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遊佐町役場　☎（0234）72-3311　〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴211

プレミアム付き「住宅リフォーム助成券」事業
　住宅のリフォーム工事に対して、20％の助成券を交付します！₄月15日より申請受付開始で
す。実質のリフォーム工事費が最大₂割引きとなります！
●助成券の額／
　リフォーム工事費×20％＝助成券額（上限20万円）
●対象者／
　①町内に住所を有し、住宅の所有者である方
　②町内施工業者にリフォームを発注する方
　③平成27年10月末日まで実績報告できる方
　④税等の滞納がない、暴力団員等でない方
●対象住宅／
　・町内の一戸建住宅、併用住宅（住居部分のみ）
　・下水道に接続している（しようとする）住宅
●リフォーム例／
下記のリフォームで工事費が5万円〜200万円の
もの
○屋根、外壁の改修、塗装、コーキング
○台所、浴室、トイレ、洗面所の改修
○ドア、ふすま、障子等建具の取替
○下水道への接続工事
○床・内壁・天井等の張替、雨どいの取替
○ガラス・網戸の交換工事、サッシの設置工事
※電化製品（エアコン、テレビ等）の購入、
　門・塀等の外構工事は対象となりません。

助成の流れ

総額80万円の
リフォーム工事を
町内施工業者に依頼

80万円の20％
16万円の助成券
が受け取れます

助成券を使って支払い
64万円の自己負担額
（実質2割引き）

平成27年度　限定

●問・申込み／地域生活課管理係　☎72-5883

広
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18年間の感謝を込めて
道の駅鳥海ふらっと「周年祭」開催!!

4/26㈰
9：00〜

遊佐町イメージキャラクター
米（べぇ）〜ちゃんがやってくる！
一緒に記念写真を撮ろう♪
1回目10：00/2回目13：00
イベントが盛りだくさん☆

◎遊佐町の特産品が当たる「大抽選会」開催！
◎鮮魚直売所「元気な浜店」イカ焼き販売
◎農産物直売所「ひまわりの会」にくもち販売
皆様のご来店をお待ちしております♪

ベーカリー工房ほっほ
こどもの日の
コロコロパン

（4/27〜5/6）

春コロコロパン
（〜4/26）

〈大〉1,500円（40〜45個入り）
〈中〉1,100円（25〜30個入り）
〈小〉   600円（12〜17個入り）
※前日のお昼までに【要予約】

食堂 期間
〜4/22

「春の彩り弁当」
（スープ付） 800円
※前日のお昼までに【要予約】

☎７１-７２２２

☎７７-3330

8：30〜１8：00

9：00〜１７：00
（食堂・ラーメン味の駅　9：00〜18：00/産直ひまわりの会・鮮魚元気な浜店9：00〜17：30）

道の駅 鳥海

元祖とび魚ラーメンのお店

営業
時間

営業
時間

農作業で疲れた身体をゆ〜っくり
温泉で休めてはいかがですか♪

お一人様
でもOK!

さなぶりプラン
平成27年5/7㈭〜6/25㈭まで

8,700円 17,000円
（消費税・入湯税込） （消費税・入湯税込）

1泊3食付　お1人様 2泊6食付〜　お1人様

◆チェックイン15時〜チェックアウト15時まで
　24時間滞在できます
◆こちらのプランは、月〜木曜日限定のプランです
◆送迎ご希望のお客様はご相談くださいませ

山形県飽海郡遊佐町吹浦字西浜2-76

☎0２34（７７）3７１１

例

あぽん西浜休館日です。
4/27㈪は休まず通常営業となります‼

鳥海ブルーライン開通します‼
同日オープンの大平山荘イベントに
豚汁無料配布もございます‼

あぽん西浜スタンプ2倍
サービスデーです‼
あわせて、とりみ亭でも醤油ラーメン半額
￥620→￥310にてご提供致します‼

4/20（月）

4/24（金）

4/26（日）

☎７７-3333

日帰り温泉施設

国民宿舎

お食事処

☎090-２60７-２3２6

☎７７-3334
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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　☎72-5885

きらきら遊佐マイタウン事業
　地域や集落、町民で組織する自主的な団体が自ら
取り組む地域づくりを支援します。
●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・増進のための機械等の購入等
②郷土文化・芸能の保存事業
　郷土芸能（衣裳・備品）、民俗行事の保存活動、
はんてん、みこし、舞台、やぐら、太鼓、山車等の
製作
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）

「出張なんでも鑑定団in遊佐」の放送日

遊佐の元気を応援します

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）
●助成金額／
　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30万円です。公共下水道接
続にともなうトイレ改修は、対象事業費の2分の1以内
で、限度額は50万円です。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、町
の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・申込み／
　企画課まちづくり支援係　☎72-4524

　遊佐町合併60周年記念事業として₂月２２日に収録し
た「出張なんでも鑑定団in遊佐」が、下記日時で放送
されます。ぜひご覧ください。
●日時／₄月２５日㈯　午前₉時３０分～
●放送局／山形テレビ（YTS）
●問／企画課企画係　☎72-4523

『広報ゆざ』　縮刷版を販売します
　平成１７年１月～平成２６年１２月までの１０年分の広報を
収録した縮刷版第5巻を、₃月３１日に発刊しました。冊
子のほか、持ち運びや閲覧に便利なＤＶＤ－Ｒもあります。
●販売価格／冊子3,000円　ＤＶＤ－Ｒ ₁,000円
●購入方法／企画課企画係へお越しいただくか、代金

と送料（冊子：590円、ＤＶＤ－Ｒ：360円）を現金書留
にてお送りください。

※縮刷版第3巻、第4巻（4巻はCＤ－Ｒ付）も3,500円で販売
しています。
●問／企画課企画係　☎72-4523　ＦＡＸ72-3315
　Email:koho@town.yuza.yamagata.jp

75歳、65歳になられた皆様へ
　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歳になられた方へ、4月9
日に納入通知書を発送しております。
　内容をご確認のうえ、納め忘れのないようお願いし
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
納入通知書
　3月に65歳になられた方…介護保険料の納入通知書
●納付日／4月30日㈭
●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／金額に関して…町民課課税係　☎７２－５８７６
　　　納付に関して…町民課納税係　☎７２－５４１１
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町民駅利用促進／JRの切符・定期券は遊佐駅で購入しましょう。　● 問／産業課産業創造係　☎72-4522

軽自動車税の納付はお早めに

　₄月30日㈭は軽自動車税の納期です。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。
●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
（車検証交付時に要提示）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、次のものをご持参ください。
・口座振替された通帳（振替の記帳があるもの）
　※写し不可
・車検証（写し可）
●問／課税内容・金額について…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

　平成２７年度軽自動車税の減免申請をされる方は、次
の要領により、期限内に手続き願います。
●申請期限／₄月２３日㈭　午後₅時１５分まで
●申請先／町民課課税係
●申請時に必要なもの／
・軽自動車税減免申請書（町民課課税係に用意してあ
　ります）
・印鑑
・運転する方の運転免許証
※運転者は原則として障がい者ご本人かご家族に限り

ます。障がい者のみの世帯の場合は、常時介護者を
運転者とすることができます。

・自動車検査証（車検証）の写し
・身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障

害者保健福祉手帳
●注意事項／
・申請は、一人１台に限ります。（普通自動車税の減

免との重複は不可）
・減免の対象となる車両は、障がい者ご本人名義のも

のに限ります（車検証の所有者氏名をご確認くださ
い）。ただし、精神障がい者の方や満１８歳未満の身
体障がい者の方と生計を一にしている場合は、ご家
族名義の車両を申請することができます。
●問／町民課課税係　☎72-5876

軽自動車税の減免について

役場組織を一部改編しました

　４月１日より、組織を以下のように改編しました。
【企画課】『遊佐町定住促進計画』をより強力に推進す
るため、定住促進専門員から新たに「定住促進係」を
設け、₂名体制にしました。

【産業課】₆次産業の推進体制を強化するため、商工
振興係を「産業創造係」へ名称変更しました。また、
これまで企画課まちづくり支援係で担当していた遊佐
ブランド推進協議会の運営を産業課産業創造係で行い
ます。

【健康福祉課】介護保険制度の改定に伴う事務量増加
が見込まれることから、「福祉介護保険係」の介護保
険部門を独立させ「介護保険係」を設けました。また、
福祉部門と子育て部門の一体化を図るため、「福祉子
育て支援係」を設けました。

●改編概要
課　名 平成26年度まで 平成27年度から

企画課

企画係 企画係

まちづくり支援係
まちづくり支援係
定住促進係

観光物産係 観光物産係

産業課
商工振興係 産業創造係
農業振興係 農業振興係
水産林業係 水産林業係

健康福祉課

福祉介護保険係
（介護部門） 介護保険係

福祉介護保険係
（福祉部門） 福祉子育て支援係
子育て支援係
国民健康保険係 国民健康保険係
健康支援係 健康支援係

　周囲の状況に目を配り、穏やかな運転を心掛ける『エ
コドライブ』は、安全運転にもつながります。

『笑顔で実践　新緑さわやか　エコドライブ』
4月～5月　春のエコドライブ・エコ通勤推進県民運動実施中

＜エコドライブの例＞　
・ふんわりアクセル（最初の₅秒で時速20㎞が目安）
　⇒10％程度燃費改善
・車間距離にゆとりを持って加速・減速の少ない運
　転⇒₆％程度燃費悪化
・減速時は早めにアクセルを離そう⇒エンジンブレ
　ーキの活用で₂％程度燃費改善
・ムダなアイドリングはやめよう⇒10分間のアイド
　リングで約130㏄燃料浪費
※出典：エコドライブ普及連絡会『エコドライブ10
のすすめ』

●問／地域生活課環境係　☎72-5881
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郵送で戸籍謄本等や住民票の写し、各種証明書を取り寄せることができます。　● 問／町民係　☎72-5885

　鳥海ブルーラインを自転車で駆け上がる、鳥海山ブルーラインヒルクライムfrom
日本海が、今年は₆月２０日㈯の「遊佐ステージ」（初開催）と、翌２１日㈰の「にかほ
ステージ」の₂日間にわたり開催されます。現在、参加選手と運営ボランティアを募
集しています。
●「遊佐ステージ」コース／鳥海ブルーライン小野曽ゲート～鉾立間
●スタート時刻／午後₂時
●申込み締切／₆月₅日㈮
●問・申込み／にかほ市スポーツイベント開催実行委員会　☎0184-74-5535
※大会参加についての詳しい情報はホームページをご覧ください。
　http://www.nikaho-kanko.jp/hill-climb/

　町では、遊佐町エネルギー基本計画に基づき、地球温暖化防止や地域経済の活性化、エネルギーに関する意
識啓発等を図るため、再生可能エネルギー設備を設置する経費に対して助成を行います。
　県の再生可能エネルギー設備導入事業費補助金や、町の住宅支援制度と合わせて受けることができます。
●対象者／次のすべてに該当する方

①町内に住所を有し（実績報告書の提出時までに本町に転入する予定である個人を含む）、かつ、町内の住宅、
　事業所または農業用施設等に設備を設置する方
②太陽光発電設備については、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、遅くとも平成２８年₃月末日までに実績報告が可能な方
●対象設備／補助金の交付の対象となる設備要件は下の表によるものとします。ただし、県内施工業者が施工
　する工事によって新たに設置または増設するものとし、未使用品であることとします（中古品は対象外）

●申請の受付／
　随時受付します。（予算の額に達した時点で、受付終了する場合があります）
　工事着工前に、再生可能エネルギー設備導入事業費補助金交付申請書を提出してください。
●問・受付／地域生活課環境係　☎７２‒５８８１　　ＦＡＸ７２‒３３１８
※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。

平成２７年度　遊佐町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金
応援します！　環境にやさしいこと

第２回　鳥海山ブルーラインヒルクライムfrom日本海
遊佐ステージ　参加者・ボランティア募集！

　実行委員会では、レース後選手の自転車をトラックで搬送する際に使う緩衝用の毛布を多く必要としてい
ます。各家庭で不要になった毛布がありましたら、お譲りください。
●持込場所／企画課観光物産係　☎72-5886　　●募集期間／₅月中旬まで

●補助の対象となる設備の種類及び補助金の額
再生可能エネルギー
設備の種類 設備の要件 設備の用途 交付の対象者 補助金額又は補助率

（上限）

太陽光発電設備

①太陽光発電による電気が、当該太陽光発電設備が
設置される住宅または事業所において消費され、連系
された低圧配電線に、余剰の電気が逆流されるもの
②太陽電池の公称最大出力10kw未満であること

住宅用
事業所用 個人、法人 ₁kwあたり30,000円

（上限₅kw）

木質バイオマス燃焼機器
（ペレット・チップ・薪・モ
ミガライトストーブおよ
び各ボイラ）

＿
住宅用
事業所用
農業用施設用　等

個人、法人 ₃分の₁
（上限50,000円）

太陽熱利用装置 集熱面積₂㎡以上 住宅用 個人 10分の₁
（上限25,000円）

地中熱利用空調装置 ＣＯＰ（※）3.0以上 住宅用 個人 10分の₁
（上限100,000円）

風力発電設備 東北電力の系統に連係されたもの 住宅用 個人 10分の₁
（上限100,000円）

※CＯＰ：冷暖房器具等のエネルギー消費効率をチェックするための係数
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平成27年度　遊佐町予防接種について

○日本脳炎
　今年度は₂期について、18歳（平₉.₄.₂～平
10.₄.₁生まれ）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、未接種分をご希望で
受けることができます（公費負担）。接種方法等に
ついては下記にお問合せください。（※20歳になる
と対象外となりますのでご注意ください）
○子宮頸がん予防ワクチン接種
　平成25年₄月より定期の予防接種となりましたが、
副反応の関係から、現在積極的には接種をお勧めし
ておりません。国の検討会の結果を受けて、再開時
には対象の方に個別にご案内します。
○ヒブ、小児用肺炎球菌、ＢＣＧ、麻しん風しん混合、
水痘、三種・四種・二種混合

　昨年度と同様です。間隔をみながら、主治医とご
相談のうえ、計画的に接種してください。
○高齢者肺炎球菌予防接種（定期）
　平成27年度中に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、

定期予防接種 90歳、95歳、100歳になられる方で、今までに肺炎
球菌予防接種を受けたことがない方は定期予防接種
の対象となります。対象の方には個別にご案内しま
す。一部公費負担（4,000円）となります。

任意予防接種

○高齢者肺炎球菌予防接種（任意）
　₅年以内に肺炎球菌の予防接種を受けていない方
で、定期予防接種の対象外で接種希望の方に、一部
公費負担（4,000円）をしています。
※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が対象
です。
※ご希望の方は申請が必要です。健康保険証をご持
参のうえ、健康福祉課健康支援係へお越しください。
○風しん抗体検査及び風しん又は麻しん風しん混合予防
接種
　妊娠を希望される方等への風し
ん抗体検査料金と、抗体が低い方
への予防接種料金を全額助成いた
します。対象となる方や申請方法
等については、今後広報などでお
知らせします。
○インフルエンザ予防接種
　子どものインフルエンザ予防接種費用の一部を助
成します。助成時期は10月以降の予定です。
●問／健康福祉課健康支援係　☎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／　町内在住のおおむね６９歳までの方で、₂年

間（平成27～28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／　₆月２６日㈮、₇月３０日㈭、₉月₂日㈬、１０

月₆日㈫いずれも午前₉時３０分～午後₂時
※平成27年度の日程です。
●場所／生涯学習センター
●内容／テキスト学習、調理実習、体験実習
●受講料／無料（受講内容により教材代の一部負担あ

り）
●募集締切り／₅月２１日㈭
●問・申込み／健康福祉課健康支援係☎７２-４１１１

やまがた子育て応援パスポートが
新しくなりました！

食のボランティア大募集！
食生活改善推進員（ヘルスメイト）養成講座

　県が、子育て家庭の負担感の軽減を図ることを目的
として配布していた、やまがた子育て応援パスポート
の有効期限が満了したため、対象家庭に新しいカード
を配布しています。
●やまがた子育て応援パスポートってどんなもの？
　パスポートカードの提示があった場合に、事業にご
協賛いただいている企業や店舗
の皆様から、サービスをご提供
いただくものです。
対象：妊婦または小学校₆年生
までの子どものいる家庭
●このステッカーが目印です
　協賛店には統一のステッカー
が貼ってあります。県ホームペ
ージなどでも紹介しています。 ≪協賛店ステッカー見本≫

●問健康福祉課／健康福祉課福祉子育て支援係☎７２-５８９７
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61歳限定セカンドライフ健診

●対象者／昭和29年₄月₂日～昭和30年₄月₁日生ま
れの方
●検診内容／特定健診項目、その他血液検査、胃がん、

大腸がん、肺がん、前立腺がん、子宮頸がん・乳が
ん（女性）、腹部超音波検査

※子宮頸がん・乳がんは午後の時間となります。
●別途検診／肝炎ウィルス検診…1,000円（過去に受

診したことがない方）
●費用／男性3,800円　女性4,200円
●日程／女性　6月19日㈮　男性　6月20日㈯
●定員／男性・女性とも各60名
※加入する健康保険に関係なく、どなたでも受診でき

ます。
※国保以外の方…受診券は不要です。
●問・申込み／健康福祉課健康支援係　☎72－4111

第23回　遊佐町音楽祭参加者募集

　今年も「第23回遊佐町音楽祭」を開催します。参加
出演団体および個人を募集します。
●日時／₈月₉日㈰午後１時30分
●会場／生涯学習センターホール
●発表時間／一団体10分以内
●参加資格／遊佐町民を主たる構成員とする個人・サ

ークル
●申込締切／₅月29日㈮まで
●問・申込み／生涯学習センター　☎72-2236

英会話講座『よ～くきいてナイトⅫ』
受講生募集

　簡単な日常会話（中高生レベル）を中心に、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。
●期間／₅月14日～平成28年₃月₃日（計19回）隔週

木曜日を予定
《前期日程》₅月14日・28日・6月11日・25日・₇月₉日・

23日（₆回）
※₈月はお休みします。
※後期は₉月～₃月に13回を予定しています。
※日程・会場が変更になる場合があります。
●時間／午後₇時～₉時
●場所／生涯学習センター視聴覚室
●年会費／４，０００円
●講師／ブレンダン先生、フィリップ先生
●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
※一日体験ができます。

杉の子幼稚園　教育講演会

●日時／₄月25日㈯午前₉時～11時
●場所／杉の子幼稚園ホール
●対象／どなたでも
●内容／演題「心も体も健やかに」
　　　　講師　遊佐小学校　栄養教諭　眞嶋敦子氏
●参加費／無料
●問／学校法人杉の子学園　認定こども園　杉の子幼

稚園　☎72-2345

くらしの無料相談所（予約不要）

●日時／₄月25日（土）午前₉時30分～正午
●場所／酒田市交流ひろば₂階
●内容／借金、悪徳商法トラブル、相続、成年後見制

度の活用など
●費用／無料（駐車券でます）
●問／ＮＰＯ法人ライフサポート庄内
　　　佐藤　☎090-7930-3901

【退職】
（平成27年₁月31日付）
　阿部　貴徳（町民課町民係主任）

（平成27年₃月31日付）
　渡会　隆志（町民課長）
　本間　康弘（健康福祉課長）
　土門　　薫（企画課まちづくり支援係主事）
　佐藤栄美子（吹浦小学校主任調理師）
　金内　光弘（遊佐中学校主任用務員）
　後藤　　司（教育課学校指導係長兼指導主事）

平成27年度町職員人事異動

【採用】（平成27年4月1日付）

【人事交流】

産業課　主事
鈴木　洋光

町民課　主事補
池田　小珠

総務課　主事
阿部　花苗

教育課
学校指導係長兼
指導主事
佐藤健太郎

企画課　主事
庄司　雄介
（酒田市）

町民課　主事
阿曽　豪
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●日時／₅月11日㈪～15日㈮
●時間／午前10時～午後₀時30分
●対象／幼児～地域住民の方
※１日₆人まで受け入れします。
※中高生は別途企画する「職場体験学習」や「高校生

夏休み看護体験」にご参加ください。
●体験内容／患者さんの各種測定やお世話など
●申込み締切／₄月24日㈮
●問・申込み／遊佐病院総師長室　信夫松子　☎72-2522

順仁堂遊佐病院　ふれあい看護体験

　旬の孟宗を自分の手で掘ってみませんか？掘った後
は、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、竹炭を使った『ストラップ』づく
りに挑戦します。
●日時／₅月１０日㈰　午前１０時～午後₃時
　₉時４５分しらい自然館集合
●対象／小学校高学年 ～ 一般 
●定員／１５名
●受講料／大人２，５００円 小学生１，５００円
　（大人は孟宗竹１本お土産付き） 
●持ち物／タオル、長靴、軍手、汚れても良い服装
●申込締切／₅月₇日㈭ ※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 

『鳥海山おもしろ自然塾』 
孟宗掘り体験とストラップづくり 

　米どころ遊佐町を60年前まで支えてきた農耕馬によ
る農業、その最初の作業「乾田馬耕」を今年も再現し
ます。昔の米づくりを振り返ったり、米作りを勉強す
るよい機会です。
●日時／₅月₂日㈯午後１時～₃時（予定）※小雨決行
●場所／遊佐小学校　学校田（遊佐町斎場となり）
※周辺は混雑が予想されます。月光川駐車場などもご

利用ください。
●内容／昔の農業や道具の説明、乾田馬耕実演
●服装／汚れてもよい服そう、長ぐつ
●申込み／不要。当日会場へお越しください。
●問／遊佐町農耕馬文化保存会 佐藤　☎７２-２７２２

おやこ馬耕見学会

●日時／₄月29日㈬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
※要予約
●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

司法書士無料法律相談

【試験】
●日時／₇月１１日㈯午前中
●場所／酒田光陵高校
●受付期間／書面申請　₅月２５日㈪～₆月₃日㈬（願書

は消防本部、各消防署にあります）
　電子申請　₅月２２日㈮～₅月３１日㈰
※申込み用紙は消防本部、各消防署にあります。
【準備講習会】
＊丙種
●日時／₅月２７日㈬午前₉時３０分～午後₄時３０分
●場所／酒田地区広域行政組合消防本部（飛鳥）
＊乙種第４類
●日時／₅月２８日㈭～２９日㈮　※₂日間
●場所／酒田地区広域行政組合施設管理棟（広栄町三丁目）
※申込み用紙は消防本部、各消防署にあります。
※受講料等詳細については消防本部予防課危険物保安
係までお問い合わせください。
●問／消防本部予防課危険物保安係　☎６１-７１１４

甲種・乙種（全類）・丙種危険物
取扱者試験および準備講習会

　今年度遊佐町商工会では、町や県の委託を受けて、
地域の皆様が町内事業所で買い物等に使用できる「プ
レミアム商品券」等を発行する予定です。
　商品券の取扱い事業所は、事前に登録していただく
ことにしており、商工会非会員の事業所の皆様からも
広くご参加いただきたく、下記により募集します。
●登録方法／遊佐町商工会に登録申請（詳しくはお問

合せください）
●登録料／3,000円（予定）　※会員は無料
●換金方法等／商工会が指定する換金日に、商工会窓

口で小切手により支払い
●締切／4月30日㈭まで
●問／遊佐町商工会　☎72-4422
　産業課産業創造係　☎72-4522

町商工会発行の「商品券」取扱い
事業所を募集します！
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●物件／宅地、建物など
●物件明細書閲覧期間／₅月11日㈪～₇月₂日㈭
●閲覧場所／山形地方裁判所鶴岡支部₁階閲覧室
●入札期間／₆月25日㈭～₇月₂日㈭午後₅時
●入札場所／山形地方裁判所鶴岡支部₁階執行官室
●問／山形地方裁判所鶴岡支部₁階書記官室執行係
　☎0235-23-6676

◎企画課
●平成26年度　遊楽里通信設備更新工事
期　間　平27/₃/₄～平27/₃/31
契約金額　3,348,000円
契約者　株式会社三立　酒田営業所
［その他の入札参加者］イヅミ電気工業株式会社

不動産競売
▪雇用の広場

　旧青山本邸、語りべの館歴史民俗学習館は、GW期間中は下記のように開館いたします。

GW期間中の開館について

4/28
（火）

4/29
（祝・水）

4/30
（木）

5/1
（金）

5/2
（土）

5/3
（祝・日）

5/4
（祝・月）

5/5
（祝・火）

5/6
（祝・水）

5/7
（木）

旧青山本邸 開館 開館 開館 開館 開館 開館 開館 開館 開館 開館

語りべの館 開館 開館 開館 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 開館 開館 休館 休館 休館 休館

●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㈭～10月29日㈭　※週₂回（火・木曜日）
●時間／午前10時～11時
●場所／生涯学習センター、町民体育館、農業者トレ

ーニングセンター
●内容／健康運動指導士等による運動指導
　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
●参加費／無料　ボール代実費1,300円程度
●問・申込み／₄月30日㈭まで　健康福祉課健康支援係
　☎72-4111

高齢者体力アップ事業
「はつらつ貯筋講座」参加者募集

編
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遊佐町総合交流促進施設㈱
募集職種 パート パート
募集人員 若干名 ₁名
就業施設 大平山荘・とりみ亭 道の駅ふらっとパン工房

雇用期間 採用日～
平成27年₉月30日 ₆ヶ月（更新あり）

応募要件 調理補助、清掃、
各種軽作業 パン製造・販売

待　　遇 会社規定に基づきます 当社規定による
就業時間 １日₄～₈時間勤務 ₁日5.5時間

選考方法
履歴書選考
履歴書（写真貼付）を
あぽん西浜まで提出
ください。

随時面接
履歴書（写真貼付）
を持参または郵送。
後日日程連絡
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問 あぽん西浜　本間
☎77-3333

道の駅鳥海ふらっと 森
☎71-7222

大山食品株式会社
募集職種 調理員（パート）
募集人員 ₃名
就業施設 海浜自然の家・分館
資　　格 調理経験あれば尚可
給与待遇 時給800円～900円
就業時間 午前₆時～午後₇時30分の₆時間程度
選考方法 面接
問 大山食品株式会社　☎0235-22-1122

入札結果3月分 ＊契約金額には、消費税が
含まれています。

西浜コテージ
町民限定プラン始めました！

●利用料金／₆人棟　１５，０００円　₄人棟　１０，０００円
　１棟につき、あぽん西浜入浴券₂枚プレゼント
●期間／₄月₁日～₆月30日
※ゴールデンウィーク（₅月₂日～₅月₆日）は除き

ます。
※日帰りでのご利用は対象となりません。
●問／西浜コテージ村管理棟　☎77-3600
　（午前₈時30分～午後₅時30分）

　旧青山本邸では端午の節句
展を開催していますので、お
誘いあわせのうえぜひお越し
ください。
●期間／6月7日㈰まで

※旧青山邸は午前₉時～午後₄時３０分開館
※語りべの館は、平日午後₃時～₅時、土日祝日は午前１０時～午後₅時開館
※歴史民俗学習館は午前9時〜午後4時開館
●問／旧青山本邸　　　☎75-3145　　語りべの館　　☎72-4440
　　　歴史民俗学習館　☎77-3727　　教育課文化係　☎72-5892


