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10234-77-3711鳥海温泉

12月20日（土）12月20日（土） 前売りチケット販売中
宿泊プラン

平成26年11月21日（金）～
　　　　平成27年1月31日（土）

場所場所 遊楽里 1階文化ホール

お客様全員にドリンクバーが付きます♪

お楽しみ抽選会もあるよ!!
大人　2,500円
小学生1,200円
幼児　　500円

時間時間 18：00～20：00

山形県飽海郡遊佐町吹浦字西浜2-76

12,000円12,000円
日帰りプラン
6,500円6,500円

当日券の販売はございませんのでお早めにお買い求めくださいませ。

1日
限定

, 円円 ,,
どちらも飲み放題付!!

平成26年11月21日（金）～
忘・新年会プラン

●こちらのコースは、10名様からのご予約に
なります。
●飲み放題は2時間コースになります。
●ご宿泊で休前日ご利用の場合は、1,000円
増しになります。
●カラオケは無料でご利用できます。
●送迎ご希望のお客様はご相談下さいませ。

●日曜から金曜までの平日限定
（年末年始は除かせていただきます。休前日
につきましてはご相談下さい。）
●お一人様からでもご予約いただけます。
●お部屋のタイプ・階数はおまかせいただ
きます。
●チェックイン15:00  チェックアウト15:00
●隣接の日帰り温泉「あぽん西浜」も無料で
ご利用いただけます。
●送迎ご希望のお客様は、ご相談下さいませ。

（税込・入湯税込）（税込・入湯税込）6,950円6,950円

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）

●応募方法／11/1号で全戸配布した申込書に必要事
項をご記入の上、鑑定品の写真を添付し、右記の
受付まで郵送または持参してください。

※お一人様何点でもご応募できます（申込書は鑑定
依頼品１点につき１枚必要です）

※収録予定の平成27年２月22日㈰に出場可能な方に
限ります。

※古物売買免許のある方は、ご遠慮いただきます。
※申込書類・写真は返却いたしません。

●添付写真／①全体像がわかる写真　②主要な部分
（絵柄や文字等）のアップ写真　③銘や落款など
の写真　上記３点以上の写真を添付してください。

●応募締切／12月19日㈮必着
●選考方法／テレビ東京の番組担当スタッフが応募

書類を詳細に検討して選考いたします。
●発表／採用の可能性のある方にはテレビ東京の番

組スタッフから直接連絡があります（連絡がない
場合は不採用となり鑑定いたしません）

●受付／〒999-8301　遊佐町遊佐字舞鶴211
　　　　　　　　　　遊佐町役場企画課企画係
　　　　「出張！なんでも鑑定団in遊佐」お宝係

遊佐町合併60周年記念事業

出張！なんでも鑑定団in遊佐
あなたのとっておきの「お宝」を鑑定してもらいませんか。時代、ジャンルは問いません。これはという「お宝」を是非ご応募ください。

あなたのお宝大募集
美術品から、お菓子のオマケやおもちゃまで「なんでも」ご応募ください。

遊佐町合併 6 0 周年
Yuza  Town  60 th  Ann i ve r sa r y

●開催日／平成27年２月22日㈰
●場所／遊佐町生涯学習センター
●時間／開場 正午　開演 午後１時
●応募方法／往復ハガキに必要事項を記入の上、ご応

募ください。応募者多数の場合は抽選となります。
当選したハガキ１枚につき２名様まで入場できます。

●応募締切日／平成27年１月20日㈫
●抽選結果発表／平成27年２月上旬（往復ハガキにて）
●—／企画課企画係　172−4523

観覧募集！ 観覧無料
往信面

返信面



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

　12月１日㈪は町県民税、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。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／12月１日㈪　町県民税　　　　　　　３期

　　　　　　　　　　国民健康保険税　　　　５期

　　　　　　　　　　介護保険料　　　　　　５期

　　　　　　　　　　後期高齢者医療保険料　５期

●—／町民課納税係　172−5411

　広報ゆざでは、合併60周年記念事業として「独
楽吟コンテスト」を開催します。
　自分が生まれた町、働く町への想いを、５・７・
５・７・７のリズムに乗せて表現してみませんか？
一般部門と学生部門の２部門に分けて募集します。

遊佐で感じる「楽しいこと」大募集!!
～合併60周年記念 広報ゆざ独楽吟コンテスト～

●応募条件／
①学生部門は町内の小中高生、一般部門は遊佐

町内に在住または勤務している方であること
②作品の中に必ず遊佐を連想させる言葉が入っ

ていること（例２参照）語句例：鳥海山、月光川、
鮭、イワガキ、パプリカ、あぽん、中山桜など

③本人創作で未発表のものであること
●応募方法／住所・氏名・年齢・電話番号を必ず

明記のうえ、下記までハガキ、メール、ＦＡＸ
のいずれかでご応募ください。一人２作品まで
応募できます。

　応募先：〒999-8301遊佐字舞鶴211
　　　　　遊佐町役場企画課企画係　宛
　メールアドレス：koho@town.yuza.yamagata.jp
　ＦＡＸ72−3315
＊応募条件を無視したものや、住所・氏名・年齢・電話

番号が明記されていないものは無効となります。
＊ペンネームも可能です。希望の方はお書き添えください。
●応募締切／12月26日㈮　必着
●発表／広報ゆざ平成27年２月号
優秀作品は部門ごとに表彰し賞品（紅耕作くん、町
の特産品、図書カードなどを予定）を進呈します。
●—／企画課企画係　172−4523

＊独楽吟とは…「楽しみは」からはじまり、日常で感じ
る楽しいことを５・７・５・７・７で表現したもの。最
後は必ず「～とき」でとじます。
例１）楽しみは　溢れるほどの湯につかり

 十八番の歌を口ずさむとき
例２）楽しみは　吹浦の海に対峙する

十六羅漢にお会いするとき

　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

９月に75歳、10月に65歳になられた皆様へ、11月14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／

　９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

　10月に65歳になられた方…介護保険料の納入通知書

●納付日／12月１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

　町では、木質バイオマスエネルギー（薪、ペレット、

もみ殻など）を活用した設備の普及を推進するため、町

内の居宅及び事務所へ木質バイオマスエネルギー利用

設備を設置する場合、その経費に対し助成しています。

希望される方はお早めにご相談ください。

●補助金の対象要件／

・町内に住所を有し、住宅、事業所または農業用施設に設置する場合

・工事着工前に申請し、３月末までに実績報告書が提出できる方

・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方

●補助金／　　　

・木質バイオマス（薪、ペレット、もみ殻、チップ）

を燃料とするストーブまたはボイラー設置本体１台

に係る経費の３分の１（補助金の上限は５万円）

●—／地域生活課環境係　172−5881

町税等納期のお知らせ

75歳、65歳になられた皆様へ

応援します！環境にやさしいこと
薪（まき）、ペレットストーブ設置に助成します

●日時／11月25日㈫午後１時30分～４時30分
●場所／遊楽里ホール
●内容／
 第１部　勉強会
テーマ／再生可能エネルギーを活用した地域の拠点づくり
講　師／環境省総合環境政策局 環境計画課 課長補佐
　　　　浜島直子　氏
 第２部　パネルディスカッション
テーマ／地域に豊かさをもたらすパーキングエリア
コーディネーター／
　社会資本整備審議会道路分科会 会長代理
　専修大学商学部教授　太田和博氏
アドバイザー／酒田河川国道事務所 副所長 今野　悟氏
パネラー／遊佐町長　ほか
●—・申込み／企画課企画係　172−4523

道の駅第２ステージ
第４回遊佐パーキングエリア

タウン構想勉強会
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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

　遊佐町地球温暖化対策地域協議会エコすまいるレデ

ィースでは、省エネに対する関心を深め環境学習に役

立てるため、町内小学生を対象に標語、川柳を募集し

ました。その優秀作品を紹介します。

●省エネ部門／

 川柳　・最優秀　水沼　紗都（高瀬小５年）

　　　　「電気より　自然の風が　心地良い」

 標語　・優秀　　佐藤　元美（高瀬小５年）

　　　　「風・太陽　自然の力で　発電増」

●リサイクル部門／

 標語　

・最優秀　菅原　羽堯（高瀬小３年）

　「すてる前　ほんとにゴミか　エコチェック」

・優秀　　阿曽　愛瑠（高瀬小３年）

　「リサイクルで　生まれかわって　またあおう」

・入選　　五十嵐玲那（高瀬小５年）

　「ワンピース 母と一緒に 切ってぬったら エコバッグ」

・入選　　藤原　剣人（高瀬小３年）

　「使っても　もう一回使える世の中へ」

●—／地域生活課環境係　172−5881

　庄内在住の外国出身の方々が、家族や友達のこと、

仕事や学校のことなど、日本での生活や日ごろ感じて

いることを日本語で発表します。

●日時／11月30日㈰　午前10時～午後０時30分

●場所／遊佐町生涯学習センター　２階大会議室

●入場料／無料

●出場者の出身国／中国、アメリカ、イギリス、韓国

●—／遊佐町国際交流協会　172−2236

　障がい（身体・知的・精神）に関する手帳をお持ち

でなくても、次の方は税申告の際に（特別）障害者控

除が受けられます。

①要介護認定において障害高齢者ランクが高いと判断

された方

②要介護認定において認知症ランクが高いと判断された方

③半年以上「寝たきり」の状態にある方

※控除を受けるには、事前に認定申請が必要です。

※認定後「障害者控除対象者認定書」が交付されます。

なお、③の申請の際には、医師又は民生委員の証明

が必要になりますのでご相談ください。

※認定申請は原則12月26日㈮までになります。

●—／健康福祉課福祉介護保険係　172−5884　

　障がい者が利用する就労継続支援Ｂ型事業所等の製

品を販売します。

●日時／11月27日㈭　午前11時～午後１時

●場所／役場正面玄関ホール

●参加事業所と販売する製品／

●—／健康福祉課福祉介護保険係　172−5884

　毎年12月第１日曜に、西山地区で松林保全のボランティア作業を行っています。住民の力で森をきれいに

しませんか？皆さんぜひご参加ください。（※雨天決行）

●日時／12月７日㈰

　　　　午前８時30分～11時30分

●作業内容／森林内の下刈り、つる切り、

枝打ち、除伐

●持ち物／のこぎり、ナタなど

●集合場所／

⑴林道十里塚比子線沿いの松林（北から１基

目の風力発電周辺）

⑵とりみ亭隣駐車場（南側駐車場）※地図参照

●—／産業課水産林業係　172−4521

西山地区内森林整備ボランティア作業

平成26年度 エコすまいるレディース主催
省エネとリサイクル標語・川柳コンクール結果発表

遊佐町合併60周年記念事業
第４回日本語スピーチコンテストin庄内

“寝たきり”の方も、税の
障害者控除の対象になります

障がい者を支援する事業所の
製品販売会

参加事業所 販売する製品
ＮＰＯ法人
わいわい・かんとりー

さをり製品、エコたわし、2015スケジュー
ル帳、小物アクセサリー、陶芸作品など

障がい福祉サービス
事業所　たぶの木

シフォンケーキ、チーズケーキ、クッキ
ー、アーモンドタルトなど

障害者多機能型施設
ひまわり園

こめっこクッキーなどのクッキー類、ド
ーナツかりんと、おからdeショコラ、と
うふちーずケーキなど

多機能型事業所
さごし

パン、ふくろうストラップ、ふくろうマグ
ネット、ヨーヨーお手玉

ŒŒ

十里塚集落

十里塚口

林道入口B林道入口B

道なりに
駐車
道なりに
駐車

林道入口A林道入口A

集合場所
実施箇所

藤崎

7号線より林道十里塚比子線に
入り、道なりに駐車となります。
矢印の通り一方通行となります
ので、ご協力お願いいたします。
尚、林道は舗装されていません
ので、ご注意ください。

林
道
十
里
塚
比
子
線

羽
州
浜
街
道

羽
州
浜
街
道

遊歩道

ŒŒÍÍ

遊楽里遊楽里
あぽん西浜あぽん西浜
とりみ亭とりみ亭

駐車場
※集合場所
駐車場
※集合場所

西浜

菅野

ふれんどりぃ●
西
浜
海
水
浴
場

遊歩道両側の
草刈りを実施します。
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お　 し　 ら　 せ　 号
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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。　●—／町民係　172－5885

　今年４月１日から、一部利用がスタートしてい
ました遊佐町総合運動公園「鳥海パノラマパー
ク」が、芝生の養生を終え、芝生広場も含めた全
面利用が可能になりました。憩いの場、運動の場、
様々な行事の場として、ぜひご活用ください。
●利用上の諸注意／
※スパイクや芝生を傷つける道具を使っての活動

はご遠慮ください。
※道具の常設は行っていません。使用した道具は、

片づけてお帰りください。
※その他、パーク利用の詳細については、社会教

育係にお問い合わせください。
●—／教育課社会教育係（生涯学習センター内）
　　　172−2236

　家族の健康保持に、「ひと手間かける」ことの大切
さを学びます。
●日時／12月７日㈰　午前９時30分～午後２時
●場所／生涯学習センター　２階第２研修室、調理室
●対象／どなたでも
●定員／25名　※男性の方大歓迎！！
●受講料／500円（材料代）
●持ち物／エプロン・三角巾（てぬぐい・バンダナ）・タオル
●内容／
①料理講習会『ぼけ予防には食事が大事！！』
　講師：　管理栄養士　星川　陽子氏
②認知症予防講座『予防のためのワンポイント』
　講師：佐藤ひとみ氏（包括支援センター・アップル
　ミント代表）※指先を使う小さな工作も作ります。
●—・申込み／遊佐町生涯学習センター　172−2236

遊佐町総合運動公園
「鳥海パノラマパーク」

フルオープン!! 　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
で安心して暮ら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在来軸組工法で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　172−5883

●日時／12月５日㈮・６日㈯

　　　　午後６時30分開演（午後６時開場）

●場所／遊佐町生涯学習センター

●チケット／前売1,000円　当日1,200円

●—／遊佐町生涯学習センター　172−2236

ゆざ演劇研究会 定期公演「くちづけ」

　暖房器具を使用する季節になると、一般家庭のホー
ムタンクや事業所のタンクから、灯油などの油類の流
出により、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。
３．こまめに除雪する
　積雪で配管の場所が分からなくならないよう、タン
クの周りの除雪をこまめに行い、除雪作業中に配管を
破損しないように注意しましょう。
※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

油の流出事故を防ぎましょう！

　今年も皆様からご提供いただいた素敵な作品を展示、
入札していただきます。大人気の「おさがりボックス」
も同時開催いたします！
●期間／11月26日㈬～12月７日㈰
●場所／生涯学習センター　３階　展示室
●内容／生涯学習センターで活動するグループ・個人
からご提供いただいた作品を展示し、来館者の皆様か
ら入札していただきます。収益金は、遊佐町社会福祉
協議会に全額寄付させていただいております。
　また、「おさがりボックス」の衣料等は開催期間中
のみ事務室で受付いたします。
●—／遊佐町生涯学習センター　172−2236

歳末助け合い展&おさがりボックス

平成26年度　男女共同参画講座
『ひと手間かけて家族の健康９』

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
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平成26年度遊佐町住民健診 最終日程のお知らせ

　県内各地の青年団体がライブパフォーマンス、各種

体験ブースの設置、特産品・グルメ販売などを行います。

●日時／11月29日㈯　午前11時～午後４時

●会場／甑葉プラザ（村山市楯岡五日町14−20）

●—／山形県青年の家　1023−654−4545

　今年、４月から実施しています遊佐町住民健診も、残りの日程が少なくなってきました。健診を申し込ま
れて、まだ受診されていない方は、この機会にぜひ受診してください。
　また、健診を申し込まれていない方は、事前に電話でご連絡をいただければ受診することができます。た
だし、各健診とも受入可能人数に制限がありますので、お早めに健康福祉課健康支援係までご連絡ください。
　なお、受診にあたっては、下記の「受診時の注意！」をご確認ください。

○酒田ドック健診・がんセット検診（40歳以上の男女対象）
日　　　程 健診会場 受付時間

11月19日㈬【男性のみ受診可能】
庄内検診センター（酒田市東町） 午前８時30分～９時

12月２日㈫【男女とも受診可能】

○特定健診・胃がん・大腸がん・肺がん検診（40歳以上の男女対象）
　わかば健診（20歳～ 39歳の男女対象）

日　　程 健診会場 受付時間

11月18日㈫ 高瀬まちづくりセンター

午前７時～
９時30分

11月25日㈫ 西遊佐まちづくりセンター

11月26日㈬
町民体育館

11月30日㈰

○子宮頸がん検診（20歳以上の女性）
　乳がん検診（30歳以上の女性）

日　　程 健診会場 受付時間

11月27日㈭
庄内検診センター

（酒田市東町）
正午～
午後０時30分

○酒田ドック健診・特定健診を受診される方
　遊佐町国民健康保険・後期高齢者医療以外の健康保険加入者の扶養となっている方は、事業所又は医療保
険者（保険証発行元）が発行する受診券がないと、基本的な検査（身体計測・血液検査等）が受診できませ
ん。受診券を持っていない場合は、事業所・医療保険者に連絡し、発行の手続きをしてください。
　※がん検診は加入している健康保険の有無にかかわらず受診できます。
○医療機関で受ける特定健診について
　遊佐町国民健康保険加入の40歳～74歳の方は、町が契約する医療機関でも受診することができます。受診
できる期間は、12月27日までです。
○子宮頸がん検診・乳がん検診を受診される方
　子宮頸がん・乳がん検診は、町の検診として、町が契約する医療機関でも受診することができます。上記
の日程で受診できない方は、平成27年２月28日まで受診してください。受診できる医療機関については、健
康福祉課健康支援係までご連絡ください。
○健診票等を紛失された方
　事前に送られていた健診票や検査容器を紛失された方は、再発行しますので、健康支援係までご連絡くだ
さい。
○町の助成回数について
　平成26年４月から平成27年３月までの１年間で、町が健診（検診）費用を助成する回数は、一つの健診
（検診）につき年１回です。２回目からは全額自己負担となりますのでご注意ください。
●—／健康福祉課健康支援係　172−4111

●日時／11月26日㈬～11月28日㈮　午前９時～午後４時

●会場／酒田市総合文化センターモール

●内容／庄内の精神科病院、作業所等の手作り作品の

展示、一部販売

●—／医療法人山容会山容病院 地域連携室 齊藤 133−3355

山形あづまりEXPO2014
～ふるさと元気祭～

第34回こころのフェスティバル
作品展

今後の日程

受診時の注意！
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　今や男女共に長寿日本一となった長野

県のヒケツを探ります。ロコモ予防にも

チャレンジしてみませんか！

●日時／12月10日㈬

　　　　午前９時30分～午後１時45分

●場所／生涯学習センター　２階大会議室

●対象／40～70代の方でどなたでも（先着20名）

●内容／調理実習、テキストを使ってポイント学習。

　指導は遊佐町食生活推進協議会の皆さんです。

●持ち物／エプロン、三角巾、筆記用具

●参加費／３００円　　●締切り／12月４日㈭

●—・申込み／健康福祉課健康支援係　172−4111

　毎年12月１日は『世界エイズデー』です。エイズ・

ＨＩＶのまん延の防止、またエイズ感染者への偏見・

差別の解消を呼びかけています。

　現在、ＨＩＶ感染者・エイズ発症者は、日本国内で

１日に約４件報告されるペースになっています。感染

しているかどうかは検査をしないとわかりません。こ

の機会にぜひＨＩＶ検査を受けてください。

　なお、通常検査日は毎週火曜日午前９時30分～正午

です。こちらも電話での予約が必要となります。

●日時／12月２日㈫　午前９時30分～午後８時

※正午まではＨＩＶを含め、性器クラミジア、Ｂ型肝

炎、Ｃ型肝炎の検査を実施します。

●場所／庄内保健所（庄内総合支庁 東庁舎）２階 健

康相談室

●—・予約／電話での事前予約が必要です。10235−

66−4920（担当直通）検査後、約1時間で結果をお

知らせします。　

　皆様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４回目の献血を実施

しますので、ぜひお越しください。

●期日／12月７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と時間が変更にな

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。

※今年度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

ちょっと得するま
☆

め
☆

講座

HIV終日特別検査（無料・匿名）

献血にご協力を

●日時／11月20日㈭、23日㈰　午前10時～午後１時

●場所／四季の森しらい自然館

●定員／各回20名　　●受講料／1,500円

●内容／金俣の新そばを二人一組でそば打ち体験。打

ちたてのそばをおいしくいただきます。（一人前を

持ち帰り、お家で食べます）

●持ち物／エプロン、タオル、持ち帰り用容器

●申込締切／各回３日前　※定員になり次第締切

●—・申込み／四季の森しらい自然館内

　鳥海山おもしろ自然塾推進協議会事務局　172−2069

おもしろ自然塾
「金俣の新そばで、そば打ち体験」

　地域における青少年教育活動に関心を持つ方を対象

に、海浜自然の家の指導員として必要な指導の考え方

や支援方法、実技等の研修を行います。あわせて、地

域における青少年教育活動の指導者を育成します。

●日時／12月７日㈰

　　　　午前９時30分受付～午後３時20分解散

●場所／金峰少年自然の家（鶴岡市高坂）

　　　　※遊佐からバス送迎あり

●対象／地域の社会教育活動に関心をお持ちの方（18

歳～60歳程度まで）

●募集人員／15名程度

●持ち物／筆記用具、汚れてもいい服装、エプロン、

三角巾、スリッパか内ズック

●参加費／１人500円（昼食代・クラフト代・保険代）

●申込み／12月２日㈫まで下記問合せ先へ直接電話にて

●—／山形県金峰少年自然の家　10235−24−2400

海浜自然の家
第44期指導員養成講座

●日時／11月28日㈮　午前９時～11時

●場所／杉の子幼稚園ホール ※参加無料

●対象／子育て中の方ならどなたでも（親子でどうぞ）

●内容／手遊び・みんなでうたおう・パネルシアター

　大型絵本、あわてんぼうのサンタクロースさん

からのプレゼントがあります。

　楽しみに来てくださいね。

●—／

　学校法人杉の子幼稚園

　172−2345

杉の子幼稚園 すぎのっこ広場
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●効力発生日／平成26年10月17日
　この最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用
されます。
●—／山形労働局労働基準部賃金室　1023−624−8224

1時間 ６８０円

●日時／12月７日㈰　午前10時～正午
●場所／日本海総合病院　講堂（２階）
●会費／無料
●内容／日常生活での工夫点等、医師への何でも相談、茶話会
＊専門の医師及び看護師、装具メーカーも参加します。
●申込み／12月４日㈭まで
●—／日本海総合病院　126−2001
　　　平日午前８時30分～午後５時　

日本海総合病院
ストーマ患者と家族の会

　相談内容は厳守されます。
【女性のなんでも相談所】
●日時／11月19日㈬　午前10時～午後３時
●場所／酒田市総合文化センター408号室
●相談内容／夫婦のいざこざ、夫やパートナーからの

暴力、ストーカー被害、家族問題など
【人権なんでも相談所】
●日時／①12月５日㈮　②12月６日㈯
　　　　いずれも午前10時～午後３時
●場所／①遊佐町総合福祉センター
　　　　②酒田市総合文化センター
　　　　※遊佐町在住の方も酒田会場で相談できます。
●相談内容／夫婦・家族間のいざこざ、ＤＶ、老人・

子どもの虐待、体罰、近所とのトラブル、土地の境
界問題、登記など

●—／酒田人権擁護委員協議会・山形地方法務局酒田支局
　　　125−2221

法務局による相談所開設

山形県最低賃金

●実施団体／連合山形酒田飽海地域協議会
●相談期間／11月21日㈮　午前10時～午後６時
●相談電話／124−5505
●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／12月７日㈰　午前９時　開会
●場所／町民体育館
●種目／①少年男子シングルス（小・中学校の部）
　　　　②少年女子シングルス（小・中学校の部）
　　　　③一般男子シングルス
　　　　④一般女子シングルス
●参加資格／遊佐町に居住又は勤務する方
●参加料／一般５００円　※小中学生は無料
●申込み／12月３日㈬まで申込用紙に記入のうえ、町

民体育館まで
●—／町民体育館　172−5454

初心者バドミントン大会

　山形労働局では、労働者と事業主との間における個
別労働紛争（例えば、いじめ・嫌がらせ、セクハラ、
解雇、雇止め、損害賠償）の解決のため、無料の移動
相談会を開催いたします。
●日時／12月１日㈪　午前10時～午後４時
●場所／ハローワーク酒田
●—／山形労働局総務部企画室内　山形労働局総合
　　　労働相談コーナー　1023−624−8226

職場トラブル移動相談会

　県議会では、それぞれの地域の課題や施策等につい
て地元議員が審議を行う地域議員協議会を各総合支庁
で開催します。県議会の活動を身近で傍聴できる良い
機会ですので、傍聴を希望される方は、当日会場でお
申し込みください。
●日時／ 11月20日㈭　午前10時～（受付：午前９時30分～）
●場所／庄内総合支庁　講堂
●—／山形県議会事務局政策調査室　1023−630−2725

庄内地域議員協議会

　女性の活躍推進は今や企業の経営戦略です。県では、
女性の力を業績向上につなげるためのシンポジウムを
行います。入場無料、ただし事前申込みが必要です。
●日時／11月27日㈭　午後１時～４時40分
●会場／山形グランドホテル　２階（山形市）
●内容／
 第１部　企業表彰式
 第２部　基調講演とパネルディスカッション
 　　　　講演テーマ／女性の力で業績向上！
 　　　　講師／渥美由喜氏（㈱東レ経営研究所）
 第３部　ワークショップ
※１部、２部のみの参加も可能です。
●申込み／事前に所定の応募用紙に必要事項記入の上、

ＦＡＸでお送りいただくか、県ホームページの応募
フォームより11月20日㈭までお申し込みください。
応募用紙は、庄内総合支庁、遊佐町役場企画課にあ
ります。

●—／県庁若者支援・男女共同参画課
　　　1023−630−2262　FAX023−632−8238

女性活躍推進シンポジウム
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●出願期間／11月17日㈪～12月１日㈪
●試験日／12月６日㈯
●出願資格／学校教育法による高等学校を卒業した者

（平成27年３月卒業見込みの者を含む）、またはこれ
と同等以上の学力を有すると認められる者

※電子情報科（実践コース）は、上記に加えＩＴパス
ポート試験等に合格していること

●試験内容／

●—／山形県立産業技術短期大学校庄内校
　　　教務学生課　131−2300

学　　　科 募集人数 試験科目

制御機械科 約６名 （必須科目）数学Ⅰ・面接

電子情報科
（実践コース）

若干名 （必須科目）
数学Ⅰ・小論文・面接

電子情報科
（基礎コース）

約５名 （必須科目）
数学Ⅰ・小論文・面接

国際経営科 約８名 （必須科目）小論文・面接
（選択科目）以下3科目から1科目選択
○英語Ⅰ・Ⅱ
○簿記・会計
○国語総合（古文、漢文を除く）・

現代文
ただし、以下①～⑤のいずれか

の資格検定の有資格者は、選
択科目の試験を免除する。

①TOEICスコア470以上
（TOEIC-IPは不可。顔写真付き公
式認定証の提出を要する）
②実用英語技能検定準2級以上
③日商簿記3級以上
④全経簿記能力検定2級以上（1

級会計の科目合格者を含む）
⑤全商簿記実務検定1級（1級会

計の科目合格者を含む）

平成27年度　山形県立産業技術短期大学校庄内校
一般入学試験（前期）

●日時／11月26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

　国が実施している地デジ難視対策のための各種支援
制度が、平成27年３月末をもって終了します。期限ま
でに地デジ対策工事を完了するためには、遅くとも本
年12月中の申込みが必要です。特に積雪地域では積雪
の影響から冬期間の工事ができませんので、早めの申
込みをお願いいたします。
●—／総務省地デジコールセンター　10570−07−0101

地デジ難視対策のための
各種支援制度が終了します

●日時／11月19日㈬　午後１時～３時30分（正午から

受付開始）

●会場／酒田勤労者福祉センター　アトラーム酒田３

階・２階（酒田市緑町19−10）

●対象者／正社員を希望する一般求職者、平成27年3

月大学等卒業予定者（高校生は除く）

●内容／正社員を募集する企業30社との個別面談

※事前申込不要（当日会場にて受付）必要に応じて履

歴書を持参してください。

●—／ハローワーク酒田 求人・職業紹介部門 127−3111

ワークチャンス2014酒田
“正社員”就職面接会

●対象／27歳未満（社会人、フリーター、学生）

●日時／11月19日㈬　午後１時～３時30分

●場所／酒田勤労者福祉センター　２階　第３会議室

●採用数／約150名（県内）

●—／自衛隊酒田地域事務所（上安町一丁目）へ　127−3532

自衛官採用説明会

●募集科／住宅リフォーム技術科（住宅リフォーム技

術に関する職業訓練）

●訓練期間／平成27年１月６日㈫～６月30日㈫

●実施場所／ポリテクセンター山形　　●定員／15名

●対象者／ハローワークに求職登録している方

●費用／受講料は無料（ただし、テキスト代などは自

己負担）

●応募締切日／11月27日㈭　　●選考日／12月４日㈭

●申込み／ハローワーク

●—／ポリテクセンター山形　☎023−686−2016

　労働保険とは、労災保険と雇用保険とを総称した保

険であり、労働者を一人でも雇用している事業主は加

入する義務があります。

　労働保険は労働者が業務上や通勤途上で被災した場

合の保険給付や、失業した場合に支給する保険給付を

行うもので、職場の安全、雇用の安定を図るために重

要な役割を果たしています。

　従業員、パートタイマー、アルバイトなど労働者を

１人でも雇っていれば、今すぐ、労働保険に加入しま

しょう。

●—／山形労働局労働保険徴収室　☎023−624−8225

離職者に対する職業訓練1月生募集

労働保険の加入手続きはお済みですか？
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⑼

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

●職種／嘱託保育士

●募集人員／若干名　　●勤務地／町立保育園

●応募要件／保育士資格を有する方

●任用期間／12月１日（予定）～平成27年３月31日

●待遇／

　月額報酬　154,000円以内（保育士経験年数に

応じて支給）

　勤務時間　１日７時間15分（１週36時間15分）

　各種社会保険加入、その他、遊佐町非常勤嘱託

職員取扱規程に基づきます。

●申込時提出書類／

　・平成26年度遊佐町非常勤嘱託職員（保育士）

申込書

　・職務経歴書(保育士職務経験がある場合)

　・履歴書（写真貼付）

　・保育士証の写し

●—・申込み／総務課総務係　172−5880

非常勤嘱託職員（保育士）募集

■雇用の広場
イースタン技研㈱
職種・募集人員 パート従業員　４名
業務内容 電気接点部品の製造及び検査
資　　格 高卒以上　普通自動車免許（通勤用）

給与・待遇

時給680円～720円
慰労金：年3回（前年度実績）
※試用期間：3ヶ月
※社会保険加入・交通費支給あり

勤務時間 午前9時～午後5時
残業：原則なし　ただし状況による

応募手続き
履歴書（写真貼付）を郵送またはご持参下さい。
書類選考あり。通過者には追って面接日をお知
らせします。

問
イースタン技研㈱山形工場　担当：佐藤
〒999-8438　遊佐町比子字白木23−190
☎75−3815

グループホーム燦
さん

々
さん

募集職種 介護員 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
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

問合わせ 有限会社カワムラ　☎22−1038

遊佐町総合交流促進施設
就業場所 サンセット十六羅漢 ふらっとパン工房
募集人員 臨時パート　1名 臨時社員　1名

業務内容 レジ業務及び配膳業務
他

パン製造・販売・業務
全般

就業時間
午前11時30分～午後
2時30分
３時間（週休１日）

午前８時～午後６時の
間８時間
（休日はシフトによる）

賃　　金
時給700円
（通勤手当あり、当社規
定による）

当社規定による
（社会保険、雇用保険あり）

問
遊佐町総合交流促進施設㈱
道の駅鳥海ふらっと　171−7222　森まで
（履歴書をご持参ください）

特別養護老人ホーム松濤荘
募集職種 介護員（契約職員）2名 看護師（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）

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6,640円
＋通勤割増分
賞与年２回

日額7,440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）
（午前6時30分から午後10
時までのうち8時間勤務）

週30時間
（午前7時30分から午
後4時までのうち6時
間勤務）

問 特別養護老人ホーム松濤荘　☎76−2103
担当　伊藤

社会福祉法人遊佐厚生会
職種 理学療法士又は作業療法士
雇用形態 正規職員
採用人数 １名
勤務先 遊佐厚生会経営施設
採用予定 平成27年４月１日
給与待遇 遊佐厚生会「職員給与支給規程」による

資格
①満35歳まで（昭和54年4月2日以降生まれ）
②理学療法士又は作業療法士の資格保有者
（Ｈ27.3.31取得見込可）

選考方法 面接試験：12月14日㈰
試験会場 障がい者支援施設月光園

申込期間 締切り12月10日㈬まで
※最終日までの必着

受付時間 午前８時30分～午後５時30分
（土・日・祝祭日　対応可）

申込用紙
遊佐厚生会事務局（月光園内）で交付します。
郵便で請求する場合は、封筒に「受験申込書請求」
と朱書し、必ず140円切手と宛名を明記した用紙
を同封してください。

提出書類
①受験申込書　　②法人専用履歴書
③有資格証明書コピー
（①②は月光園ホームページよりダウンロード可）

提出先 遊佐厚生会事務局（月光園内）

問合せ 〒999-8523　遊佐町当山字上戸８−１
遊佐厚生会事務局（月光園内）　☎72−5611



　　　

⑽

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
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お　 し　 ら　 せ　 号

○８月10日（日）
　第２回峰栄カップ
　優勝　遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団
○９月28日（日）
　第38回清水屋杯ミニバスケットボール大会
　男子　第２位　あすなろフェニックススポーツ少年団
　女子　第３位　遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団
○９月28日（日）
　第26回象潟奥の細道少年剣道大会
　個人戦　小学校４年男子の部
　　　　　　　　　　　第２位　青山　響（藤崎剣道スポ少）
　　　　　　　〃　　女子の部
　　　　　　　　　　　第３位　髙橋亜唯子（高瀬剣道スポ少）
　　　　　小学校３年以下男子の部
　　　　　　　　　　　第２位　土門未來（藤崎剣道スポ少）
　　　　　　　　　　　第３位　金子東磨（高瀬剣道スポ少）
○10月４日（土）
　第22回山形県少年少女スポーツフェスティバル大会ソフトテニス
　5.6年女子の部　ダブルス　準優勝　尾形里菜（高瀬小6年）
○10月５日（日）
　第22回山形県民スポーツフェスティバル　
　山形県少年少女スポーツ交流大会剣道競技
　少年の部　Ａブロック　第３位　遊佐剣道スポーツ少年団
○10月５日（日）
　第22回山形県少年少女スポーツ交流大会（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スポーツ少年団
　女子　第３位　遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団
○10月11日（土）・12日（日）
　サカタカップ少年サッカー大会兼2014山形県Ｙリーグ
　チャンピオン大会　酒田地区予選　
　第２位　遊佐サッカースポーツ少年団
○10月12日（日）
　第９回鳥海あくみカップミニバスケットボール交歓大会
　男子　準優勝　あすなろフェニックススポーツ少年団
　女子　優　勝　吹浦ミニバスケットボールスポーツ少年団
　　　　準優勝　遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団
○10月13日（月）
　遊佐町ロードレース大会　＊すべて第１位
　小学校５年以下（1.2㎞）男子　菅原寛太（吹浦小）
　　　　　　　　　　　　女子　菅原優衣（遊佐小）
　小学校６年（1.2㎞）　　男子　友野悠晟（蕨岡小）
　　　　　　　　　　　　女子　佐藤綾音（遊佐小）
　中学校１年（３㎞）　　男子　鈴木陽佑
　　　　　　（２㎞）　　女子　後藤萌音実
　中学校２、３年（３㎞）男子　鈴木竣介
　　　　　　　　（２㎞）女子　富樫佑衣
　一般男子（７㎞）　　　　　　高橋春一
　壮年（40才以上）男子（２㎞）池田　裕
○10月19日（日）
　第10回記念　日本海・酒田キャンプミニバスケットボール交歓大会
　第３位　遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団
　優秀選手賞　髙橋　李（遊佐ミニバスケスポ少）
○10月19日（日）　　　　　
　第33回川北地区スポーツ少年団卓球大会
　カブシングル　第１位　加藤涼（高瀬小4年）
　団体　準優勝　西荒瀬スポーツ少年団　加藤涼（高瀬小４年）
○11月３日（祝・月）
　第33回伊藤徳治杯争奪少年柔道大会
　女子の部　第３位　伊藤楽々（蕨岡小）
○夏の省エネ県民運動「やまがたエコスマイルコンテスト」
　ポスター小学生の部　グランプリ　髙橋乃愛（遊佐小5年）
○第39回川・海・山をきれいにするポスターコンクール
　優秀賞　髙橋乃愛（遊佐小５年）
　　　　　土門未來（藤崎小３年）
　入　選　伊藤　翼（遊佐小５年）
○平成26年度人権書道コンテスト酒田地区大会
　奨励賞　菅原唯加（蕨岡小５年）、金子夕愛（藤崎小６年）、
　　　　　髙橋乃愛（遊佐小５年）、佐藤ほのか（遊佐小５年）、
　　　　　鈴木　琴（吹浦小５年）
○平成26年度中学生人権作文コンテスト酒田地区大会
　佳作　佐藤亜美（遊佐中３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 10月分
◎総務課
●平成26年度 小型動力ポンプ付積載車整備事業
期　間　Ｈ26/10/14 ～Ｈ27/2/27　契約金額　10,047,960円
契約者　有限会社本間商会

［その他入札参加者］株式会社セフティ両羽、株式会社日本
海防災
●平成26年度 小型動力ポンプ整備事業
期　間　Ｈ26/10/14 ～Ｈ27/2/27　契約金額　3,326,400円
契約者　有限会社本間商会

［その他入札参加者］株式会社セフティ両羽、株式会社三立 
酒田営業所、株式会社日本海防災
●平成26年度海禅寺地内防火水槽整備工事
期　間　Ｈ26/10/31 ～Ｈ27/2/27　契約金額　5,184,000円
契約者　有限会社菅原建設

［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、金子建業株式会社
◎地域生活課
●町道畑藤井金俣線側溝整備工事
期　間　Ｈ26/10/14 ～Ｈ26/12/26　契約金額　19,872,000円
契約者　伊藤建設株式会社

［その他入札参加者］株式会社斎藤工業、有限会社菅原建設、
株式会社高橋工業所、ヤマ五建設株式会社
●町道杉沢本線舗装補修工事
期　間　Ｈ26/10/9 ～Ｈ26/12/15　契約金額　9,277,200円
契約者　株式会社高橋工業所

［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、土門建設株式会
社
●町道桝川線側溝整備工事
期　間　Ｈ26/10/31 ～Ｈ27/1/15　契約金額　2,052,000円
契約者　金子建業株式会社

［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、有限会社一道建設
◎教育課
●スクールバス　スタッドレスタイヤ
期　間　Ｈ26/10/24 ～Ｈ26/12/5　契約金額　1,031,616円
契約者　株式会社庄交コーポレーション　庄交サービス事業部

［その他入札参加者］有限会社 西浜タイヤ
●中学校除雪機
期　間　Ｈ26/10/24 ～Ｈ26/12/8　契約金額　769,895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

＊契約金額には、消費税が
含まれています。

　2015年版の県民手帳等の販売・予約を受け付けます。

　県民手帳は総務課に準備してありますので代金と引

き換えでお渡しできます。農業日誌、新農家暦は電話

でお申込みください。商品の受渡し時期については、

申込者に直接ご連絡いたしますので、代金をご用意の

うえ、役場でお受け取りください。

●価格／県民手帳600円　　農業日誌1,430円

　　　　新農家暦510円　　※いずれも消費税込み

●—・申込み／総務課情報統計係　172−5893

県民手帳・農業日誌・新農家暦
2015年版　販売・予約受付開始！


