
JU
N
E 
20
12

 No
.458 156

入札結果　5月分
＊契約金額には、消費税が含まれています。

◎健康福祉課　●自殺対策普及啓発用品購入
期　間　Ｈ２４／4／２0～Ｈ２４／５／２３　契約金額　1,155,000円
契約者　ツルカンシステム株式会社
［その他の入札参加者］鶴岡印刷株式会社酒田印刷所、
有限会社バナナエージェンシー、富士商事株式会社
◎教育課　　　●高瀬・吹浦小学校教職員用パソコン
期　間　Ｈ２４／５／２５～Ｈ２４／７／３１　契約金額　1,417,500円
契約者　株式会社メコム酒田支店
［その他の入札参加者］株式会社大谷事務機、株式会社管理システム、
キューブワン情報株式会社、株式会社日情システムソリューションズ

○4月15日㈰　第27回飛鷲旗争奪少年剣道大会
個人　男子高学年の部　第3位　池田　　陸（高瀬剣道スポ少5年）
○4月29日㈰　平成24年度第36回少年少女卓球大会
バンビの部　第3位（県大会出場）　 高瀬小学校2年　加藤　　涼
カブの部　　ベスト8（県大会出場）　稲川小学校3年　石垣　道真
ホープスの部　 県大会出場　遊佐小学校6年　　小泉りょう

県大会出場　稲川小学校6年　　石垣惇志朗
県大会出場　西遊佐小学校5年　榊原　英友

○5月3日㈭　第32回庄内少年武道大会
男子団体 第1位 遊佐剣道スポ少　女子団体 第3位 遊佐剣道スポ少
○5月13日㈰　第66回酒田市体育大会陸上競技
小学女子400メートル　　　第1位　遊佐小学校
小学男子1000メートル　　 第1位　髙橋虎太郎（遊佐小）
小学女子800メートル　　　第1位　小野寺沙希（遊佐小）
中学男子100メートル　　　第1位　土門　睴明（遊佐中）
中学女子走り高跳び　　　第1位　佐藤美由喜（遊佐中）
小学校女子総合　　　　  第2位　遊佐小学校
小学5年男子100メートル　 第2位　富樫　慧士（吹浦小）
小学男子走り高跳び　　　第2位　佐藤　健龍（遊佐小）
小学男子ソフトボール投げ　第3位　伊藤　海斗（蕨岡小）
小学女子走り幅跳び　　　第3位　阿部　琴乃（遊佐小）
中学男子走り幅跳び　　　 第3位　荒井　遼介（遊佐中）
中学男子リレー　　　　　 第3位　遊佐中学校
○5月19日㈯　第66回酒田市体育大会　山王祭　奉祝剣道大会
小学校団体　第1位　遊佐剣道スポ少
○5月20日㈰　第43回山形県少年剣道練成大会
小学校男子団体　第1位（ブロック）　遊佐剣道スポ少
小学校女子団体　第1位（ブロック）　西遊佐剣道スポ少

第3位（ブロック）　遊佐剣道スポ少
○5月20日㈰　第23回安藤捴吉杯争奪剣道大会
小学校男子団体　第2位　遊佐剣道スポ少
小学校女子団体　第2位　西遊佐剣道スポ少
○5月26日㈯　第32回全国学童軟式野球大会酒田・飽海地区予選会
第3位　遊佐野球スポーツ少年団【山形県大会出場】
○5月26日㈯・27日㈰　第2回酒田アテネ杯ミニバスケットボール交流大会
第2位　あすなろフェニックス
優秀選手賞　佐藤　健龍（遊佐小6年　あすなろフェニックス）
○5月26日㈯・27日㈰　第36回とがし杯争奪少年サッカー大会
第3位　遊佐サッカースポーツ少年団
※5月27日の第34回山形県少年剣道錬成大会の結果は次号（7月15日
号）に掲載させていただきます。

がんばった人にマル
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■ 道の駅鳥海ふらっと
■雇用の広場

職 種
募集人員
勤 務 地
選考方法

締 切
問 合 せ

販売員（レジ打ち可能な方）
若干名　※年齢不問
道の駅鳥海ふらっと
書類選考及び面接
電話連絡の上、履歴書を道の駅鳥海ふらっとまで提出してください。
６月末
☎７１－７２２２

募集内容

給 与

夏季アルバイト
短期パート従業員
時給６５０円～

■

（新鮮野菜と鶏唐揚げ入り）
パプリカ入りおこめ麺にサラダ風
特性ドレッシングでのど越しツルツル！
一度食べたらクセになりそう…！

米～ちゃん麺
サラダ風
米～ちゃん麺
サラダ風

630円
650円

※予約受付中（予約はお早めに…）

べ  ぇべ  ぇ
パン工房ほっほ

パン工房ほっほ

ファーストフード

（1個70円）9コ入

大好評

水道管清掃作業のお知らせ農業者年金を受給している皆様へ
現況届を忘れずに！ （6月中）

　農業者年金を受給している方は、年１回現況届を提出し
なければなりません。6月中に届け出をしないと、支給停止に
なりますのでご注意ください。
●対象者／平成23年6月30日以前に受給開始された方

（対象者には5月下旬に農業者年金基金から
現況届の用紙を直接郵送しています）

●手続き／現況届の用紙に住所・氏名・生年月日等を記
入のうえ、農業委員会（役場2階）にご提出くだ
さい。

●問／遊佐町農業委員会　☎72－5890

　水道水の濁り水防止のため、消火栓と排水弁等を使用
して水道管の清掃作業を行います。作業時間中は、断水、
水圧低下、濁り水等の発生する場合がありますので、生
活用水のくみ置き等のご協力をお願いします。また、作業
で多量の水を使用するため作業区域外にお住いの方も節
水のご協力をお願いします。
●日時／ 6月25日㈪午後9時～翌日26日㈫午前4時頃
●作業区域／平津配水池給水区域内
蕨岡地区：上小松、下小松、上長橋、下長橋、水上
遊佐地区：七日町、六日町、五日町、駅前一区、

駅前二区、十日町、八日町
稲川地区：千本柳、田中、出戸、田地下
西遊佐地区：下藤崎一、下藤崎二
＊作業が該当する集落については、作業の詳細について
のチラシを回覧しますのでご覧ください。
●問／地域生活課上水道係　☎72－5887

町税等納期のお知らせ
　平成24年7月2日㈪は町県民税、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ご
確認ください。
●納期／平成24年7月2日㈪

町県民税　　　　　　　1期
月光川水害予防組合費　 1期

●問／町民課納税係　☎72－5411

全国で話題のドキュメンタリー映画
「よみがえりのレシピ」上映会

●日時／ 6月30日㈯　午後1時～　午後7時～
＊1回目の上映終了後にトークイベントを開催します。
トークゲスト　渡辺智史（監督）

ままくぅ（彦太郎糯生産者）　他
●会場／遊佐町生涯学習センターホール
一般：1,000円　中高生：500円（小学生無料）
※無料託児所を開設しますので、事前にお申し込みください。
●チケット取扱所／
【遊佐町】生涯学習センター、ブックスほんま、町立図書館、

各地区まちづくりセンター
【酒田市】マリーン5清水屋店、みずほ八文字屋、ブックス

やわた
●問／生涯学習センター　☎72－2236

■ 順仁堂遊佐病院
■雇用の広場

職種・募集人員
資 格
給与・待遇
応 募 手 続

そ の 他

問 合 せ

看護師・准看護師５名（新卒・既卒）
看護師・准看護師
当院給与形態による　昇給年１回　賞与年２回
履歴書（写真貼付）・卒業（見込み）証明書・各種
免許（既卒）を郵送またはご持参ください。
ホームページからも申込みできます。
●奨学金制度（月額６万円）があります。
●休日　月９日以上（年間１２５日）
●病院見学会のご案内
日時：平成２４年８月  ３日㈮14:00～

８月１０日㈮14:00～
８月１７日㈮14:00～

また、個別での調整も行いますのでご連絡を
お待ちしています。
順仁堂遊佐病院　事務長　池田充まで　
〒999-8301　遊佐町遊佐字石田7　☎７２－２５２２
URL ： http://www.yuza-hospital.jp/
E-mail ： info@ yuza-hospital.jp

■

■ 遊佐ブランド推進協議会
募 集 内 容
募 集 人 員
業 務 内 容

雇 用 期 間

勤 務 地
給与・待遇・勤務条件
選 考 方 法
申 込 方 法
申 込 締 切
問・申込み

実践型地域雇用創造事業　事業推進員及び実践支援員
①事業推進員　１名　　②実践支援員　若干名
①雇用拡大のための事業主・求職者向けセミ
ナーの企画・実施。地域資源を活用した新商品
開発・販路拡大等の企画業務。事業全体の進捗
管理や実践支援員の管理業務。（中小企業の支
援、農水産加工品開発、商品販売促進等の経験
を優遇。パソコン操作必須。）
②農水産物や観光資源などの地域資源を活用
した新商品開発、マーケティング調査・商品試
作・販路拡大など。（観光商品の開発・販売促進、
食品製造、農水産加工品開発等の経験を優遇。
パソコン操作必須。）
採用日～平成２５年３月３１日
（最長で２７年３月３１日までの雇用期間更新あり）

遊佐町創業支援センター（Aコープゆざ店２階）
遊佐ブランド推進協議会就業規則による
面接による選考。ただし応募者多数の場合書類選考あり。
履歴書及び職務経歴書を提出
６月２１日㈭　午後５時まで必着
遊佐町遊佐字舞鶴２１１
遊佐ブランド推進協議会事務局（企画課まちづく
り支援係内）佐藤まで　☎72－4524

■ 財団法人　遊佐町観光開発公社
職 種

募 集 人 員
勤 務 地
雇 用 期 間
申 込 方 法
締 め 切 り
そ の 他

問 合 せ

駐車場整理、施設管理、清掃
（夏期臨時アルバイト）
若干名
西浜海水浴場、西浜コテージ・キャンプ場等
7月11日㈬～8月17日㈮
履歴書と印鑑持参のうえ、企画課へ
６月２９日㈮
緊急雇用創出制度による求人のため、
現在就業中の方と学生は応募できません。

企画課　観光物産係　☎72－5886

ファーストフード

氷カフェ氷カフェ
1ホール

遊佐産の朝とり野菜を
贅沢に使用し
焼き上げました

◉コーヒー味
◉ストロベリー味
◉抹茶味

350円

季節やさいの
キッシュ
季節やさいの
キッシュ

登場！

冷た～い おいし～い

米～ちゃん
まんじゅう
米～ちゃん
まんじゅう

べ  ぇべ  ぇ

250円
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日沿道 遊佐－象潟間計画案等
の縦覧のお知らせ

　日本海沿岸東北自動車道の（仮）遊佐IC（丸子）から秋
田県境区間の計画案を縦覧します。
 遊佐都市計画道路の変更
●都市計画の種類及び名称／
　①種類：遊佐都市計画道路　②名称：1･5･1号遊佐吹浦線
●都市計画案の縦覧の期間及び場所／
①期間：6月19日（火）～7月3日（火）（ただし土日は除く）
②場所：役場地域生活課または県庁都市計画課、

庄内総合支庁道路計画課
●その他／この都市計画の変更の案については、縦覧期
間満了の日までに、県知事に対し意見書を提出することが
できます。
●問／地域生活課土木係　☎72－5883

経営人材養成セミナー参加者募集
●日時／ 6月27日㈬　午後3時～午後5時
●会場／鳥海温泉遊楽里
●講師／株式会社酒田港リサイクル産業センター

代表取締役　加賀谷聡一氏
演題：「環境でいきる遊佐町～女鹿ソーラー発電！？～」
＊講演会終了後、ビジネスマッチング交流会（会費3,000
円）を開催いたします。
●問・申込み／電話・ファックス・メールにてお申し込みください。
遊佐町創業支援センター　担当　平

☎/FAX72－3966　メール y-taira@yuza-brand.jp

岩ガキむき体験＆試食
花火大会鑑賞ツアー参加者募集

●開催日／ 7月28日㈯　午後4時　吹浦漁港集合
●内容／①岩ガキむき体験＆試食

②底曳き船内を見学＆体験
③花火大会を桟敷席で鑑賞（お買い物券付）

●参加費／一人　3,800円　●持ち物／帽子・タオル・軍手等
●募集人数／ 30名　●申込締切／ 7月20日㈮
●申込み／遊佐鳥海観光協会　☎72－5666
●問／企画課観光物産係　☎72－5886

遊佐鳥海観光協会　☎72－5666

平成24年度危険物取扱者保安講習
の開催について

●日時／ 8月23日㈭から10月30日㈫まで種別ごとに開催
●場所／山形県内の各総合支庁等で実施
●受付期間／ 7月9日㈪～24日㈫
＊願書は消防本部兼最寄りの消防署にあります。
種別ごとの開催日時、場所等についての問い合わせ
●問／山形県危険物安全協会連合会　☎023－632－5744

生活なんでも相談ダイヤル

　今の庄内の地域医療・環境はどうなっているのか。庄
内でずっと住み続けるために、また、思いがけない病気に
かかってしまったときのために、地域医療の現状を知るため
のセミナーを開催します。
●日時／ 6月30日㈯　午後1時30分～午後3時
●場所／酒田市総合文化センター410・411号室
●内容／基調講演：来てみてナットク！ 庄内の「いま」と「これから」
講師：庄内保健所　所長　松田徹氏
タウンミーティング：発言者　庄内医療連携の会世話人
●問／鶴岡協立病院・地域医療連携室

☎0235－23－6060

斎藤政広さんと行く
花と風景の山旅体験教室

　鳥海山の七合目、御浜周辺の花を訪ねる山旅です。
地元の詳しいガイドの同行で、鳥海山に咲くいろいろな花を
楽しんでみませんか。
●日時／ 6月24日㈰　午前8時～午後3時
●集合／道の駅鳥海ふらっと　駐車場
●対象／山歩き可能な大人の方
●定員／ 15名
●受講料／ 4,800円
●持ち物／山歩きに適した服装・靴、昼食、飲み物、雨具、着替え等
●申込締切／ 6月21日㈭　※定員になり次第締切
●問・申込み／しらい自然館　☎72－2069

しらい自然館 おもしろ自然塾
遊佐町の海岸で磯遊びと岩ガキ体験
　釜磯で生き物観察と湧水探し、十六羅漢や牛渡川・丸
池様も訪ねます。その後場所を移動して岩ガキのカキ剥き
を体験します。もちろん試食もあります。
●期日／ 7月1日㈰　午前9時～午後1時頃
●集合場所／遊佐町釜磯海水浴場駐車場
●受講料／ 1,200円

＊昼食は含まれません。解散後各自で
●持ち物／帽子、タオル、軍手など
●対象／小学生以上どなたでも

※小学生は必ず保護者同伴
●定員／ 20名
●申込締切／ 6月28日㈭　※定員になり次第締切
●問・申込み／しらい自然館　☎72－2069

●相談期間／ 7月19日㈭～21日㈯
午前10時～午後5時

●相談電話番号／ 0120－39－6029
＊フリーダイヤル　相談料無料

●相談内容／
法律問題、多重債務問題、労働問題、就労相談、家
庭問題などのほか、生活に関する悩み事・困り事なん
でも、どなたでも結構です。
●問／山形県労働者福祉協議会　☎023－641－6503

町民ウオーキング「ハマナス観賞コース」参加者募集
～海辺をわたる風さわやかに！みんなで歩こう！！～

　町民ウオーク「ハマナス観賞コース」を開催します。深紅
のハマナスの花を観賞しながら散策し、健康と体力づくりに
取り組んでみませんか。当日参加大歓迎です。
●日時／ 6月17日㈰　午前8時30分集合
●集合場所／旧青山本邸駐車場
　※車は旧青山本邸西側の青塚児童公園わきに駐車してください。
●持ち物／昼食・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
●問・申込み／町民体育館　☎72－5454　FAX72－2811

放送大学10月入学生募集
　放送大学はＢＳデジタル放送を通して学ぶ通信制大学で
す。1科目からでも学べます。入学試験はありません。詳細
はお問合せください。
●募集期間／ 8月31日㈮まで
●問／放送大学山形学習センター　☎023－646－8836

海浜自然の家
「海浜カヌー塾」

●日時／ 7月7日㈯、8日㈰
　＊どちらか１日のみの参加となります。
●場所／海浜自然の家、吹浦港、月光川、牛渡川
●対象／小学生以上
●定員／各日32名（海コース16名、川コース16名）
●募集期間／ 6月15日㈮～ 6月24日㈰
●問・申込み／山形県海浜自然の家　☎77－2166

海浜自然の家
はじめてのファミリーキャンプ

●期日／ 7月14日㈯～ 15日㈰
●場所／遊佐町西浜キャンプ場周辺
●対象／小学1年生～中学3年生の子どもと保護者
●定員／先着15家族（テントの関係上1家族5名まで）
●内容／テントでのキャンプ、

野外炊飯、
カヤック体験、
ボンファイアなど

●参加費／大人１人3,000円　子ども１人2,500円
●申込方法／ 6月30日㈯　午後5時まで

電話・FAX・メールにて
●問・申込み／ NPO元気王国

☎26－0470・FAX28－8222
　メール　npo-genkioukoku@lemon.plala.or.jp

平成24年度山形県地域医療再生計画推進事業
このまちで生ききる

～在宅医療・看取り・地域福祉について～

●対象事業／
①コミュニティ事業：広場・遊園地の整備、遊具・水車・
表示板・掲示板の設置、イルミネーションや小型除雪
機などの地域環境や景観の維持・増進に資する機械
等の購入等

②郷土文化・芸能の保存事業：郷土芸能（衣裳・備品）、
民俗行事の保存、はんてん、みこし、舞台、やぐら、
太鼓、山車等

③特産品の開発事業（材料は除く）：独創的な特産品の
調査、試作及び開発、加工所の建設、特産品開発
のための研修視察（旅費を含む）

④イベントの開催事業：まつり、コンサート、漫才、落語
会、町民全体のスポーツ大会等（謝金、賞品代、印
刷製本費、会場使用料、備品の購入）

⑤研修、調査研究事業：地域づくり研修会、シンポジウ
ム、文化講演会、自然体験学習等（講師謝金、印刷
製本費、会場使用料）新たな文化活動

地域や集落、町民で組織する自主的な団体がみずから
取り組む地域づくりを支援します。
●助成する金額／
　助成対象事業費の2分の1以内とし、助成金額の最高
額は70万円。最低額は5万円です。ただし、公民館
の新築については最高150万円、改修については対
象事業費の100分の15以内で、限度額は30万円。ま
た、公共下水道接続にともなうトイレ改修などについて
は、対象事業費の2分の1以内で、限度額は50万円。
特産品の開発事業のうち旅費に相当するものについて
は、3分の1以内です。

●申込方法／
　所定の申請書を提出してください。用紙は、企画課ま
ちづくり支援係で用意しています。また、ホームページ
からダウンロードすることもできます。

●申込期限／ 6月29日㈮
●問・申込／企画課まちづくり支援係　☎72－4524

きらきら遊佐マイタウン事業きらきら遊佐マイタウン事業
追加募集のお知らせ追加募集のお知らせ

ゆざの
元気を
応援します
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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。　●問／町民係　☎72ｰ5885 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。　●問／町民係　☎72ｰ5885



～旧日本赤十字社救護看護婦及び
旧陸海軍従軍看護婦の方へ～

内閣総理大臣名の書状を贈呈します
請求期限は平成25年3月31日です

これから休日林家を始めたい方 募集

　先の大戦において、外地等（事変地の区域又は戦地の
区域）に派遣され戦時衛生勤務に従事された、旧日本赤
十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦の方（慰労
給付金受給者は除く）に対して、そのご労苦に報いるため
内閣総理大臣名の書状を贈呈しております。詳しくは下記
お問い合わせ先までご連絡ください。
◆ご本人またはご家族などからのご連絡をお待ちしております。
●問／〒100－8926　東京都千代田区霞が関2－1－2

総務省大臣官房総務課管理室　業務担当
☎03－5253－5182（直通）　FAX03－5253－5190

●募集期間／平成24年8月末まで
●内容／自分の山の手入れを自分でやってみようと考えて

いる方、私達庄内林業研究会が支援します。
＊なお、支援基準・内容については事務局まで問い合
わせお願いします。費用は無料。ただし、支援後も森
林整備を継続する意欲のある方に限ります。
●問・申込み／庄内林業研究会事務局
　（庄内総合支庁森林整備課）　☎0235－66－5537

消防学校一日防災体験入校上級救命講習会のお知らせ
●日時／ 7月22日㈰　午前8時30分～午後5時
●場所／酒田市大浜一丁目4－83

酒田地区広域行政組合　消防署西分署2階
●内容／心肺蘇生法、大出血時の止血法等（応急手当
全般）、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使い方（講習終了
後、上級救命講習修了証を交付します）
●対象／どなたでも
●定員／ 30名　※定員になり次第締め切ります。
●講師／応急手当指導員
●費用／ 700円（テキスト代、教材費）
●持ち物等／筆記用具、動きやすい服装
●問・申込み／救急講習申込書を7月8日㈰まで、酒田市
千石町一丁目12－1 酒田地区広域行政組合消防署 ☎23
－3131、または最寄の消防署へ提出してください。申込書
は消防署各分署にあります。

国家公務員税務採用職員採用試験
（高卒程度）のお知らせ

自動車事故被害者の救済制度
のお知らせ

　自動車事故で重度の後遺症が残った方や、亡くなられ
た方（加害者・被害者問わず）のご家族を救済するため、
次の制度があります。また入院施設もあります。
●交通遺児等育成資金貸付制度（無利子貸付）／
◇貸付金額／一時金 155,000円　月々  20,000円
◇貸付要件／
　市町村民税が非課税か又は均等割のみ課税等
◇対象者／ 0歳から中学3年生までのお子様
◇利子／無利子
◇返還方法／割賦による20年以内の均等払い
　＊高校や大学へ進学する場合は返還の猶予あり
●介護料支給制度／
◇受給資格／自動車事故により、重度の後遺障害が
残ったため常時又は随時の介護を必要とする方
◇支給額／月額 29,290円～136,880円
　（障害の程度、介護に要する費用に応じて支給）
●問・申込み／
〒990－0031　山形市十日町2－4－19
住友生命山形第2ビル2F　自動車事故対策機構山形支所

☎023－609－0500

県立鶴岡養護学校
スクールボランティアセミナー

●日時／ 7月31日㈫　午前9時～午後3時
●場所／鶴岡養護学校
●対象／庄内地域に在住の高校生および大学生  約30人
●内容／学校紹介、講義、児童・生徒との触れ合い、

昼食交流など
●経費／ 200円（昼食弁当代）
●問・申込先／
　名前・学校名・学年・連絡先を明記のうえ電話かFAX
にて。県立鶴岡養護学校

☎0235－24－5995　FAX0235－23－1242

｢山形方式省エネ節電県民運動｣
～「家族団らん笑顔で節電～

●実施期間／ 6月～9月（6月PR期間、7月～9月強化期間）
●運動内容／電力不足に対する節電対策として、企業及
び一般家庭を対象に、全体の電力消費量削減の目安を平
成22年度比5％削減とした省エネ・節電キャンペーンを実
施します。併せて、不測の停電を回避するため、ピーク
カット・ピークシフトを促進します。※健康面や衛生面等に問
題がない程度で無理なく、できる範囲でご協力ください。
●問／地域生活課環境係　☎72－5881

6月23日から29日は
「男女共同参画週間」です

　キャッチフレーズは「あなたがいる　わたしがいる　未来
がある」です。男女が互いにその人権を尊重し、喜びも責
任も分かち合い、一人ひとりが個性と能力を十分に発揮す
ることができるよう、この期間に男女共同参画について改め
て考えて見ましょう。
●問／山形県子育て推進部青少年・男女共同参画課

☎023－630－2727

第25回一日消防士体験勤務
の開催について

大切な人を自死で亡くされた方へ
相談会と集いのお知らせ

●日程／ 6月23日㈯・24日㈰
●場所・時間／山形県郷土館「文翔館」
23日 午前11時～午後3時　24日 午前10時～午後3時
山形市本町～七日町大通り（歩行者天国）＊23日のみ

午前10時～午後3時
●内容／
・さくらんぼマルシェ
　（県産農産物の販売、さくらんぼ関連商品の販売）
・さくらんぼ学び館
　（さくらんぼの歴史や生育状況などを紹介）
　さくらんぼミニコンサート、伝統芸能の発表　など
●問／やまがた元気プロジェクト実行委員会事務局

（山形県農林水産部新農業推進課）
☎023－630－3031

　大切な人を自死で亡くされた方同士の交流や分かち合い
の場として「集い」を開催しています。愛する人を自死で
喪った時、遺された人は深い悲しみを抱き、様 な々複雑な
感情におそわれることがあります。一人で悩まないでくださ
い。まずはお電話をください。
 無料相談会
●相談日／ 8月7日㈫、10月2日㈫、12月4日㈫
　※時間は全日とも午後2時～午後4時
●会場／庄内総合支庁分庁舎
●内容／精神科医師による相談
 集い　＊無料
●開催日／ 7月3日㈫、9月4日㈫、11月6日㈫
　＊時間は全日とも午後1時15分～午後3時45分
●会場／庄内総合支庁3階32号会議室（三川町）
●内容／わかちあい、ミニ講話など
●問・申込み／
電話にてお申込みください。秘密は厳守します。
庄内保健所地域保健福祉課　☎0235－66－4931

山形県介護支援専門員
実務研修受講試験のご案内

●試験日時／ 10月28日㈰　午前10時
●試験会場／山形国際ホテルか山形大学
●受験手数料／ 7,700円（税込）
●受験案内配布／庄内総合支庁地域保健福祉課
　＊7月2日㈪から受験の手引きを配布します。
●受付期間／ 7月6日㈮～27日㈮　＊当日消印有効
●提出方法／問い合わせ先へ郵送
●問／山形県福祉人材センター　☎023－622－2776

　消防学校と防災学習館の施設を県民に開放します。消
防ポンプ自動車の乗車体験や放水体験、地震体験など、
色 な々防災体験にチャレンジしてみませんか。
●日時／ 7月29日㈰　午前10時～午後3時
●場所／県消防学校（三川町横山）
●対象／小学生とその保護者（先着100名）
●参加費／一人 500円（昼食代等）
●申込受付期間／ 7月13日㈮～25日㈬　＊電話で申し込み
●問・申込み／消防学校（平日）　　☎0235－66－2022

防災学習館（土日）　☎0235－66－4626

●日時／ 7月21日㈯　午前8時30分～正午
●場所／酒田市大浜一丁目4－83　

酒田地区広域行政組合　消防署西分署
●内容／放水訓練、救急救助訓練、はしご車訓練、

消火訓練等
●募集人員／酒田市、庄内町、遊佐町在住の小学校4
年生、5年生、6年生（定員50名）及び付き添いの保護者
●申込方法／
　参加申込用紙を消防本部又は最寄りの消防署まで提出
してください。申込用紙は各小学校、消防本部又は最寄り
の消防署、酒田市ホームページからもダウンロードできます。
●費用／無料
●その他／雨天時は内容を一部変更して実施します。

参加児童については、消防本部でレクレーショ
ン保険に加入いたします。

●問／酒田地区広域行政組合消防本部予防課
☎61－7113

日本一「さくらんぼ」祭り

　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。国の財政を支える税務職員にあなたもチャレ
ンジしてみませんか。
●受験資格／
①試験年度の4月1日において、高等学校又は中等教育
学校を卒業した日から起算して3年を経過していない者
及び試験年度の3月までに高等学校又は中等教育学
校を卒業する見込の者
②人事院が上記①に掲げる者と同等の資格があると認
められる者

●受験申込受付期間／
インターネット申込み：6月26日㈫～7月5日㈭
インターネット申込専用アドレス

　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
郵送・持参申込み：7月2日㈪～7月10日㈫

●受験申込書請求／最寄りの税務署まで
●問／仙台国税局人事第二課　☎022－263－1111
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