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ゆざ町夕日まつりゆざ町夕日まつり第24回第24回

夕日コンサート

殿様のだだちゃ豆
アイスクリーム
殿様のだだちゃ豆
アイスクリーム

元気な浜店
天然岩ガキ　　です。天然岩ガキ　　です。

冷しジャージャーめん冷しジャージャーめん

冷しとろろそば冷しとろろそば

250円 750円

650円

7月21日（土） 午後5時～午後9時

＊雨天時はマルチドーム「ふれんどりぃ」で開催
午後5時45分～
ポップキッズ、那須プロモーション、遊佐高ソーラン部、
遊め組、ハウオリフラガールズ、鳥海太鼓
午後7時頃～
バンド／ELVIS　TOCKY＆THE70KINGS
＊会場では、軽食やビールを販売しています。
お得な食券販売中
●問・飲食券販売／遊楽里　☎77－3711

道の駅ふらっと　☎71－7222

◉特産売場で販売しています。
　ラフランスアイスクリーム 250円もございます。

交通規制にご協力をお願いいたします。
交通規制実施機関

7月13日㈮～8月16日㈭

◉7/21㈯　夕日コンサート
◉7/28㈯　遊佐町民花火大会

・遊楽里前ふれあい広場に出店します。17：00～
・ファーストフード味の駅は21：00まで延長営業します。

7月13日（金）オープン！7月13日（金）オープン！

リニューアルしました

西浜・釜磯海水浴場
西浜キャンプ場
西浜・釜磯海水浴場
西浜キャンプ場

第24回

第1夜
遊楽里前ふれあい広場

遊佐町民花火大会

7月28日（土） 午後6時45分～午後8時35分

中高生のリクエストによる選曲とともに花火が打ち上がります。
●出演／ポップキッズ、ハンガリープロムジカ女声合唱

団、鳥海太鼓ほか
交通規制（午後6時～9時）
デイリーヤマザキから海岸へ抜ける道は歩行者を含め
立入禁止です。
駐車場は、誘導員の指示に従ってください。
＊荒天時は7月29日㈰に順延します。
●問 ／遊佐鳥海観光協会

☎72－5666

第2夜
西浜海水浴場

7月28日㈯
午後6時15分～午後10時

7月13日㈮～8月16日㈭
午後6時～午後10時

十六羅漢まつり

十六羅漢岩・出羽二見ライトアップ

第22回至ブルーライン

関係者以外通行禁止区域駐車禁止区域
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濃厚なミルクの味わい
とふんわり広がる
だだちゃ豆の風味。
クラッシュした
豆のつぶつぶ感。

辛味の肉味噌が冷たい麺に良く合う。
一度食べるとやみつきになりそう！

“海のミルク”の
栄養素。
貧血予防や疲労
回復に。

銀ガレイ、
イカ焼きも
人気商品です！

豊富な品数を
取り揃えてお
ります。

歯応えのある冷たいそばに、とろろと
ネギを混ぜて豪快に食べよう。ヘル
シーで食欲がない時でも大丈夫。

サンセット十六羅漢の

夏季限定メニュー

サンセット十六羅漢の

夏季限定メニュー

サンセット十六羅漢の

夏季限定メニュー 旬 庄内砂丘メロン
の発送
うけたまわって
おります。

ひまわりの会ひまわりの会



NPO法人素人芝居大浦安
ふる里と母を想うチャリティ公演

　遊佐町増穂出身の坂田佳子さんが新潟県上越市の
NPO法人素人芝居大浦安とふる里と母と未来をテーマに、
チャリティ公演を行います。ぜひ、ご来場ください。
●日時／ 8月4日㈯　午後1時開場　

午後1時30分開演
●会場／生涯学習センターホール　＊入場無料
●内容／
第1部　演劇「義母とともに」
出演：坂田佳子と大浦安芝居の遊佐公演メンバー
第2部　母を想うコンサート
出演：ムジカにしきと芝居ーズ　語り 渡邉　浩一
演奏曲：涙そうそう、千の風になって、明日という日が、ほか

＊会場では東日本大震災復興支援募金を行いますのでご
協力をお願いします
●問／ NPO法人素人芝居大浦安

渡邉　☎025－599－3209

町税等納期のお知らせ
　平成24年7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／ 7月31日㈫

固定資産税　　　　　　　　2期
国民健康保険税　　　　　　1期
介護保険料　　　　　　　　1期
後期高齢医者医療保険料　　1期

●問／町民課納税係　☎72－5411

第17回北日本還暦軟式野球大会
へのご声援お待ちしています

　北日本の代表41チームがトーナメントで競う、北日本還暦
軟式野球大会が庄内で開催されます。遊佐会場では、山
形県代表として遊佐ゴールデンドリームズが試合を行います。
たくさんのご声援、お待ちしております。
●日時／ 7月28日㈯　午前9時
第１試合　遊佐ゴールデンドリームズ 対 気仙沼フィッ
シャーズ（宮城県代表）ほか
＊遊佐会場では28日に4試合、29日に準々決勝を含む3
試合が開催予定（雨天順延）
●場所／サンスポーツランド遊佐
●問／町民体育館　☎72－5454

｢家族団らん、笑顔で節電｣

　本格的な夏を迎えるにあたり、熱中症など健康には
十分に気をつけながら、無理のない範囲で節電・省
エネにご協力をお願いします。
実施期間 6月～9月 （強化期間　7月～9月）
節電特別強化期間　7月23日～27日／ 8月10日～20日
★具体的な｢節電｣取組みメニュー例
・エアコンの温度設定は28℃、またはいつもより2℃上
げましょう。

・長時間使用しない電化製品のプラグはコンセントから
抜きましょう。
●問／地域生活課環境係　☎72－5881

山形方式省エネ節電
県民運動実施中！
山形方式省エネ節電
県民運動実施中！

28℃

＊国の住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金
の交付を受ける方、町の定住住宅建設支援金の
交付を受ける方も申込できます。
＊対象要件があります。詳しくは7月1日号もしくは町
のホームページをご覧ください。
●問・受付窓口／地域生活課環境係　☎72－5881

住宅用太陽光発電設備
導入事業補助金申請受付中
住宅用太陽光発電設備
導入事業補助金申請受付中

中1～中3

夏期講習
国・数・社・理・英

5教科を復習します
苦手単元を
克服しましょう！
個別指導します
7/28～約2週間

特典1 20日まで「ゆざ広報を見た」と申し込みの方、教材代半額！！
特典2 夏期講習・夏休み教室からひき続き入学の方、入学金無料！！

申
込
受
付
中

後藤総合学園 遊佐教室 光月堂さんすじ向かい
☎24ｰ4044

小1～小6

夏休み教室
さんすう・こくご・えいご
算数・国語の苦手な
ところを復習します
英語は身近なもの
から学んでいきます
7/28～4回ずつ

資料請求

遊佐町総合運動公園整備に伴う
事業説明会の開催について

　遊佐町立稲川小学校跡地利用に伴う標記事業の説明
会を下記の日程で開催します。
●日時／ 7月24日㈫　午後１時30分
●場所／遊佐町生涯学習センター 第１会議室
●事業予定の土地の所在／遊佐町増穂字大坪地内
●施設整備内容／運動公園及び多目的広場
●問／遊佐町教育委員会　社会教育係

☎72－2236・FAX71－1222

家庭用太陽光発電設備等の導
入の経費の一部を助成します。
（工事着工前に申請します）

（2）
お し ら せ 号

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



　「緑の募金」を活用した、町内の緑化推進事業を募
集します。学校、公民館、公園など公共施設で、緑
を増やして整備したいところがございましたら、担当ま
でご相談ください。緑に囲まれた憩いの場所をみんな
でつくりませんか？
●平成23年度事業●
遊佐中学校及び
遊佐町立図書館の
花壇整備・植栽緑化

●問／産業課水産林業係　☎72－4521

順仁堂遊佐病院
病院見学会のご案内

●日時／ 8月3日㈮、10日㈮、17日㈮  いずれも午後2時～
●場所／順仁堂遊佐病院
●対象者／当院に就職を希望される看
護学生、看護師免許取得者
＊申込不要。ご都合のつかない場合は上
記以外にも随時可能（事前連絡を）
●問／順仁堂遊佐病院　☎72－2522

遊佐町緑化推進事業の募集について

平成24年度「緑の募金」
集計実績のご報告

　4月16日から5月31日まで行われた緑の募金運動で、町
内での募金総額は、433,121円でした。この募金は、山
形県みどり推進機構に送られ、県内での緑化事業に使用
されます。皆様のあたたかいご協力誠にありがとうございま
した。
●問／産業課水産林業係　☎72－4521

小椋佳 「遊佐の夕べ」小椋佳 「遊佐の夕べ」
●出演／小椋佳

尺八：坂田梁山　琵琶：坂田美子
  箏  ：稲葉美和　Key：加藤武雄

●日時／ 9月13日㈭
開演：午後7時　開場：午後6時30分

●会場／生涯学習センターホール　全席自由
●入場料／前売り券3,000円　当日券3,500円
※前売り券が完売した場合は、当日券を販売いたしま
せんので、ご了承ください。
※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　各地区まちづくりセンター　

町立図書館　ブックスほんま
《酒田市》マリーン5清水屋　みずほ八文字屋

喫茶さざんか　イケダ楽器　畠山楽器
竹中楽器　ブックスやわた

《鶴岡市》スミ井邦楽器店
《にかほ市》育英書店象潟店
●問／生涯学習センター

☎72－2236

鳥海寿司オープン！鳥海寿司オープン！

鳥海寿司

昼　１１：３０～１４：００　ご予約大歓迎！
○にぎり寿司  580円　（寿司10貫　汁付）
○ランチセット  ８５０円　３種類からお選びいただけます
　Ａ（寿司８貫　うどん　唐揚　小鉢　お新香　汁付）
　Ｂ（寿司８貫　うどん　天ぷら　小鉢　お新香　汁付）
　Ｃ（寿司８貫　うどん　茶碗蒸し　小鉢　お新香　汁付）

夜　１７：００～

パート募集中 定休日／毎週水曜日

○生寿司　やきとり　刺身
　各種いろいろ
○出前いたします！！
　にぎり寿司（10貫）
　500円～1,500円

和田 斉藤鮮魚店向かい

☎７２-4153

世界最高峰のハンガリー・プロムジカ女声合唱団の指揮者
デーネシュ・サボー先生の合唱セミナー開催

　モデル合唱団への指導の様子をご覧いただきます。
●日時／ 7月28日㈯　午後3時～　＊午後2時30分開場
●会場／遊佐町生涯学習センターホール
●入場料／一般 1,000円　高校生以下 無料
●モデル合唱団／スマイルキッズ （遊佐町子ども合唱団）

山形県立鶴岡北高等学校音楽部
コールShion
Sakata Coro a Cappella

●問／合唱セミナー実行委員会事務局
（企画課まちづくり支援係）　☎72－4524

（3）
お し ら せ 号

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



「酒田港夏休み見学会」参加者募集
●日時／ 8月1日㈬　午前9時30分～午後3時

＊参加料無料
●場所／酒田海洋センターほか
●対象／小学生とその保護者
●定員／ 20組（40名）
●内容／酒田港周辺のリサイクル関連企業見学・タグボー
ト体験乗船による海からの港見学
●申込方法／ハガキ、FAX、メールで、住所、氏名、
性別、学校名、学年、電話番号を記入の上、
〒998-0036 酒田市船場町二丁目5－15、

山形県港湾事務所へ 
●募集締切／ 7月25日㈬応募多数の場合は抽選とします。
参加決定者には追って詳細を通知します。
●問／山形県港湾事務所　☎26－5636・FAX22－5216

E-mail：ykowan@pref.yamagata.jp

遊佐ブランド推進協議会
「食品衛生・原料表示」基礎セミナー
　遊佐ブランド推進協議会では、「食品衛生・原料表示」
基礎セミナーを開催します。修了者には当協議会より修了
証書を授与致します。ぜひご参加ください。
●開催日時／ 7月30日㈪、31日㈫

午後6時～午後9時（2日間）
●内容／
1日目：品質管理基礎①食品衛生の基礎知識（微生物

編他）②食品加工場の衛生管理
2日目：表示基礎①食品表示に関する法律及び一般的な

表示について②添加物、アレルギー表示について
●講師／財団法人　日本冷凍食品検査協会仙台検査所

竹内陶二郎氏
●場所／遊佐町創業支援センター（Aコープゆざ店2階）
●問・申込み／遊佐町創業支援センター

☎・FAX72－3966

７月は、環境推進員による
ごみ出しルール徹底立会指導月間です

７月は、環境推進員による
ごみ出しルール徹底立会指導月間です

王冠など、小さなものは焼却炉から資源として回収
しています
④油容器（プラスチック）
汚れが激しい容器はリサイクルできません

●資源物／
①金属製のなべ・やかん・フライパン
柄は取り外さなくてもＯＫです
②スプレー缶
爆発しないように、穴を開け、ガス抜きを完全に行
いましょう

●ペットボトル／プラスチック製のふたとラベルははずして、
可燃ごみへ。中身は水で軽くすすぎ、しっかり水を切りましょう。
●問／地域生活課環境係　☎72－5881

７月は、環境推進員による
ごみ出しルール徹底立会指導月間です

　私たちが生活するうえで必ず発生するごみ。ごみは適
切に排出することで、ごみの減量化につながり、埋立て
処分場への負荷を減らすことができます。また、適正な
分別により、資源としてリサイクルすることができます。一
人ひとりがルールを守り、環境にやさしい循環型の社会を
目指しましょう。
 まちがえやすい！ごみ出しのポイント
●可燃ごみ／
①生ごみ
水気をよく切ってから出しましょう
②紙おむつ
汚物を取り除いてから出しましょう
③飲料用、缶詰などの金属製のふた

　再生可能エネルギーについて理解を深め、家庭における具体的かつ効果的な
取り組みや考え方について学ぶ貴重な機会です。どなたでもご参加いただけます。
●日時／ 7月22日㈰　午前10時～
●会場／生涯学習センター 2階 大会議室
●講師／武内　賢二氏（ＮＰＯ法人 ビルトグリーンジャパン 常勤講師・山形県環境アドバイザー）
●演題／「太陽光発電を主とした再生可能エネルギーの基礎知識」

̶蓄電池のしくみと導入に向けての留意点
●問／地域生活課環境係　☎72－5881・FAX72－3318

再生可能エネルギー講演会のご案内再生可能エネルギー講演会のご案内

（4）
お し ら せ 号



児童家庭支援センター シオン
講演会開催のお知らせすてっぷ 遊びのひろば

　発達が気になるお子さんを対象に、親子でゆったり遊ぶ
会を開催します。みんなで楽しい時間を過ごしませんか？お
気軽にご参加ください。
●日時／ 8月4日㈯　午前10時～午前11時30分
●場所／県立鳥海学園
●活動内容／オリジナルおもちゃをつくって、

パシャパシャ水遊び！
●対象／発達が気になるお子さんと保護者
●参加費／無料
●申込締切／ 8月1日㈬
●問・申込み／県立鳥海学園

☎75－3334・FAX75－3872

「日本肝炎デー」に伴う
肝炎ウイルス検査のお知らせ

　7月28日㈯は『日本肝炎デー』です。現在、国内の患者
感染者数はB型が110～140万人、C型が190～230万人
存在すると推定されています。ウイルス性肝炎が慢性的に
続くと、肝硬変･肝細胞がんに進行する恐れがあります。
　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、肝炎ウイルス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／ 7月24日㈫　午後1時30分～午後8時
※午前9時30分～正午まではB型･C型ウイルス性肝炎を
含め、HIV検査、性器クラミジア検査も行います。
●場所／庄内総合支庁 東庁舎（庄内保健所）

2階 健康相談室　＊検査は匿名･無料
●問・申込み／電話での事前予約が必要です。

☎0235－66－4920（担当：直通）

「来て！見て！乗って！海上自衛隊」
　酒田港祭りに併せて、海上自衛隊の艦艇が酒田北港に
入港して一般公開などを行います。
●場所／酒田北港　古湊埠頭
●入港予定艦／護衛艦「くらま」
●一般公開／ 8月4日㈯　午前9時～午前11時

8月5日㈰　午後1時30分～午後4時
●体験航海／ 8月4日㈯　午後1時～午後3時30分

8月5日㈰　午前9時～午前11時30分
＊体験航海につきましては、乗船券が必要になります。
＊乗船券の応募方法等につきましては、自衛隊山形地
方協力本部ホームページをご覧いただくか、自衛隊山形
地方協力本部広報室にお問合せください。
●応募締切／ 7月19日㈭必着
●問・応募先／自衛隊山形地方協力本部

☎023－622－0711　午前9時～午後5時
ホームページ　http://www.mod.go.jp/pco/yamagata/

　「食はいのち」を信条に、全国から訪れる心病める人と心
をこめた手作りの料理を共にする青森県「森のイスキア」主
宰の佐藤初女さんの講演会を行います。
●日時／ 9月2日㈰　おむすびの会

＊初女さんとおむすびを作ります。
午前11時～午後12時30分　　＊定員30名

講演会「こころをかける子育て」
午後1時30分～午後3時30分　＊定員120名

●講師／佐藤初女さん（森のイスキア主宰）
●会場／平田タウンセンター　＊入場無料
●問・申込み／受付期間：7月23日～8月17日
児童家庭支援センター シオン　☎0235－68－5477

『広げよう図書館のある生活＆つなげよう本との出会い』

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ
この夏、図書館ではたくさんのイベントをご用意しております！
★7月21日㈯　午後7時～午後8時30分
　夜の図書館～夜のおはなし会（大人向け）～……………………………おいしいおかゆの会・とんぴんかだりの会
★7月23日㈪　午前10時30分～午前11時40分
　遊佐高等学校合同講演会「あなたの居場所̶ブックトークと本のはなし」
　講師：読書活動研究家 田沼恵美子 氏…………………………………………………………遊佐高等学校体育館
★7月28日㈯　午前10時30分～
　おはなしひろば夏休みスペシャルデー～おはなし会（子供向け）………………………………………ピノキオの会
★8月3日㈮～9日㈭
　クラゲちゃん＆本の無料交換会　※加茂水族館からクラゲちゃんがやってきます！…………図書館視聴覚講座室

どのイベントも参加費は無料です。みなさまのご来館をお待ちしております。
詳しくは町立図書館までお問い合わせください。　☎72－5300

僕もお手伝いするよ！
今年の省エネは。ECOでクリーン

な図書館が最高！！
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夏休み！
十二滝と里山ふれあいウォーキング
　豊かな自然環境や景観に触れることができる「東北自然
歩道」を歩きながら、地域の身近な自然環境資源の保全と
利活用について考えてみませんか？
●日程／ 8月5日㈰　＊小雨決行
●場所／「東北自然歩道」庄内平野と湖沼を訪ねるみち

（酒田市旧平田地域）
●集合・解散場所／午前9時に庄内総合支庁または午前
9時45分までに酒田市役所平田総合支所駐車場に集合し、
午後3時30分に酒田市役所平田総合支所、午後4時に庄
内総合支庁にて解散
●内容／
①「東北自然歩道」庄内平野と湖沼を訪ねるみち
・里山ふれあいウォーキング
・東山地区多目的広場展望台
・十二滝散策
②親子クラフト教室
・自然素材（竹）を使ったクラフト体験
●定員／先着　小学生親子15組
●参加費／一人700円（昼食代込）
●持ち物／飲み物、雨具、タオル、その他必要と思われるもの
●問・申込み／
7月23日㈪まで電話またはFAX、Eメールにて
庄内総合支庁環境課　環境企画・自然環境担当

☎0235－66－5708・FAX0235－66－4749
Eメール：yshonaikankyo@pref.yamagata.jp

第1回 インターネット公売の実施について第1回 インターネット公売の実施について第1回 インターネット公売の実施について第1回 インターネット公売の実施について平成24年度平成24年度平成24年度平成24年度
　町では、滞納者から差し押さえた財産を滞納税額に充てるために、Yahoo! Japanが提供する公売システムを利用
し、インターネット公売を実施致します。

上記公売品を含め、計7点出品予定です。
●参加申込期間／ 7月6日㈮13：00 ～ 7月20日㈮23：00　●入札期間／ 7月27日㈮13：00～7月29日㈰ 23：00
●出品物確認／参加申込期間中に納税係に電話を頂ければ、遊佐町役場庁舎内にて出品物の現物確認が行えます。
　参加申込期間に参加申込手続きを行わない場合、入札には参加できませんのでご注意ください。
　入札に参加する場合は、遊佐町ホームページ掲載の『インターネット公売ガイドライン』、Yahoo! Japan官公庁オーク
ションホームページ内の『参加条件と必要な手続き』を確認の上、所定の手続きを行ってください。
●問／町民課納税係　☎72－5411

公売品１．　50㏄バイク 公売品２．　アンティークラジオ

飽海地区労働者福祉協議会
勤労者無料法律相談

●開催日／ 8月24日㈮　午後3時～午後7時
●場所／東北労働金庫酒田支店
●対象／酒田、飽海地区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
●申込期間／ 8月1日㈬～ 8月23日㈭
＊定員になり次第、受付終了
●問／東北労働金庫酒田支店

☎22－0321

　今年の3月30日より欠員となっておりました、「杉沢北・
褄坂担当の民生児童委員」が決定しましたのでお知ら
せします。
杉沢北・褄坂担当
（旧）今野　泰子さん（杉沢北）
　　　　　↓
（新）岡野　　清さん（褄坂）
　今野氏にはこれまでのご労苦に感謝申し上げますと
共に、これから担当されます岡野氏には今後のご活躍
にご期待申し上げます。
●問／健康福祉課福祉介護保険係　☎72－5884

杉沢北・褄坂担当の民生児童委員
が変更になりました。
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全国一斉司法書士法律相談会
●日時／ 7月28日㈯　午後3時～午後7時
●会場／鶴岡市勤労者会館
●相談方法／面談
●相談料／無料　＊予約不要
●相談内容／相続・遺言、土地・建物売買などの不動
産登記、高齢者の財産管理、借金問題など
●問／山形県司法書士会　☎023－623－7054

平成24年度裁判所職員採用
一般職試験（高卒者試験）

●受付期間／ 7月17日㈫～ 7月26日㈭
●第1次試験日／ 9月16日㈰
●受験資格／平成24年4月1日において高等学校卒業後2
年以内の方及び平成25年3月までに高等学校を卒業する
見込みの方（平成24年4月1日において中学卒業後2年以上
5年未満の方も受験可）
●問／山形地方裁判所事務局総務課人事第一係

☎023－623－9511

遊佐町職員採用資格試験日本海総合病院・酒田医療センター
職員採用試験の実施について

１. 職種、採用予定数、採用時期及び受験資格

2. 採用試験関係日程
（1）申込受付期間／7月9日㈪～7月27日㈮

午前8時30分～午後5時15分（土・日・祝日を除く）
（2）申込方法／
受験申込書を〒998-8501　酒田市あきほ町30
地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構　法人管
理部（高橋・今野）まで郵送または持参。受験申込書は
同部にあります。
また、病院のHP
（http://www.nihonkai-hos.jp/hospital/）からもダウン
ロードできます。
（3）試験日及び会場／8月11日㈯　日本海総合病院
（4）試験科目／

●申込方法／申込用紙に必要事項を記入のうえ、遊佐
町役場総務課に提出してください（郵送可）。
●申込用紙の請求／
・申込書は総務課総務係で配布します。
・郵送で請求する場合は、封筒の表に「職員試験申込
書請求（上級または初級）」と朱書きし、120円分の切手
を貼った宛先（住所・氏名・郵便番号）明記の返信用封
筒（角型2号）を同封してください。
・遊佐町役場ホームページ
（http://town.yuza.yamagata.jp/）からもダウンロード
できます。
●申込期間／7月23日㈪～8月10日㈮（当日消印有効）
●採用試験／
【1次試験】教養試験・適応検査・専門試験（上級のみ）
・試験日／9月16日㈰　（合格発表10月上旬）
・場所／庄内町役場西庁舎
【2次試験】作文試験・面接試験
試験日／10月下旬　（合格発表11月上旬）
●問・申込先／総務課総務係　☎72－5880
　〒999-8301　飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴211●問／日本海総合病院総務課庶務係　☎26－2001

看護師

薬剤師

臨床工学
技 士

薬剤師

５名程度

若干名

若干名

３名程度

平成
２４年
１０月

平成
２５年
４月

昭和４３年4月２日以降に生
まれ、看護師（婦）免許を有
する方で、平成２４年10月１
日から勤務可能な方
昭和４７年４月２日以降に生
まれ、薬剤師免許を有する方
で、平成２４年１０月１日から
勤務可能な方
昭和５２年４月２日以降に生
まれ、臨床工学技士免許を
有する方で、平成２４年１０月
１日から勤務可能な方
昭和４８年４月２日以降に生ま
れ、薬剤師免許を有する方、ま
たは平成２５年５月までに当該
免許を取得する見込みの方

教 養 試 験
面 接 試 験
職場適応性検査
教 養 試 験
面 接 試 験

  ９：４０～１０：２０
１０：４５～
  ９：４０～１０：１０
１０：３０～１２：３０
１３：１５～

職　種 受験資格採用時期採用予定数

職　種 科　目 時　間 備　考

看護師

薬剤師
臨床工学
技士

若干名

若干名

上級

初級

①大学卒業程度の学力を有す
る者
②昭和５８年４月２日から平成３
年４月１日までに生まれた者
【満22歳以上30歳未満】
③平成３年４月２日以降に生まれ
た者で、大学（短期大学を除
く。）を卒業した者、又は、平成２
５年３月までに卒業見込みの者

職　種

行政

受験資格採用予定人員

＊上記の受験資格のほか、住所要件として、平成24年7月1
日現在で遊佐町に住所を有する者、又は、就学等のため遊佐
町外に居住している場合は父母等が町内に住所を有する者。
性別不問。

①高校卒業程度の学力を有す
る者。（大卒者及び大学卒業
見込みの者を除く）
②昭和５８年４月２日から平成７
年４月１日までに生まれた者
【満18歳以上30歳未満】
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入札結果　6月分
＊契約金額には、消費税が含まれています。

◎地域生活課
●平成24年度 吹浦統合簡易水道事業
　送水管布設工事実施設計業務委託
期　　間　Ｈ２４／6／1～Ｈ２5／3／２1
契約金額　5,460,000円
契 約 者　株式会社新光コンサルタント庄内事務所
［その他の入札参加者］
株式会社庄内測量設計舎、新和設計株式会社庄内営業所、
有限会社安野測量事務所、山形設計株式会社
●町道西浜吹浦小野曽線側溝整備工事
期　　間　Ｈ２４／6／20～Ｈ２4／8／31
契約金額　2,100,000円
契 約 者　赤塚建設工業株式会社
［その他の入札参加者］
有限会社石川工業、金子建業株式会社、有限会社菅原建設
●町道畑藤井金俣線側溝整備工事
期　　間　Ｈ２４／6／15～Ｈ２4／8／31
契約金額　3,622,500円
契 約 者　有限会社石山工業
［その他の入札参加者］
有限会社一道工業、有限会社菅原建設、ヤマ五建設株式会社
●除雪ドーザ購入
期　　間　Ｈ２４／6／15～Ｈ２4／11／20
契約金額　8,064,000円
契 約 者　ＴＣＭ株式会社庄内支店
［その他の入札参加者］
北日本車輌株式会社、キャタピラー東北株式会社酒田営業所、
コマツ山形株式会社庄内支店、昭和建機株式会社、大洋自動
車工業株式会社、日立建機日本株式会社山形営業所
◎教育課
●平成２４年度重要文化財旧青山家住宅防災施設工事
期　　間　Ｈ２４／6／4～Ｈ２5／2／28
契約金額　34,125,000円
契 約 者　黒澤建設工業株式会社庄内営業所
［その他の入札参加者］
環清工業株式会社、弘栄設備工業株式会社酒田営業所、三
和メイテック株式会社酒田営業所、株式会社新和設備、東北電
機鉄工株式会社、山形空調株式会社酒田支店
●蕨岡小学校校地等整備工事
期　　間　Ｈ２４／6／5～Ｈ２4／9／7
契約金額　18,144,000円
契 約 者　伊藤建設株式会社
［その他の入札参加者］
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、土門建設株式会社
◎企画課
●平成２４年度大平山荘地下オイルタンク改修工事
期　　間　Ｈ２４／6／19～Ｈ２4／10／31
契約金額　8,085,000円
契 約 者　協栄建設株式会社
［その他の入札参加者］
伊藤建設株式会社、金子建業株式会社、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、土門建設株
式会社
◎総務課
●平成２４年度遊佐町地域防災計画改定等業務委託
期　　間　Ｈ２４／6／13～Ｈ２5／3／20
契約金額　3,780,000円
契 約 者　株式会社ぎょうせい
［その他の入札参加者］
株式会社エイト日本技術開発東北支社、国際航業株式会社山
形営業所、株式会社パスコ山形支店

○5月27日㈰　第３４回山形県少年剣道錬成大会
団体戦・小学校の部
第3位　神子免館道場

団体戦・中学校の部
第2位　神子免館道場Ａ
ベスト16　神子免館道場Ｂ

＊団体は全国大会出場
個人戦・小学生男子の部
ベスト8　白崎　桃汰（神子免館道場）

個人戦・小学生女子の部
第3位　齋藤奈々子（神子免館道場）

個人戦・中学生男子の部
ベスト8　白崎　大地（神子免館道場）

中学生の部 
団体　優勝　さわらび道場
個人　優勝　桜井　大地（さわらび道場）

○6月17日㈰・24日㈰
第25回東北電力旗ミニバスケットボール酒田飽海地区大会
準優勝　あすなろフェニックス
○6月17日㈰　第4回遊佐町長グラウンド・ゴルフ大会
団体戦（各6地区の上位5名による合計多数で順位決定）
第1位　遊佐支部
第2位　吹浦支部
第3位　稲川支部
※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。

がんばった人にマル

■ 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、看護補助者１名（新卒・既卒）
看護師・准看護師、介護福祉士又はホームヘルパー2級
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

■

■ 株式会社 ゆざ食彩工房
職種・募集人員
年 齢
勤 務 地
給与・待遇

締 切
そ の 他
問 合 せ

農産加工品の製造・販売　１～２名
不問
本部加工場（西部工業団地内）
時給７２０円～（経験による）
交通費　当社規定による
決まり次第
商品開発のため、やる気と興味がある方
株式会社ゆざ食彩工房　
〒999-8438　遊佐町比子字白木23-367
☎75－3766

（8）
お し ら せ 号

編
集
　
遊
佐
町
広
報
委
員
会
　 

発
行
　
遊
佐
町
長
　
時 

田 

博 

機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

印
刷
　
J
A
印
刷
山
形


