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ご予約は今すぐ!

◎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。

新日帰り
プラン

新日帰り
プラン３,５００円

個室休憩＆温泉＆食事付
《御利用時間》10時～15時

平日限定！
AM9:00～

４
月28日 ふらっと周年祭ふらっと周年祭 G.W.お客様感謝デー
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お楽しみ１お楽しみ１

お楽しみ２お楽しみ２

お楽しみ３お楽しみ３

記念品プレゼント

元気が出る「いか焼き」や
  母ちゃんの味「肉餅」販売

ゆざ町ゆるキャラ
“米～ちゃん”
　がやって来る！

野菜・鮮魚直営店1,000円以上、その他は500円以上
お買い上げの方　※数に限りがございます。

おかげ様で16周年を迎えます…

G.W.早朝営業G.W.早朝営業

５/３～５/６　あさ６：３０より営業
ファーストフード・パン屋のみ

1,050円1,050円

当駅人気No.1の
銀カレイ焼きや
遊佐カレーが入って
います。

G.W.４/２７土～５/６月G.W.４/２７土～５/６月
道の駅特製 限定 販 売昼食弁当

大平山荘
オープン
大平山荘
オープン

◆鳥海山春山開き
◆鳥海ブルーライン開通
※除雪状況によって変更の場合があります。

春山登山、春スキーの拠点に。
食堂、売店、日帰り入浴出来ます。

４月２６金より営業開始

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

大平山荘
☎090－2607－2326

催開日同

鳥海山４合目1,000mのお宿鳥海山４合目1,000mのお宿

●対象事業
①コミュニティ事業：広場・遊園地の整備、遊具・水車・
表示板・掲示板の設置、イルミネーションや小型除雪
機などの地域環境や景観の維持・増進に資する機械
等の購入等
②郷土文化・芸能の保存事業：郷土芸能（衣裳・備品）、
民俗行事の保存、はんてん、みこし、舞台、やぐら、太鼓、
山車等
③特産品の開発事業（材料は除く）：独創的な特産品
の調査、試作及び開発、加工所の建設、特産品開
発のための研修視察（旅費を含む）
④イベントの開催事業：まつり、コンサート、漫才、落語会、
町民全体のスポーツ大会等（謝金、賞品代、印刷製
本費、会場使用料、備品の購入）
⑤研修、調査研究事業：地域づくり研修会、シンポジウム、
文化講演会、自然体験学習等（講師謝金、印刷製本費、
会場使用料）新たな文化活動

　　地域や集落、町民で組織する自主的な団体がみず
から取り組む地域づくりを支援します。
●助成する金額
　　助成対象事業費の2分の1以内とし、助成金額の
最高額は70万円。最低額は5万円です。ただし、公
民館の新築については最高150万円、改修について
は対象事業費の100分の15以内で限度額は30万円。
また、公共下水道接続にともなうトイレ改修などについ
ては、対象事業費の2分の1以内で、限度額は50万円。
特産品の開発事業のうち旅費に相当するものについて
は、3分の1以内です。
●申込方法
　　所定の申請書を提出してください。申請用紙は、企
画課まちづくり支援係で用意しています。また、ホーム
ページからダウンロードすることもできます。
●申込期限／５月１４日㈫
●問・申込／企画課まちづくり支援係　☎72－4524

ゆざの元気を応援します

きらきら遊佐
マイタウン事業
きらきら遊佐
マイタウン事業
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（仮称）遊佐町の水循環を保全するための
条例骨子案に対する町民・関係者の

ご意見を募集しています。

英会話講座「よ～くきいてナイトⅩ」 
受講生募集

軽自動車税・固定資産税の
納付はお早めに

75歳、65歳へなられた皆様へ

　町は、町民共有の財産といえる豊富な地下水や湧水を
保全するために、新たな条例制定を検討してきました。この
たび、その条例骨子案についてご意見を募集しています。
●意見募集期限／ 4月30日（火）まで　＊4月1日号で4月
26日（金）までとお知らせしましたが、30日に延長いたします。
●公表場所／遊佐町ホームページ、遊佐町役場企画課、
各地区まちづくりセンター、生涯学習センター、図書館
●対象者／町民、事業者、土地所有者等
●意見の提出方法／様式は問いません。持参、郵送、ＦＡＸ、
電子メールのいずれかの方法で提出ください。
必ず住所、氏名（又は名称）、電話番号を明記してください。
●回答方法／遊佐町ホームページで行います。
●問・提出先／企画課　☎72－4523　ＦＡＸ72-3315
e-mail　kikaku@town.yuza.yamagata.jp

●期間／ 5月16日～H26年3月6日＜計19回＞
※隔週で木曜日を予定しています（8月夏休み）
●時間／午後7時～ 8時30分まで
●場所／生涯学習センター　●受講料／ 4,000円（年間）
●内容／海外に出かけてすぐに使える会話中心に、欧米の
考え方の違いや文法をゲームなども行いながら、楽しく学習
します（中高生レベルです）
●対象／どなたでも（※中高生は、保護者の送迎をお願いします）
●募集人数／ 30名
●問・申込み／生涯学習センター　☎72－2236
※一日体験が出来ます。

　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2月に
75歳、3月に65歳になられた皆様へ、4月上旬に納税通知
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／
2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
3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／金額に関するお問合せ　町民課 課税係　☎72－5876
　　　納付に関するお問合せ　町民課 納税係　☎72－5411

●日時／ 4月20(土)午前10時～ 11時20分
●場所／杉の子幼稚園ホール
●対象／どなたでも
●演題／「絵本の力」
●講師／寒河江市
　　　　鈴木眼科院長
　　　　　鈴木　一作　氏
●参加費／無料
●問／学校法人
　　　杉の子幼稚園　☎72－2345

　平成25年4月30日（火）は軽自動車税・固定資産税の
納期です。口座残高の確認、納め忘れのないようご確認くだ
さい。軽自動車税は、4月1日現在の軽自動車等の所有者
等に1年分が課税され、4月2日以後に名義変更や廃車の
手続きをしても税額は変わりませんので、ご注意ください。
●納期／ 4月30日（火）
　固定資産税…１期
　軽自動車税…全期
●口座振替の方の軽自動車税納税証明書について／
　口座振替を利用している方の軽自動車税納税証明書
（車検証交付時に提示要）は、5月中旬に郵送する予定で
す。その前に証明書が必要な方は、町民課町民係（受付）
で交付しますので、次のものを持参してください。
・ 振替の記帳後の通帳（写し不可）
・ 車検証（写し可）
●問／課税内容、金額／町民課　課税係　☎72－5876
　　　口座振替、納税証明書／町民課　納税係　☎72－5411

　4月25日（木）に洪水を想定した、月光川ダム管理演習を
行います。
　午前9時から午後5時までに月光川沿いの各警報局にお
いて、サイレンを鳴らします。
　鳴らす際には事前に放送しますので、火事などと間違わ
ないよう御協力をお願いいたします。
●問／山形県庄内総合支庁河川砂防課ダム管理担当
☎0235－66－5634

月光川ダム・サイレン吹鳴

杉の子幼稚園「教育講演会」
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●日本脳炎について
　　平成22年度より順次積極的接種勧奨が行われておりますが、
今年度は1期について、年度内に7歳～ 10歳（Ｈ15.4.2 ～Ｈ
19.4.1）になる方と、2期については18歳（高校3年生に該
当する方）になる方が積極的勧奨の対象となります。今までお
受けになっていない分について、個別にご案内いたします。

　　また、3歳以上7歳半未満の方で、まだ受けていない方は標
準的な受け方に沿って接種してください（個別の案内はありま
せん）

　　このほか、平成17年の積極的接種勧奨差し控えにより接種
機会を逃した方で、平成7年4月2日～平成19年4月1日生
まれの方は、ご希望で受けることができます。（無料）
　　接種方法等については下記にお問い合わせください。
●子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌予防接種について
　　今まで任意接種であった3ワクチンが、平成25年4月より定
期の予防接種となります。

　１.子宮頸がん予防ワクチン
　　2価と4価の2種類のワクチンがあります。それぞれの　接種
方法に沿って、主治医とご相談の上、受けてください。

　・対象者：今年度中学1年生～高校1年生の方
　　※中学1年生の方には個別にご案内いたします。
　２.ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン
　・対象者：生後2か月～ 5歳未満の児

●ＢＣＧについて
　　定期接種の対象となる月齢が拡大され、「1歳に至るまで」と
なりました。標準的な接種は生後5か月～ 8か月に達するまで
です。従来、集団接種で行っておりましたが、4月以降委託医
療機関での個別接種となりますので、他の予防接種との間隔
をみながら、主治医とご相談の上、計画的に接種してください。
●麻しん風しん予防接種について
　　5年間の経過措置で実施してきました3期、4期は、平成24
年度で終了しました。今後は1期（1歳～2歳未満）と2期（年
長児）の接種となります。2期の対象の方には個別にご案内い
たします。

●高齢者肺炎球菌予防接種（任意予防接種）
　　平成23年8月から、ご希望の方に一部公費負担（4,000円）
をしております。
　・対象者：満65歳以上の方で高齢者肺炎球菌予防接種を
　受けたことがない方、または前回の接種から5年以上経過し
　ている方。

　※ご希望の方は申請が必要です。下記の窓口（防災センター
　1階）に健康保険証　をご持参の上、おいでください。

●その他の定期予防接種（三種混合、四種混合、不活化ポリオ、
二種混合）は、従来通り実施いたします。

●問／健康福祉課　健康支援係　☎72－4111

第２７回
遊佐町民号 東京二大タワー競演の旅東京二大タワー競演の旅

～東京スカイツリー＆東京タワー～

平成25年度の予防接種について

●期　　日／ 6月9日㈰ ～ 6月10日㈪　1泊2日
●旅行代金／お一人様  49,000円（5～ 6名1室利用） ※追加料金：お一人様 4,000円（2名1室利用）
●募集人員／ 25名（先着順）
●申込締切／ 5月17日㈮
●お申込み／申込金5,000円を添えて、遊佐鳥海観光協会（☎72－5666） まで

スケジュール（途中の通過時刻が変更される場合もございます） 食 事月　日

6/9㈰

朝×

昼○

夕○

朝○

昼×

夕×

第一ホテル両国　　　　　　　東京タワー「特別展望台」からの眺望（自由見学・40分）　　　　　

　　　築地お買い物（自由散策・60分）　　　上野駅……構内【自由行動・昼食とお買い物】　　　

　　　　　＜Maxとき325号＞ 　　　　　新潟駅　　　　　＜いなほ7号＞　　　　　遊佐駅

【 遊佐駅解散　18時10分 】

１

6/10㈪２

【 遊佐駅集合　6時00分 】
遊佐駅　　＜普通＞　　酒田駅　　＜いなほ4号＞　　新潟駅　　＜とき314号＞　　東京駅　　

　　　　　浅草【昼食】 ……… 浅草観音と仲見世・散策とお買い物（自由散策・90分）　　　　　

　　　　　　　　東京スカイツリー『天望デッキ』からの眺望（自由見学・120分）

　　　江戸東京博物館【見学・60分】 ………… 両国【夕食】 ……第一ホテル両国

ＪR 　　　バス 　　　徒歩 ……※この旅行は、NPO法人遊佐鳥海観光協会が東日本旅客鉄道株式会社の代理販売として取り扱っております。
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障がい者なんでも相談室

くらしの無料相談所（予約不要）を
開設します！

高齢者体力アップ事業
「はつらつ貯筋講座」参加者募集

平成25年度 金婚祝賀記念式典

『鳥海山おもしろ自然塾』
孟宗掘りと炭焼き体験＆ストラップづくり

裁判所見学会開催
（「憲法記念日」週間行事）

司法書士無料法律相談会

　「何かお役に立てることはありませんか？」をモットーに、障
がいを持つ方々の生活の支援をするため、人権問題や財
産管理、生活全般にわたる様 な々相談に応じています。
●利用対象者／身体や精神に障がいのある方・家族・関係者
●相談方法／電話・ＦＡＸ・面接等 ＊面接相談の場合は予約が必要です。
●受付日時／月～金曜日　午前8時30分～午後5時
●相談料／無料（通話料金は有料）
●問／山形県身体障害者福祉協会TEL・FAX023－687－5333

●日時／ 4月20日（土）午前9時30分～正午まで
●場所／酒田市交流ひろば2階（酒田市中町3-4-5）
●内容／借金、悪徳商法のトラブル、相続、成年後見制度の活用など
●費用／無料　●問／ＮＰＯ法人ライフサポート庄内 石井  ☎45－1362

●対象／ 60歳以上の健康な方で、今まで当講座に参加し
たことのない方（現在何らかの病気で治療されている方は、
主治医の許可をいただく場合があります）
●期間／5月21日（火）～10月25日（金）　※週2回（火・金曜日）
●時間／ 午前9時45分～ 11時30分
●場所／町民体育館、農業者トレーニングセンターまたは生
涯学習センター
●内容／ 健康運動指導士によるストレッチ、トレーニングマ
シーンを使った筋力トレーニング等を行います。
●参加費／ 無料　ボール代実費1,000円程度
●問・申込み／4月30日（火）まで　健康支援係　☎72－4111

　食を通した健康習慣を学習し、周りの人や地域の人に「食の
大切さ」を伝えていく活動を担うボランティア養成講座です。
●対象／町内在住の20歳以上の方
で、2年間（H25､26年）で8回の講座を
受講できる方（※6回以上受講した方に
修了証が発行されます）
●日時／平成25年度は…
6月6日（木）、27日（木）、7月16日（火）、8月
１日（木）いずれも午前9時30分～午後2時
●内容／テキスト学習、調理実習（うす味でもおいしいメ
ニュー、血液サララ健康食メニュー等）、体験実習（代謝
アップの運動、リラックスタイム等）
●場所／生涯学習センター
●受講料／無料（受講内容により教材代の一部負担あり）
●締切／ 5月9日（木）
●申込み／健康福祉課 健康支援係　☎72－4111

　平成25年度は、昭和38年に結婚された方・それ以前に
結婚された方が対象です。
自己申告制ですので、お忘れないようにお願いします。
●申込受付期間／ 4月1日～ 5月31日（締切厳守）
●開催時期／ 9月
●問・申込み／遊佐町社会福祉協議会（遊佐町遊佐字
田子1）　☎72－4715

　旬の孟宗を自分の手で掘ってみませんか？孟宗掘りの
後は、炭焼き体験！竹炭を焼くための窯入れ作業を体験。
そしてお楽しみ孟宗汁と孟宗竹のバーベキューで昼食（お
にぎり付き）。食事の後大人の方は、竹炭を使った『ストラッ
プ』づくりに挑戦。
●日時／ 5月12日（日）午前10時～午後3時
●集合／しらい自然館　9時45分
　　　　（集合後、各自で現地へ。ご案内します）
●対象／小学校高学年 ～ 一般
●定員／ 15名
●受講料／ 1,800円（小学生は800円）
　　　　　（大人は孟宗竹一本お土産付き）
●持ち物／タオル、長靴、軍手、汚れても良い服装で。
●申込締切／ 5月9日（木）※定員になり次第締切
●問・申込み／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

●日時／ 5月29日（水）午後1時～午後3時　
●場所／山形地方・家庭裁判所酒田支部（酒田市日吉町
一丁目5－27）
●内容／裁判手続、裁判員制度説明会、施設見学など
●定員／予約受付順30人程度
●問・申込み／山形地方裁判所酒田支部庶務課
☎23－1234 内線214に電話申込み（平日午前9時～午後
5時まで）

●日時／ 4月24日（水）午後5時～午後7時　
●相談内容／相続、遺言、土地建物の登記、会社法人の
登記、債務整理、成年後見等
●会場／酒田勤労者福祉センター（酒田市緑町）
●要予約／申込み午前9時～午後5時まで（土・日・祝日除く）
●問／山形県司法書士会酒田支部　高橋　☎43－4000

食生活改善推進員養成講座

ヘルスメイト
です。
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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　

まるっと鳥海ふるさと応援倶楽部
ボランティア募集

山形県看護協会「健康まつり」開催

　秋田県と山形県にまたがる秀峰「鳥海山」をはじめ、山麓
の由利本荘市、にかほ市、酒田市、遊佐町の環鳥海地域
の情報を発信する「インターネット情報発信ボランティア」を
募集しています！。
●内容／ブログのライターとして、環鳥海地域のイベント情
報、特産品、人物等の発信
●募集人員／若干名
●募集期間／ 3月11日（月）～4月30日（火）
　※決定次第メールで連絡いたします。　
●応募資格／
・20歳以上で環鳥海地域（由利本荘市、にかほ市、酒田
市、遊佐町）の情報発信に関心がある方
・環鳥海地域の出身者、若しくは当該地域に在住、または
通勤している方
・インターネット接続環境にあり、ブログでの情報発信が可
能な方
●謝礼等／情報収集、写真撮影、動画撮影等、本情報発
信の活動に関することは、無報酬とさせていただきます。
●応募方法等／ブログ上の応募フォーム（http://chokaikankoakita.
cocolog-nifty.com/blog/boshuu.html）に記入のうえ、郵送、FAX、
電子メールでご応募ください。
●問 · 応募／秋田県由利地域振興局総務企画部
　　　　　　地域企画課　鳥海まるっと観光班
　　　　　　☎0184－22－5432　FAX0184－22－6683
　　　　　　e-mail　yurisoumukikakubu@pref.akita.lg.jp

●日時／ 5月18日（土)午前10時～午後3時
●場所／山形県看護協会会館（山形市松栄一丁目5番45号）
●内容／
【１日まちの相談室】
①測定、相談コーナー
　・血圧、体脂肪、骨密度、アルコールパッチテスト
　・栄養相談
②体験コーナー
　・高齢者、妊婦擬似体験、赤ちゃんふれあい体験
　・肩こり体操　・ハンドマッサージ
③白衣を着ての記念撮影「ナースになったぼく・わたし」
④「看護への道」進路相談　

【講話等】
①「より健康な生活のための食事づくり」（試食あり） 
②「笑って健康づくり」（ラフターヨガ）
③介護を受けない体づくり

【幼児の絵画展】
※参加無料
●問／山形県看護協会　☎023－685－8033

　遊佐町では、太陽光発電設備の導入を促進し、地球
温暖化防止に寄与するため、住宅用太陽光発電設備導
入事業補助金を交付します。
　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
る方も申込できます。
●対象者／次のすべてに該当する方
　①自ら居住する、または居住する予定の町内の住宅に
　　太陽光発電設備を新規に設置する個人
　②電力会社と太陽光発電余剰電力受給契約を締結する方
　③申請者世帯に町税等（国民健康保険税を含む）の滞納がない方
　④工事着工前に申請し、交付決定日以降に工事着工する方
　⑤補助金交付要綱に基づき、原則平成26年2月末日
　　までに実績報告が可能な方
●対象設備／次のすべてに該当するもの
　①低圧配電線と逆潮流ありで連系し、太陽電池の最
　　大出力の合計が10ｋｗ未満のもの
　②太陽電池が一定の性能を満たすもの
　③未使用品であるもの（中古品は対象外）
●補助金の額／
　①発電設備の最大出力に3万円／ｋｗを乗じて得た
　　金額（千円未満切り捨て）
　②補助金の額は、12万円（4ｋｗ）を上限とする。
●申請の方法／
　　工事着工前に住宅用太陽光発電設備導入事業補
　金交付申請書（様式第1号）に関係書類を添えて提
　出してください。
　※様式等は、受付窓口または町のホームページで配布しております。
●問・受付窓口／地域生活課環境係（遊佐町役場1階）
　☎72－5881　ＦＡＸ72－3318

【退職】
（平成25年3月31日付）
　　村　井　　　仁（企画課長）
　　本　宮　茂　樹（総務課長）
　　菅　原　清　和（健康福祉課課長補佐兼健康支援係長）
（平成24年12月31日付）
　　本　間　寿　彦（地域生活課主任）
【採用】（平成25年4月1日付）

平成25年度
遊佐町住宅用太陽光発電設備導入事業補助金受付

平成25年度町職員人事異動

地域生活課　主事補
池田　尚彬

教育課　主事補
横山　塁

町民課　主事補
伊藤　歩美
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がんばった人にマル
○3月 3日（日）　第33回　KAIWA CAP赤倉スキー競技大会
　大回転　女子の部　　第4位　狩野　まとい
○3月 9日（土）　第7回　全国小学生アルペンスキー大会　山形県予選会
　大回転　小学5年女子　第1位　狩野　まとい　※全国大会出場
　　　　　小学5年男子　第2位　榊原　和　　　※全国大会出場
○3月10日（日）　第9回　ZAO猿倉スラローム大会
　回転　　小学5年女子　第2位　狩野　まとい
　　　　　小学5年男子　第2位　榊原　和
○3月21日（木）　第7回　全国小学生アルペンスキー大会
　　　　　小学5年女子　第 6位　狩野　まとい（高瀬小）
　　　　　小学5年男子　第19位　榊原　和　（蕨岡小）　　
○3月30日（土）　第34回　蔵王ジュニアジャイアントスラローム大会
　大回転　小学生女子5年の部　第1位　狩野　まとい
○3月31日（日）　第34回　蔵王ジュニア総合スキー大会アルペンスラローム大会
　回転　　小学生女子5年の部　第4位　狩野　まとい
　　　　　小学生男子の部　　　第5位　榊原　和
お詫びと訂正
　3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。
○3月 2日（土）　第11回　石川杯八幡バスケットボール交歓大会
　男子　第1位 吹浦ミニバスケスポ少
　最優秀賞 小野寺　琉来
　優秀選手賞 菅原　大空

職 種
雇 用 期 間
仕 事 内 容
賃 金
加入保険等

就 業 時 間

お問い合せ

介護員（契約職員）人数：4人
平成25年4月1日～平成26年3月31日＊契約更新の可能性あり
施設利用者の日常介護全般（夜勤月３回程度）

月額139,440円＋通勤割増分、賞与年2回　21万円
雇用・労災・健康・厚生、退職金制度あり

週４０時間、夜勤を含む変則勤務
＊午前6時30分～午後10時のうち8時間勤務

特別養護老人ホーム松濤荘　☎76ー 2103

松濤荘  介護職員募集

■ 有限会社 キャットハンドサービス
■◆雇用の広場

入札結果　３月分
＊契約金額には、消費税が含まれています。

◎企画課
●平成24年度　遊楽里床カーペット改修工事
期　間  Ｈ２５／３／５～Ｈ２５／３／２５　契約金額　2,625,000円
契約者　協栄建設株式会社
［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、
株式会社斎藤工業
◎教育課
●遊佐町総合運動公園整備工事
期　間  Ｈ２５／３／１５～Ｈ２５／１０／３１　契約金額　206,850,000円
契約者　阿部建設・斎藤工業特定建設工事共同企業体
［その他の入札参加者］酒井鈴木工業・伊藤建設特定建設工事共同企
業体、庄司建設工業株式会社、荘内・髙橋特定建設工事共同企業体、
土門建設株式会社、林・協栄特定建設工事共同企業体

募 集 内 容 パート職員
職　　　　種 運転手及び雑務、ウエイトレス
募 集 人 員 若干名
資　　　　格 普通自動車免許
給与・待遇 時給750～800円
勤 務 条 件 当社シフトによる
選 考 方 法 面接
締　　　　切 随時
　　問　 連絡先電話番号　☎0234－21－9088　担当：地主

■ 株式会社 エルデック
■◆雇用の広場

募 集 内 容 ㈱エルデック遊佐リサイクルセンター新設に伴う新規募集
職　　　　種 肥料製造（タイヤショベル運転が主な作業）　　　
人　　　　数 若干名（2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（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、試用期間３ヶ月
選 考 方 法 書類選考・面接試験
締　　　　切 ４月30日まで履歴書必着（総務課　村上まで）
　　問  ☎34－3355

平成25年3月31日までで9,670,465円
（前回集約時：平成24年4月25日 9,454,491円）

３月３１日までに寄託した団体・個人（敬称略）
　団　体：稲川小学校児童会、遊佐中学校吹奏楽部
　個　人：菅原幸雄、匿名
　その他：遊佐町役場募金箱

　義援金は、日本赤十字社山形県支部に送金し、東日本
大震災被災地の復興のために使わせていただきます。皆
様のご厚情に心より感謝申し上げます。

　義援金の募集は平成２５年３月３１日までの予定でしたが、被災
状況が非常に甚大であり、義援金の申し出が引き続き寄せられて
いる現状等から、平成２６年３月３１日まで義援金の受付期間を延
長することといたしました。ただし、募金箱の設置場所は遊佐町
役場のみとなります。募金箱以外では遊佐町役場　健康福祉課
福祉介護保険係（日赤遊佐町分区）で受け付けております。
　引き続きご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

平成25年3月31日までで9,670,465円

東日本大震災義援金へのご協力
ありがとうございます。

東日本大震災義援金へのご協力
ありがとうございます。

　旧青山本邸および語りべの館は、毎週月曜日が休館日となっておりますが、GW期間中は下記のように開館いたします。
旧青山本邸では端午の節句展を開催中ですので、お誘いあわせの上ぜひお越しください。
※旧青山本邸は午前9時～午後4時30分開館、端午の節句展は6月2日（日）まで開催予定
※語りべの館は、平日午後3時～午後5時、土日祝日は午前10時～午後5時開館
●問／旧青山本邸　☎75－3145　　　語りべの館　☎72－4440　　　遊佐町教育委員会文化係　☎72－5892

GW期間中の開館について

4/29( 祝・月 ) 4/30（火） 5/1（水） 5/2（木） 5/3( 祝・金 ) 5/4( 祝・土 ) 5/5( 祝・日 ) 5/6( 祝・月 ) 5/7（火）
旧 青 山 本 邸 開館 臨時開館 開館 開館 開館 開館 開館 開館 休館
語 り べ の 館 開館 休館 開館 開館 開館 開館 開館 開館 休館
歴史民俗学習館 休館 休館 休館 休館 休館 開館 開館 休館 休館


