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　豊かな水の郷、遊佐町。水の恵みは稲を育て、岩ガキを育み、私たちの生活を潤してきました。その源である鳥海
山への感謝の意と町民共通の貴重な財産として次代に継承することを目的として鳥海山高山植物観察山行を行います。

☎0234-77-3711
ご予約は今すぐ

●期日／ 7月7日㈯　小雨決行
●コース・定員／
①御浜コース（大平～御浜～鳥海湖周辺～鉾立）
先着30名
②山頂コース（滝ノ小屋～河原宿～山頂～御浜～鉾立）
先着50名

●集合場所／鳥海温泉「遊楽里」
※バスで登山口まで移動

●集合時間／①午前7時45分　②午前5時
（解散①午後3時45分　②午後5時20分　予定）
●参加費／①2,500円（ガイド料・保険料・バス料金等）

②3,000円（ガイド料・保険料・バス料金等）
※中止の場合、団体経費等を差し引いた額を返金
いたします。

●参加資格／
・登山に必要な装備を不足なく携行できる方
・ガイドの指示に従うことができる方
・健康な方
●申込方法／
参加申込書に参加費を添えて6月15日㈮までに遊佐
鳥海観光協会（☎72－5666）へお申込ください。
※参加申込書は下記ホームページよりダウンロードし
てお申込ください。
●その他／登山終了後、遊楽里にて交流会を開催し

ます。（会費4,000円）
●問・申込み／
ＮＰＯ法人遊佐鳥海観光協会　☎72－5666
ホームページ　http://www.yuzachokai.jp
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5/14（月）～7/20（金）

女性同士だけの特典満載！！
 Ⅰ．お食事＆個室休憩＆温泉入浴付き
 Ⅱ．通常10:00～15:00までのご利用時間が9:30～16:00までのゆったりステイ
 Ⅲ．食後にデザート＆コーヒーがサービス
Ⅳ．手ぶらでOK　バスタオル・フェイスタオルが付きます

2,980円（税込）2,980円（税込）お1人様お1人様
Ladies PlanLadies Plan とりみ亭とりみ亭

●標高1,000mの宿
●新緑は今が一番！
●昼食・休憩・入浴
  できます。 合い盛りつけ麺合い盛りつけ麺

800円800円
始めました！！始めました！！

1,000円1,000円
海鮮丼海鮮丼

4/27より
OPEN
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遊佐町防災研修会
日本海で大津波が発生したらあなたは…

しらい自然館 おもしろ自然塾
陶芸体験教室

●日時／ 5月26日㈯　午後１時～午後４時
●場所／しらい自然館
●対象／小学校４年生 ～ 一般
●定員／ 20人
●受講料／大人2,700円、小学生1,500円
●内容／プロの指導のもと、

オリジナルのカップと小皿を作ります。
●持ち物／エプロン、タオル
●申込締切／ 5月23日㈬
　※定員になり次第締切。小学生は保護者同伴。
●問・申込み／しらい自然館　☎72－2069

　大津波から生き抜いた釜石市の児童・生徒の主体的行
動はどのように培われたのか。釜石市の子どもたちの防災
教育に長年携わってきた講師より、津波と防災教育につい
てお話をいただきます。
●日時／ 6月8日㈮　午後2時～午後4時

受付：午後1時30分　＊入場無料
●場所／遊楽里　大ホール
●講師／群馬大学広域首都圏防災研究センター長
　群馬大学大学院工学研究科　教授　片田敏孝 氏
●問／総務課総務係　☎72－5880

交通災害共済の受付が
はじまります

　交通災害共済は、会員の皆さんからの会費により、不
幸にして交通事故に遭い、災害を受けた方に見舞金を差
し上げ、お互いを助け合う制度です。6月初旬に、郵送に
より各ご家庭に申込み用紙を配布します。
●加入資格／
本町に住民登録をしている方（就学のため他市町村の
住所を有する学生の方も加入できます）
●申込期間／ 6月1日㈮～ 6月29日㈮
●申込方法／
加入を希望される方は、金融機関へ必要事項を記入し
た申込書を持参し、会費を納入してください。（集落毎
による申込書・会費の取りまとめは行ないません）
※取扱金融機関（午前9時～午後3時）
ＪＡ庄内みどり遊佐支店、ＪＡ庄内みどり吹浦支店、
荘内銀行遊佐支店、きらやか銀行遊佐支店

●共済会費／会員一人年額400円
●共済期間／平成24年7月1日～平成25年6月30日【１年間】
●支給対象／
一般道路で起きた車両等（自転車を含む）による交通事
故で、１日でも通院されれば見舞金の支給対象になりま
す。（警察に届出のない事故は支給に制限があります）
●共済見舞金／
共済見舞金2万円～100万円(死亡、後遺障害、入院・
通院日数などにより支給区分があります)※平成23年度は
交通事故による被災者35名に合計198万円の共済見舞
金を支給しています。
●問／総務課危機管理係　☎72－5895
＊詳しいパンフレットを申込書と一緒に郵送しますのでご
覧ください。

固定資産税納期のお知らせ
　平成24年5月31日㈭は固定資産税の納期です。口座残
高の確認、納め忘れのないようご確認ください。
●納期／平成24年5月31日㈭
●問／町民課納税係　☎72－5411

鳥海ブルーライン
美化清掃ボランティアの募集

　鳥海山に多くの観光客がおいでになる時季になりました。
美しい山を楽しんでもらうために美化清掃を行いますので、
ボランティアを募集します。
●期日／ 6月7日㈭
集合場所　遊佐町役場前　：午前8時15分
　　　　　十六羅漢駐車場：午前8時30分
　　　　　＊バスで移動します
●募集締切／ 5月29日㈫
●問／企画課観光物産係　☎72－5886

杉沢出身の歌手、菜鈴と杉沢民謡会のコラボレーションが実現。
カンツォーネと民謡が奏でる素晴らしい演奏をお楽しみください！

カンツォーネ＆MINYOU
のコラボコンサート

カンツォーネ＆MINYOU
のコラボコンサート

●日　時／6月17日　午後6時開演
●場　所／「しらい自然館」
●出演者／歌手：菜鈴（マリ）遊佐町出身

杉沢民謡会　ピアノ：合野典子
●主　催／うたつの会（代表　石垣ひさ子）
●料　金／2,000円（ドリンク付）
●　問　／㈱遊佐自動車　☎72-2244　早坂恵理子ふる里

　平素はお引き立てを賜り御礼申し上げます。この度、生涯学習セ
ンター（旧中央公民館）向かいに移転します。何卒、よろしくお願い申
し上げます。
　なお、移転のため5月21日（月）～5月27日（日）まで休業させて
いただきます。5月28日（月）からの営業を予定しております。

☎７２-５８３１居酒屋

居酒屋ふる里
　　移転します！！
居酒屋ふる里
　　移転します！！酒酒
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50歳からの女性のための
「ハッピーウォーキング講座」
～より美しく年を重ねるために～ 参加者募集

今話題のラフターヨガ 参加者募集
～笑いを通して心もからだも健康に～

ベテランズ・カレッジ開講式
　楽しい演奏付きの講演です。どなたでも参加できますの
で、お誘い合わせの上、お越しください。
●日時／ 5月28日㈪　午後1時30分～　＊参加無料
●場所／生涯学習センター2階大会議室
●講演／「あなたがハンドルを握る時に気をつけること

～シニア世代の交通安全～」
●問／生涯学習センター　☎72－2236

消防団員が日頃の訓練の成果を
披露します。ぜひ、ご覧ください。
●場所／遊佐中学校グラウンド

※雨天時は、遊佐町民体育館で行います。
●内容／規律訓練･消防操法・はしご乗り演技・表彰式ほか
●問／総務課危機管理係　☎72－5895（直）
─────安全に避難するための８か条─────
①避難する前に、もう一度火元を確かめる。
②荷物は最小限にする。
③家には避難先や安否情報を記したメモを残す。
④長袖･長ズボンなどの安全な服を着用し、ヘルメットや防
災ずきんで頭を保護する。
⑤避難は徒歩で。車やオートバイは使用しない。
⑥お年寄りや子供の手はしっかりと握る。
⑦避難はできるだけ指定された避難場所へ
⑧避難場所へ移動するとき、狭い道･堀ぎわ・川べりなど
は避ける。

●対象となる方／ 50歳からの健康な女性　30人
＊申し込み者多数の場合は、初めての方を優先させて
いただきます。
●期間／ 6月6日㈬～7月4日㈬　毎週水曜日（全5回）
●時間／午後1時30分～3時
●場所／町民体育館
●内容／腰痛、膝痛予防に効果的な正しい歩き方、シェ

イプアップのための運動、健康的に日常生活を送
るためのコツなど、女性にぴったりの内容です。

●講師／健康運動指導士　佐藤しおり 氏
●参加費／無料
●持ち物／内ズック、飲み物、汗ふきタオル
●問・申込み／ 5月28日㈪まで

健康支援係　☎72－4111

　ヨガの呼吸法と笑いの効用を取り入れたインド発祥のエクサ
サイズです。誰でもできる健康法として最近注目されています。
●日時／ 5月31日㈭　午後1時30分～3時
●対象／ 40歳以上の方どなたでも
●場所／町民体育館（アリーナ）
●内容／ラフターヨガの紹介と体験
●講師／ラフターヨガネット常務理事　山口考子 氏

ラフターヨガリーダー　池田勝子 氏
●参加費／無料
●持ち物／内ズック、飲み物
●問・申込み／ 5月25日㈮まで

健康支援係　☎72－4111

春季消防大演習春季消防大演習
5月26日㈯ 午後1時～

平成24年度
緑地保全管理講習会の開催

平成24年度自動車税（県税）の
納期限は5月31日㈭です

　お近くの金融機関、郵便局のほか、各総合支庁税務
担当課、コンビニエンスストアから納めることができます。み
なさん、忘れずに期限まで納めましょう。
●問／庄内総合支庁税務課　☎0235－66－5424

平成24年度 町政座談会
　暮らしやすい町づくりをめざし、地域の様 な々課題につい
て、率直な意見交換を行うために6地区で町政座談会を行
います。どなたでも参加できますので、当日会場におこしく
ださい。
●日時、会場等

＊開催時間は、午後6時30分～おおむね8時30分
＊各地区とも町長以下三役及び課長全員とまちづくり地
域担当職員が出席する予定です。

●問／企画課企画係　☎72－4523

地 区
稲 川
吹 浦
西遊佐
高 瀬
蕨 岡
遊 佐

期　日
5月23日㈬
5月24日㈭
5月28日㈪
6月5日㈫
6月6日㈬
6月7日㈭

会　場
稲川まちづくりセンター 2階 東側和室
吹浦まちづくりセンター 1階 講堂
西遊佐まちづくりセンター 和室
高瀬まちづくりセンター 2階 講座室
蕨岡まちづくりセンター 2階 研修室
生涯学習センター 2階 研修室

　高年齢者の雇用就業機会の確保を促進するため、55歳
以上の方を対象に雇用を前提とした技能講習会を開催します。
●内容／草刈作業における刈払機の基本的操作方法と
安全衛生等の知識の習得　＊受講料無料
●対象者／ 55歳以上で就職等の意思があり、

ハローワークに求職登録している方
●期間／ 6月11日㈪～ 6月15日㈮
●持参するもの／筆記用具、ヘルメット、弁当、雨具、飲み物
●実施場所／遊ぽっと
●定員／ 15名
●申込締切／ 5月29日㈫
●問・申込み／遊佐町シルバー人材センター　☎72－3424

遊佐町消防団
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甲種・乙種（全類）・丙種危険物取扱者試験
及び準備講習会開催について

こころの居場所・育つ場所　
～えほんも、本も、図書館も～

　家庭、職場、地域社会における
男女共同を推進するため、落合恵子
さんを講師に迎え講演会を開催します。
●日時／ 6月16日㈯

午後2時～午後4時
（午後1時30分開場）

●場所／庄内町文化創造館「響ホール」
●講師／落合恵子 氏

（作家・東京家政大学人間文化研究所特任教授）
●費用／無料
＊会場が満員になった場合は入場をお断りすることになり
ますので、ご了承ください
＊託児（満１歳～就学前児童、１人500円）を希望する方
は6月7日㈭までお申込みください

●問・申込み／庄内町情報発信課企画係
☎42－0155

●日時／6月1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
パネルシアター
大型紙芝居
年長組さんからのプレゼント
楽しみに来てくださいね!

● 問 ／学校法人杉の子幼稚園　☎72－2345

すぎのっこ広場すぎのっこ広場杉の子幼稚園

『禁煙してみませんか？』
～世界禁煙デーキャンペーンにお越しください～

エイズ（HIV）特別検査（匿名検査）
のおしらせ

【試験】
●日時／ 5月31日㈭　午前11時～午後3時
●会場／イオンモール三川　1階コムサイズム前
●内容／
①見て分かるたばこの情報展示コーナー
・たばこに関するポスター、模型等
②無料体験コーナー（参加者には景品があります）
・血管年齢測定、肺機能測定、ニコチン依存度チェック等
・禁煙クイズ、ゲーム
●入場料／無料（どなたでも参加できます）
●問・申込み／庄内保健所保健企画課　☎0235－66－4932

山形県ひとり親家庭就業・自立支援センター事業
就業支援講習会

　ひとり親家庭の親を対象とした、就業支援の講習会を開
催します。
●日程／ 6月30日㈯、7月1日㈰

両日とも午後12時30分～午後4時30分
●募集人員／ 20人　＊費用無料
●対象者／ひとり親家庭の親であれば原則対象
＊ただし、応募者多数の場合は、現在、求職中で雇用
条件が正社員以外の方を優先させていただきます

●会場／鶴岡市総合保健福祉センターにこふる
●内容／応募書類の書き方、面接の受け方、

ビジネスマナー等
●募集締切／ 6月18日㈪まで申込書にてお申込みください
＊詳細はお問合せください。
●問・申込み／母子家庭等就業・自立支援センター

☎023－632－2296

　6月1日から6月7日は『HIV検査普及週間』です。エイズ･
HIVに関心を持ち、HIV検査の浸透･普及を図る週間です。
　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。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になり、
HIV検査を受けていただきたいと思います。なお、通常検
査日は毎週火曜日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／ 6月5日㈫　午後1時30分～午後8時
＊午前9時30分～正午まではHIVを含め、クラミジア、
　B型肝炎、C型肝炎の検査を実施します。
●場所／庄内総合支庁 東庁舎（庄内保健所） 2階

健康相談室
●問・申込み／電話での事前予約が必要です。

☎0235－66－4920（担当直通）
検査後、約1時間で結果をお知らせします。

【試験】
●日時／ 7月14日㈯　午前中
●場所／酒田光陵高校
●受付期間／ 6月4日㈪～13日㈬

（願書は消防本部、各消防署にあります）
【準備講習会】
●丙種／ 6月20日㈬　午前9時30分～午後4時30分

酒田地区広域行政組合消防本部（飛鳥）
●乙種第４類／ 6月21日㈭22日㈮の2日間

酒田地区広域行政組合施設管理棟
（広栄町三丁目）

●問・申込み／申込み用紙は酒田地区広域行政組合消
防本部予防課にあります。
酒田地区広域行政組合消防本部予防課
☎61－7114
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やまがた森の感謝祭２０１２ワシタカ観察会参加者募集
「春の渡りを見よう！」

　サシバやハチクマなどのワシタカ類の春の渡りを観察します。
●日時／ 5月27日㈰　午前9時～午後3時
●場所／鳥海山鉾立（秋田県にかほ市）

八幡タウンセンター集合
●対象／小学生以上
●募集人数／ 15名
●参加費用／一人200円（保険料等）
●講師／伊藤智樹氏（猛禽類保護ネットワーク）
●問・申込み／ 5月24日㈭　午後5時まで

猛禽類保護センター活用協議会へ
☎64－4681

　森の恵みに感謝し、県民参加の森づくりを進めます。
●日時／ 6月2日㈯　午前10時～午後3時
●会場／いこいの村庄内のクロマツ林
●内容／式典（午後0時30分～）、森づくり活動（下刈り等）

森の大抽選会、森の遊びや体験、山海の幸の
販売等　＊どなたでも参加できます。参加無料

●問・申込み／庄内総合支庁森林整備課
　　　　　　　☎0235－66－5523

くらしの無料相談所
「お金のトラブル・相続・成年後見

なんでも相談」連合山形 新社会人のための
「なんでも労働相談ダイヤル」

●相談期間／ 6月18日㈪～19日㈫
　　　　　　午前10時～午後7時
●相談電話番号／☎0120－154－052

＊フリーダイヤル　相談料無料
●相談内容／労働契約、労働時間、残業、休日、休暇、解

雇・雇止めなどのほか、労働に関わるご相談
●問／連合山形　☎023－625－0555

多重債務相談窓口開設

遊佐町防災ガイドブックを
活用ください！

　町民の皆様が日頃から防災に関する
準備や知識を深め、災害発生時に身を
守る助けとなるように遊佐町防災ガイド
ブックを作成し、各戸に配布しました。ぜ
ひ、家庭や地域で防災を考え行動する
きっかけとして、ご利用ください。
●問／総務課危機管理係　☎72－5895

　お気軽にご相談ください。お困りの方はまずは電話を、
相談は秘密厳守・無料です。
●受付／月～金（祝日・年末年始除く）　午前8時30分～午後5時15分
●相談専用電話／☎023－641－5201
●場所／山形財務事務所（山形市緑町2－15－3）

～山形県内における労働災害が2年連続増加～～山形県内における労働災害が2年連続増加～～山形県内における労働災害が2年連続増加～～山形県内における労働災害が2年連続増加～
山形労働局では労働災害多発警報を発令山形労働局では労働災害多発警報を発令山形労働局では労働災害多発警報を発令山形労働局では労働災害多発警報を発令

　行政書士と消費生活アドバイザーが対応します。困ったま
まにせず、あきらめないでご相談ください。秘密は厳守します。
●日時／ 6月9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）
●内容／借金問題、悪徳商法のトラブル、相続問題、認

知症等高齢者等の財産管理の問題（成年後見
制度の活用等）　＊利用料無料

●対象／どなたでも
●申し込み／当日会場にて（無料駐車場あり）
●問／特定非営利活動法人ライフサポート庄内　
　　　石井　☎45－1362

　県内の労働災害における休業4日以上の死傷者数は、平成
22年（1,080人）、23年（1,173人）と2年連続での増加となりまし
た。今年は昨年を上回るペースで労働災害が発生しています。
山形労働局では4月11日に「労働災害多発警報」を発令し、労
働災害の増加に歯止めをかけ、減少させることを目的に、事業
場や関係団体等に対し、労働災害防止を呼びかけています。
労働災害防止のために次のことを実施しましょう。
①経営トップのリーダーシップ
経営トップが自ら労働災害を起こさないという強い意識を持ち、
率先して労働災害防止活動の現状の確認を行い、必要に
応じ改善を行いましょう。
②リスクアセスメントの取組み
事業主が率先して災害発生原因の元となるリスクを事業場や
作業ごとに的確に把握・評価し、これを除去・低減しましょう。
③転倒災害防止対策及び腰痛防止対策

転倒災害の防止には、整理・整頓・清掃・清潔の４Ｓ活動が
極めて効果的です。４Ｓ活動と腰痛防止の活動を定着させましょう。
④墜落災害防止対策
墜落災害を防止するため、安全帯の確実な使用や「手すり
先行工法」等のより安全な措置を講じ、適切な作業方法を確
立し、安全な作業環境を整備しましょう。
⑤荷主としての取組み
荷主等が管理する事業場において、陸上貨物運送事業者
の運転手等が荷役に関係する作業を行うときは、その安全
の確保のために配慮しましょう。
⑥機械災害防止対策
機械設備の安全を図り、作業標準の策定・見直しと安全教
育を通じて「はさまれ・巻き込まれ」や「切れ・こすれ」といった
機械災害を防止しましょう。
●問／山形労働局　☎023－624－8223
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■ 斎藤鮮魚店

■雇用の広場
東日本大震災義援金への
ご協力ありがとうございます。
東日本大震災義援金への
ご協力ありがとうございます。 職 種

募集人員

給与・待遇

選考方法

締 切 り

問 合 せ

仕出し折詰、宴会配膳、寿司詰、皿洗い、配達 等

スタッフ２名（うち男性１名）、パート１名

委細面談

面接（履歴書持参）

定員になり次第終了

斎藤鮮魚店
吉出字和田６　☎７２－４１５３

●4月30日までに寄託した団体・個人（敬称略）／
団　体：杉沢民謡会、遊佐中学校吹奏楽部チャリ

ティーコンサート、蕨岡小学校第5学年（平
成23年度）、西遊佐婦人会、遊佐町商工
会（抽選会時募金）、遊佐中学校生徒会、
平成23年度稲川小学校6年PTA 

個　人：石垣竜乃介
その他：遊佐町役場募金箱

　義援金は、日本赤十字社山形県支部に送金し、東
日本大震災被災地の復興のために使わせていただきま
す。皆様のご厚情に心より感謝申し上げます。

　義援金の募集は3月31日までの予定でしたが、被災
状況が非常に甚大であり、義援金の申し出が引き続き
寄せられている現状等から、平成24年9月30日まで義援
金の受付期間を延長することといたしました。ただし、
募金箱の設置場所は遊佐町役場のみとなります。
　引き続きご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上
げます。

●問／健康福祉課福祉介護保険係　☎72－5884

○4月14日㈯・15日㈰　第9回べにばな杯
男子の部　優秀選手賞　佐藤　健龍

（遊佐小6年　あすなろフェニックス）
女子の部　第3位

（遊佐ミニバスケットボールスポーツ少年団）
○4月15日㈰　第27回飛鷲旗争奪少年剣道大会
団体　第2位　遊佐剣道スポ少
個人　男子高学年の部　第3位　白崎　桃汰

（遊佐剣道スポ少6年）
女子高学年の部　第3位　齋藤奈々子

（遊佐剣道スポ少６年）
お詫びと訂正
4月15日号で掲載した第9回酒田ミニバスケット新人大会結果

に一部誤りがありました。女子の部で第2位を吹浦ミニバスケット
ボールスポ少と掲載しましたが、第2位は男子の部のみということ
でした。お詫びして訂正します。

※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。

●収集日／
蕨　岡：5月28日㈪　西遊佐：5月31日㈭
遊　佐：5月29日㈫　吹　浦：6月  4日㈪
稲　川：5月30日㈬　高　瀬：6月  5日㈫

●時間／朝8時まで（前日には出さないでください）
●収集場所／集落ごみステーション
●一個あたりの料金／重さ50㎏未満　400円

重さ50㎏以上　800円
出して良い粗大ごみ（例）
自転車、ストーブ、ラジカセ、こたつ、電気毛布、炊
飯器、電子レンジ、机、ふとん、畳、シャベル、ス
キー用品、物干し竿
出して悪い粗大ごみ（例）
エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、パソコン、自動
車部品、建築廃材、農・漁業用具、ドラム缶、消火
器、風呂浴槽

がんばった人にマル

■

急募

＊ご家庭の『遊佐町ごみ分別一覧表』で確認してください。
＊粗大ごみは集落の環境推進員がとりまとめます。
粗大ごみを出す際は、環境推進員の指示に従ってください。
＊粗大ごみには集落名、氏名を記入した用紙を必ず貼ってくだ
さい。
＊粗大ごみは、自分で直接処理場に持ち込むことができます。
　詳しくは酒田地区広域行政組合（☎31－2882）にお問い合
わせください。

ご注意ください
各集落ごみステーションでの粗大ごみ収集は今年度がこれで最後です
8月の2回目の収集は町民体育館への持ち込みとなります
　例年8月に実施しております２回目の粗大ごみ収集について
は、粗大ごみ排出量の減少に伴い、町民体育館駐車場（収
集会場）へ持ち込みされた分のみ収集することとしました。各
集落ごみステーションからの収集は行いませんので、会場ま
での持ち込みが困難な方は、今回の収集をご利用ください。

●問／地域生活課環境係　☎72－5881

平成24年4月30日までで

9,454,491円
（前回集約時：平成23年10月21日　9,251,595円）

春の粗大ごみ収集春の粗大ごみ収集
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