
　　　

遊佐町役場　1（0234）72－3311　〒999-8301�山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴211

Yuza  Town  Public  Relations

広
告

M
AR
C
H
　2
01

5　
No.491

3
15

毎月１回15日発行

お知らせ
広 報

子育て支援医療の対象年齢を18歳へ

鳥海温泉 10234-77-3711

4月1日㈬～4月24日㈮4月1日㈬～4月24日㈮

お食事＋休憩＋入浴

平成27年3月1日㈰～4月24日㈮平成27年3月1日㈰～4月24日㈮

平成26年11月24日～
平成27年3月31日
平成26年11月24日～
平成27年3月31日

好評につき好評につき好評につき好評につき

宿泊プラン 日帰りプラン（入浴付）

特典

お
一
人
様

桜の宴プラン 歓送迎会プラン歓送迎会プランゆゆ

ゆ～っくり24時間滞在ゆ～っくり24時間滞在

3,300円3,300円3,300円3,300円（税込）（税込）（税込）（税込）

10,000円10,000円10,000円10,000円 4,000円4,000円4,000円4,000円
1泊3食付

8,700円（税込）
2泊6食付～連泊すると

さらにお得！
連泊すると
さらにお得！

17,000円（税込）
●こちらのプランは10名様からのご予約となります。
●休前日でご宿泊利用の場合、1,000円増しとなります。
●こちらのプランは10名様からのご予約となります。
●休前日でご宿泊利用の場合、1,000円増しとなります。

心も身体もぽっかぽか（^ ）^

お一人様ご一泊からでもＯＫ！
心も身体もぽっかぽか（^ ）^

お一人様ご一泊からでもＯＫ！

のんびり過ごしたい方におすすめ♪
チェックイン15時～チェックアウト15時の

②飲み放題付の場合、通常2,300円→
　2,000円とお得に！（※乾杯時から2時間となります）
③カラオケ無料で歌いたい放題！

②飲み放題付の場合、通常2,300円→
　2,000円とお得に！（※乾杯時から2時間となります）
③カラオケ無料で歌いたい放題！
送迎ご希望のお客様はご相談くださいませ。

①お一人様
　ビール（大瓶）
　1本付き！

①お一人様
　ビール（大瓶）
　1本付き！

●10：00～15：00までのご滞在となり
　ます。（宴会場も15：00まで）
●タオル・フェイスタオル付
●送迎ご希望のお客様は、ご相談ください。

●10：00～15：00までのご滞在となり
　ます。（宴会場も15：00まで）
●タオル・フェイスタオル付
●送迎ご希望のお客様は、ご相談ください。

●こちらは月～木曜日の平日限定プランになります。
●送迎ご希望のお客様は、ご相談くださいませ。
※午前10時～午後1時までは男性風呂清掃中のためご利用でき
　ません。隣接の日帰り温泉「あぽん西浜」をご利用くださいませ。

●こちらは月～木曜日の平日限定プランになります。
●送迎ご希望のお客様は、ご相談くださいませ。
※午前10時～午後1時までは男性風呂清掃中のためご利用でき
　ません。隣接の日帰り温泉「あぽん西浜」をご利用くださいませ。

（税込・入湯税込）（税込・入湯税込） （税込・入湯税込）（税込・入湯税込） 4月24日4月24日4月24日4月24日
延長します！延長します！延長します！延長します！

までまでまでまで

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

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

ベーカリー工房ほっほ

味の駅味の駅
4月から『餃子の日』始めます！毎月第4金曜日は、
ラーメンをご注文頂いた方に餃子2ヶお付けします。
4月から『餃子の日』始めます！毎月第4金曜日は、
ラーメンをご注文頂いた方に餃子2ヶお付けします。

世界のシェフが認めた三ツ星スイーツ♥
コクが広がる、プレミアム生クリームソフト
「CREMIA（クレミア）」500円 が新登場！
庄内で2店舗しか取り扱っていない商品で、
一度食べたら忘れられないおいしさです♪
高級感あふれるワンランク上の味わいをお楽しみください。

世界のシェフが認めた三ツ星スイーツ♥
コクが広がる、プレミアム生クリームソフト
「CREMIA（クレミア）」500円 が新登場！
庄内で2店舗しか取り扱っていない商品で、
一度食べたら忘れられないおいしさです♪
高級感あふれるワンランク上の味わいをお楽しみください。

食堂
3/21～土日祝のみ、各日11：30から販売致します。
1日限定5食ですのでお早めにどうぞ。

「ふらっと御膳」1,200円 海鮮丼や
そばの他
さくらアイス
付き♪

　平成27年４月から、「ゆざプレミアムサポート事業」として、医療費を町が負担する「子育て支援医療」の

助成対象を18歳まで拡大します。

●新規対象／16歳（15歳に達する日以降の最初の４月１

日）～18歳（18歳に達する日以降の最初の３月31日）まで

●対象要件／遊佐町に住所を有すること

※進学等により町外の寮等に住所を移した場合であ

っても、保護者の別居監護とみなされる場合は、

対象要件を満たすものとします。

●助成内容／医療にかかる自己負担分（保険適用分）

が無料となります。医療にかかる際に、健康保険証

とともに「子育て支援医療証（ゆざプレミアムサポ

ート証）」を医療機関窓口に提示してください。

●申請について／

○町に住所を有する方…毎年３月末に医療証を郵送

します。申請の手続きは必要ありません。

※「重度心身障がい（児）者医療」「ひとり親家庭等医

療」の医療証をお持ちの方には、子育て支援医療証

は送付されません。

○町外に住所を移した方…対象であるかどうかの確

認ができませんので、該当する方は申請してくだ

さい。在学の証明になるもの（在学証明書、合格

通知書、生徒手帳など。写しで可）、対象者の健康

保険証、印鑑を持参のうえ、国民健康保険係窓口

までお越しください。

県外受診や医療証未提示により自己負担分を
支払った場合

　この医療証は県外では使用できません。一度、
自己負担分をお支払いいただくことになります。
医療証未提示により自己負担分を支払った場合な
ども含め、領収書、印鑑、振込先の分かるもの、
対象者の健康保険証を持参のうえ、国民健康保険
係窓口へ申請してください。後日、負担分を口座
にお振込みいたします。

０歳～小学３年生まで
　今までどおり自己負担分（保険適用分）について
無料で受診できます。
※医療証の申請の手続きが必要ですので、毎年誕

生月に更新の手続きをお願いします。（申請手
続きのお知らせを郵送いたします）

小学４年生～中学３年生まで
　今までどおり自己負担分（保険適用分）につい
て無料で受診できます。
※申請の手続きは必要ありません。毎年３月末に

医療証を郵送します。

●—／健康福祉課国民健康保険係　172−5875

ゆざプレミアム
サポート事業



お　 し　 ら　 せ　 号
⑵

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

　暖房器具を使う期間は、一般家庭のホームタンクや
事業所のタンクから灯油などの油類が流出し、河川な
どを汚染する事故が多発します。その原因の多くは、
作業中の不注意によるものです。
　環境への影響、火災の恐れはもちろんですが、流出
した油の回収には多くの人手とオイルフェンスや吸着
マット等の費用が必要となり、その費用は油を流した
当事者が負担する事になります。油の流出を防ぐため、
一人ひとりが次のことに注意しましょう。
１．その場を離れない、目を離さない
　タンクから灯油を小分けするときは、絶対にその場
を離れない。バルブの閉め忘れにも注意しましょう。
２．定期点検を怠らない
　タンクや配管に亀裂・損傷がないか、定期的に点検
しましょう。
※油が流出してしまったら、１１９へ通報してください。
●—／消防署遊佐分署　　172−4100
　　　地域生活課環境係　172−5881

　町では、看護師・准看護師を養成する学校等に在学す
る方に、修学等に必要な奨学金の貸し付けを行います。
●対象者（次の①②のすべてに該当する方）／
　① 平成27年４月１日以降に保健師助産師看護師法

第21条又は第22条に規定する文部科学大臣、厚
生労働大臣、都道府県知事が指定した大学、学
校、養成所に在学する方

　② ①の大学、学校、養成所を卒業後に町内医療施
設、福祉施設等の看護師・准看護師として勤務
する意志のある方

●奨学金の金額／月額50,000円以内
●貸付期間／在学する学校等の正規の修学期間内
●償還期間・猶予・免除／貸し付け終了後、３年以内

の期間で償還していただきます。ただし、学校等を
卒業した日から１年以内に看護師等の免許を取得し、
３年以内に町内医療施設、福祉施設等に勤務する意
志のある方は、３年間償還が猶予されます。また、
免許取得後３年以内に町内医療施設、福祉施設等に
勤務し、３年間継続した場合は奨学金の償還が全額
免除（３年未満の場合は一部免除）されます。
●募集人数／若干名
●申込方法／奨学金貸付申込書に必要事項を記入のう

え、必要書類を添えて遊佐町役場健康福祉課健康支
援係に提出してください（郵送可）。奨学金貸付申込
書は健康支援係にあります。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。
●申込期間／４月１日㈬～30日㈭※必着
●—／健康福祉課健康支援係　172−4111

　子どもに関する手当を受給されている方が転出などで住

所を変更される場合は、届出が必要になります。①～③は子

育て支援係、④は福祉介護保険係で手続きをお願いします。

①児童手当
●対象／中学校修了前の子どもを養育している方

②児童扶養手当
●対象／ 18歳までの子どもを養育しているひとり親家庭の

父や母、または父母に代わってその児童を養育している方

③特別児童扶養手当
●対象／20歳までの重度から中度の障がいを持った子

どもを養育している方

④障害児福祉手当（特別障害者手当）
●対象／重度の障がいを持ち、在宅で生活している方

※20歳未満の方は障害児福祉手当、20歳以上の方は特

別障害者手当となります。

※②～④は所得制限により受給していない方もおりま

す。

●—／①～③…健康福祉課子育て支援係　172−5897

　　　④…健康福祉課福祉介護保険係　172−5884

　みなさまからの安心で安全な血液により、たくさん

の命が救われております。町内での第６回目の献血を

実施しますので、ぜひお越しください。

●期日／３月29日㈰

●時間／午前９時30分～11時30分、午後１時～３時30分

※平成26年度遊佐町健康カレンダーから開始時間が30

分早まりました。

●場所／遊佐ショッピングセンターエルパ

※輸血される方の負担の少ない400mlの全血献血にご

協力ください。

※今後の献血日程については、町のホームページでご

覧いただけます。

●—／健康福祉課健康支援係　172−4111

　広報ゆざでは、１日号と15日号の平成27年度年間契

約（平成27年４月15日号～平成28年４月１日号）での

広告を募集しています。

●対象／町内にある事業所、営業所、商店、団体

●申込締切／３月23日㈪

※掲載料金・申込方法などの詳細はお問合せください。

●—・申込み／企画課企画係　172−4523

油の流出事故を防ぎましょう！

看護師・准看護師をめざす方へ
奨学金の貸し付けを行います

子どもに関する各種手当を
受給されているみなさまへ

献血にご協力を

広告の年間契約を募集します



お　 し　 ら　 せ　 号
⑶

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

　木質バイオマスエネルギーを利用する時、山側にも
っとできることがあります。それが「自伐型林業」で
す。自伐型林業による地域活性化の先駆者にお話しを
伺います。
●期日／３月25日㈬　午前10時～11時30分（予定）
●場所／ゆざっとプラザ（遊佐駅）２階
●内容／講演：「自伐型林業 木質エネルギー利用の前に広
がるチャンス～地方創生・中山間地域再生のカギ・自伐型林業～」

講師：ＮＰＯ法人土佐の森・救援隊理事長　中嶋　健造氏
●対象／関心のある方ならどなたでも
●締切／３月23日㈪
●—・申込み／地域生活課環境係
　　　　　　　172−5881　FAX72−3318

【みんなのエネルギー勉強会】

木質エネルギーの前に広がるチャンス
　犬の飼い主には、飼い犬（生後91日以上）の登録、毎年

１回の狂犬病の予防注射、犬の鑑札と注射済票を犬に装

着することが、狂犬病予防法により義務付けられています。

　平成27年度の集合注射は下記日程で実施しますので、

飼い主の方は責任を持って受けるようにしましょう。

●料金／登録済の犬（注射料のみ）　　　3,200円

　　　　未登録の犬（登録料と注射料）　6,200円

●持ち物／

　①郵送されたハガキ

　②フン処理の袋（会場で犬がフンをした場合のため）

●日程／

＊狂犬病予防注射は１頭１針で実施しています。

＊会場へは、犬を制御できる方が連れてきてください。

＊犬が死亡したときは、下記へご連絡

ください。

＊鑑札・注射済票は犬の首輪に付けて

ください。

●—／地域生活課環境係　172−5881

　酒田市内の高等学校に通学する際に利用できる
乗合タクシーを運行しています。
●運行日／各高校の登校日（長期休暇期間中は運行しません）
●運行時間／
　行き　遊佐町内（午前７時ごろ発）→

酒田市内（午前７時40分ごろ着）
　帰り　酒田駅→遊佐町内
　　　　①午後４時30分発、午後５時10分ごろ着
　　　　②午後７時発、午後７時40分ごろ着
　※詳しい時刻表は登録いただいた方にお渡しします。
●利用登録／利用登録書を産業課商工振興係へ提

出のうえ、定期利用料をお支払いください。登
録書は産業課内に設置しています。
●—／産業課商工振興係　172−4522

高校生通学乗合タクシーを
ご利用ください

　きれいでさわやかな生活環境を保つため、集落周辺
の道路、公園等の清掃にご協力ください。集落等団体
の清掃には、ごみ袋を提供いたしますので、代表の方
は地域生活課にお申込みください。
【ごみの分別方法にご注意ください！】
　ポイ捨てされたペットボトル、空き缶、空きびんは
汚れているためリサイクルできません。下表のように
分別して町指定ごみ袋に入れ、集落の環境推進員を通
じてごみステーションに出してください。

●—／地域生活課環境係　172−5881

犬の登録と狂犬病予防注射

春の清掃にご協力を！

月　日 場　所 時　間

4月7日㈫
しらい自然館
野沢公民館
生涯学習センター

午前9時15分～9時45分
午前10時～10時30分
午前11時～11時30分

4月8日㈬
稲川まちづくりセンター
西遊佐まちづくりセンター

午前9時30分～10時
午前10時30分～11時

4月9日㈭
吹浦まちづくりセンター
高瀬まちづくりセンター

午前9時30分～10時15分
午前10時45分～11時15分

4月10日㈮
蕨岡まちづくりセンター
開畑公民館

午前9時30分～10時
午前10時30分～11時

4月11日㈯ 生涯学習センター 午前10時～11時

ごみの種類 分別区分

ペットボトル、紙類、布類、ゴム類、
ビニール・プラスチック類、木くず もやすごみ

空き缶、空きびん、金属くず、ガラス
くず、せともの 埋立ごみ

●乗降場所および料金／

運行ルート
乗　降　場　所

片道定期券（円） 往復定期券（円）

行き �帰り ��１カ月 �３カ月 �１カ月 �３カ月

����菅里体育館前バス停
出戸バス停�

3,500 9,000 6,000 17,000

����十里塚公民館前
田地下公民館前
藤崎小学校前バス停
西遊佐まちづくり
センター前バス停

3,000 7,500 5,000 14,000

�������

���旧西遊佐小学校前
青塚口バス停
白木バス停
茂り松公民館前

2,500 6,000 4,000 11,000

�������
泉町９→酒田駅→
大通り商店街

（注）帰りは酒田駅出発となります。
その他の場所からは乗車できません。
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４月12日㈰は
山形県議会議員選挙の投票日です

開票

●—／遊佐町選挙管理委員会　172−3311　内線269

投票日時
４月12日㈰　午前７時から午後８時まで
　入場券を忘れずに、投票所においでください。忘れたり紛失したりした場合は、投票所の受付に申し出れ
ば投票することができます。

投票できる人は
　投票日に満20歳以上（平成７年４月13日以前に生まれた人）で、平成27年１月２日までに遊佐町に住民登
録されている人です。
※平成27年１月３日以降に県内の他市町村から遊佐町へ転入された方は、本町の町民課で発行する証明書（「引き

続き県内に住所を有する証明書」）を持参すれば、前の住所地で投票することができます。ただし、異動予定日と
転入届出日の間に大きな開きがある場合や、２回以上異動している場合には投票できない時があります。

※平成27年４月２日以降に町内で転居した人は、前の住所地で投票することになります。

期日前投票・不在者投票のご利用を
　投票日に仕事や冠婚葬祭、旅行など何らかの理由で投票できない人は、期日前投票または不在者投票ができます。
●期間／４月４日㈯～11日㈯　　●時間／午前８時30分～午後８時
●場所／役場１階　選挙管理委員会事務室
※期日前投票・不在者投票は入場券の到着前でも投票することができます。
※指定施設に入院または入所中の方は、それぞれの施設で投票することができますので、施設の職員にお申

し出ください。

　投票日当日の午後９時から、町民体育館１階児童高齢者体育室で行います。

投票場所
　入場券に記載された場所で投票してください。
※高齢者のみの世帯の方、身体障害者手帳をお持ちの方のうち、要件を満たす方にはタクシー利用の助成制

度があります。詳しい要件については、健康福祉課福祉介護保険係（172−5884）までお問合せください。

※第２投票区は遊佐小学校ミーティングルームで行います。体育館入口からお入りください。
※第７投票区は吹浦まちづくりセンターが改築中のため「吹浦小学校　視聴覚室」で行います。体育館入口

からお入りください。

投票区 投　票　所 対　象　集　落

第１投票区 遊佐町役場　議事所
尻引岡田・七日町・六日町・五日町・駅前一区・駅前二区・十日町・八日
町・大楯・平津新田・下長橋・ゆうすい

第２投票区
遊佐小学校ミーティング
ルーム（体育館内）

広野・藤井・臂曲・金俣・岩野・三ノ俣・蚕桑・袋地・舞台・野沢上・野
沢中・野沢下・下野沢・京田・京田新田・旭ケ丘・上吉出・中吉出・下吉
出・和田・漆曽根・境田

第３投票区
蕨岡まちづくりセンター
講堂

褄坂・杉沢南・杉沢北・開畑・上蕨岡・上蕨岡坂ノ下・大蕨岡・鹿野沢・
平津・上長橋・上小松・下小松・石辻・三川・上大内・下大内・水上

第４投票区
稲川まちづくりセンター
講堂

千本柳・田中・大井・服部・増穂・江地・出戸・田地下・楸島・西宮田・
東宮田・北宮田・十里塚

第５投票区
西遊佐まちづくりセンター
講堂

西谷地・茂り松・上藤崎一区・上藤崎二区・中藤崎・下藤崎一区・下藤崎
二区・白木・青塚・服部興野・比子下モ山・大谷地・鳥海学園

第６投票区
高瀬まちづくりセンター
講堂

富岡・畑・北目・丸子・上戸・下当上・下当下・東山・山崎・樽川・中山・
升川・南山・谷地上・谷地下・石淵・松山・菅野上・菅野下・月光園・松
濤荘・吹浦荘

第７投票区 吹浦小学校　視聴覚室
女鹿・滝ノ浦・鳥崎・湯ノ田・横町一・横町二・横町三・布倉・宿町一・
宿町二・宿町三・宿町四・宿町五・西浜・箕輪・落伏・小野曽・にしだて
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●日時／４月第３週より毎週１回

　　　　午後７時～８時30分

　※開講式：４月８日㈬　午後７時から

　　場　所：東北公益文科大学104教室

　　受付を午後６時50分までお済ませください。

●対象者／中国語に興味がある方、初心者から実践会

話希望者までどなたでも

●受講場所／東北公益文科大学

●講座内容／①入門講座（毎週木曜）

　　　　　　②初級講座（毎週水曜）

　　　　　　③中級講座（毎週火曜）

　　　　　　④実践講座（毎週木曜）

　※詳細は開講式にてお知らせします。

●受講料／①～③…月額3,500円　④…月額4,000円

　※３ヶ月一括納入、学生は月額受講料より1,000円割引

●申込締切／受講申込書を３月25日㈬午後５時までに

下記へ提出ください。

●—・申込み／山形新聞社 中国語講座担当 杉原　晶

　酒田市山居町１−５−21　山新放送庄内会館

　122−1580　FAX21−1803

　仙台国税局では、バイタリティーあふれる税務職員

を募集しています。

　国税専門官は、国の財政を支える重要な仕事を担い、

税務署等において調査・徴収・検査などを行う、税務

のスペシャリストです。

●受験資格／

１　昭和60年４月２日から平成６年４月１日生まれの者

２　平成６年４月２日以降生まれの者で次に掲げるもの

　⑴大学を卒業した者及び平成28年３月までに大学

を卒業する見込みの者

　⑵人事院が⑴に掲げる者と同等の資格があると認

める者

●受験申込受付期間／

インターネット：４月１日㈬から４月13日㈪まで

郵送または持参：４月１日㈬から４月２日㈭まで

●受験申込方法／原則インターネット申込みとします。

※郵送または持参用受験申込書の請求は、最寄りの税

務署、仙台国税局人事第二課または人事院東北事務

局へ行ってください。

●第１次試験日／６月７日㈰

●—／仙台国税局人事第二課試験研修係

　　　1022−263−1111

酒田地区日中友好協会主催
「中国語講座」

平成27年度　国家公務員
「国税専門官採用試験」（大卒程度）

　納税者の方は期間中、町内の土地や家屋の今年度評
価額などを字地番順の縦覧帳簿でご覧いただけます。
●期間／４月１日㈬～６月１日㈪
　　　（※土・日・祝日を除く）
●時間／午前８時30分～午後５時15分
●場所／町民課課税係
●手数料／縦覧帳簿：無料（コピー不可）
　課税台帳の閲覧：閲覧は無料（コピーは一枚10円）
●対象者／町内に土地・家屋を所有し、固定資産税を

納税している方（又は同居の家族等）
●持物／運転免許証等の身分証明書（代理人の方は委

任状、借地・借家人や資産を処分する権利のある方
は、他に権利関係が分かる書類も必要です）

※固定資産課税台帳の閲覧は通常どおり行っています
が、縦覧期間中は今年度分に限り、無料で閲覧する
ことができます。ただし証明がいる方は通常の手数
料が必要です。（一枚400円）
●—／町民課課税係　172−5412

固定資産の価格等の縦覧と
課税台帳の閲覧

●日時／３月25日㈬　午後５時～７時
●場所／酒田市勤労者福祉センター２階
●相談内容／相続、遺言、土地建物の登記、会社法人

の登記、金銭のトラブル、成年後見等
●—・予約／午前９時～午後５時（土日・祝日を除く）まで
　山形県司法書士会酒田支部　髙橋　143−4000

司法書士無料法律相談（要予約）

●日時／３月28日㈯　午前９時30分～正午
●場所／酒田市交流ひろば２階
●内容／借金、悪徳商法のトラブル、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）

　２月22日に収録した「出張なんでも鑑定団in遊佐」
は、関東地方ではテレビ東京系列で３月24日㈫午後８
時54分から放送されます。遠方のご親戚等にぜひお知
らせください。
　山形県内での放送日は現在未定ですが、上記放送日
から１～２か月後となります。県内での放送日が決ま
り次第、広報やホームページ等でお知らせします。
●—／企画課企画係　172−4523 

「出張！なんでも鑑定団in遊佐」の
放送日時について
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○１月18日（日）　酒田地区３種フットサル大会
　優勝　遊佐中Ａチーム
○１月25日（日）　第42回卓球レクリエーション大会
　カブの部　第１位　加藤　涼（高瀬小４年）
○２月１日（日）　第44回　遊佐町卓球選手権大会
　団体戦　優　勝　チームＫ2015
　　　　　準優勝　遊佐中Ａチーム
　　　　　第３位　加藤チーム
　男子未経験者の部　優　勝　加藤　涼（高瀬小）
　　　　　　　　　　準優勝　石垣道真（藤崎小）
　　　　　　　　　　第３位　佐藤瑞輝（蕨岡小）
　　　　　　　　　　　　　　渋谷大雅（蕨岡小）
　男子経験者の部　　優　勝　土井　勝（一般）
　　　　　　　　　　準優勝　高橋知俊（遊佐学童）
　　　　　　　　　　第３位　小野寺一真（遊佐中）
　　　　　　　　　　　　　　石川　浩（ワイワイカントリー）
　女子未経験者の部　優　勝　那須英璃花（吹浦小）
　　　　　　　　　　準優勝　本間　萌（藤崎小）
　　　　　　　　　　第３位　本間千尋（藤崎小）
　　　　　　　　　　　　　　高橋日華里（遊佐小）
　女子経験者の部　　優　勝　小泉りょう（遊佐中）
　　　　　　　　　　準優勝　齋藤真梨恵（遊佐中）
　　　　　　　　　　第３位　白崎志織（遊佐中）
　　　　　　　　　　　　　　藤原　鈴（遊佐中）
○２月７日（土）　第56回遊佐町小中学校スキー大会
　小学校女子　第１位　菅原爽乃（遊佐小１年）
　　　　　　　第２位　佐藤朱里（遊佐小５年）
　　　　　　　特別賞　菅原　雅（杉の子幼稚園）
　小学校男子　第１位　菅原悠聖（遊佐小３年）
　　　　　　　第２位　渋谷悠斗（遊佐小３年）
　　　　　　　第３位　菅原羽堯（高瀬小３年）
　中学校男子　第１位　榊原　佑（遊佐中３年）
　　　　　　　第２位　榊原　和（遊佐中１年）
○２月７日（土）　第46回遊佐町民スキー大会
　一般　青年の部　　第１位　佐藤晴加
　　　　　　　　　　第２位　三浦広和
　　　　　　　　　　第３位　佐藤裕介
　一般　壮年の部　　第１位　三浦澄雄
　　　　　　　　　　第２位　伊藤充朗
　　　　　　　　　　第３位　齋藤仁八
　一般　シニアの部　第１位　高橋利弘
　　　　　　　　　　第２位　佐藤敏雄
○２月14日（土）　鳥海Ｆリーグ　第11回少年フットサル大会
　Ｕ−10の部　第２位　遊佐サッカースポーツ少年a
　　　　　　　第３位　遊佐サッカースポーツ少年b
○２月21日（土）・22日（日）
　酒田地区フットサル（室内サッカー）大会
　スポ少低学年の部　第２位　遊佐サッカースポーツ少年団
　スポ少ママさんの部　第３位　遊佐サッカースポーツ少年団ママ
○２月28日（土）　平成26年度南平田杯卓球大会
　男子個人戦の部　ホープス優勝　本間　広大（藤崎小６年）
○３月１日（日）　第４回庄内バレー道場杯
　第２部　優勝　遊佐ビクトリーズスポーツ少年団

がんばった人にマル

※大会結果は、各競技団体より依頼のあったものについて掲載しております。

入札結果 2月分
◎総務課
●平成26年度公用車整備事業
期　間　平27/2/10～平27/3/30　契約金額　1,585,143円
契約者　株式会社オートショップ今野
［その他の入札参加者］有限会社赤塚自動車、有限会社齋藤
モータース、有限会社ユザオートサービス
●遊佐町防災車車庫整備工事
期　間　平27/2/16～平27/3/31　契約金額　5,400,000円
契約者　伊藤建設株式会社
［その他の入札参加者］赤塚建設工業株式会社、有限会社石
川工業、有限会社石山工業、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
◎企画課
●平成26年度あぽん西浜トイレ改修工事
期　間　平27/2/13～平27/3/31　契約金額　5,767,200円
契約者　株式会社髙橋工業所
［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、庄司建設株式会社、土門建設株式会社
◎健康福祉課
●保健衛生公用車購入
期　間　平27/2/2～平27/3/16　契約金額　1,954,800円
契約者　有限会社赤塚自動車
［その他の入札参加者］株式会社オートショップ今野、有限
会社齋藤モータース、有限会社ユザオートサービス
◎教育課
●遊佐町生涯学習センター物置新設工事
期　間　平27/2/12～平27/3/27　契約金額　2,322,000円
契約者　有限会社菅原建設
［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、ヤマ五建設株式会社

＊契約金額には、消費税が
含まれています。

■雇用の広場
特別養護老人ホーム松濤荘
募集職種 介護員（契約職員）数名 看護師（契約職員）１名
雇用期間 平成27年４月１日～平成28年３月31日（契約更新可能性あり）
業務内容 施設利用者の日常介護全般（夜間勤務あり） 施設利用者の看護業務全般
必要資格 特になし 看護師免許（准看護師の方は相談に応じます）

給　　与 日額　6,900円＋通勤割増分　賞与年２回
（実績に応じて時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当あり）

日額　8,040円＋通勤割増分　賞与年２回
（実績に応じて時間外勤務手当、休日勤務手当あり）

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）
（午前６時30分～午後10時までのうちの８時間勤務）

週30時間
（午前７時30分～午後４時までのうちの６時間勤務）

問 特別養護老人ホーム松濤荘　☎76−2103　担当　伊藤

●日時／４月４日㈯　さんゆうに午前９時集合、午後

２時30分ごろ解散予定

●対象／山歩き初級レベル・里山歩きなどを楽しまれ

ている大人の方

●定員／15名

●受講料／2,200円（ガイド料、保険料を含む）

●持ち物／山歩きできる服装と靴、昼食、飲み物、着

替え、サングラス、タオル、敷物、雨具、帽子、手

袋等　※カンジキがある方はご持参ください。

●申込締切／４月１日㈬※定員になり次第締切

●—・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　172−2069

 『鳥海山おもしろ自然塾』
ベテランガイドと行く

「残雪のブナ林トレッキング」


