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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

●場所／遊楽里前ふれあい広場
※荒天時はマルチドーム「ふれんどりぃ」で開催
●出演団体／那須プロモーション、「遊's」キッズ

チャレンジダンス、遊め組、ハウオリフラガール
ズ、吹浦みこし会、鳥海太鼓、エルヴィス・トキ
＆ザ★クリッパーズ

※会場では、軽食やビールを販売しています。
●問／遊楽里　☎77-３7１１
　　　道の駅ふらっと　☎7１-7２２２

広
告

☎77-3333

日帰り温泉施設 お食事処

☎090-2607-2326

☎77-3334
あぽん西浜　とりみ亭
　　 休館日は7/27㈪
　　 サービスデーは7/26㈰です
とりみ亭11:00〜14：30 16：00〜19：30

（ラストオーダーは昼14：00、夜19：00となります）

☎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/農産物直売所「ひまわりの会」・鮮魚直売所「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

納涼日帰りプラン

お一
人様 3,600円（税込）

休憩＆温泉＆食事付

フェイスタオル付
（バスタオルは付いておりません。）
2名様以上のご予約をお願いします。

ご利用時間は10：00〜15：00までとなります。

トップシーズン中は宴会場でのご案内となります。

送迎の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

7月・8月の限定

午前中は男性風呂清掃の為、入浴できません。
隣接の日帰り温泉「あぽん西浜」を御利用くださいませ。

西浜・釜磯海水浴場・十里塚
西浜キャンプ場

第25回　十六羅漢まつり
₇月25日㈯　午後₆時15分〜

十六羅漢岩・出羽二見ライトアップ
₇月17日㈮〜₈月16日㈰　午後₆時〜午後₉時

第27回 ゆざ町夕日まつり
第1夜 夕日コンサート

₇月18日㈯　午後₅時〜午後₉時
●場所／西浜海水浴場
　J-POP、懐メロ、アニメソングの音楽にのせて花

火が打ち上がります。
●出演／ハウオリフラガールズ、鳥海太鼓ほか
　交通規制（午後₄時〜₉時30分）
　デイリーヤマザキから海岸へ抜ける道は立入禁止

です。
　駐車場は、誘導員の指示に従ってください。
　釜磯駐車場と会場間で無料シャトルバスを運行します。
　西浜橋工事中のため交通規制があります。
※荒天時は₇月26日㈰に順延します。
●問／NPO法人遊佐鳥海観光協会　☎7２-５666

第2夜 遊佐町民花火大会
₇月25日㈯　午後₆時45分〜午後₈時35分

とりみ亭 

500円‼それぞれ

夏といえば西浜でキャンプに海水浴‼
お帰りの前には、温泉でさっぱりしませんか？
正面玄関前に砂落とし用のシャワーを準備致します
皆様のご来館をお待ち致しております

丼三兄弟

豚丼 ツナ丼 親子丼

次回の

あぽん西浜

●大好評冷やしラーメン（６２０円）もございます

₇月18日㈯ オープン！

ベーカリー工房ほっほ
道の駅

暑い夏を乗り切ろう！
夏限定の新商品が登場♪
スパイシードッグ

280円

ジンジャーチキンバーガー
280円

おろしチキンバーガー
280円

他、多数のパンをご用意してお待ちしております。

7/18 ㈯ 17：00 ～ 夕日コンサート野外出店
7/25 ㈯ 町民花火大会延長営業  ～ 21：00
　　　　　　　（特産品売場、ファーストフードコーナー、ラーメン味の駅）
　　　  十六羅漢まつり延長営業  ～ 21：00

ラーメン味の駅

ゆざプチサラダ
単品100円

ファーストフードコーナー

アップルマンゴーソフト
300円

☆毎月第4金曜日は『餃子の日』
☆今月は
（ラーメンをご注文頂いた方に餃子2個お付けします。）

食
堂

農産物直売所『ひまわりの会』

「天然岩ガキ」

鮮魚直売所『元気な浜店』

無くなり次第
終了なので
お早めにどうぞ

満員
御礼

今が旬

庄内砂丘の
メロン・スイカ
好評販売中！

（土・日・祝日限定）

7/24♪
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めざそう　つなごう　語りあおう　鳥海山・飛島ジオパーク構想　● 問／企画課企画係　☎72-4523

遊佐町プレミアム商品券
好評販売中！

第23回奥の細道鳥海ツーデーマーチ参加者募集

●期日／₉月₅日㈯、₆日㈰
●場所／トレーニングセンター周辺
●出店料／テント１張2,500円／日　※1/2張でも可
　机500円、いす100円（₂日間の場合も同額）
●申込締切／7月31日㈮
●問・申込み／企画課観光物産係　☎72-5886

●日時／₈月１４日㈮　午後₆時〜₈時３０分
※雨天中止
●場所／グリーンストア〜旧きらやか銀行遊佐駅前支
　　　　店前道路
　（車輌通行止め）
※以下の皆様を募集しています！
　（申込み締切　₇月2４日㈮まで）
　・盆踊り参加団体
　・屋台等出店者（出店料無料）
　・当日、運営や売店をお手伝いいただけるボランティア
●問／遊佐町商工会　☎72-４４22

鳥海ツーデーマーチ　売店出店者募集第46回町民盆踊り大会

はじめよう！ウォ
ーキング

●期日／₉月₅日㈯〜₆日㈰（雨もまた自然）
●スタート／町民体育館前広場
●参加料／町民一般１，０００円（高校生以下　無料）
※町内に就職されている方は、町内扱いとなります。
※児童・生徒および同伴の先生方も無料です。
※１日、₂日参加とも同額です。なお、参加取り消

しによる返金は行いませんのでご了承ください。
●申込締切／大会・ウオーカーのつどい参加、弁当

の申込み…₈月１４日㈮まで
※ただし、大会誌への氏名掲載（希望者）は₇月３１

日㈮必着分までとなります。

　₆月26日から販売を開始した、2０％もお得な「遊佐町
プレミアム商品券」を好評発売中です。
　同商品券は、１8歳以上の町民の方、町外にお住いの
町内事業所に勤務している方がお一人₂万円（一世帯
₅万円）までお買い求めいただけます。引き続き販売
しておりますので、ぜひご購入ください。
●販売場所／遊佐町商工会（ゆざっとプラザ₂階）
●販売時間／平日の午前₉時〜午後₅時
●問／遊佐町商工会　☎72-４４22

遊佐町「いいモノえっぺだ市
プレミアム」を開催します！

　遊佐町商工会では、プレミアム商品券の販売に合わ
せ、町内のお店が工夫を凝らした税込み5００円、１，０００
円のお得な商品等を地域の皆さんに販売する「遊佐町
いいモノえっぺだ市プレミアム」を開催します。
　参加店は「いいモノえっぺだ市」ののぼりが目印で
す。チラシは、参加店のほか、役場または商工会にあ
ります。（商品は現金でもお求めいただけます）
●実施期間／₇月１7日㈮〜₈月₂日㈰
●問／遊佐町商工会　☎72-４４22

　近年県内でもマイマイガが大量発生する事例が報告
されています。成虫や卵塊の鱗毛により発疹や皮膚炎
を引き起こす場合がありますので注意してください。
●生態／
　・成虫は₇月下旬〜₈月下旬に発生し、₈月上中旬

にピークを迎えます。
　・大量発生すると雌成虫は照明に大量飛来し、近く

の電柱や壁などに産卵します。
　・一度の産卵で5００〜6００個の卵を産み付けます。産

卵後の成虫は飛翔しなくなります。
　・成虫の寿命は雌が１０日、雄が₆日ほどです。
●対策／
　・照明の消灯や、誘虫性が低いとされるナトリウム

灯やLEDへ交換する。
　・成虫に対しては、殺虫剤などで対処する。
　・卵塊に対しては、先が平らなものを使ってはがし

たり、ガンノズルなどで洗い落とすなどします。
なお、鱗毛が舞い上がることがありますのでマス
クやゴーグルをつけて作業してください。（卵塊
に対する殺虫剤の有効性は証明されていません。）

●問／地域生活課環境係　☎72-588１

マイマイガに注意しましょう

●問・申込み／奥の細道鳥海ツーデーマーチ事務局
　　　　　　　（生涯学習センター内）
　　　　　　　☎72-４１１４　FAX7１-１222
　参加要項について、詳しくは7月1日号広報折込チ
ラシをご覧ください。

好評受付中‼

皆様の

参加を

お待ち
して

おりま
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　☎72-5885

　平成27年₇月３１日㈮は固定資産税、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。通知
書の発送は₇月１5日を予定しておりますので、内容ご
確認のうえ、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／₇月３１日㈮
　　　　固定資産税　　　　　　　₂期
　　　　国民健康保険税　　　　　１期
　　　　介護保険料　　　　　　　１期
　　　　後期高齢者医療保険料　　１期
●問／町民課納税係　☎72－5４１１

町税等納期のお知らせ
　小中学校の夏休み中のスクールバスの運行は、下記
時刻のみとなります。
●期間／₇月27日㈪〜₈月17日㈪
　（₈月12日〜14日の₃日間は全便運休）
※₈月18日以降は通常運行へ戻ります。
●運行時刻／朝₇時便および昼12時便
　（稲川線は運行しません。）
※詳細な運行時刻については、広報ゆざ₃月１日号に

折込の時刻表をご覧ください。遊佐町ホームページ
にも掲載しております。

●問／教育課総務学事係　☎72－589１

夏休み中のバス運行

介護保険制度が一部改正されます
　平成27年度の介護保険制度改正により、介護保険
サービスおよび利用者負担が以下のように変更され
ます。
 平成27年₄月₁日〜
●特別養護老人ホームの入所／
　在宅での生活が困難な要介護者を支える施設として
の機能に重点をおくため、入所要件が変更されています。
　○変更前：要介護₁以上の方
　○変更後：要介護₃以上の方
※やむを得ない事情により町から認められた場合は、

特例的に入所できます。

 平成27年₈月₁日〜

●補足給付決定の基準／
　所得が低い要介護者が施設サービスなどを利用す
る際の補足給付（食費・居住費の負担軽減のための
給付）に関し、以下の状況もふまえて給付の決定が
行われます。
　○変更前：本人の所得のみ
　○変更後：本人の所得に加えて「配偶者の所得」、

「預貯金等の資産」および「非課税年金（遺族
年金・障害年金）」

※非課税年金の勘案は平成28年₈月から施行予定

●高額介護サービス費の限度額／
　医療保険の「現役並み所得」に相当する方のみ、
月額上限額が37,200円から44,400円へ引き上げられ
ます。
※高額介護サービス費…同月内における介護保険サ

ービス利用料の自己負担額が月額上限額を超えた
とき、超過分として払い戻される金額のこと

　現役並み所得…課税所得145万円以上で、年収が
520万円（単身で383万円）以上の方

●問／健康福祉課介護保険係　☎28－825１

※介護保険負担割合証の交付について
　要介護等の認定を受けている方へ
　平成２７年₈月₁日までに郵送にて交付します。
　（新規に介護保険の認定を受ける方について

は、認定決定時に交付します。）
※一度交付された場合であっても、世帯の所得

状況等の変更により、負担割合が変更になっ
た場合は、負担割合証が再交付される場合が
あります。

※介護保険負担限度額認定証の送付について
　例年₇月中に交付されておりました負担限度

額認定証については、今般の制度改正に伴い、
₈月₁日以降の交付予定となります。

●介護保険サービスの自己負担割合／
　所得により自己負担割合が変わります。

　○変更前：₁割
　○変更後：合計所得金額が160万円以上の方（※）…₂割
　　それ以外の方…1割
　（※）本人の合計所得金額が160万円以上で「年金

収入＋その他の合計所得金額」が単身の場合は
280万円以上、₂人以上世帯の場合は346万円以上。

　ただし、₂割負担の対象者であっても、月額の利
用者負担上限（高額介護サービス費）があります
ので、必ずしも全員の負担が₂倍になるわけでは
ありません。
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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

　生涯学習センターホールの音響・照明装置の操作方
法を取得し、ホール操作のスタッフとしてご協力いた
だける方を募集します。
●日時／₇月26日㈰　午後１時〜₄時
●場所／生涯学習センターホール
●内容／音響・照明機材の講習と実技
※講座終了後、₂回以上の実技実践を経験した方に、
「ホール操作許可証」を交付します。その後、操作
スタッフとしてご協力いただきます。

●問・申込み／₇月2３日㈭まで生涯学習センターへ
　☎72－22３6

第2３回遊佐町音楽祭

　町内の音楽愛好家の皆さんによる祭典が今年も開催
されます。今回は、東京都豊島区の子ども合唱団を迎
え、盛大に行われます。ぜひご来場ください。
●日時／₈月₉日㈰　午後１時３０分開演（開演１時）
●場所／生涯学習センターホール
●料金／無料
●出演団体／豊島区子ども合唱団、遊佐筝曲会（筝）、

歌声クラブ土曜会、スマイルキッズ、大正琴の会、
ギターアカデミー、ユザ・ブルーム・ジュニア、グ
ランパーズ、遊佐中学校吹奏楽部、遊佐混声合唱団、
佐々木昭一（ハーモニカ）、コンノフミヤ、合同演奏

※出演団体は変更になる場合があります。ご了承ください。
●問／生涯学習センター　☎72-22３6

　「緑の募金」を活用した、町内の緑化推進事業を募
集します。学校、公民館、公園などの公共施設で、緑
を増やして整備したいところがありましたら、担当ま
でご相談ください。緑に囲まれた憩いの場所をみんな
でつくりませんか？
●平成２6年度実施事業／遊佐中学校花壇の整備植栽緑

化事業、高瀬地区緑化推進事業、町立図書館案内看
板下植栽工事

●問／産業課水産林業係　☎72-４52１

遊佐町緑化推進事業を募集します

ホール操作員養成講座
受講生募集

遊佐町職員採用資格試験

※上記の受験資格のほか、住所要件として、平成２７年₇月₁日現在で遊佐町に住所を有する者、または就学等
のため町外に居住している場合は父母等が町内に住所を有する者。性別不問。

●申込方法／申込用紙に必要事項を記入のうえ、遊佐町役場総務課に提出してください（郵送可）。
●申込用紙の請求／・申込書は総務課総務係で配布します。
　　　　　　　　　・郵送で請求する場合は、封筒の表に「職員試験申込書請求（上級または初級行政・初級
　　　　　　　　　　保育士）」と朱書きし、120円分の切手を貼った宛先（住所・氏名・郵便番号）明記の返
　　　　　　　　　　信用封筒（角型2号）を同封してください。
　　　　　　　　　・役場ホームページ（http://town.yuza.yamagata.jp/)からもダウンロードできます。
●申込期間／　　　₇月２１日㈫〜₈月１４日㈮　（当日消印有効）
●採用試験／　　　【1次試験】教養試験（上級：大学卒業程度、初級：高校卒業程度）、適応性検査
　　　　　　　　　・上級、初級（保育士も含む）ともに専門試験は実施しません。
　　　　　　　　　・試験日／₉月２０日㈰　（合格発表10月中旬）
　　　　　　　　　・場所／庄内町役場西庁舎
　　　　　　　　　【2次試験】作文試験・面接試験
　　　　　　　　　試験日／10月下旬　（合格発表11月上旬）
●問・申込み／総務課総務係　☎７２-588０　〒999-83０１ 飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴211

職種 採用予定人員 受験資格

上級 行政 若干名
①昭和61年₄月₂日から平成₆年₄月１日までに生まれた者【満22歳以上30歳未満】
　で、大学を卒業した者又は平成28年₃月31日までに卒業見込みの者
②平成₆年₄月₂日以降に生まれた者で、大学（短期大学を除く）を卒業した者、
　又は、平成28年₃月までに卒業見込みの者

初級
行政 若干名 ①高校卒業程度の学力を有する者（大卒者及び大学卒業見込みの者を除く）

②昭和61年₄月₂日から平成10年₄月１日までに生まれた者【満18歳以上30歳未満】

保育士 若干名
①高校卒業程度の学力を有する者
②昭和61年₄月₂日から平成₈年₄月１日までに生まれた者【満20歳以上30歳未満】
③保育士免許を取得しているか、平成28年₃月までに取得見込みの者

遊佐中学校での事業の様子
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　地域の自然・歴史・文化等に関する学習に適した自
作教材を募集します。
●公募部門／学校教育、社会教育、児童生徒作品（₃

部門）
●種別／スライド、ビデオ、紙しばい、コンピュータ・

ソフト等
●作品内容／
　⑴学校教育及び社会教育において教材として活用で

きるもの
　⑵山形県の自然、歴史、風土、伝説、文学、文化財、

産業等に関するもの
　⑶生涯学習活動及び生涯学習地域実践活動に関する

もの
●応募期間／12月11日㈮〜12月21日㈪
●入賞発表／平成28年₁月下旬に山形県ホームページ

上で行います。　   
●賞／部門ごとに最優秀･優秀あわせて₈点以内（た

だし最優秀は₃点以内）､ 入選若干。
●表彰式・発表会／平成28年₂月11日（木・祝）　遊学館にて
●問／庄内教育事務所社会教育課　☎０2３5-68-１98３　

FAX０2３5-66-３０１5

第64回山形県自作視聴覚教材コンクール

●日時／₇月19日㈰　正午〜午後₂時（開場　午前11時）
●会場／県立遊佐高等学校体育館（上履きをご持参く

ださい）
●入場料／無料
●問／ＹＵＺA ＧALA実行委員会事務局（遊佐高内）

☎72-３４2３または帯谷☎０9０-622１-１8３０

第₇回　男子新体操演技会
ＹＵＺＡ　 ＧＡ　ＬＡ　2015

　遊佐町の特産品を販売する「遊佐町特産品フェア」を
ショッピングセンターエルパ内で開催します。1,000円
以上お買い上げごとに空くじなしの抽選もあります！
●日時／₈月₂日㈰　午前10時〜午後₆時
●場所／ショッピングセンターエルパ内
●問／遊佐町優良特産品推進部会　☎・FAX72-３966

特産品フェアを開催します！

●日時／₇月23日㈭　午後₄時30分〜₇時30分
●場所／吹浦荘玄関前（雨天：体育館）
●内容／模擬店、アトラクション、盆踊りなど
●問／吹浦荘　☎76-25１6　担当　阿部 隆

吹浦荘夏祭り

　母子・父子家庭の小中学生を対象に、夏休みの宿題
を午前中に集中して行うことを目的として開催します。
●期間／₇月27日㈪〜₈月₂日㈰　※₇日間
●時間／午前₉時〜11時30分
●場所／生涯学習センター
●問／社会福祉協議会　☎72－４7１5

遊佐町白ゆり会
夏休み無料学習塾

　₇月27日から₈月₂日は「肝臓週間」、₇月28日は『日
本肝炎デー』です。
　ウィルス性肝炎は国内最大の感染症と言われ、日本
人の約100人に一人が感染していると推計されていま
す。Ｂ型肝炎やＣ型肝炎は、本人が気づかないまま感
染していることが多く、注意が必要です。また、感染
したまま放っておくと、肝硬変・肝細胞がんに進行す
る恐れがあります。
　肝炎ウィルスに感染しているかどうかは、血液検査
で調べることができます。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いただき、
検査を受けてくださいますようお願いします。
　なお、通常検査は毎週火曜日₉時30分〜正午に行っ
ています。電話での事前予約が必要です。
●日時／₇月28日㈫　午前₉時30分〜午後₈時
※午前₉時30分〜正午まではB型･C型ウイルス性肝炎

を含め、HIV検査、性器クラミジア検査も行います。
※匿名･無料で検査できます。
●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／庄内保健所
　☎０2３5-66-４92０（担当直通）

『肝臓週間』『日本肝炎デー』に伴う
肝炎ウイルス夜間検査

鳥海イヌワシみらい館　開館15周年
夏休み特別企画展示「イヌワシのみらい　わたしたちのみらい」

　「みらい」をテーマに様々な展示物から、イヌワシ
と私たちの今と未来を考えます。
●日時／₇月18日㈯〜₈月31日㈪
　午前₉時〜午後₄時30分
●場所／鳥海イヌワシみらい館（猛禽類保護センター）
●入館料／無料
●問／鳥海イヌワシみらい館　☎6４-４68１
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国指定重要無形民俗文化財
「杉沢比山　仕組」バスツアー

酒田地区広域行政組合消防職員採用試験

　夕刻から舞われる杉沢比山が、幽玄の世界にお誘いします。
●日時／₈月₆日㈭
　　　　午後₃時３０分遊佐駅集合、午後₉時解散予定
●内容／ゆざ湧水散歩コース散策（徒歩）、大物忌神社蕨

岡口之宮見学、夕食（華み寿喜）、「杉沢比山　仕組」鑑賞
※天候等により内容を一部変更する場合がございます。
●参加費／一人３，０００円（バス代、昼食、ガイド、保険料含む）
●募集人数／３０人（最少催行人数15人）
※定員になり次第締切
●申込み締切／₇月３０日㈭
●問・申込み／NPO法人遊佐鳥海観光協会　☎72-5666

●職種・採用予定人数／
　①消防Ａ（大学卒業程度）：₇人程度
　②消防Ｂ（高校卒業程度）：₇人程度
●受験資格／①昭和6１年₄月₂日から平成₆年₄月１

日までに生れた方、または平成₆年₄月₂日以降に
生れた方で、大学（短期大学を除く）を卒業した方
又は大学を平成28年３月までに卒業見込みの方

　②平成₆年₄月₂日から平成１０年₄月１日までに生
れた方。ただし、大学（短期大学を除く）を卒業し
た方又は大学を平成28年₃月までに卒業見込みの方
は受験できません。

※全区分共通
①平成28年₄月１日以降、酒田地区広域行政組合管内
（酒田市、庄内町、遊佐町）に居住できる方

②視力は両眼で0.7以上、かつ片方の眼でそれぞれ0.3
以上あり（矯正視力を含む）、色覚は赤色、青色及
び黄色の色彩が識別できる方。聴力は左右とも正常
で、心身ともに健康な方

●試験日／【１次試験】₉月2０日㈰
　　　　　【₂次試験】１０月下旬
●受付期間／₇月2１日㈫〜₈月１４日㈮（必着）
　午前₈時３０分〜午後₅時１5分（土曜・日曜日を除く）
●申込み方法／受験申込書に必要事項を記入し、写真

を受験申込書と受験票に貼り、下記問い合わせ先ま
で郵送または持参

※受験申込書は消防本部予防課総務係、消防署各分署、
遊佐町総務課にあります。また、酒田市のホームペー
ジからもダウンロードできます。

※申込書の郵送を希望する場合は、宛先を明記し、１2０
円切手を貼った角形₂号（Ａ₄判が折らずに入る大
きさ）の返信用封筒を同封して請求してください。

●問・申込み／酒田地区広域行政組合 消防本部予防課 
総務係〒999-67１１　酒田市飛鳥字契約場30　☎6１-7１１9

地方独立行政法人山形県・
酒田市病院機構　職員採用試験

●募集職種・採用予定人数／①臨床検査技師₂人②理
学療法士₅名程度③作業療法士₃名程度④言語聴覚
士若干名

●受験資格／昭和56年₄月₂日以降に生まれた方で、
職種に応じ以下の免許を有する方、または平成28年
₅月末までに取得する見込みの方

　①臨床検査技師免許②理学療法士免許③作業療法士
免許④言語聴覚士免許

●試験日／【一次試験】₉月₅日㈯ 【二次試験】₉月
26日㈯　※①〜④共通

●採用時期／平成28年₄月
●勤務地／日本海総合病院または酒田医療センターの

いずれか
●申込み方法／₈月21日㈮までの午前₈時30分〜午後

₅時15分（土曜・日曜、祝日を除く）に日本海総合
病院総務課へ郵送または持参

※試験等についての詳細は受験案内（受験申込書付き）
をご覧ください。

※受験案内は日本海総合病院および酒田医療センター
にあるほか、同病院機構ホームページからもダウン
ロードできます。

●問／地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構　法
人管理部総務課　☎26-2００１

自 衛 官 募 集
【一般曹候補生】
●対象／１8歳以上27歳未満の男女（28年₄月１日現在）
●受付／₉月₈日㈫まで
●試験／（１次）₉月１8日㈮または１9日㈯
　　　　（₂次）１０月₈日㈭〜１４日㈬（いずれか１日）
●入隊／平成28年₄月上旬
●採用数／約４，5００名（全国）
●待遇／入隊後₂年₉か月経過以降、選考により₃等

陸海空曹へ就任
【航空学生】
●対象／１8歳以上2１歳未満の男女（平成28年₄月１日現在）
●受付／₉月₈日㈫まで
●試験／（１次）₉月2３日（水・祝）
　　　　（₂次）１０月１7日㈯〜22日㈭（いずれか１日）
　　　　（₃次）１１月中旬〜１2月初旬
●入隊／平成28年₄月上旬
●採用数／約１2０名（全国）
●待遇／航空機パイロットとして勤務（幹部自衛官）
●問／自衛隊酒田地域事務所　☎27－３5３2



お し ら せ 号
（7）

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

広
告

なんでも労働相談ダイヤル
●相談期間／₇月2４日㈮　午前１０時〜午後₆時
●相談電話／☎2４-55０5
●相談方法／相談者が電話で相談（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　☎2４-55０5

生活なんでも相談ダイヤル

●相談期間／₇月３０日㈭〜₈月１日㈯　※₃日間
　　　　　　午前１０時〜午後₅時
●相談内容／生活に関することならなんでも（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）
で相談してください。

●相談電話／　☎０１2０-３9-6０29
●相談費用／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　☎０１2０-３9-6０29

夏休み親子科学教室
＝庄内浜にいる小魚の種類しらべと海藻おしばづくり＝

●日時／₈月₄日㈫　午前₉時〜正午
●場所／山形県水産試験場（鶴岡市加茂字大崩594）
●対象／小学生親子　
●内容／最上丸（調査船）が採集した小魚の種類を調

べます。また、加茂の海岸で海藻を採集し、おしば
をつくります。おしばはラミネート加工して、後日
お送りする予定です。

●費用／一人１００円（保険料）
●定員／親子10組
●持ち物／ノート、筆記用具、海岸で海藻を採集すると

きの濡れてもいい服装、　運動靴（岩場のため、サン
ダルは不可）、軍手、着替え、タオル、帽子、飲みもの

●申込み締切／₇月30日㈭　※先着順
●その他／託児所の準備はありません。
●問・申込み／山形県水産試験場　☎０2３5-３３-３１5０

アロハベアの夏休み
～ハワイアンな柄の生地を使った動物たちの展示～

　酒田市出身のアロハベア作家、ＭAＫIさんの個展を
開催します。展示期間中は体験教室も行います。
●期間／₇月2４日㈮〜₈月₅日㈬　午前₆時〜午後₆時
　（最終日は午後₃時まで）
●場所／庄内空港₃階多目的展示ギャラリー
●入場料／無料
※体験教室「はぎれちゃんを作ろう」
　ハワイアンな柄の生地で動物を作ります。うさぎ・

くま・ねこ・いぬ・パンダなど₉種類からお選びい
ただけます。

　◯日時／₇月26日㈰、₈月１日㈯、₈月₂日㈰
　　　　　午前１０時〜午後₄時（ご自由に参加できます。

　　　　制作時間約₂時間）
　◯場所／庄内空港₃階多目的展示ギャラリー
　◯参加費／2，5００円（講習費・キット代込み）
　◯人数／各回₆人（予約優先）
●問・申込み／庄内空港ビル株式会社総務企画部
　☎92-４１8１

県立庄内職業能力開発センター
オープンキャンパス

●日時／₇月26日㈰
　　　　①午前₉時30分〜11時30分
　　　　②午後₁時30分〜₃時30分
●場所／県立庄内職業能力開発センター
●内容／金属技術科に関する概要説明および施設内見

学、体験実習など
●対象／入校希望者（中学・高校在校者、求職者）
●参加費／無料
●問・申込み／電話にて県立庄内職業能力開発センターへ
　☎３１-27００

くらしの無料ナイター相談所（予約不要）
●日時／₇月2４日㈮　午後₅時３０分〜₈時
●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

制度の活用等
●費用／無料
●問／NPO法人ライフサポート庄内　佐藤
　☎０9０-79３０-３9０１



お し ら せ 号
（8）

めざそう　つなごう　語りあおう　鳥海山・飛島ジオパーク構想　● 問／企画課企画係　☎72-4523

◎企画課
●稲川まちづくりセンター外構工事
期　間　平27／6／1～平27／12／25　契約金額　21,600,000円
契約者　土門建設株式会社［その他の入札参加者］有限会社一道建設、
伊藤建設株式会社、協栄建設株式会社、株式会社斎藤工業、庄司建
設工業株式会社、株式会社髙橋工業所
●稲川まちづくりセンター施設等解体工事
期　間　平27／6／29～平27／8／28　契約金額　9,666,000円
契約者　土門建設株式会社［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、金子建業株式会社、協栄建設株式会社、
株式会社斎藤工業、庄司建設工業株式会社、株式会社髙橋工業所
◎地域生活課
●平成27年度平津配水池築造工事実施設計及び地質調査業務委託
期　間　平27／6／5～平28／1／29　契約金額　10,746,000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］新日本設計株式会社　庄内営業所、株式会社東洋設計事務所　
山形出張所、日本水工設計株式会社　山形事務所、山形設計株式会社
●平成27年度十日町地内配水管布設工事実施設計業務委託
期　間　平27／6／6～平27／10／30　契約金額 2,052,000円
契約者　有限会社安野測量事務所［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
●平成27年度野沢地内配水管布設替工事
期　間　平27／6／24～平27／10／16　契約金額　12,031,200円
契約者　協栄建設株式会社［その他の入札参加者］伊藤建設株式会社、
株式会社斎藤工業、庄司建設工業株式会社、株式会社髙橋工業所、土
門建設株式会社
●遊佐町道路標識点検業務委託
期　間　平27／6／23～平27／9／30　契約金額　1,782,000円
契約者　株式会社大和エンジニア［その他の入札参加者］株式会社石
川測量事務所、株式会社庄内測量設計舎、株式会社出羽測量設計、有
限会社安野測量事務所
●広畑橋架け替えに伴う道路及び橋梁詳細設計業務委託
期　間　平27／6／30～平27／12／25　契約金額　20,520,000円
契約者　株式会社復建技術コンサルタント　山形支店［その他の入札
参加者］国際航業株式会社　山形営業所、新日本設計株式会社　庄内
営業所、大日本コンサルタント株式会社　山形営業所、株式会社パス
コ　山形支店
●町道畑西線道路改良事業に伴う道路詳細設計業務委託
期　間　平27／6／25～平27／12／25　契約金額　11,232,000円
契約者　株式会社出羽測量設計［その他の入札参加者］株式会社石川
測量事務所、株式会社庄内測量設計舎、株式会社大和エンジニア、有
限会社安野測量事務所
●平成27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1）
期　間　平27／6／3～平27／9／30　契約金額　15,120,000円
契約者　敦井産業株式会社　酒田営業所［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、株式会社メカニック、
山形空調株式会社　酒田支店
◎健康福祉課
●遊佐保育園調理室増築工事実施設計及び工事監理業務委託
期　間　平27／6／18～平27／11／30　契約金額　756,000円
契約者　あべ建築設計事務所［その他の入札参加者］Mori設計
◎教育課
●遊佐中学校調理室改修工事
期　間　平27／6／9～平27／8／19　契約金額　11,772,000円
契約者　土門建設株式会社［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、金子建業株式会社、協栄建設株式会社、
株式会社斎藤工業、庄司建設工業株式会社、株式会社髙橋工業所
●遊佐町教職員住宅解体工事
期　間　平27／6／22～平27／7／22　契約金額　2,052,000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、
有限会社菅原建設
●小学校体育館照明器具落下防止装置設置工事
期　間　平27／7／1～平27／8／20　契約金額　8,370,000円
契約者　株式会社斎藤工業［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、金子建業株式会社、協栄建設株式会社、庄
司建設工業株式会社、株式会社髙橋工業所、土門建設株式会社
●遊佐小学校校地等整備工事
期　間　平27／7／3～平27／8／18　契約金額　7,452,000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、有限会社菅原建設
●高瀬小学校調理室搬入口風除室設置工事
期　間　平27／7／3～平27／8／17　契約金額　1,965,600円
契約者　有限会社石川工業［その他の入札参加者］有限会社石山工業、
有限会社菅原建設
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ほのぼの代行
職　　種 客車運転手
募集人員 １名（普通自動車₂種免許　必須）
年　　齢 不問
給　　与 歩合給（面接時に説明）

就業時間 午後₇時～午前₀時の₅時間程度　場合により延長あり
週₂～₃日

締　　切 決まり次第
選考方法 面接・履歴書　持参

問 ほのぼの代行　☎090-7561-1355（午後₇時以降）

入札結果6月分 ＊契約金額には、消費税が
含まれています。 がんばった人にマル

○₆月２０日㈯・２１日㈰
　第３０回アテネシールド争奪サッカー大会（₄年生以下）兼２０１５山形県
　U１０大会酒田地区予選
　　　　　　　　　第１位　遊佐サッカースポーツ少年団
○₆月２１日㈰　平成27年度中学校総合体育大会飽海地区予選

【陸上競技】
　１年男子100Ｍ　　第₃位　外崎　永人
　男子400Ｍ　　　　第₂位　鈴木　竣介
　男子800Ｍ　　　　第₂位　鈴木　竣介
　男子3000Ｍ　　　第₃位　土門　拓斗
　男子₄種競技　　第１位　菅原　賢人
　１年女子1500Ｍ　第１位　髙橋　　季
　女子800Ｍ　　　　第１位　小野　真優
　女子走幅跳　　　第１位　本間　龍海
　女子400Ｍリレー　第₂位　遊佐中　※以上県大会出場

【野球】　　　　　　第₂位　※県大会出場
【男子バスケットボール】第₂位
【女子バスケットボール】第₃位
【ソフトテニス】
　女子団体　　　　第１位　※県大会出場
　男子団体　　　　第₃位
　男子個人　　　　第₂位　井上　大空・佐藤裕次郎ペア
　　　　　　　　　　　　　※県大会出場
　女子個人　　　　第₃位　河野　七海・小鷹　周子ペア
　　　　　　　　　　　　　※県大会出場　

【剣道】
　男子団体　　　　第１位
　女子団体　　　　第１位
　男子個人　　　　第１位　　齋藤　瑞貴
　　　　　　　　　ベスト₈　髙橋　亨修
　女子個人　　　　第１位　　阿部　琴乃
　　　　　　　　　第₂位　　齋藤奈々子
　　　　　　　　　第₃位　　菅原　　萌
　　　　　　　　　ベスト₈　髙橋　京花
　　　　　　　　　　　　　※以上県大会出場

【柔道】
　男子団体　　　　第１位　※県大会出場
　女子団体　　　　第１位　※県大会出場
　男子55Kg級　　　第₂位　斎藤　和輝
　男子60Kg級　　　第１位　佐藤　京平　※県大会出場
　男子66Kg級　　　第１位　髙野圭一郎　※県大会出場
　男子73Kg級　　　第₃位　佐藤　智哉、菅原　翔太
　男子81Kg級　　　第１位　土井　信吾　※県大会出場
　男子90Kg超級　　第１位　池田　謙心　※県大会出場
　女子48Kg級　　　第１位　藤原　美結　※県大会出場
　女子57Kg級　　　第１位　遠田　麻衣　※県大会出場
　女子63Kg級　　　第₂位　髙橋しずく
　女子70Kg超級　　第１位　土門　希紀　※県大会出場

【水泳】
　女子50M自由形　 第₄位　菅原　　希
　女子100M自由形　第₃位　菅原　　希
　女子100Mバタフライ　第₂位　菅原　梨沙
　女子200Mバタフライ　第₂位　菅原　梨沙
　女子400M自由形　第１位　大塲　妃優（大会新）
　女子800M自由形　第１位　大塲　妃優（大会新）
　女子メドレーリレー　第₃位
　女子400Mリレー　第₄位 ※以上県大会出場
○₆月２７日㈯・２８日㈰
　第１１回村山ライオンズクラブ徳内杯少年サッカー大会
　U-１０の部　　　  第１位　遊佐サッカースポーツ少年団

▪雇用の広場 遊佐町総合交流促進施設株式会社
募集職種 調理補助
募集人員 若干名
就業施設 遊楽里
雇用期間 採用日～平成28年₃月31日（更新あり）
待　　遇 会社規定に基づきます
就業時間 時間パート　₁日₄～₈時間勤務

選考方法 履歴書（写真貼付）を遊楽里まで提出してください。
履歴書選考のうえ、本人に連絡します

応募締切 ₇月31日㈮
問 鳥海温泉遊楽里　☎77-3711


