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　豊かな水の郷、遊佐町。水の恵みは稲を育て、岩ガキを育み、私たちの生活
を潤してきました。その源である鳥海山への感謝の意と町民共通の貴重な財産
として次代に継承することを目的として鳥海山高山植物観察山行を行います。

●コース・期日
　参加費・時間
　※各コース 小雨決行

●定　　員／各コース　先着30名　※「ゆざツアー」「山形デスティネーションキャンペーン」との合同催行となります。

●集合場所／十六羅漢駐車場 ※バスで登山口まで移動

●参加資格／・登山に必要な装備を不足なく携行できる方
　　　　　　・ガイドの指示に従うことができる方
　　　　　　・健康な方

●申込方法／参加申込書に参加費を添えて6月14日㈮までに、遊佐鳥海観光協会へ
　　　　　　お申込ください。
　　　　　　※参加申込書は下記ホームページよりダウンロードしていただくか、観光協会窓口へ設置してあります。

●問・申込／遊佐鳥海観光協会　☎72-5666
　　　　　　ホームページ　http://www.yuzachokai.jp/

鳥海山高山植物観察山行鳥海山高山植物観察山行
参加者募集参加者募集

コ ー ス 参 加 費 時　　間

山頂コース

期　　日

７月６日㈯ ・ ８月３日㈯ 午前６時～午後５時（予定）

御浜コース

３，５００円

３，０００円７月２０日㈯ 午前８時～午後３時（予定）

※８月３日分は別途募集を行います。
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交通災害共済の受付が
はじまります75歳になられた皆様へ

「吉川忠英」ライブツアー

　75歳になると後期高齢者医療保険料の支払い義務が
新たに発生します。今月は3月に75歳になられた皆様へ5月
15日付で納税通知書の発送を行いますので、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／ 3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
●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

　アコースティックギターの第一人者として、中島みゆきや松
任谷由実等のレコーディングやコンサートに参加経験のある
アコースティックギターの達人、吉川忠英のコンサートを開催
します。
●日時／6月11日（火）午後6時開場　午後6時30分開演
●場所／しらい自然館
●入場料／前売券2,500円（当日券3,000円）
●チケット取扱い／遊佐町生涯学習センター
●問／四季の森コンサート実行委員会　伊藤
　　　080－1654－2232

　第1回は、秋田県立博
物館での鳥海山の信仰を
めぐる企画展と秋田城跡を
見学します。第2回は、山
形県立博物館の学芸専門
員の山口博之氏を講師に
お迎えし、開催します。

●参加費用／各回1,000円（弁当代を含む）
●受講定員／各回35名
●募集締切／ 5月21日（火）まで 
●問／教育委員会教育課文化係　☎72－5892

　交通災害共済は、会員の皆さんからの会費により、不幸
にして交通事故に遭い、災害を受けた方に見舞金を差し上
げ、お互いを助け合う制度です。申込み用紙は、6月初旬に
郵送により各ご家庭に配布いたします。
●加入資格／本町に住民登録をしている方（就学のため
他市町村の住所を有する学生の方も加入できます）
●申込方法／加入を希望される方は、必要事項を記入し
た申込書を持参の上、下記金融機関で会費を納入してくだ
さい。
●取扱金融機関／ＪＡ庄内みどり遊佐支店、ＪＡ庄内みどり
吹浦支店、荘内銀行遊佐支店、きらやか銀行遊佐支店、き
らやか銀行遊佐駅前支店（午前9時～午後3時）　
（※役場では申込書・会費の受け付けは行ないません）
●共済会費／会員一人年額400円
●共済期間／平成25年7月1日～平成26年6月30日まで
の１年間
●支給対象／一般道路で起きた車両等（自転車を含む）に
よる交通事故で、１日でも通院されれば見舞金の支給対象
になります。ただし、警察に届出のない事故は支給に制限が
あります。
●共済見舞金／
共済見舞金　2万円～ 100万円（死亡、後遺障害、入院・
通院日数などにより支給区分があります）※平成24年度は
交通事故による被災者19名に合計127万円の共済見舞金
が支給されました。
●申込期間／ 6月3日（月）～28日（金）まで
●問／総務課危機管理係　☎72－5895
＊詳しくは、申込書と一緒に郵送されるパンフレットをご覧下
さい。

●対象／ 50歳からの健康な女性

※毎週水曜　全5回
●時間／午後1時30分～ 3時　●場所／町民体育館
●講師／健康運動指導士　佐藤しおり 氏　　　　　
●参加費／無料
●問・申込み／ 5月29日（水）まで
健康福祉課健康支援係　☎72－4111

女性のための
「ハッピーウォーキング講座」
～より美しく年を重ねるために～　参加者募集

50歳
からの

詳しくは、折込のチラシを
ご覧ください

秋田県立博物館の企画展
（6月16日まで）

日　時 内　　　　容
1 6月 5日 ウォーキングのためのフットケア＆マッサージ
2 12日 足首、膝、股関節のストレッチと強化
3 19日 姿勢よく歩くために上半身、肩甲骨まわりのチェック！
4 26日 小ボールを使って歩行筋群のトレーニング

5 7月 3日 体幹を整え、筋バランスのとれたウォーキングを実感しましょう

【第1回】平成25年5月30日（木）  8:00  遊佐町役場前集合

午前
午後

○ギャラリートーク「霊峰鳥海に祈る人びと」展　聴講
○国指定史跡　秋田城跡　見学

【第2回】平成25年6月19日（水）  10:00  遊楽里  鳥海文化ホール
午前
午後

○講義（仮題）「遊佐町の中世の史跡と石造物」　
○現地講座　龍頭寺・永泉寺他
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ベテランズ・カレッジ開講式

応急手当普通救命講習会

甲種防火管理新規資格取得講習会

平成25年度山形県調理師試験

●日時／ 5月30日（木）　午後1時30分～
●場所／生涯学習センター　2階大会議室
●公演／「ゆうとぴぃ・みわの会の紙芝居
　～石辻のオニ神様・あんもちみっつ・八ッ面観音様～」
開講式及び選択科目の全ての日程を受講した方には、皆勤賞を交付
します。どなたでも参加できますので、お誘い合わせの上、おこしください。
●問／生涯学習センター　☎72－2236

●日時／ 8月24日（土）午後1時30分～ 3時30分
●場所／東北芸術工科大学（山形市）
●願書配布場所／各保健所生活衛生課（室）
●願書受付期間／ 6月3日～ 6月14日（閉庁日を除く）
●申込み／最寄り保健所生活衛生課（室）まで願書を持参
●問／県食品安全衛生課食品衛生企画担当　☎023－630－2621

●日時／ 6月9日（日）　9時30分～ 12時30分まで
●場所／酒田地区広域行政組合 消防署西分署2階
（酒田市大浜一丁目4－83）
●内容／心肺蘇生法と大出血時の止血法、学科と実技、
自動体外式除細動器（AED）の使い方（講習終了後、普
通救命講習修了証を交付します）
●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／応急手当指導員
●費用／ 500円（テキスト代、教材費）
●持ち物等／筆記用具、動きやすい服装
●申込み／ 5月30日（木）まで酒田地区広域行政組合消
防署　☎23－3131、または最寄の消防署へ

●日時／6月26日（水）、27日（木）の午前9時～午後4時まで
●場所／酒田勤労者福祉センター3階　多目的ホール
●内容／消防法に基づく甲種防火管理新規資格取得講
習会（2日間の受講が必要）
●対象／自力避難困難者が入所している小規模福祉施設
で10人以上収容する事業所、店舗・ホテル・飲食店等で
30人以上収容する事業所、その他において50人以上収容
する事業所で、管理・監督的立場にある方
●費用／テキスト代　3,000円
●申込み／ 6月7日（金）まで
酒田市のホームページに詳細を掲載中です。
●問／酒田地区広域行政組合消防本部予防課　☎61－7113

　町民の暮らしやすい町づくりをめざし、地域の様 な々課
題について率直な意見交換を行うため、6地区で町政座
談会を行います。どなたでも参加できますので、当日会場
におこしください。
●日時・会場等

＊開催時間は、午後6時30分～おおむね8時30分とします。
＊各地区とも町長、副町長、教育長及び課長全員とまち
づくり地域担当職員が出席する予定です。
●問／企画課企画係　☎72－4523

　消防団員が日頃の訓練の成果を披露します。ぜひ、ご
覧ください。
●場所／遊佐中学校グラウンド　※雨天時は、遊佐町
民体育館で行います。
●内容／規律訓練･消防操法・はしご乗り演技・表彰式ほか
●問／総務課危機管理係　☎72－5895（直）

●日時／ 5月31日（金）午前9時～ 11時
●場所／杉の子幼稚園ホール　＊参加無料
●対象／子育て中の方ならどなたでも（親子でどうぞ）
●内容／☆年長組さんからのプレゼント
　　　　☆手遊び　☆エプロンシアター
　　　　☆大型絵本　☆みんなでうたおう
　　　　楽しみに来てくださいね!！
●問／学校法人杉の子幼稚園　☎72－2345

　町民の暮らしやすい町づくりをめざし、地域の様 な々課

平成25年度 町政座談会平成25年度 町政座談会

地　区 期　日 会　場
西遊佐 5月22日（水）西遊佐まちづくりセンター　和室
蕨岡 5月27日（月） 蕨岡まちづくりセンター　2階　研修室
遊佐 5月28日（火）生涯学習センター　2階　研修室
高瀬 5月29日（水）高瀬まちづくりセンター　2階　講座室
吹浦 6月5日（水） 吹浦まちづくりセンター　講堂
稲川 6月6日（木） 稲川まちづくりセンター　2階　東側和室
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司法書士無料法律相談会

働く女性の
なんでも労働相談ダイヤル

平成25年度自動車税（県税）の
納期限は5月31日（金）です

エイズ(HIV)夜間特別検査
（無料・匿名検査）

受動喫煙ゼロをめざすキャンペーン

東北公益文科大学
終日停電による施設閉鎖

2013年夏休み　国内交流事業
「第34回富士山・青少年国際交流キャンプ」

参加者募集

子育て交流会～思春期について～

●日時／ 6月1日（土）午前10時～午後3時
●会場／イオンモール三川 　1階レーヴルモリタ前
●内容／①健康チェック・ゲームコーナー（景品有り）
　　　　　肺・血管年齢の測定と健康相談、輪なげなど
　　　　②タバコ フリー・トーク　午後2時～　　　　
●対象／どなたでも無料で参加できます
●問／庄内保健所　保健企画課　☎0235－66－5476
※5月31日は「世界禁煙デー」、5月31日～6月6日は「禁
煙週間」として国を挙げてたばこ対策を推進しています。

　5月18日（土）は学内施設全体の電気保安点検実施に
より、終日停電となるため、メディアセンター・カフェテリア・売
店・酒田市公益研修センターを含む大学全施設を閉鎖い
たします。
●問／東北公益文科大学事務局　☎41－1111

　富士山麓の自然豊かなキャンプ場で、全国から集まる日
本人青少年・外国人青少年と、キャンプ生活や富士登山な
どの野外活動を共にしながら一緒に仲間づくりをしませんか？
●期間／ 7月31日（水）～8月4日（日）4泊5日
●場所／山梨県本栖湖青少年スポーツセンター
●定員／日本人80名　外国人20名
●対象／小学3年生～中学3年生
●主な活動内容／富士登山、テント設営、野外炊飯、キャ
ンプファイヤー、ワイドゲームなど
●参加費／山形駅発　小学生66,000円　中学生77,000円
●事業説明会／ 6月15日（土）午後3時30分～ 4時30分
フォレスト仙台（仙台市）
●募集締切／ 7月5日（金）まで
●問・申込み／〒108－0073　東京都港区三田5－7－8－921
公益財団法人国際青少年研修協会　☎03－6459－4661

●日時／ 6月6日（木）午後2時～午後3時
●場所／児童家庭支援センター　シオン（鶴岡市下川字
窪畑1－288）
●対象／思春期の子どもを持つ保護者の方
●内容／思春期の特性や子育てについての、アドバイスや
情報交換
●問・申込み／児童家庭支援センター　シオン
☎0235－68－5477

●日時／ 5月22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
●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

●実施団体／連合山形
●相談電話／フリーダイヤル0120－154－052
●相談時間／ 5月27日（月）、28日（火） 午前10時～午後
7時
●相談内容／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相談に無料で応じます。
●問／連合山形　☎023－625－0555

 
　お近くの金融機関、郵便局、各総合支庁税務担当課、コ
ンビニエンスストアのほか、今年度からインターネットを利用し
てクレジットカードでも納めることができます。 
みなさん、忘れずに納期限まで納めましょう。 
●問／庄内総合支庁税務課　☎0235－66－5424

　6月1日から6月7日は『HIV検査普及週間』です。エ
イズ･HIVに関心を持ち、HIV検査の浸透･普及を図る
週間です。
　現在、HIV感染者･エイズ患者は、
日本国内で１日に約4件のペースで
報告されています。心配なことやわか
らないことなどありましたら、気軽に電
話をおかけになり、HIV検査を受け
ていただきたいと思います。
　なお、毎週火曜日9時30分～12時は通常検査を行って
います。電話での事前予約が必要です。
●日時／ 6月4日（火）　午前9時30分～午後8時
午前9時30分～12時まではHIVを含め、クラミジア、B型
肝炎、C型肝炎の検査を実施します。
●場所／庄内総合支庁 東庁舎（庄内保健所） 2階 健康
相談室
●問・申込み／電話での事前予約が必要です。
☎0235－66－4920（担当直通）検査後、約1時間で結果を
お知らせします。
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「仙人講座」受講生募集 山形県パソコンボランティア
養成講座

「やまがた森の感謝祭2013」　

水道管清掃作業

　外出が困難な身体障がい者の方のご自宅などに訪問し、
パソコンに関してサポートするボランティア活動をしてみませ
んか？
●対象者／パソコンを利用している方で、ボランティアに興
味のある方
●日時／ 6月15日（土）、16日（日）、29日（土）、30日（日）
　午前10時～午後4時
●場所／庄内地区産業振興センター　第2研修室
（JR鶴岡駅前マリカ東館3階）
●内容／障がいへの理解について
　　　　キーボード操作の基礎、
　　　　使いやすい設定
　　　　Ｗｅｂ閲覧と電子メールの実技習得及び指導法
　　　　実際の指導体験　など
●定員／10名（定員になり次第締め切らせていただきます）
●参加費／無料
●申込み／ 6月10日（月）まで電話・メール・FAXにて
●問／社会福祉法人山形県身体障害者福祉協会
☎023－686－3690　FAX023－686－3723　
メールy-sinsyokyo@orange.plala.or.jp

●テーマ／～小さな手　未来へつなぐ　森づくり～
●日時／ 6月1日（土）午前10時～午後3時
●会場／寒河江市　いこいの森（寒河江市大字谷沢字
平野山　地内）
●内容／森づくり活動（下刈り等）、体験コーナー（木工クラ
フト等）、森の大抽選会、山の幸の販売等
※どなたでも参加できます。（参加無料）
●問／村山総合支庁森林整備課　☎023－621－8156

　水道水の濁り水防止のため、消火栓と排水弁を使用して
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する場合があります
ので、生活用水の汲み置き等のご協力をお願いします。
●日時／ 5月27日（月）午前8時30分～午後12時30分頃
まで（日中作業）
●作業区域／旭ヶ丘、上吉出、中吉出、舞台、野沢全域
＊舞台集落については、高台のため断水する場合があり
ます。
◎作業が該当する集落の各世帯には、作業の詳細につい
ての案内を回覧いたしますのでご覧ください。
●問／地域生活課上水道係　☎72－5887

　公益財団法人山形県生涯学習文化財団では、高齢者
の健康と生きがいづくりを促進し、地域リーダーを養成するた
め、「仙人講座」を開催します。
●応募資格／概ね55歳以上の方で、7回通して受講でき
る方
●募集人員／先着300名（定員になり次第締切）
●開催場所／山形県生涯学習センター「遊学館」
●受講料／ 7,000円（全7回分）
●開催時間／午後1時30分～午後3時
●期日・内容／
① 6月12日（水）
【開講式・講演】　田中章義氏（歌人・作家）
② 7月24日（水）
【講演】　小山武明氏（プロゴルファー）
③ 8月7日（水）
【講演】　大桃美代子氏（タレント）
④ 9月4日（水）
【講演】　浅井信雄氏（国際政治学者）
⑤ 10月3日（木）
【講演】　池田健三郎氏（経済評論家）
⑥ 11月6日（水）
【講演】　北野大氏（淑徳大学教授）
⑦ 12月6日（金）
【寄席・閉講式】　林家正蔵氏（落語家）
●申込方法／普通ハガキに【氏名・住所・電話番号・生
年月日・性別】を必ず人数分明記してお申込みください。お
一人様一通限り最大2名まで。受付後折り返し案内をお送
りします。
※ハガキ以外でのお申込みは受付できません。
●問 · 申込み／〒990－0041　山形市緑町1－2－36　山
形県生涯学習センター「仙人講座」係　☎023－625－6411

●問／酒田警察署　☎23－0110　または最寄の交番、
駐在所まで

警察官採用試験警察官採用試験
試験名 受験資格　受験申込期間
警察官Ａ 昭和53年4月2日から平成8年4月1日
 までに生まれた方で、大学（短期大学を
 除く。）を卒業した方または平成26年3
 月までに卒業見込みの方（人事委員会
 が同等と認める者を含む。）
 5月14日（火）～ 6月24日（月）
警察官Ｂ 昭和53年4月2日から平成8年4月1日
 までに生まれた方で、警察官Ａの受験
 資格に該当しない方。
 8月2日（金）～ 9月2日（月）
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がんばった人にマル

入札結果　４月分
＊契約金額には、消費税が含まれています。

◎地域生活課
●平成25年度　八日町地内配水管布設替工事実施設計業務委託
期　　間  Ｈ２５／4／１０～Ｈ２５／９／３０
契約金額　3,255,000円
契 約 者　株式会社新光コンサルタント　庄内事務所　
［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、新和設計株式会社　庄内営業所、有
限会社安野測量事務所
●平成25年度　遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事
　に伴う水道管布設替工事実施設計業務委託
期　　間  Ｈ２５／4／２５～Ｈ２５／1２／1０
契約金額　3,517,500円
契 約 者　株式会社新光コンサルタント　庄内事務所　
［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、新和設計株式会社　庄内営業所、有
限会社安野測量事務所

○３月２０日（水）　第57回白根剣道大会
　小学生団体3、4年生の部　優勝　遊佐町剣道
　小学生女子個人戦　第2位　菅原　　萌（遊佐町剣道）
　　　　　　　　　　第3位　渡部　真衣（遊佐町剣道クラブ）
○４月１３日（土）・１４日（日）
　第10回べにばな杯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
　　　　優秀選手賞　佐藤　和泉
○４月１４日（日）第48回酒田市クロスカントリー大会
　小学団体　第3位　吹浦（富樫慧士、畠中大和、髙橋慶）
　小学個人　第2位　富樫慧士（吹浦）
　　　　　　第5位　菅原　涼（高瀬）
○４月２１日（日）　第２８回飛鷲旗争奪少年剣道大会
　女子個人戦の部　優勝　渡部　真衣（西遊佐剣道スポ少６年）

※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。

■◆雇用の広場
■ 有限会社 キャットハンドサービス

職　　種

勤務条件

選考方法

そ の 他

介護職員 １名

面接・作文

・働きながら資格取得が可能です。
・研修に掛かる受講料、交通費、テキスト代等は全額
　当社で負担します。
・同時　レストランFu・Ku・Ra　ウエイトレス募集

　

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）

募集内容 山形県介護雇用プログラム推進事業　求人

給与・待遇 賃金112,000 ～ 120,000円／月

資　　格 介護に関する資格を有しない方、失業中の方
が対象・普通自動車免許

問 合 せ ☎21-9088　担当：地主

募集人員

●収集日／
　蕨　岡：5月27日㈪　西遊佐：5月30日㈭
　遊　佐：5月28日㈫　吹　浦：6月 3日㈪
　稲　川：5月29日㈬　高　瀬：6月 4日㈫
●時間／朝８時まで（前日には出さないでください）
●収集場所／集落ごみステーション
●一個あたりの料金／重さ50㎏未満　400円
 重さ50㎏以上　800円
出して良い粗大ごみ（例）
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、シャベル、スキー用
品、物干し竿

出して悪い粗大ごみ（例）
エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、パソコン、自動車
部品、建築廃材、農・漁業用具、ドラム缶、消火器、
風呂浴槽

◆お詫びと訂正　5月1日号で掲載しました記事の一部に誤りがありました。お詫びして訂正します。
　１９ページ　戸籍の動き　お誕生おめでとう　誤）3.31　栄田　心咲（修一・麻衣子）　正）3.31　栄田　心咲（俊輔・麻衣子）

＊ご家庭の『遊佐町ごみ分別一覧表』で確認してください。
＊粗大ごみは集落の環境推進員がとりまとめます。
　粗大ごみを出す際は、環境推進員の指示に従ってください。
＊粗大ごみには集落名、氏名を記入した用紙を必ず貼ってください。
＊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。

ご注意ください
　今年度分の各集落ごみステーションからの粗大ごみ収集
は、今回のみとなります。
　秋の収集（10月）は町民体育館駐車場への持ち込みとなり
ますので、会場までの持ち込みが困難な方は、今回の収集を
ご利用ください。

●問／地域生活課環境係　☎72‒5881

春の粗大ごみ収集春の粗大ごみ収集

・介護に関する資格がない方が、介護職員実務者研修
を受講及び、自宅学習での通信教育・レポート提出、
並びに実習を行うことが条件です。研修は10月か
ら山形市を会場として開催され、2月までの間に56
日間受講していただきます。

・研修時以外は、デイサービス利用者への介護業務
（食事、入浴、排泄等の介助）を行っていただきます。

■ 株式会社ニーズ

給与・待遇

選考方法

単価制＠30～ 40円　月20,000 ～ 30,000円程度

電話でお問い合せください

勤務条件 時間自由（1日2～ 3時間位）

職　　種 ダイレクトメールの配達

問 合 せ フリーダイヤル　0120-940520

随時締　　切

２名～３名募集人員

■ 遊佐町総合交流促進施設株式会社（道の駅鳥海ふらっと）

勤 務 地

問 合 せ

道の駅鳥海ふらっと　味の駅

☎71-7222　担当：森
給与・待遇 当社規定による

職　　種 飲食業務、接客

履歴書、面接選考方法

常用パート1名募集人員


