政無線屋外拡声子局新設工事
期間 H25/10/9 ～ H26/2/28　契約金額　20,160,000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 山形支店、日本
無線株式会社 東北支社
●平成24年度遊佐町防災行政無線再送信子局整備工事
期間 H25/10/9 ～ H26/2/28　契約金額　11,970,000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 山形支店、日本
無線株式会社 東北支社
●平成25年度小型動力ポンプ付積載車整備事業
期間 H25/10/7 ～ H26/2/28　契約金額　4,843,080円
契約者　有限会社本間商会
［その他の入札参加者］株式会社セフティ両羽、株式会社三
立 酒田営業所、株式会社日本海防災
●平成25年度小型動力ポンプ整備事業
期間 H25/10/7 ～ H26/2/28　契約金額　3,150,000円
契約者　有限会社本間商会
［その他の入札参加者］株式会社セフティ両羽、株式会社三
立 酒田営業所、株式会社日本海防災
◎企画課
●平成25年度あぽん西浜井戸掘削工事
期間 H25/10/9 ～ H25/11/29　契約金額　6,037,500円
契約者　日本地下水開発株式会社
［その他の入札参加者］株式会社髙田地研、新和設計株式会社
◎地域生活課
●平成25年度吹浦簡易水道事業 電気計装設備工事
期間 H25/10/4 ～ H26/3/20　契約金額　32,550,000円
契約者　山形富士電機株式会社
［その他の入札参加者］三和メイテック株式会社 酒田営業
所、美和電気工業株式会社 山形営業所、メタウォーター株
式会社 東北営業部、山形三菱電機機器販売株式会社
●平成25年度遊佐特定環境保全公共下水道実施設計業務委託
期間 H25/10/29 ～ H26/3/5　契約金額　9,135,000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
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、株式会社出羽測量設計、有限会社安野測量事務所
●後藤寺地内舗装工事
期間 H25/11/1 ～ H25/11/29　契約金額　1,995,000円
契約者　有限会社石山工業
［その他の入札参加者］有限会社石川工業、有限会社一道
建設、有限会社菅原建設、ヤマ五建設株式会社
◎教育課
●遊佐中学校校地等整備工事
期間 H25/10/18 ～ H25/11/15　契約金額　1,575,000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

○9月23日（月）・29日（日）
　第37回清水屋杯ミニバスケットボール大会
　女子　準優勝　遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団
○9月28日（土）・29日（日）
　第33回酒田市川北地区スポーツ少年団野球大会
　準優勝　遊佐ブルーファイターズ（遊佐野球スポ少）
○9月29日（日）
　庄内町ひまわりマラソン2013
　小学生中学年2km女子　第1位　佐藤朱莉（稲川小4年）
○10月5日（土）
　サカタカップ少年サッカー大会兼
　2013山形県Yリーグチャンピオン大会　酒田地区予選
　第1位　遊佐サッカースポーツ少年団
○10月5日（土）・6日（日）
　山形県少年少女スポーツ交流大会
　・ミニバスケットボール競技（6日）
　　男子　ブロック優勝　吹浦ミニバスケットボールスポーツ少年団
　　女子　ブロック優勝　遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団
　・軟式野球競技（5日）
　　ブロック優勝　遊佐ブルーファイターズ（遊佐野球スポ少）
　・剣道競技（6日）
　　少年の部　ブロック優勝　　蕨岡剣道スポーツ少年団
　　　　　　　　　〃　準優勝　高瀬剣道スポーツ少年団
　　少女の部　ブロック優勝　　西遊佐剣道スポーツ少年団
○10月12日（土）・13日（日）
　第9回日本海・酒田キャンプミニバスケットボール交
歓大会

　男子　第 3位　吹浦ミニバスケットボールスポーツ少年団
　女子　準優勝　遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団
○10月12日（土）・13日（日）
　2013JA全農杯チビリンピック小学生8人制サッカー
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
○10月13日（日）
　第13回全国小学生ソフトテニス大会山形予選会
　女子5年の部　第3位　尾形　里菜（高瀬小）
○10月14日（月）
　遊佐町ロードレース大会　※すべて第1位
　小学校5年以下（1.2km） 男子 友野悠晟（蕨岡小）

 女子 佐藤綾音（遊佐小）
　小学校6年（1.2km） 男子 菅原　涼（高瀬小）

 女子 松田　倫（遊佐小）
　中学校1年（3km） 男子 鈴木竣介
　 （2km） 女子 小野真優
　中学校2.3年（3km） 男子 佐藤　巧
　 （2km） 女子 松田七海
　一般男子（7km）  佐藤正人
　一般女子（2km）  大場美輪
　壮年（40才以上）男子（2km）  眞嶋　一
○10月19日（土）
　第8回鳥海あくみカップバスケットボール大会
　男子　優勝　吹浦ミニバスケットボールスポーツ少年団
　女子　優勝　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。


