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遊びの広場
　大型遊具を設置した遊びの空間です。
●対象／乳幼児～小学生（乳幼児は保護者同伴、小学生

は児童のみで利用可）
●開設日／年末年始休館を除く全日
●開設時間／午前9時～午後5時
●利用料金／無料

放課後児童クラブ（ぽっかぽかクラブ）
　共働き家庭等の小学生をお預かりします。
●開設日／月曜日～土曜日
●開設時間／平日（登校日）　下校時～午後7時
　　　　　　学校休校日　　午前8時～午後7時
●利用料金／有料（月額利用料等）
●問／健康福祉課子育て支援係　☎72-5897

遊佐町子どもセンター遊佐町子どもセンター遊佐町子どもセンター
現在建設中の

子どもセンターの概要を

お知らせします。

大型遊具イメージ図大型遊具イメージ図大型遊具イメージ図大型遊具イメージ図●場所／遊佐町遊佐字広表6-8

4月オープン4月オープン4月オープン

●場所／遊佐町遊佐字広表6-8

子育て支援センター
　子育て中の家族のみなさんとお子さんが気軽につどえる
交流の場です。
●対象／就学前の未就園児と保護者
●開設日／月曜日～土曜日
●開設時間／午前9時～午後5時
●利用料金／無料（事業により実費徴収あり）
●休所日／日曜・祝日・年末年始

一時預かり
　就学前のお子さんを最大3時間までお預かりします。お
買い物や通院等にご利用ください。
　ただし、事前の申込みが必要となります。
●利用できる日と時間／子育て支援センターの開設時間内
●利用料金／有料
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　放課後児童クラブは、保護者が仕事などで昼間家庭に
いない小学生を対象に、放課後や長期休業期間等の学校
休業日に遊びや生活の場を有償で提供する事業です。
　町内では、蕨岡地区と遊佐地区で放課後児童クラブが
実施されています。詳しくは、各放課後児童クラブまでお問
合せください。
●蕨岡地区╱あそぶ塾
　　　　　　遊佐町小松字佐渡1-2
　　　　　　☎71－2829
●遊佐地区╱ぽっかぽかクラブ
　　　　　　遊佐町遊佐字鶴田1
　　　　　　（遊佐幼稚園内）
　　　　　　☎72－2323
●問╱健康福祉課子育て支援係　☎72－5897

　森林づくりの大切さと次の世代に受け継いでいくことのメッ
セージを伝えます。
●日時╱2月27日（木）午後1時30分～ 3時30分
●場所╱遊佐町生涯学習センター　2階　大会議室
●テーマ╱森を育て、守る。
●講師╱澁澤　寿一氏
　　　　NPO法人　樹木環境ネットワーク協会理事長
　　　　NPO法人　共存の森ネットワーク理事長
　　　　明治の大実業家・澁澤 栄一の曾孫にあたる
●演題╱『森と共にある暮らし』
●申込み締切╱2月24日（月）
　　　　　　　どなたでも御参加いただけます。入場無料
●問・申込み╱地域生活課環境係　☎72－5881

●日時╱3月2日（日）午前9時　開会
●場所╱町民体育館
●種類╱①少年男子シングルス（小・中学生の部）
　　　　②少年女子シングルス（小・中学生の部）
　　　　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╱無料
●申込み╱2月27日（木）まで
　　　　　申込用紙に記入の上、
　　　　　町民体育館に提出して
　　　　　ください。
●問╱町民体育館　☎72－5454

　2月28日（金）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/2月28日（金）
　　　 国民健康保険税　8期　　介護保険料　8期
　　　 後期高齢者医療保険料　8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12月
に75歳、1月に65歳になられた皆様へ、2月14日付で納入
通知書の発送を行います。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╱
　12月に75歳になられた方…後期高齢者医療保険料の
　　　　　　　　　　　　　納入通知書
　1月に65歳になられた方…介護保険料の納入通知書
●納付日╱2月28日（金）
●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

　遊佐ブランド推進協議会では、地域活性化を図るため、雇
用創造を目的にした各種人材育成セミナーの開催や、町内の
地域資源を活かした特産品開発や観光商品づくり、農産物
の販路拡大等の支援を行っています。今年度の取り組みにつ
いて成果報告会を開催しますので、ぜひご参加ください。
●日時╱3月9日（日）　午後1時30分～
●場所╱パレス舞鶴（エルパ2階）
●内容╱特産品開発（遊佐カレーパン、炊き込みご飯の素）、

豊島区産直遊佐ノ市、焼酎プロジェクト「耕作くん」、
伝統食郷土食レシピ集発行、着地型ツアー商品開
発、地域おこし協力隊と集落支援員活動報告 等
※発表会終了後 今年度協議会が関わった加工
特産品の試食会、芋焼酎「耕作くん」の新酒試飲
会を兼ねた交流会（会費 1,500 円）を開催します。

●参加申込╱ 2月26日（水）まで
●問・申込み╱遊佐ブランド推進協議会（Aコープゆざ店2階）
　　　　　　　☎・FAX 72－3966

しぶさわ じゅいち

放課後児童クラブのご案内

遊佐町バドミントン大会

平成25年度みどり環境交付金事業
「遊佐の森林（もり）づくり講演会」

遊佐元気のちからづくり
成果報告会

75歳、65歳になられた皆様へ

町税等納期のお知らせ
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　産業技術短期大学校庄内校は、一般入学試験（後期）
を以下の日程で行います。
　地元企業への就職を希望する方を心からお待ちしており
ます。
●出願期間／ 2月28日（金）～3月7日（金）
●試験日／ 3月15日（土）
●出願資格／学校教育法による高等学校を卒業した者（平

成26年3月卒業見込みの者を含む）、または
これと同等以上の学力を有すると認められる
者。

●募集人員／各学科5名程度
●試験の内容／

●問／山形県立産業技術短期大学校庄内校
　　　教務学生課　〒998－0102　酒田市京田三丁目57－4
　　　☎31－2300　FAX31－2770
　　　http://www.shonai-cit.ac.jp/

●開館時間／<平日>午前10時～午後6時
　　　　　　<土・日・祝日>午前9時～午後4時30分
●休館／ 2月24日（月）～3月4日（火）、3月中の日曜日
●問／東北公益文科大学メディアセンター　☎41－1177

平成26年度 山形県立産業技術短期大学校庄内校
一般入学試験（後期）

東北公益文科大学
春季休業期間中のメディアセンターの開館

旧青山本邸のおひなさま

小学校閉校式のご案内

　旧青山本邸では、旧青山家に伝わる古今雛や、町内に
古くから伝わるお雛さまなどを集め展示いたします。華や
かに彩られた邸内をぜひご堪能ください。
　また、3月16日（日）、22日（土）、23日（日）の3日間は
抹茶無料サービス（午前10時～午後3時）も行います。
お誘い合わせの上、お気軽にお越しください。
●期間／ 2月18日（火）～4月6日（日）
　　　　午前9時～午後4時30分（入館は午後4時まで）
●入館料／大人400円、大学・高校生300円、
　　　　　小・中学生200円
●休館日／月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日休館）
●問／旧青山本邸　☎75－3145
　　　教育委員会文化係　☎72－5892

　小学校の統合に伴う閉校式を開催します。
●3月21日（金）午後2時 稲川小学校体育館
●3月22日（土）午後2時 西遊佐小学校体育館
式出席希望者は、3月7日（金）までに各校へ連絡願い
ます。
●問／稲川小学校 ☎76－2133（教頭：伊藤）
　　　西遊佐小学校 ☎76－2033（教頭：佐藤）

　山形県・酒田市病院機構では、日本海総合病院に新た
に設置する「常設展示・即売ブース」の入居者を募集して
います。
　このブースは、昨年までテントで開催していた「あきほ市」
を、来年度から常時開催できるように設置するものです。
　募集に関する詳細は、山形県・酒田市病院機構または
日本海総合病院のホームページをご覧ください。
●問／山形県・酒田市病院機構総務課　　　　　　　　
　　　経営企画室企画係　☎26－2001

日本海総合病院「あきほ市」
出店者募集

学科 試験科目

制御機械科 （必須科目）数学Ⅰ・面接

電子情報科 （必須科目）数学Ⅰ・小論文・面接

国際経営科 （必須科目）小論文・面接
（選択科目）以下 3科目から 1科目選択
〇英語Ⅰ・Ⅱ
〇簿記・会計
〇国語総合（古文、漢文を除く）・現
代文

　ただし、以下①~⑤のいずれかの資
格検定の有資格者は、選択科目の試
験を免除する。

①TOEICスコア470以上
（TOEIC-IPは不可。顔写真付き公式認
定証の提出を要する）

②英検準2級以上
③日商簿記3級以上
④全経簿記能力検定2級以上
（1級会計の科目合格者を含む）
⑤全商簿記実務検定1級（会計の科目
合格者を含む）
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　ひとりで悩まないで、まずはお越しください
●日時／ 3月1日（土）午前10時～午後3時
●場所／酒田市総合文化センター408・409号室
●相談内容／夫婦のいざこざ　夫やパートナーからの暴力

ストーカー被害　家族問題　子どもの問題
職場での男女差別　プライバシー侵害
セクシャルハラスメント　　　
相隣間のもめごと　　　　
震災に伴う人権問題など
※相談内容は厳守されます

●問／酒田人権擁護委員協議会・
　　　山形地方法務局酒田支局
　　　☎25－2221

●電話番号／☎0570－070－810　
●時間／月～金　午前8時30分～午後5時15分

●日時／ 2月26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
●問・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／ 3月13日（木）、14日（金）、15日（土）
　　　　　　午前10時～午後5時
●相談内容／生活に関する事ならなんでも（法律問題、多

重債務問題、労働問題、就労相談、家庭問
題など）どなたでも結構です。

●相談方法／申込不要。当日、電話（フリーダイヤル）でご
相談ください。

●相談電話／　  0120－39－6029
●費用／相談無料
●問／一般社団法人山形県労働者福祉協議会
　　　生活あんしんネットやまがた　担当　佐藤・本間
　　　山形市木の実町12－37　大手門パルズ4階
　　　　  0120－39－6029
　　　　FAX023－641－6830

　事業主・労働者の皆さん、あなたの事業所は定年後、何
歳まで働けますか? 高年齢者雇用安定法が改正され、平
成25年4月1日から、希望者全員を65歳まで雇用する制度
の導入が事業主に義務付けられました。
　制度の導入については、希望者全員が65歳まで働ける
制度として、①定年年齢の引き上げ②希望者全員を対象と
する継続雇用制度の導入③定年の定めの廃止のいずれか
の対応が必要です。
●問／ハローワーク酒田　☎27－3111

●募集科名／
①建築CAD技術科（木造住宅の基本習得・CADの職業訓練）
②電気設備科:導入訓練付き（電気設備工事、シーケンス

制御等の職業訓練）
●対象者・定員／ハローワークに求職登録している方
　　　　　　　  ①18名　②15名
●訓練期間／①5月8日（木）～10月31日（金）
　　　　　　②5月8日（木）～11月25日（火）
●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／ 2月28日（金）～3月27日（木）
●申込み／ハローワークに相談のうえで、ハローワークへ要申込
●問／ポリテクセンター山形　☎023－686－2016

●実施期間／ 3月6日（木）、7日（金）、8日（土）
　　　　　　午前10時～午後5時
●相談内容／仕事をお探しの方の生活や住まいに関する相談、

就職活動の悩み、職業訓練などの情報提供。
●相談方法／申込不要。電話相談もしくは来所相談。
●相談電話／　  0800－800－7867　●費用／相談無料
●問／山形県求職者総合支援センター（山形市双葉町1－2－3

山形テルサ1階　ハローワークプラザやまがた内）
　　　☎0800－800－7867　FAX023－646－3358

●物　件／宅地、建物等
●明細閲覧／ 3月6日～ 4月17日まで
●閲覧場所／山形地方裁判所酒田支部1階閲覧室
●入札期間／ 4月10日～ 4月17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　HPアドレス http://bit.sikkou.jp/

女性のなんでも相談所（無料）
開設のご案内

改正高齢者雇用安定法への
対応はお済ですか?

女性の人権ホットライン
（女性専用電話相談窓口）

司法書士無料法律相談

職業訓練受講生募集

求職者の就労・生活相談会

不動産競売のお知らせ

生活なんでも相談ダイヤル
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　（公財）山形県国際交流協会では、県内の民間団体が
行う地域の国際化を推進する事業に対し助成を行います。
希望される団体は6月15日（日）までに所定の様式にて申請
ください。ただし、4月から6月末にかけて実施予定の事業に
ついては、3月30日（日）まで書類を提出ください。
・1団体あたりの上限申請額は20万円（申請後審査）
・平成26年4月1日から平成27年3月31日の間に行う事業
が対象。
・渡航費のみの申請や対象が会員のみなど波及効果
の低い事業と判断する経費は対象になりません。詳しく
は弊協会までお問合せください。

●問／（公財）山形県国際交流協会　☎023－647－2560

　広報ゆざでは、1日号と15日号の平成26年度年間契
約（H26.4.15号～H27.4.1号）での広告を募集しています。
●対象／町内にある事業所、営業所、商店、団体
●申込締切／ 3月14日（金）
※掲載料金・申込方法などの詳細はお問合せください。
●問・申込み／企画課企画係　☎72－4523

広報ゆざでは、1日号と15日号の平成26年度年間契
約（H26.4.15号～H27.4.1号）での広告を募集しています。

年間契約での広告募集年間契約での広告募集

平成26年度民間国際交流団体
活動推進支援助成事業の募集

　今年4月に行われる山形県縦断駅伝大会の酒田飽海
チームの一般選手選考は、平成25年度シーズン中の実績
並びに下記最終選考レースの結果を参考にして行います。
※中学生及び高校生の選手選考につきましては、別途学
校を通じてご案内します。
●レース名／第32回東根ロードレース大会
●日時／ 3月22日（土）
●場所／東根市内コース
●費用／ 1,000円　※各自負担
●対象／平成26年4月1日現在、酒田市陸上競技協会登

録者の一般男子
●申込み／選考希望者は、酒田市市民部文化スポーツ振

興課までご連絡ください。なお、大会への申込
みは各自行ってください。

●問／酒田市市民部文化スポーツ振興課　☎26－5782

●募集期間／活動期間中随時
●対象／高校生以上の方（活動の際、金峰少年自然の家

までの交通手段は各自確保願います。）
●場所／金峰少年自然の家とその周辺
●内容／雑木林の間伐と下草刈り
　　　　雪割草群落等の下草刈り
　　　　自然観察コース等の補修
　　　　お楽しみ会（ナメコの収穫）
　　　　その他利用者の野外活動のために必要な事項
●活動期間／ 4月から11月までの月1回
　　　　　　日曜日に活動します。（ただし、8月中は休み。）
●会費／一人　年1,500円（傷害保険料、活動費等）
　　　　なお、活動時の昼食代は実費をご負担いただきます。
●問・申込み／山形県金峰少年自然の家
　　　　　　  〒997－0369　鶴岡市高坂字杉ヶ沢54－1
　　　　　　  ☎0235－24－2400  FAX0235－25－5900

●願書受付期間／ 3月3日（月）～3月20日（木）午後4時
●募集定員／普通課80名
●修業年限／ 3年以上
●選考方法／書類選考（学力検査なし）
●その他／ 1月中旬から個別の説明会を行っています。

詳細は下記までお問合わせ下さい。
●問／山形県立鶴岡南高等学校通信制の課程教務課
　　　〒997-0037　鶴岡市若葉町26－31
　　　☎0235－22－2673

第59回山形県縦断駅伝大会
酒田飽海チーム選手選考会

金峰“森のボランティア”
「金峰倶楽部」会員募集

山形県立鶴岡南高等学校通信制の
課程生徒募集

■ すまいる・みるくステーション
パートスタッフ
1. 日中配達業務（５～６時間程度）
2. 早朝配達業務（４時間程度）
庄内一円のお客様へ乳製品をお届けする業務です
普通自動車免許 
1. 月・火・木・金（週４日間）　
　 午前8時30分～午後3時30分（５～６時間程度）
2. 火・金（週２日）　
　 午前2時～6時（4時間程度）
1. 800～900円程度（見習い期間有り）
2. 1,000円程度（見習い期間有り）
明るく元気な方お待ちしています
雪印メグミルク販売店（Sランク認定販売店）
(株)すまいる・ステーション
遊佐町遊佐字南田筋53－３（遊佐町役場後方）
☎28-8628　担当：佐藤

■ 順仁堂遊佐病院・訪問看護ステーションゆざ
看護師・准看護師３名
看護師・准看護師
当法人給与形態による
昇給年１回　賞与年２回
履歴書（写真貼付）・卒業（見込み）証明書・
各種免許（既卒）を郵送またはご持参下さい。
ホームページからも申込みできます。
多様な働き方により子育て・介護等と仕事
との両立ができます。
医療法人 順仁堂遊佐病院　人事担当 池田まで　
〒999-8301 遊佐町遊佐字石田7 ☎72-2522
URL：http://www.yuza-hospital.jp/
E-mail：info@ yuza-hospital.jp

■◆雇用の広場

職 種
募 集 内 容

資 格
勤 務 時 間

時 給

そ の 他
問 合 せ

職種・募集人員
資 格
給 与 ・ 待 遇

応 募 手 続

特 徴

問 合 せ
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がんばった人にマル 入札結果　1月分
＊契約金額には、消費税が含まれています。

◎総務課
●平成25年度消防団安全装備品整備事業
期間 H25/12/25～ H26/2/28　契約金額 899,640円
契約者　株式会社セフティ両羽
［その他の入札参加者］株式会社日本海防災、有限会社本間商会
●平成25年度　避難誘導看板等設置工事
期間 H26/1/17～H26/3/31　契約金額 11,025,000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、株式会社高橋工業所、有限会社
菅原建設、ヤマ五建設株式会社
●吹浦地区防災センター改築工事に伴う物件調査業務委託
期間 H26/1/29～ H26/3/28　契約金額 2,226,000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
◎教育課
●遊佐中学校生ごみ処理機
期間 H26/1/9～ H26/3/20　契約金額 3,118,500円
契約者　佐藤工業所
［その他の入札参加者］せんじん商事株式会社、タニコー株式
会社　酒田営業所、ホシザキ東北株式会社　酒田営業所
●遊佐小学校児童用パソコン
期間 H26/1/21～ H26/3/14　契約金額 2,535,750円
契約者　株式会社メコム　酒田支店
［その他の入札参加者］キューブワン情報株式会社
◎地域生活課
●遊佐町町営住宅長寿命化計画策定業務委託
期間 H26/1/8～ H26/3/31　契約金額 2,520,000円
契約者　株式会社協和コンサルタンツ　山形営業所
［その他の入札参加者］東日本総合計画株式会社　山形支
店、株式会社国際開発コンサルタンツ　仙台支店
●平成25年度遊佐特定環境保全公共下水道マンホールポン
プ設置工事（その2）
期間 H26/1/8～ H26/3/25　契約金額 2,415,000円
契約者　株式会社メカニック
［その他の入札参加者］阿部エンジニアリング株式会社、三
和メイテック株式会社 酒田営業所、株式会社テイデイイー、
東北電機鉄工株式会社
●遊佐中央公園遊具設置工事
期間 H26/1/15～ H26/3/31　契約金額 6,510,000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、有限会社菅原
建設、株式会社高橋工業所、ヤマ五建設株式会社
●遊佐中央公園東屋新築工事
期間 H26/1/15～ H26/3/31　契約金額 4,935,000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、伊藤建設株式会社、金子建業株式会社、協栄建設株
式会社、株式会社斎藤工業、有限会社菅原建設、ヤマ五建
設株式会社

○12月22日（日）
　第14回川原秋一杯剣道大会
団体戦　男子　準優勝　蕨岡剣道スポーツ少年団
　　　　女子　優勝　　西遊佐剣道スポーツ少年団
個人戦　男子　優勝　　齋藤　瑞貴（蕨岡剣道スポーツ少年団）
　　　　　　　準優勝　菅原　賢人（蕨岡剣道スポーツ少年団）
　　　　女子　優勝　　菅原　萌（西遊佐剣道スポーツ少年団）
　　　　　　　準優勝　渡部　真衣（西遊佐剣道スポーツ少年団）
○１月11日（土）
第13回全国小学生ソフトテニス山形県最終予選大会 （天童）
準優勝   尾形里菜（高瀬小５年） 全国大会出場

○1月12日（日）
　第34回遊佐町新春バスケットボール大会
小学校の部　男子　優勝
　あすなろフェニックスバスケットボールクラブスポーツ少年団
○１月18日（土）
　鳥海Fリーグ第8回少年フットサル大会
U－12の部　第１位　遊佐サッカースポーツ少年団A
○1月25日（土）
　第27回羽黒山スキー競技大会　大回転
小学生女子5・6年生の部
　第３位　狩野まとい（遊佐スキースポ少）
小学校男子5・6年生の部
　第4位　榊原　和　（遊佐スキースポ少）
○1月26日（日）
　第52回遊佐町剣道大会
団体　小学校 優勝　　蕨岡スポ少
 準優勝　西遊佐スポ少A　
 第３位　高瀬スポ少A、遊佐スポ少
　　　中学校 優勝　　遊佐中A
 準優勝　遊佐中B　
　　　地区対抗戦
 優勝　　遊佐地区
 準優勝　西遊佐地区
 第３位　高瀬地区
個人　小学４年以下の部
　　　男子 優勝　　阿曽　成吾（蕨岡スポ少）
 準優勝　齋藤　大輔（蕨岡スポ少）
 第３位　青山　響（西遊佐スポ少）
 　〃　　今野　快音（遊佐スポ少）
　　　女子 優勝　　鈴木　望愛（遊佐スポ少）
 準優勝　土門　淑（西遊佐スポ少）
 第３位　髙橋亜唯子（高瀬スポ少）
　　　小学５年の部
　　　男子 優勝　　髙橋　亨修（遊佐スポ少）
 準優勝　佐藤拳四郎（高瀬スポ少）
 第３位　小松　優（蕨岡スポ少）
　　　女子 優勝　　池田　鈴（遊佐スポ少）　
　　　小学６年の部
　　　男子 優勝　　斎藤　瑞貴（蕨岡スポ少）
　　 準優勝　池田　陸（高瀬スポ少）
 第３位　服部　友規（高瀬スポ少）
 　〃　　菅原　賢人（蕨岡スポ少）
　　　女子 優勝　　菅原　萌（西遊佐スポ少）
 準優勝　渡部　真衣（西遊佐スポ少）
 第３位　髙橋　舞（高瀬スポ少）
　　　中学校の部
　　　男子 優勝　　小松　聖
 準優勝　佐藤　恒斗
 第３位　三国　郁也・白崎　桃太
　　　女子 優勝　　阿部　羽奏
 準優勝　齋藤奈々子
 第３位　阿部　琴乃・高橋　京花

※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。


