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道の駅 鳥海

元祖とび魚ラーメンのお店

8:30～18:00
（産直9:00～17:30）171－7222

177－3330 9:00～17:30営業
時間

営業
時間
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250円
えごまフランス
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350円
遊佐産野菜の
キッシュ

500円庄内産豚の焼肉丼
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行楽シーズン到来！食欲の秋にぴったりなふらっとメニュー♪
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この他、惣菜パンも充実♪

「じゃらん」

10月号に

掲載されました たこ飯や鮭の昆布巻入り！たこ飯や鮭の昆布巻入り！
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9月・10月
土・日・祝日
限定販売

9月・10月
土・日・祝日
限定販売

9月・10月・11月
土・日・祝日限定販売
9月・10月・11月

土・日・祝日限定販売

日帰りプラン日帰りプラン日帰りプラン日帰りプラン日帰りプラン

222,,,9809809802,9802,980 込）（税込）（税込）

お　一　人　様

入浴＋食事＋
個室休憩

¡送迎有り
　（5名以上）
¡2名以上からの
　ご利用となります

9：00～16：00

1090-2607-2326
遊佐町吹浦字鳥海山１
（鳥海ブルーライン四合目）

国民宿舎

円円円円

大平山荘

　日本海国土軸の根幹をなす日本海沿岸東北自動車道は、新潟・青森間を結ぶ重要な高速道路です。昨年、

遊佐～象潟間17㎞が国の直轄事業として事業化が図られることとなり、日沿道の全線開通へ向け大きく前進

しました。

　今後、山形・秋田県境区間のさらなる整備促進のための要望活動を強力に取り組み、遊佐～象潟間の早期

着手、建設促進により高速道路ネットワークの形成を目指すものです。

　その一環として、酒田市、遊佐町、にかほ市、由利本荘市および秋田市の４市１町で組織する日沿道山

形・秋田県境区間建設促進期成同盟会において、建設促進大会を開催します。

実
・
施
・
内
・
容

■開　　会
■会長挨拶　にかほ市長　横山　忠長
■来賓祝辞　国会議員、両県知事、両県議会代表
■基調講演

　講師●落語家（秋田県住みます芸人）
　　　　桂　  三

さ ん

　若
じゃく

　氏

「笑売繁盛、福を呼び込む法
　～日沿道開通に向けて！～ 」演 題

■意見発表
　にかほ市旅館ホテル業組合
　　組合長　　武田　信二　氏
　NPO法人極楽鳥海人
　　理事長　　太田　　薫　氏
■大会決議
　一般社団法人酒田観光物産協会
　　参　与　　結城　眞理　氏
■閉　　会

●—／企画課企画係　172－4523	

平成26年９月28日㈰ 午後１時30分〜４時
会 場　 にかほ市 象潟シーサイドホテル（秋田県にかほ市象潟町字琴和喜58−23）

日本海沿岸東北自動車道
山形・秋田県境区間建設促進大会
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　予防接種法施行令の一部が改正され、10月より下記
の予防接種が定期予防接種となります。
	水痘（みずぼうそう）ワクチン予防接種…Ａ類疾病
●対象者／生後12月から生後36月に至るまでの間にある方。
※但し、既に水痘にり患した方は対象外となります。
●接種方法／３か月以上の間隔をおいて、２回皮下に
接種します。
※任意接種としてすでに水痘ワクチンの接種を受けた
方は、接種した回数分を含めて２回接種となります。
※経過措置として平成26年度に限り、生後36月に至っ
た日の翌日から生後60月に至るまでの間にある方で、
水痘にり患したことがなく、接種も受けたことのな
い方についても対象とします。（接種回数１回）
※開始前に、対象の方には通知いたします。
	高齢者肺炎球菌（23価）予防接種…Ｂ類疾病
●対象者／平成26年度～平成30年度までの経過措置：
当該年度に65、70、75、80、85、90、95、100歳となる方

※すでに肺炎球菌ワクチンを接種された方は除きます。
　この年齢以外の方は、今まで通り任意の予防接種と
なります。
●接種方法／１回（筋肉内又は皮下注射）
●助成金額／4,000円
※対象の方には、通知いたします。
●—／健康福祉課健康支援係　☎72－4111

　９月30日㈫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／９月30日㈫　国民健康保険税　　　　３期
　　　　　　　　　　介護保険料　　　　　　３期
　　　　　　　　　　後期高齢者医療保険料　３期
●—／町民課納税係　☎72－5411

町税等納期のお知らせ

　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
７月に75歳、８月に65歳になられた皆様へ、９月16日
付で納入通知書を発送します。内容をご確認のうえ、
納め忘れのないようお願いいたします。
●送付物／７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
　　　　　８月に65歳になられた方…介護保険料の納入通知書
●納付日／９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。
●—／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

75歳、65歳になられた皆様へ

　平成27年度固定資産評価替えに向け、道路状況など
について、身分証明書を携帯した調査員が現地調査を
行います。調査地によっては、敷地内に立ち入りさせ
ていただく場合や、敷地の形状確認のため写真撮影を
行う場合がありますので、ご理解とご協力をお願いい
たします。
●調査期間／９月中旬～12月中旬
●調査員／㈲植松不動産鑑定事務所　☎23－1260
●—／町民課課税係　☎72－5412

固定資産評価替えのための
現地調査にご協力ください

　10月１日㈬より、「庄内ナンバー」の検査事務（新
規検査、名義・住所変更、廃車等の諸手続き）に関す
る問い合わせ先が変更となります。９月30日までは軽
自動車検査協会山形事務所庄内支所にて対応しており
ますが、10月１日以降は軽自動車検査協会コールセン
ター庄内支所が対応いたします。問い合わせの際は、
ご注意ください。
（９月30日まで）0235－68－1350
（10月１日から）050－3816－1836
●—／町民課課税係　☎72－5876

軽自動車検査協会への
問い合わせ先が変わります

平成26年10月からの
定期予防接種のお知らせ

　日本の結核の現状は、罹患率、死亡率とも先進
諸国の中で最も高い状況にあります。
　近年は、結核患者の高齢化や医療機関・学校・
事業所・老人保健施設などでの集団感染、結核薬
が効かない多剤耐性結核菌の問題などがあげられ、
結核は今なお、我が国最大の感染症となっていま
す。一人一人が結核についての正しい知識をもつ
ことが大切です。
◎結核に感染しないために
・睡眠、栄養は十分とり、規則正しい生活で疲れを
ためないこと。（免疫力が落ちると、感染しやすく
なります）
・65歳以上の方は、年１回は健診を受けましょう。
（胸のレントゲン検査）
・せき、たん、微熱、からだのだるさなどのかぜの症
状が治らない時は早めに受診を。（初期症状は風
邪に似ています）
・乳児のBCG接種は、生後５か月～８か月の間に
受けましょう。
●—／健康福祉課健康支援係　☎72－4111

９月24日〜30日は結核予防週間です
「長引くせきは“風邪”…“結核”かも!?」
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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。　●—／産業課商工振興係　172－4522

　浄化槽の維持管理は、定期的な保守点検及び清掃と
は別に、年１回の「法定検査」を受けることが法律で
義務付けられています。
　法定検査は、保守点検、清掃が適正に行われ、浄化
槽が正しく機能しているかどうかを判定するものです。
たとえ浄化槽保守点検業者と委託契約していても、指
定検査機関による法定検査を受けなければなりません。
生活環境の保全、公衆衛生の向上のために積極的な受
検をお願いします。
※法定検査：浄化槽法第７条及び第11条に基づく、法
　　　　　　律で定められた検査です。
●法定検査手数料／
・使用開始後の水質検査（７条検査）　8,000円
・毎年１回の定期検査（11条検査）
　20人槽以下　5,000円、21人～100人槽以下　6,000円
　101人槽以上　7,000円
●—／県指定検査機関　公益社団法人山形県水質保全
　　　協会　☎0237－48－2469
　　　地域生活課下水道係　☎72－5894

　NHK大河ドラマ『龍馬伝』をはじめ、『HERO』『海猿』

『ガリレオ』など数多くのヒット作品を手がける脚本家

福田靖さんの講演会を開催します。

●日時／９月20日㈯　午後２時30分～４時

　　　　　　　　　（開場午後２時）

●会場／遊佐町生涯学習センターホール

※無料託児所を開設しますので事前にお申込みください。

●テーマ／エンタテイメントの創造～作品に込めた想い～

●チケット取扱場所／

【遊佐町】遊佐町生涯学習センター　町立図書館

　　　　　各地区まちづくりセンター　ブックスほんま

【酒田市】みずほ八文字屋　マリーン５清水屋

【鶴岡市】八文字屋ヱビスヤ店

【にかほ市】育英書店象潟店

●料金／一般：500円、高校生以下：無料（中学生、

高校生は制服着用、または学生証をご提示ください）

＜全席自由＞

●—／遊佐町生涯学習センター　☎72－2236				

●日時／10月12日㈰　午後１時30分～４時30分

●場所／しらい自然館（体育館）

●会費／前売り券：1,000円　当日券：1,300円

●—／タカハシダンスクラブ　☎76－2543

☆収益は遊佐町社会福祉協議会に寄付します。

　河川公園の水路に200匹の鮭を放流し、鮭をつかま

える体験イベントです。つかみどりの前売り券を９月

16日㈫より販売開始します。無くなり次第終了となり

ますのでお早めにお買い求めください。

●日時／10月26日㈰＜小雨決行＞

●時間／当日券受付、前売券引換　午前９時30分～

　　　　イベント　午前10時30分～午後１時30分

●場所／月光川河川公園内水路（遊佐中学校裏）

●内容／鮭のつかみどり、大抽選会、鮭と触れ合いコ

ーナー（小学生未満対象）

●チケット／

前売券：１枚1,000円、当日券：１枚1,200円

どちらも鮭のつかみどり参加券・お買いもの券（300円）、

抽選券付き

●チケット販売所／観光協会、道の駅鳥海「ふらっと」

●—／NPO法人遊佐鳥海観光協会　☎72－5666

浄化槽の法定検査を受けましょう

●募集期間／10月10日㈮まで
※農協又は米穀集荷業者等を通じて申請する場合は、
各団体の締切日をご確認ください。
●提出先／産業課農業振興係
●認定要件／栽培面積や栽培方法、販売方法等の要件
を満たす必要があります。　　　
●—／庄内総合支庁農業技術普及課　☎0235－64－2103
　　　遊佐町産業課農業振興係　☎72－5882

平成27年産「つや姫」生産者募集

　身近な未利用エネルギーとして、地域資源の活用や
暮らしの中に取り入れることができる自然エネルギー
について関心が高まっています。エネルギーの地産地
消をめざし、様々な事例を通して、子供たちに安心し
てつなげる未来の地域づくりについて学びます。
●日時／10月11日㈯　午後１時30分～３時30分
●会場／遊佐町生涯学習センター　２階　大会議室
●内容／
　講演会　「町民みんなで取り組む遊佐町の自然エネルギー」
　　　　　〜資源もお金も地域で回す自然エネルギー〜
　講　師　東北芸術工科大学教授　三浦　秀一	氏
　　　　（やまがた自然エネルギーネットワーク代表）
●申込み締切／10月６日㈪
　どなたでも御参加いただけます。入場無料
●—・申込み／地域生活課環境係　☎72－5881

『みんなで取り組もう！自然エネルギーで
地域づくりを考える』エネルギー研修会in遊佐

遊佐町合併60周年記念事業
福田　靖 講演会

遊佐町合併60周年記念事業協賛
第26回チャリティダンスパーティ

鮭のつかみどり大会
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　秋の交通安全運動の取り組みとして、交通安全の夜

光反射材の効果をみなさんから見ていただくための実

験教室を開催します。興味のある方はお気軽に見学に

きてください。

●日時／９月24日㈬　午後６時30分～７時30分

●場所／遊佐町役場東側駐車場（遊佐交番裏）

●実施内容／

⑴カラーコーンを使用した夜間における色の見え方実験

⑵幻惑、蒸発現象

⑶駐車車両脇を通過する際の危険性

⑷夜光反射材の効果実験

　・歩行者の場合（たすき型・腕巻型・傘など）

　・自転車の場合（リフレクター・反射シールなど）

●—／酒田警察署交通課　☎23－0110（代表）

　町民の皆様の地震対策を支援するために、木造住宅

の耐震診断に対し費用の一部を助成します。

　地震への対策をするには、自らの地震リスクをあら

かじめ知っておくことが大切です。愛着のある我が家

で安心して暮すために耐震診断をおすすめします。

●対象住宅／

　次の要件を満たす町内の木造住宅が対象となります。

　①昭和56年５月31日以前に着工された一戸建て

　②在来軸組構法で２階以下、床面積が500㎡以下

　③延べ床面積の２分の１以上が自己居住用

●診断費用／個人負担6,000円

　※診断費用６万円のうち５万４千円を助成します。

●募集戸数／限定５戸

　※募集戸数に達し次第、受付を終了します。

●—・申込み／地域生活課管理係　☎72－5883

夜光反射材効果実験教室 耐震診断は地震対策の第一歩！
木造住宅耐震診断士派遣事業

住宅建設、取得に支援金を交付します
①持家住宅リフォーム支援金 ④定住賃貸住宅建設支援金

⑤住宅リフォーム資金利子補給制度

②定住住宅建設支援金

③定住住宅取得支援金

●対象／遊佐町内の業者（太陽光発電設置工事の場

合は県内業者）と契約し、修繕、増改築、新築

（附属建物のみ）などの工事をする場合

●交付額／対象工事費の10％（上限100万円）

※耐震改修工事は、交付対象工事費の50％（ただし、

120万円を上限とします。）

●対象／賃貸住宅（アパート、マンション等）を建

設する場合

●交付額／入居戸数１戸当り120万円

　　　　（上限1,000万円）

●対象／金融機関に資金を借りて建物を新築、増改

築、修繕などを行う場合

●利子補給額／年２．５％以内

●返済期間／７年以内

●対象／住宅を新築する場合

●交付額／対象工事費の10％（上限100万円）

（町内在住の満40歳未満の方、町外の方が町内定住

のために工事を行う場合は上限120万円）

●対象／中古・建売住宅を取得する場合

●交付額／対象取得費の10％（上限100万円）

（町内在住の満40歳未満の方、町外の方が町内定住

のために取得する場合は上限120万円）

　平成26年度遊佐町では住宅建設、リフォーム、下水道接続、中古・建売住宅取得、賃貸住宅建設に関して

次の支援事業を行っています。

※工事着工前に余裕をもって申請してください。

※詳細は下記に問い合わせていただくか、遊佐町役

場ホームページをご覧ください。

●—・申込み／

　地域生活課管理係

　☎72－5883
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《第１回》10月18日㈯　午後２時～４時
場所：酒田市山王クラブ、相馬屋他

内容：湊町酒田の繁盛を知る

講師：東北公益文科大学　温井亨氏

《第２回》10月25日㈯　午後２時～４時
場所：金峰神社

内容：金峰修験の聖地を訪ねる

講師：金峰神社宮司　佐々木孝善氏

《第３回》11月８日㈯　午後２時～４時
場所：松山城大手門、総光寺

内容：県内唯一の現存城郭建築と松山藩の歴史を知る

講師：松山ボランティアガイド　石川信一氏

《第４回》11月15日㈯　午後２時～４時
場所：鳥海山大物忌神社吹浦口ノ宮

内容：鳥海山山岳信仰の中心地を訪ねる

講師：鳥海国定公園管理員　畠中裕之氏

《第５回》11月29日㈯　午後２時～４時
場所：羽黒山荒澤寺正善院

内容：羽黒山修験道と黄金堂

講師：正善院副住職　長南弘道氏

●受講料／無料（各施設入館料、通行料金などは実費負担）

※各講座に定員があります。

※実施内容は一部変更されることがあります。

●—・申込み／開催日の８日前まで㈱出羽庄内地域デ

ザインへ　☎0235－64－0888

●期日／10月４日㈯、５日㈰

●集合／４日　午前７時30分　八幡タウンセンター

　　　　５日　午前８時30分　鳥海イヌワシみらい館

●内容／１日目は大森山動物園で希少種イヌワシを腕

のせ展示で間近に観察。２日目は鳥海山の厳しい自

然の中に生きるイヌワシを現地で観察

●募集人数／先着20名

●対象／一般・小中学生（両日参加できる方優先、中

学生以下は保護者同伴）

●参加費／１日目　一人1,000円（入園料別途）

　　　　　２日目　一人500円（保険・資料代）

●持ち物／観察用具（双眼鏡貸し出し可）、雨具、昼食、飲み物

●服装／５日のみ防寒着（ウインドブレーカー上下、ニット帽、手袋）

●締切／10月１日㈬　午後５時まで

※10月５日㈰は、雨天の場合室内プログラムとなります。

●—・申込み／鳥海イヌワシみらい館（猛禽類保護セ

ンター）　☎64－4681

文化財ガイド養成講座

　来年４月に小学校に入学されるお子様を対象に、健
康診断等を行います。保護者付き添いのうえ、受診し
てください。
●日時／10月１日㈬
　　　　受付：午後０時45分～午後１時15分
　　　　健診等：午後１時30分～
●場所／町民体育館　他　　●健診料／無料
※対象となるご家庭には案内をお送りしております。持
ち物などについて記載しておりますのでご覧ください。

●—／教育委員会総務学事係　☎72－5891

就学時健康診断を実施します

●日時／10月24日㈮　午後１時～３時
●場所／遊楽里ホール
●講師／農林水産省食料産業局産業連携課（依頼中）
●—／企画課企画係　☎72－4523

道の駅第２ステージ　第３回
「遊佐パーキングエリアタウン構想」勉強会

　こころの病気のことで、ご本人との関わり方につい
て悩んでいませんか？
　家族教室は、こころの病を抱えた方のご家族が学び
あい、語り合う場です。日ごろひとりで思い悩み、内
向的になりがちですが、共通の悩みを持つご家族の
方々と話してみませんか？
●日時／10月７日㈫　午後１時30分～４時
●内容／「家族の接し方について考えよう」を
　　　　テーマにした意見交換会
●会場／庄内総合支庁12・13号会議室（庄内総合支庁１階）
●定員／先着25名程度　　●参加費／無料
●申込締切／９月30日㈫まで
●—・申込み／庄内保健所　地域保健福祉課
　　　　　　　精神保健福祉担当　☎0235－66－4931

こころの病を抱えた方の家族教室

●日時／10月５日㈰　午前９時30分～午後２時30分
●場所／庄内空港駐機場、庄内空港ターミナルビル及
び緑地公園まつりの広場
●内容／滑走路を歩こうツアー（先着順）、フライトシ
ミュレート体験、５大平成仮面ライダーショー、空
港で働く車の展示、獅子ばやし披露、展望デッキ終
日無料開放、小型飛行機の展示、キッズチアダンス
披露、ラジコン飛行機等の曲芸飛行披露、飲食物等
の販売など（予定）
●—／庄内空港「空の日・空の旬間」イベント実行委
員会（庄内空港事務所内）☎92－4123

庄内空港　空の日フェスタ

イヌワシ観察会
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　キャリアを必要としています。ぜひ会員にご登録く

ださい。遊佐町在住で働く意欲のある健康な方なら、

どなたでも会員になれます（概ね60歳以上の方）

●主な仕事／農作業・草刈・剪定・清掃・ふすまや障

子の貼り替え・施設管理・介護補助等

●年会費／2,000円

●—／㈳遊佐町シルバー人材センター

　　（遊佐町遊佐字石田19－18）

　　　☎72－3424　FAX28－8482　担当：池田

●日時／10月13日（月・祝）午前８時50分

●場所／サン・スポーツランド遊佐

●種目／①小学生男女１．２㎞　②中学生男子３㎞

　　　　③中学生女子２㎞　④一般男子７㎞

　　　　⑤一般女子２㎞

　　　　⑥壮年（40歳以上）男子２㎞

●申込締切／10月３日㈮　厳守

　　　　　　※申込用紙は町民体育館にあります

●—・申込み／町民体育館　☎72－5454

遊佐町シルバー人材センター
会員募集 遊佐町ロードレース大会

2015年度日本福祉大学自治体（遊佐町）推薦入学試験

日本福祉大学経済援助学費減免奨学生制度

社会福祉のプロをめざして 受験生募集
　遊佐町と日本福祉大学が締結した友好協力宣言の一環として、日本福祉大学の自治体推薦入学試験の
受験者を募集します。推薦入学の受験者は、応募者の中から選考委員会が選考し、決定します。

　参加希望者は、９月22日㈪までに企画課まちづく
り支援係へご連絡ください（☎72－4524）
※自治体推薦入学試験で進学した場合、大学での成
績等を必要に応じて開示していただきます。
●応募資格／
①遊佐町に住所を有する者で、高校卒業の者（平成
27年３月卒業見込み、既卒）
②評定平均値以上の者（専攻・専修により異なります）

９月25日㈭午後４時～７時
ゆざっとプラザ２階会議室

入試
説明会

●対象者／自治体推薦枠以外の方で学習意欲・目的
意識を持ち、職業意識が明確で、学費などの支払
いに困窮している方
●申請条件／
　①家庭状況・家計状況・居住地等

　②国家試験、資格等への挑戦意欲を持つ者
　③事前に面談を受けた者
●内容／奨学生　70人
　　　　４年間授業料半額（すべての入試）
●—／日本福祉大学入学広報部　☎0569－87－2212

●募集期間／９月29日㈪～10月９日㈭
●応募方法／所定の応募書類を企画課まちづくり支
援係に持参してください。応募書類は、企画課ま
ちづくり支援係にあります。
【推薦者の決定・出願手続き】遊佐町の推薦決定は、
10月24日㈮までに行い、本人に通知します。
●出願期間／10月28日㈫～11月４日㈫　最終日必着
●選抜試験／11月９日㈰日本福祉大学
　　　　　　美浜キャンパス（愛知県美浜町）
●合格発表／11月14日㈮
●—／企画課まちづくり支援係　☎72－4524
　　　メール：iimachi@town.yuza.yamagata.jp

※2015年４月　看護学部新規開設（認定申請中）関心のある方は日本福祉大学へご連絡ください。

学　　部 学　　　科 専攻・専修 募　集　数 評定平均値
社会福祉学部 社会福祉学科 − 若干名 3.5
経済学部 経済学科 − 若干名 3.2

健康科学部
リハビリテーション学科

理学療法学専攻 若干名 3.8
作業療法学専攻 若干名 3.8
介護学専攻 若干名 3.5

福祉工学科 健康情報専修 若干名 3.2
バリアフリーデザイン専修 若干名 3.2

子ども発達学部
子ども発達学科 保育専修 若干名 3.5

学校教育専修 若干名 3.5

心理臨床学科 心理臨床専修 若干名 3.5
障害児心理専修 若干名 3.5

国際福祉開発学部 国際福祉開発学科 − 若干名 3.2
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●日時／10月４日㈯（午後１時受付）
　　　　　～５日㈰（正午解散）

●場所／海浜自然の家
●対象／海釣り初心者の小学生～中学生とその家族
（小学校３年以下の児童は親子同伴に限る）

●経費／一人2,000円（食費・保険代・クリーニング代・えさ代）
●申込み／９月16日㈫～26日㈮　午前９時～午後５時
まで電話で申込み

●その他／以前にエンジョイフィッシング！はじめて
のフィッシング！に参加された方は除く。詳細は金

峰少年自然の家のHPをご覧ください。

●—／山形県海浜自然の家　☎77－2166

はじめてのフィッシング

●日時／10月11日㈯（午前10時受付）
　　　　　～12日㈰（午後２時30分解散予定）

●場所／海浜自然の家
●対象／小学４年生～中学３年生
●経費／１人2,500円（食費・保険・クリーニング代など）
●申込み／ハガキにて申込み　９月26日㈮必着
　詳細は海浜自然の家まで電話で問い合わせください。

●その他／今回は鳥海山の麓で滝巡りをします。鳥海
山の湧き水を使って料理も！詳細は金峰少年自然の

家のＨＰをご覧ください。

●—／山形県海浜自然の家　☎77－2166

わんぱく自然塾～秋の巻～

●日時／10月４日㈯　午後２時～４時　受付：午後１時～
●場所／東北公益文科大学	公益ホール（酒田市飯森山3－5－1）
●参加対象／どなたでも
●定員／150名　参加費無料
※事前申込不要です。直接会場にお越しください。

●—／地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構　

　日本海総合病院経営企画室　加藤☎26－2001

市民公開講座
「肝臓病の最新の治療」

●実施団体／連合山形酒田飽海地域協議会
●相談期間／９月19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。

なんでも労働相談ダイヤル

●日時／９月24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
●—・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

●日時／10月４日㈯　午前９時30分～正午
●場所／酒田市総合文化センター　408号、409号
●内容／相続、成年後見に関すること
●相談員／行政書士会会員　　●申込み／当日会場へ
●—／山形県行政書士会酒田支部　☎27－3490

行政書士会無料相談会

●実施期間／９月25日㈭、26日㈮、27日㈯
　　　　　　午前10時～午後５時
●相談内容／・求職者の生活や住まいに関する相談
　　　　　　・就職活動や職業訓練についての相談
●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（フリーダイヤル）
●相談費用／相談無料
●—／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

求職者の生活・就労相談会

【自衛官候補生】任期制自衛官
●対象／27歳未満
●受付・試験／年間を通じて行っております。
【高等工科学校生徒】将来、陸上自衛隊の部隊の中核として勤務
●対象／17歳未満（中卒見込含）
●受付／（推薦）：11月１日～12月５日
　　　　（一般）：11月１日～27年１月９日
●—／自衛隊酒田地域事務所（上安町一丁目）☎27－3532

自衛官募集

●日時／10月５日㈰　午前９時～11時
●場所／遊佐町民体育館　※参加無料
●対象／入園前のお子さん（親子で一緒にご参加
ください）
●内容／未就園児参加種目があります。
開始時間は、10時から10時半頃の
予定です。楽しいプレゼントがあ
ります。どうぞおいでください。
●—／学校法人	杉の子幼稚園
　　　☎72－2345

すぎのこ運動会のおさそい
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■雇用の広場

○７月21日（月・祝）
　第30回山形県小学生陸上競技大会兼全国小学生陸上競技交流大会山形県予選会
　女子　走り幅跳び
　第５位　忠鉢音波（藤崎小６年　藤崎アスリートクラブ）
○７月26日㈯
　第６回ソフトテニスジャパンカップ山形大会
　男子　第１位　井上大空（遊佐中）
○７月27日㈰
　平成26年度県卓球選手権大会カデットの部飽海地区予選会
　中学2年生以下女子シングルス
　第５位　小泉りょう（遊佐中）※県大会出場
○８月２日㈯
　第66回秋田・山形二県下中学校ソフトテニス選手権大会
　男子の部　第３位　井上・伊藤ペア（遊佐中）
　女子の部　第３位　髙橋・丸藤ペア（遊佐中）
○８月４日㈪
　新田杯庄内中学校野球選手権大会
　優勝　遊佐中学校
○８月９日㈯・10日㈰
　第２回峰栄カップ
　女子　第３位　吹浦ミニバスケットボールスポーツ少年団
○８月17日㈰
　第56回庄内・由利郡少年剣道大会
　小学校団体の部　準優勝　遊佐剣道スポーツ少年団
　小学校男子個人の部
　　優勝　髙橋亨修（遊佐剣道スポーツ少年団）
　優秀選手
　　小学校の部　今野快音（遊佐剣道スポーツ少年団）
○８月17日㈰
　小嶋、佐藤杯山形県小学生ソフトテニス大会（学年別）
　６年女子の部　第３位　尾形里菜（高瀬小）※東北大会出場
　６年男子の部　ベスト８
　　　　　　　 　 菅原佳久、後藤智也（高瀬小）※東北大会出場
○８月18日㈪～ 22日㈮
　第18回日韓青少年夏季スポーツ交流大会
　（会場：大韓民国全羅北道全州市）
　日本代表　44－29　韓国代表
　派遣選手　佐藤綾音（遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団）
　　　　　　後藤由衣（吹浦ミニバスケットボールスポーツ少年団）
　　　　　　三浦芽依（吹浦ミニバスケットボールスポーツ少年団）
○８月23日㈯・24日㈰
　第41回酒田市・遊佐町スポーツ少年団本部ミニバスケットボール大会
　　男子　第３位　あすなろフェニックスバスケットボールスポーツ少年団（県交流大会出場）
　　女子　優勝　　吹浦ミニバスケットボールスポーツ少年団（県交流大会出場）
　　　　　準優勝　遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団（県交流大会出場）
○８月24日㈰
　第39回酒田市・遊佐町スポーツ少年団本部剣道錬成大会
　団体戦男子　優勝　遊佐剣道スポーツ少年団
　個人戦男子５・６年生　優勝　髙橋亨修（遊佐剣道スポーツ少年団）
　個人戦女子５・６年生　準優勝　池田　鈴（遊佐剣道スポーツ少年団）
　個人戦男子４年生以下　準優勝　青山　響（藤崎剣道スポーツ少年団）
　　　　　　　　　　　 第３位　大宮輝星（藤崎剣道スポーツ少年団）
　個人戦女子４年生以下　優勝　鈴木望愛（遊佐剣道スポーツ少年団）
○８月24日㈰
　第45回酒田市・遊佐町スポーツ少年団本部卓球大会
　団体　準優勝　西荒瀬チーム　加藤　涼（高瀬小４年）※県大会出場
　個人　ホープス（5・6年）男子　第２位　石垣道真（藤崎小６年）
　　　　　　　　　　　　　　　第３位　渋谷大雅（蕨岡小６年）
　個人　カブ（3・4年）女子　　　第２位　伊藤あゆみ（蕨岡小３年）
　　　　　　　　　　　　　　 第３位　高橋日華里（遊佐小４年）
○８月24日㈰
　2014JA全農杯チビリンピックサッカー大会山形県大会酒田地区予選会
　第２位　遊佐サッカースポーツ少年団
○８月30日㈯・31日㈰
　第41回シーサイドライオンズクラブ旗争奪スポーツ少年団サッカー大会
　第１位　遊佐サッカースポーツ少年団
○第56回山形県こども絵画展　入選
　幼児：年少　髙橋朋史、栄田陽斗（吹浦保育園）
　　　　　　　渋谷叶愛、土門依満梨（藤崎保育園）
　幼児：年中　髙橋　蓮（遊佐保育園）、菅原陽太（吹浦保育園）
　　　　　　　土門承太郎（藤崎保育園）
　小学校１年　髙橋寛登（吹浦小）
　小学校２年　髙橋剣士郎（遊佐小）
　小学校３年　佐藤安季紗（遊佐小）
　小学校５年　菅原唯加（蕨岡小）、伊藤　翼（遊佐小）
　　　　　　　奥山優花、鈴木　琴（吹浦小）
　小学校６年　小野寺拓己、茨木千奈（蕨岡小）
　　　　　　　池田　蓮、佐藤綾音（遊佐小）

がんばった人にマル

※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。

入札結果 ８月分
◎産業課
●平成26年度荒神坂外財産区有林間伐作業・路網整備委託
期　間　H26/8/25 ～ H26/12/15　契約金額　9,720,000円
契約者　有限会社　遠田林産

［その他入札参加者］荒生木材有限会社、北庄内森林組合
●平成26年度下屋敷町有林間伐作業・路網整備委託
期　間　H26/8/25 ～ H26/11/28　契約金額　1,620,000円
契約者　荒生木材有限会社

［その他入札参加者］有限会社遠田林産、北庄内森林組合
◎地域生活課
●平成26年度大楯浄水場機械設備更新工事
期　間　H26/8/29 ～ H26/12/15　契約金額　20,196,000円
契約者　荏原商事株式会社　東北支店

［その他入札参加者］株式会社ウォーターテック東北支店、荏
原実業株式会社東北営業所、三和メイテック株式会社酒田営
業所、株式会社メカニック
●平成26年度八日町地内配水管布設工事
期　間　H26/8/28 ～ H26/12/15　契約金額　16,664,400円
契約者　土門建設株式会社

［その他入札参加者］伊藤建設株式会社、協栄建設株式会社、株
式会社斎藤工業、庄司建設工業株式会社、株式会社高橋工業所
●平成26年度駅前二区地内給水管取出工事
期　間　H26/8/27 ～ H26/12/15　契約金額　6,318,000円
契約者　株式会社斎藤工業

［その他入札参加者］伊藤建設株式会社、金子建業株式会社、株
式会社高橋工業所

＊契約金額には、消費税が
含まれています。

特別養護老人ホーム松濤荘
募集職種 介護員（契約職員）１名
雇用期間 採用日～平成27年３月31日（契約更新の可能性有り）
業務内容 施設利用者の日常介護全般（夜勤月３回程度有り）
賃　　金 日額：6,640円＋通勤割増分　賞与年２回
待　　遇 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険加入

就業時間 週40時間（夜勤を含む変則勤務）
（６時30分から22時までのうち８時間勤務）

問 特別養護老人ホーム松濤荘
☎76−2103　担当　伊藤

デイサービス燦燦
募集職種 介護員　デイサービス利用者の生活側面支援・送迎
募集人員 １名 年　　齢 59才まで

勤 務 地 山形県飽海郡遊佐町遊佐字南大坪12番地1
デイサービス燦燦

給　　与 時給＠800円～　（資格等により要相談）
月平均労働時間120時間位

待遇内容 雇用保険・労働保険加入
長時間勤務希望の方要相談（社員昇格あり）

そ の 他 実務経験者大歓迎、明るく楽しい方お待ちしています
問 合 せ 有限会社カワムラ　☎22−1038

グループホーム燦燦
募集職種 介護員
募集人員 若干名 年　　齢 59才まで

勤 務 地 山形県飽海郡遊佐町遊佐字南大坪12番地1
グループホーム燦燦

給　　与 月給 152,000 ～ 172,000円　賞与 年2回

待遇内容
雇用・労災・社会保険加入、
夜 勤 手 当2,000 ～ 3,000円、介 護 福 祉 士 手 当
10,000円、通勤費あり（上限10,000円まで）
資格　ホームヘルパー２級　介護福祉士

問 合 せ 有限会社カワムラ　☎22−1038


