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道の駅 鳥海

元祖とび魚ラーメンのお店

8:30～18:00171－7222
177－3330 9:00～17:30営業

時間

営業
時間

秋の味覚祭り開催中♪秋の味覚祭り開催中♪
ベーカリー工房ほっほ

10月
限定

こうもりパン
150円

こうもりパン
150円

北海道えびす
かぼちゃのパイ

250円

北海道えびす
かぼちゃのパイ

250円

大1,500円
40～45こ入り

中1,100円
25～30こ入り

10月の土・日・祝日限定販売

食べこい
の～10/26 秋の秋の10/26 秋1 秋の秋の10/26 秋
！催催収穫感謝祭開催穫感謝祭感 ！！収穫感謝祭開催穫 催収穫感謝祭開催！！謝収穫感謝祭開催！開催！！！！開催！開催！催！！！！開催！催！！

10/26 秋の
収穫感謝祭開催！
10/26 秋の
収穫感謝祭開催！

えてえてえててえててええええど、旬のお魚をど、旬魚・加工品など、・焼魚・加工品など、旬のお魚を揃ええ焼魚・加工品など、旬のお魚を揃ええ魚を揃えてえ旬のお魚を旬の旬旬焼魚 加工品など 旬のお魚旬のお魚を揃えてえててて揃えてえええてえて揃え揃ええ旬の旬加工品など、どど焼魚・加工品な
お待ちしております。しお待ちしております。
焼魚・加工品など、旬のお魚を揃えて
お待ちしております。
焼魚・加工品など、旬のお魚を揃えて
お待ちしております。

ひまわりの会

元気な浜店

庄内産豚の焼肉丼（　　）
ゆざ特産品（たこ飯）弁当
（1日限定5食）

1日限定
5食 500円

500円

ファーストフードコーナー

小600円
12～17こ入り

3,0003,000（税込）

円
（税込）

円

魔女の帽子
150円
魔女の帽子
150円

ベ カリ 工房ほっほ

HAPPY HALLOWEENHAPPY HALLOWEEN ＆

★ ハロウィン限定商品のご案内 ★★ ハロウィン限定商品のご案内 ★

主食はおにぎりか
パンでお選び下さい
主食はおにぎりか

パンでお選び下さい

町内は配達も致します。町内は配達も致します。

5日前まで
要予約

要予約
パンの場合パンの場合

食堂

「かあちゃんの手作り肉餅」販売します。1杯300円「かあちゃんの手作り肉餅」販売します。1杯300円

（　　　　）産直ひまわりの会
鮮魚元気な浜店

9:00～
 17:30

10234-77-3711
お気軽にお問合せ下さい

いつまでも心の中に…
故人の思い出を偲ぶ心静かな時間へ

ご予算に合わせてお申込み下さい

故人の思い出を偲ぶ心静かな時間へ

ご予算に合わせてお申込み下さい

御法要会食プラン
（税込）（税込）5,400円5,400円 （税込）（税込）6,480円6,480円

（税込）（税込）6,950円6,950円
鳥海温泉

●イス・テーブルをご希望の方は、ご予約時に
ご相談下さいませ。●仏様用のお膳も承ります。
●席札や送迎をご希望の方は、ご予約時にご相
談下さいませ。

二連泊以上
限定プランです♪
H26.11.24～
　　　H27.4.17
一泊3食付
（夕・朝・昼）

今年は11/24
よりスタート！

　庄内地域は、日本海東縁部に多くの断層をかか

え、沿岸全域にわたり津波による災害の発生が懸

念されています。

　山形県および沿岸市町では、いつ起きるか分か

らない津波災害に備え、関係機関の連携強化を図

るため、合同津波避難訓練を実施することとし、

遊佐町では吹浦地区をモデル地区として開催しま

す。

　また、当日は町内全域で震度６強の地震が発生

したことを想定し、全町一斉の避難訓練を同時開

催しますので、多くの皆さんの参加をお願いしま

す。

【全町一斉避難訓練】
●場所／町内全集落

●内容／避難誘導訓練等

※当日は、午前８時に町内全域で一斉にサイレン

を吹鳴します。このサイレンを合図に訓練を開

始して下さい。

●—／総務課危機管理係　172−5895

　町では、今年度より「子どもインフルエンザ予

防接種費用一部助成事業」を実施します。これは、

インフルエンザによる肺炎などの重症化防止の一

助とし、また、子育て世帯の経済的負担を軽減す

るものです。なお、子どものインフルエンザ予防

接種は法律に基づくものではなく任意の予防接種

のため接種義務はなく、希望する場合にのみ行う

ものです。

●対象者／遊佐町に住所を有する、生後６ヵ月（予

防接種を受ける日において満６ヵ月に

達している者）から中学３年生まで。

●接種期間／平成26年10月15日㈬から

　　　　　　平成27年１月31日㈯

●接種回数／13歳未満は２回、13歳以上は１回

●助成金額／１回の接種につき1,500円

※協力医療機関で設定する接種料金から1,500円

を差し引いた額は自己負担となります。

●その他／10月15日以降に満６ヵ月になられるお

子さんや転入された方で接種を希望す

る場合は、申請が必要です。下記へお

問い合わせください。

●—／健康福祉課健康支援係

　　　172−4111

山形県沿岸市町
合同津波避難訓練および
遊佐町全町一斉避難訓練

子どもインフルエンザ
予防接種費用一部助成事業

10月19日㈰ 午前８時～
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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。　●—／町民係　172－5885

●日時／10月26日㈰　12時30分開演

●場所／遊佐町生涯学習センターホール

●内容／遊佐町合併60周年かつ55回目となる記念すべ

き公演会。東北を代表する町内４団体と町外３団体

が、それぞれの伝統芸能を披露します。

○町内団体：杉沢比山連中・鳥崎アマハゲ保存会・蕨

岡延年の舞保存会・吹浦田楽保存会

○町外団体：早池峰大償神楽保存会（国指定。岩手県

　　　　　　花巻市）・黒川能下座（国指定。鶴岡市）・

鬼首神楽保存会（宮城県大崎市）

●入場料／300円（高校生以下無料）

チケットは各地区まちづくりセンター、図書館、教育

委員会等で販売しております。

●—／教育委員会文化係　172−5892

1/7,000,000,000の君と･･･
～物語はここから始まる～

平成26年度
庄内地区農業青年出会い・交流事業

　交流パーティで素敵な出会いを！

　今、一歩を踏み出したいあなたを、農家のおせ

っかいおばさん達がサポートします！

●日時／11月22日㈯　午後６時30分～９時

　　　　受付開始：午後６時～

●会場／ル・ポットフー（酒田市幸町）

●参加対象／28歳～45歳までの真剣に出会いをお

考えの独身男女　※ただし、男性は酒田市・三

川町・遊佐町の農村地域在住の方に限らせてい

ただきます。

●募集人数／女性20名・男性20名　※先着順

●参加費用／女性2,000円・男性4,000円

※前日及び当日にキャンセルされた場合は、参加

費用をご負担いただきます。

●募集期間／10月20日㈪～10月31日㈮まで

●申込方法／

①住所　②氏名　③年齢　④性別　⑤連絡先

①～⑤を電話・ＦＡＸ・メールのいずれかにて

下記の申し込み先までご連絡ください。

※申し込み後、確認の連絡を差し上げます。

●—・申込み／遊佐町農業委員会事務局

　172−5890　ＦＡＸ72−5896

　メール：nokan@town.yuza.yamagata.jp

　10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、月光川水害予防組合費
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／10月31日㈮　固定資産税　　　　　　３期
　　　　　　　　　　国民健康保険税　　　　４期
　　　　　　　　　　介護保険料　　　　　　４期
　　　　　　　　　　後期高齢者医療保険料　４期
　　　　　　　　　　月光川水害予防組合費　２期
●—／町民課納税係　172−5411

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
８月に75歳、９月に65歳になられた皆様へ、10月15日
付で納入通知書の発送を行います。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／
　８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
　９月に65歳になられた方…介護保険料の納入通知書
●納付日／10月31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　172−5876
　　　納付について　町民課納税係　172−5411

75歳、65歳になられた皆様へ

●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
　　　　課長補佐　窪山　富士男氏
●—・申込み／企画課企画係　172−4523

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

　最近、町内でカモシカの目撃情報が増えています。
カモシカは、野生の生き物です。出会ったときは、次
のことにご注意ください。
◎むやみに近づいたりしない
◎大声を出したり、追いかけたりしない
◎静かにその場を立ち去る
●—／教育委員会文化係　172−5892

カモシカにご注意！

第55回遊佐町民俗芸能公演会
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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

　予防接種は発症予防や、特に重症化防止に有効です。

　10月15日から高齢者インフルエンザ予防接種が始まりますが、今年も昨年と同様に通常の季節性インフル

エンザワクチンとなります。この予防接種は自らの意思で希望する方が受けるもので、義務ではありません。

　まれに、重篤な症状を引き起こす可能性もありますので、かかりつけの医師や医療機関と相談の上、接種

してください。

　インフルエンザは、感染した人の「せき、くしゃみ、つば」などと一緒に放出されたウイルスを吸い込む

ことで感染します。飛沫感染の場合、目安は２ｍです。

・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・イ ン フ ル エ ン ザ の 予 防

○予防の基本は…

せきエチケット

○普段から…

☆「外出する際はマスクをつける」　☆「流行時は、人混みへの外出を控える」
☆「手洗い」「うがい」

「せきやくしゃみ」が出るときに、他の人へうつさないためのエチケットです。
▼「せき」が出る場合は、マスクをつけましょう。
▼マスクがない場合、「せき・くしゃみ」の時にはティッシュなどで口と鼻を押さえ、
他の人から顔をそむけましょう。（使用後のティッシュはすぐに、ふた付きのゴミ
箱に捨てましょう。）

▼せきやくしゃみを押さえた手や、鼻をかんだ手はすぐに洗いましょう。

ウイルスに対する抵抗力を高めて、感染しにくい体力づくりが大切です。

▽バランスの良い食事を心がけましょう。　▽十分な休養、睡眠をとりましょう。
▽日頃から適度な運動をしましょう。

●—／健康福祉課健康支援係　172−4111

高齢者インフルエンザ予防接種
高齢者インフルエンザワクチン接種は10月15日から始まります

●ワクチン接種時期／10月15日㈬～12月28日㈰

●対象者／町内に住所を有する方で、接種日に満65歳以上、または60歳～64歳で呼吸器・心臓・腎臓の機

能障害やヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害があり、身体障害者手帳１級に相当する方。

※健康被害を最小限にするためにも、体調の良いときに接種してください。

●ワクチンの接種回数／１回

●ワクチンの接種料金／1,500円　　　

●接種費用負担の軽減／生活保護世帯の方は事前に接種費用免除のための申請手続きが必要です。

　申請窓口：健康福祉課健康支援係（防災センター１階）

　※詳しくは健康支援係にお問い合わせください。

●ワクチンを接種できる医療機関／ワクチン接種は予約制です。医療機関によっては入院または通院す

る方以外にワクチン接種をしないところもありますので、詳しくは、かかりつけの医療機関にお問い

合わせください。

●その他／・65歳以上の高齢者インフルエンザ予防接種対象者には、個別に案内を致します。

　　　　　・60～64歳の方で、心臓・腎臓・呼吸器等の身体障害者手帳１級相当の方は、ワクチン接種

　　　　　　の際、障害者手帳が必要です。

　早めに受診しましょう。処方された薬を服用し、自宅で安静に

してください。症状が改善されない場合は、あらためて医療機関

を受診してください。

インフルエンザに
かかったかな？と
思ったら…
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　遊佐の食材や農水産加工品のＰＲと遊佐ブランド推

進協議会が平成26年度に開発した商品の紹介を目的と

し、出店者と直接話しながら試食とお買い物ができま

す。楽しいイベントや、昨年大好評だった幻の鮭「メ

ジカ」の鮨も準備しています。

●日時／12月７日㈰　正午～午後２時

※内容の詳細については後日チラシを配布します。

●場所／パレス舞鶴（ショッピングセンターエルパ２階）

●—／遊佐ブランド推進協議会

　　　172−3966

　月光川に放流された鮭の稚魚がたくましく育ち帰っ

てきます。遡上の様子、命の現場を見学しましょう。昼

食は素材を活かしたフランス風郷土料理を堪能します。

●日時／11月３日㈪　午前７時20分～午後１時10分

●集合／ＪＲ遊佐駅（遊佐町遊佐字石田19−18）

●行程／遊佐駅→牛渡川箕輪鮭孵化場【鮭遡上・牛渡

川・丸池様見学】→永泉寺【鮭にまつわるお話】→

月光川河川敷＜映画「おくりびと」のロケ地＞→遊

佐エルパ内ル・ポットフー【鮭と秋の味覚を味わう】

→遊佐駅

●定員／30名（最少催行15名）

●申込締切／10月27日㈪　※定員になり次第締切る場

合もあります

●参加費 ／3,000円（昼食・バス・保険 など）

●—・申込み／ＮＰＯ法人遊佐鳥海観光協会

　　　　　　　172−5666

　今年度最後の町民ウオーキングです。自分にあった

ペースで自然を満喫しながら歩いてみませんか。

●日時／11月９日㈰　午前８時30分集合

●集合場所／高瀬地区まちづくりセンター

●持ち物／水筒・雨具等（雨天でも歩きます）

●コース／５キロコース・10キロコース

●参加申込／事前に下記にご連絡いただくか、当日集

合場所にお越しください。

●—・申込み／町民体育館

　　　　　　　172−5454　FAX72−2811

　ご利用に感謝し、回数券を11枚から14枚に増やして

販売します。販売期間は、11月４日から11月28日まで

です。ただし、この回数券の有効期限は平成27年２月

末までです。通常の有効期限のない11枚つづりの回数

券も販売しています。

●販売／ＪＲ遊佐駅内デマンド予約センター、

　　　　デマンドタクシー車内

●—／産業課商工振興係　172−4522

遊佐町フードフェスタ2014

　松濤荘地域交流室を一般に開放いたします。サーク

ル・会合等にぜひご利用ください。

●—／特別養護老人ホーム松濤荘 176−2103（伊藤、高橋）

松濤荘地域交流室を
無料開放します

　ベテランズ・カレッジ受講生が、半年かけて学び、

作り上げた作品の発表を行います。

●会期／10月25日㈯～11月５日㈬

●会場／遊佐町生涯学習センター　３階　展示室

●内容／デジカメ講座・水墨画入門講座・カゴ編み製作

＆消しゴム版画講座の受講生の皆さんによる作品展

●—／遊佐町生涯学習センター　172−2236

ゆざベテランズ・カレッジ
受講生作品展

　国では、10月を「がん検診受診率50％達成に向けた

集中キャンペーン月間」として、イベント等様々な取

り組みを行っています。遊佐町では現在、各地区まち

づくりセンターや庄内検診センターを会場に、各種が

ん検診を実施しています。対象年齢に該当する方は、

加入している健康保険に関係なく、事前に申し込みを

すればどなたでも受診できます。今年度、まだ受診し

ていない方は、ぜひこの機会に受診してください。

●対象年齢／

胃がん・大腸がん・肺がん検診　　40歳以上
乳がん検診　30歳以上（40歳以上は平成27.4.1現在で

偶数年齢になる方。平成27.4.1現在で奇数年齢にな

る方で、平成25年度に町の乳がん検診を受診してい

ない方は無料クーポン券の対象となります）

子宮頸がん検診　20歳以上
※乳がん・子宮頸がん検診は、遊佐町が契約している

医療機関でも受診できます。受診可能な医療機関に

ついては、健康カレンダーまたはホームページをご

覧ください。

●—・申込み／健康福祉課健康支援係　172−4111

がん検診を受診しましょう!!
～ がん検診 愛する家族への 贈りもの ～

秋の味覚とサケ遡上♪
秋を満喫バスツアー

町民ウオーキング　第７ステージ
「高瀬地区探訪コース」へのおさそい

デマンドタクシー
おとくな回数券を販売します。「11枚→14枚」



お　 し　 ら　 せ　 号

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

お　 し　 ら　 せ　 号
⑸

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

●日時／12月14日㈰　午前11時～午後１時

●会場／ホテルリッチ＆ガーデン酒田

●内容／地場産畜産物のこだわり紹介、旬の食材を使

った地場産品食べくらべ・レシピ紹介

●対象者／遊佐町、酒田市に在住の方

●参加料／無料　　●定員／100名

●申込締切／11月20日㈭必着

●申込方法／郵便はがきに代表者の住所、氏名、郵便

番号、電話番号を記入しお申込み下さい。

※はがき１枚で４名まで応募可。（応募者全員分の氏名

を必ず記入のこと。）

※応募多数の場合は抽選のうえ、11月下旬まで当選者

へ連絡させて頂きます。

●—・申込み／

　〒998-0811

　酒田市手蔵田字仁田116−２

　ＪＡ庄内みどり営農販売部畜産課企画事務局

　143−1602

ふるさと奨学ローン

　地元を大切に考えた教育ローンです。ご子弟が卒業

後、県内に就職・就業した場合は、それ以降の利子に

対して、元金300万円を限度に、教育基金協会から年

2.00％の利子補給が受けられます。

●融資対象／大学・短大・高校・専門学校等の学資金、

住居・生活資金など

●融資限度額／1,000万円

●融資金利／年2.50％～3.65％

　　　　　（固定金利・保証料を含む）

●返済期間／最長10年（在学期間中は元金据置きがで

きます。）

●保証／労働金庫指定の保証機関の保証が必要です。

生活応援ローン

　遊佐町と労働金庫が協力し低利で融資する制度です。

自動車購入・教育資金・医療費・冠婚葬祭・テレビ・

エアコン購入費・除雪機購入・リフォーム資金・借財

返済等、生活資金全般にご利用いただけます。

●対象者／会社や商店に１年以上お勤めの方で、労働

組合がない、または、職場に融資制度のない方

●融資限度額／150万

●融資金利／年2.60％（固定金利・保証料を含む）

●保証／労働金庫指定の保証機関の保証が必要です。

●—・申込み／東北労働金庫酒田支店　122−0321

　日本海総合病院２階講堂において、医療用ウィッグ、

乳房手術後の補整下着合同相談会を開催いたします。

当院に通院以外の方でも、地域にお住まいの皆様を対

象にしております。

●日時／11月６日㈭　午後１時～２時30分

●場所／日本海総合病院　２階　講堂

●対象／病気治療中で脱毛が心配な方、乳房手術後の方

●内容／４社のメーカーが参加します。

●参加費／無料　　●申込み／当日会場へ

●—／日本海総合病院がん診療支援室　126−5282

　日本海総合病院がん診療支援室では、がん患者さん

とそのご家族の方々とともに病気に関する知識を深め

たいと思い、ミニ学習会「まなびあい」と患者サロン

を定期開催しています。申し込みは不要です。

●日時／11月６日㈭　午後２時～４時

●場所／日本海総合病院　２階　講堂

●対象／がん患者さんとそのご家族

●内容／「みんなでタオル帽子を作ろう」

●参加費／無料　　●持ち物／裁縫道具

●申込み／当日会場へ

●—／日本海総合病院がん診療支援室　126−5282

　全国一ゴミの少ない県をめざし、環境に配慮した３

Ｒ関連製品や環境技術の展示、楽しく役に立つイベン

トや体験が満載の「やまがた環境展2014」を開催しま

す。

●日時／10月25日㈯　午前10時～午後５時

　　　　10月26日㈰　午前10時～午後４時

●会場／山形国際交流プラザ

　　　（山形ビッグウイング：山形市平久保100）

●主なイベント内容／

【25日】おもしろ環境ゼミナール、

　　　　環境にやさしいエコ料理の試食ふるまい

【26日】環境落語、テツandトモ ミニライブ

【両日】おもちゃの交換会「かえっこバザール」、

　　　　エコカー新車フェスティバル

●入場料／無料

●ホームページ／「やまがた環境展2014」で検索

●—／山形県循環型社会推進課　1023−630−2322

ふるさと奨学ローン
生活応援ローン

「気軽に楽しめる、地場産畜産物紹介企画」
第２回 北庄内、丸ごとほおばる会

やまがた環境展2014の開催
～ 今日から始めよう！

素敵で楽しいエコなくらし ～

医療用ウィッグと乳房手術後の
補正下着合同相談会

ミニ学習会「まなびあい」と
患者サロン
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　ボールを使って一緒にたのしく遊びませんか！？
　だれでも参加できるよ♪　遊びに来てね！
●日時／10月25日㈯　午前８時30分開場
●場所／遊佐小学校　体育館
●会費／大人1,000円　小人500円
　※事前申込みが必要です。
●—・申込み／自然体in遊佐実行委員会
　　　　　　　1090−7071−7160　齊藤

　過去に介護資格を取得された方、またはこれから介
護職員として就職、復帰したい方を支援することを目
的に、講演会とセミナーを開催します。
講演会
●日時／11月５日㈬　午後２時～４時
●場所／山形ビッグウィング　２階　交流サロン
●テーマ／介護士さんが天使に見えた！
　　　　　～私が仕事を辞めずにいた理由～
●講師／石川牧子氏（元 日本テレビアナウンサー）
●定員／60名（事前申込必要）
●参加料／無料
いまどきの介護を学ぶセミナー（庄内会場）
●日時／11月～12月のうち（全５回講座）午前10時～午後４時
●会場／鶴岡市勤労者会館
●定員／20名（事前申込必要）
●内容／法改正、介護職のキャリアパス、認知症理解、
　介護技術習得、施設見学、緊急時の対応、就職相談等
●受講料／無料
●—／公益財団法人介護労働安定センター
　　　1023−634−9301

自然体バレー塾in遊佐６

●日時／10月25日㈯　午前８時50分～午後２時10分
●場所／酒田特別支援学校体育館・校内
●内容／午前：ステージ発表
　　　　午後：さかとく市（バザー）・作品展示
●—／酒田特別支援学校　教頭菅野　134−2026

酒特フェスティバル

●物件／宅地、建物など
●物件明細書閲覧期間／10月16日㈭～11月27日㈭まで
●閲覧場所／山形地方裁判所酒田支部1階閲覧室
●入札期間／11月20日㈭～11月27日㈭　午後５時まで
●入札場所／山形地方裁判所酒田支部１階執行官室
●—／山形地方裁判所酒田支部１階書記官執行係

123−1246　※インターネットでも物件情報をご覧
になれます。 http://bit.sikkou.jp/

不動産を競売します

介護職復帰支援事業

●日時／11月８日㈯　午後１時～３時30分　
　　　　11月９日㈰　午前10時～午後３時30分
●場所／山形県看護協会会館（山形市松栄一丁目５−45）
●対象／介護・保育・医療の福祉分野のしごとに関心

のある方、就職を希望する方（一般・学生を問わず。
入場無料。事前申込不要。）
●内容／①就職希望者と採用担当者の自由面談　②各

種相談と情報提供　③介護体験　④保育士再就職支
援研修会（９日午前10時～午後３時30分）
●—／ハローワークやまがた（介護・福祉相談コーナー）
　　　1023−684−1521（自動案内45#）

2014介護就職デイ
福祉のしごとフェア

　土地の境界問題でお困りの方へ、法務局と土地家屋
調査士会が合同で土地の境界問題に関する無料相談会
を、下記により開催します。
　秘密は厳守され、予約や相談料も必要ありませんの
で、お気軽にご相談ください。
●日時／10月25日㈯　午前10時～午後３時
●場所／山形地方法務局酒田支局
●—／山形地方法務局登記部門筆界特定室
　　　☎023−625−1358
　境界ADRセンターやまがた（山形県土地家屋調査士会）
　☎023−632−0225

土地の境界に関する無料相談会

　交通事故による死傷者は年々減少傾向にあるものの、
平成25年の事故発生件数は約63万件、死傷者数は約79
万人と、国民の誰もが交通事故の被害者にも加害者に
もなり得る極めて深刻な状況となっています。
　自賠責保険・共済はすべてのクルマ・バイク１台ご
とに加入が義務付けられており、加害者の賠償責任を
担保することで、被害者の基本的な賠償を保障する制
度であり、被害者の救済を目的としています。
　一人一人が、より一層自賠責制度の役割や重要性、
保険金・共済金の支払いのしくみなどを十分に理解・
認識することがとても大切です。

自賠責保険・共済なしでの運行は法令違反です！
自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基本的
な対人賠償を目的として、自動車損害賠償保障法に基
づき、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が
義務付けられており、自賠責保険・共済なしで運行す
ることは法令違反ですのでご注意ください！

●—／国土交通省東北運輸局山形運輸支局輸送・監査
部門　1023−686−4712

自賠責があなたと家族を守ります
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●日時／10月24日㈮　午後３時～７時

●場所／東北労働金庫酒田支店

●対象／酒田、飽海地域に居住またはお勤めの方

●定員／事前予約制（先着８名）

●対応弁護士／東海林　正樹氏（第二東京弁護士会）

●申込み期間／10月６日㈪～10月23日㈭

＊定員になり次第、受付終了とします。

●—・申込み／東北労働金庫酒田支店　122−0321

無料相談会

●日時／10月28日㈫　午前10時～午後５時

　　　（セミナー午後１時～４時30分）

●会場／山形ビッグウイング４階（山形市平久保100

　　　　1023−635−3100）

●入場・相談／無料

労務管理セミナー

●日時／10月28日㈫　午後１時～４時30分

●会場／山形ビッグウイング４階

●対象者／事業主、人事・労務担当者（定員100名）

●内容／労使トラブル防止のポイント、これからの高

齢者雇用と給与制度の整備、給与規定の改定と不利

益変更対策

●—・申込み／山形県社会保険労務士会 1023−631−2959

社会保険労務士制度推進月間事業
無料相談会（年金、社会保険、労働環境）

および労務管理セミナー

●日時／11月１日㈯　午前９時30分～正午

●場所／酒田市交流ひろば２階（酒田市中町３−４−５）

●内容／借金、悪徳商法トラブル、相続、成年後見制

度の活用など

●費用／無料（駐車券出ます）

●—／ＮＰＯ法人ライフサポート庄内　佐藤

　　　1090−7930−3901

くらしの無料相談所
（予約不要）

●対象／27歳未満

●受付／通年で受け付けております。

●試験／第１回　11月30日㈰

●採用数／約60名（第１回）

●—／自衛隊酒田地域事務所（酒田市上安町一丁目）へ

　　　127−3532

自衛官候補生募集

飽海地区労働者福祉協議会
勤労者無料法律相談

　裁判所調停委員が、困りごとの調停手続き利用につ

いてご相談に応じます。

●日時／11月５日㈬　午前９時30分～午後４時

●場所／酒田市総合文化センター410・411号室

●相談内容／金銭貸借、土地建物、交通事故、近隣関

係、多重債務、離婚、遺産の相続、家庭・親族間の

問題　他。申込みはいりません。当日、会場にお越

しください。

●—／酒田調停協会（酒田市日吉町１−５−27

　　　山形地方裁判所酒田支部内）123−1234

無料調停相談会

広
告

ゆざ整骨院
OPEN
10/20月

☎0234-43-0083
FAX.0234-43-0084

遊佐町遊佐字鶴田17-7

平 日／　8:00～12:00
平 日／ 14:00～20:00
土 曜／　8:00～12:00

骨折・脱臼・捻挫・打撲
挫傷・スポーツ外傷

日曜・祝祭日

院　長　堀　　和　隆

受付時間診療科目

休診日
各種保険取扱い

（自賠責保険・労災保険）

役場

町民体育館

ゆざ整骨院

■雇用の広場
グループホームなごやか
募集職種 介護職員（正社員、夜勤有り）

募集人員 １名

資　　格 特になし（ホームヘルパー２級または
介護福祉士あれば尚可）

給　　与 月給　162,000 ～ 172,000円
賞与　年2回（3.2ヶ月～3.5ヶ月）

待遇内容 資格手当、技能手当、通勤費あり

問 有限会社ほほえみの里　171−5575
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○９月14日（日）
　第45回全荘内少年剣道大会
　小学校女子個人戦　準優勝　池田　鈴
○９月28日（日）
　第26回象潟奥の細道少年剣道大会
　団体戦　小学校男子の部　　　第３位　遊佐高岡道場
　個人戦　小学校６年男子の部　優　勝　髙橋亨修
　　　　　小学校６年女子の部　準優勝　池田　鈴
　　　　　小学校４年女子の部　優　勝　鈴木望愛
○９月23日（火・祝）・28日（日）
　第38回清水屋杯ミニバスケットボール大会
　　女子　優勝　吹浦ミニバスケットボールスポーツ少年団
○９月27日（土）・28日（日）
　第48回全国ろうあ者体育大会in沖縄　第45回陸上競技
　　男子二部　1,500m　第２位　池田　裕
○10月５日（日）
　平成26年度県民スポーツフェスティバル少年少女スポーツ交流大会
　　女子　優勝　吹浦ミニバスケットボールスポーツ少年団
○10月５日（日）
　山形県少年少女スポーツ交流大会
　　団体Ｃブロック　優勝　西荒瀬スポーツ少年団
　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　涼（高瀬小４年）
○酒田市・庄内町・遊佐町小学生新聞コンクール
　≪特選≫
　山形県新聞教育研究協議会長賞　髙橋乃愛（遊佐小５年）
　審査員特別賞　　　　　　　　　斎藤愛彩（高瀬小６年）
　遊佐専売所長賞　　　　　　　　土門　織（藤崎小５年）

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 ９月分
◎総務課
●平成26年度藤井集落防火水槽整備工事
期　間　Ｈ26/9/5 ～Ｈ26/11/28　契約金額　5,616,000円
契約者　有限会社石川工業

［その他入札参加者］赤塚建設工業株式会社、有限会社石山
工業、金子建業株式会社
◎企画課
●平成26年度西遊佐まちづくりセンター改築事業予定地地
形測量及び地質調査業務
期　間　Ｈ26/9/12 ～Ｈ26/11/20　契約金額　3,564,000円
契約者　株式会社大和エンジニア

［その他入札参加者］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
◎地域生活課
●平成26年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事（第2工区）
期　間　Ｈ26/9/3 ～Ｈ27/2/10　契約金額　41,796,000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年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事（第3工区）
期　間　Ｈ26/9/2 ～Ｈ27/1/15　契約金額　26,568,000円
契約者　庄司建設工業株式会社

［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、株式会社高橋工業所、土門建設株式会社
●町道畑西線道路改良事業に伴う測量設計等業務委託
期　間　Ｈ26/9/9 ～Ｈ27/1/30　契約金額　7,290,000円
契約者　株式会社出羽測量設計

［その他入札参加者］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
●広畑橋架け替え事業に伴う測量設計等業務委託
期　間　Ｈ26/9/11 ～Ｈ27/1/30　契約金額　10,800,000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
●平成26年度十里塚地内国道横断管布設替工事
期　間　Ｈ26/9/19 ～Ｈ26/12/19　契約金額　15,984,000円
契約者　庄司建設工業株式会社

［その他入札参加者］伊藤建設株式会社、株式会社斎藤工業、
株式会社高橋工業所、土門建設株式会社
●平成26年度吹浦簡易水道資産管理台帳作成業務委託
期　間　H26/10/1 ～ H27/3/20　契約金額　2,700,000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
◎健康福祉課
●町立保育園等除雪機器購入
期　間　H26/9/30 ～ H26/12/5　契約金額　1,563,408円
契約者　株式会社南東北クボタ　遊佐営業所

［その他入札参加者］カートピア・イマイ、庄内みどり農業協
同組合　遊佐支店
◎教育課
●藤崎小学校プールサイド張替工事
期　間　Ｈ26/9/2 ～Ｈ26/11/3　契約金額　8,316,000円
契約者　株式会社斎藤工業

［その他入札参加者］赤塚建設工業株式会社、有限会社石川
工業、有限会社石山工業、伊藤建設株式会社、金子建業株式
会社、協栄建設株式会社
●サンスポーツランド遊佐スコアボード改修工事
期　間　Ｈ26/9/16 ～Ｈ26/12/26　契約金額　5,724,000円
契約者　赤塚建設工業株式会社

［その他入札参加者］有限会社石川工業、有限会社石山工業、
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、有限会社菅原建設

＊契約金額には、消費税が
含まれています。

●日時／10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
●—・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　143−4000

司法書士無料法律相談

●出願期間／10月20日㈪～11月３日㈪必着

●試験日／11月８日㈯

●試験の内容／

試験区分 学　　　科 募集対象 試験科目

一般推薦

制御機械科 27年3月に高校卒業
見込の方で高等学校
長の推薦を必要とす
る他、成績要件があ
ります。

数学Ⅰ・
面接

電子情報科

国際経営科 小論文・
面接

IP推薦 電子情報科

27年3月に高校卒業
見込の方で高等学校
長の推薦を必要とす
る他、ITパスポート
試験等に合格してい
ることが必要です。

小論文・
面接

自己推薦 国際経営科

26年3月以前に高校
を卒業した方で、出
身高等学校長の調査
書等を必要とする他、
出願時に自己推薦書
の提出が必要です。

小論文・
面接

●—／山形県立産業技術短期大学校庄内校 教務学生課

　〒998-0102　酒田市京田三丁目57−４　131−2300

　FAX31−2770　http://www.shonai-cit.ac.jp/

平成27年度山形県立産業技術
短期大学校庄内校　推薦入学試験


