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区　分
A
B
C
D

距　離
４０ｋｍ
２0ｋｍ
１０ｋｍ
 ５ ｋｍ

受　付
６：００
７：００
８：００
８：００

スタート
７：１５
８：３０
９：００
９：００

ゴール

１１：３０
～

１６：００

町内全域一斉清掃日　８月２６日㈰町内全域一斉清掃日　８月２６日㈰ ボランティアスタッフ募集ボランティアスタッフ募集

遊楽里の選べる日帰りプラン遊楽里の選べる日帰りプラン

2,300円2,300円

お手ごろ
プラン
お手ごろ
プラン

（税込）（税込）

松花堂弁当

3,400円3,400円

おすすめ
プラン
おすすめ
プラン

（税込）（税込）

会席膳

4,500円4,500円

ちょっと贅沢
プラン

ちょっと贅沢
プラン

（税込）（税込）

会席膳

●ご利用時間　10：00～15：00
●2名様以上のご予約をお願い致します。
●タオルは付いておりません。各自でお持ち下さい。
午前中は男風呂清掃の為、入浴できません。
隣接致します日帰り温泉をご利用くださいませ。

個室休憩＆温泉＆食事付き

☎0234-77-3711
ご予約は今すぐ

❖送迎をご希望のお客様はご予約時にご相談ください

8/20（月）～

各出発時間の15分前から出発式を行います。
●参加料／町民1,000円（高校生以下無料）
＊1日・2日の両日あるいは1日のみ参加が同額です。
●問 ／ツーデーマーチ事務局　☎72－4114

　ツーデーマーチは遊佐の自然を全国に紹介する絶好の機会です。きれいな自
然環境の中で気持ちよく歩いていただくために、歓迎の心を込めて町内全域の
一斉清掃にご協力をお願いします。
●清掃場所／①自宅周辺　②道路端・公園等　③海岸
●問 ／地域生活課環境係　☎72－5881

　第20回のツーデーマーチを成功させるため
には、町民の皆さんの協力が必要です。ス
タッフとして、ツーデーマーチを盛り上げてくれ
るボランティアを募集しています。
●問 ／ツーデーマーチ事務局　☎72－4114

第２０回 記念大会 奥の細道第２０回 記念大会 奥の細道

鳥海ツーデーマーチ鳥海ツーデーマーチ

神の棲む山　鳥海山
聴こう！　山のささやき
波の高鳴り　大地の鼓動

【コース】 スタート・ゴールは両日とも遊佐町民体育館前広場です。

当日参加
大歓迎

2012年9月1日●・2日●土 日

9月1日㈯ 【緑と庄内砂丘・日本海コース】

区　分
S

距　離
 ５ ｋｍ

受　付
８：3０

スタート
９：００

ゴール
１4：００

9月2日㈰ 【エコウォーク、酒田市街コース】
参加料2,000円（エコウォークのみ） ＊事前申込みのみ

区　分
E
F
G
H

距　離
３０ｋｍ
２０ｋｍ
１０ｋｍ
 ５ ｋｍ

受　付
６：００
６：００
８：００
８：００

スタート
７：１５
８：００
９：００
９：００

ゴール

１１：0０
～

１5：００

9月2日㈰ 【水と鳥海山麓、自然コース】



「まんが・イラスト展」
　昨年度、小学生～一般の方までたくさんの出展があった
「まんが・イラスト展」を、今年も開催いたします！生涯学習セ
ンターや各まちづくりセンター、近郊の書店などに開催要項
を置いています！みなさん気軽に出展してみませんか？
●展示期間／ 8月26日㈰～9月9日㈰
●展示場所／生涯学習センター　玄関ロビー

 （3F展示室に変更される場合があります）
●募集対象／どなたでも
●出展料／無料
●問／生涯学習センター　☎72－2236

平成24年度農林水産業
創意工夫プロジェクト支援事業

「現場の創意工夫プロジェクト」３次募集
　県では、現場の創意工夫に富む取組みを支援しておりま
す。新たな分野への取り組みや、農産物の加工など、皆
さんのアイデアの支援をいたします。
●応募資格／
①農林漁業者、生産者団体、農協、森林組合等林業事
業体、漁協等
②食品製造業者
③新たに食品製造業に取り組む旅館・ホテル事業者
④卸売業者
●補助率／ 3分の1以内
●要件／国庫事業や他の県単独事業で実施できないこと、
事業費200万円以上のプロジェクトであること、県産農林水
産物の使用割合の増加など
●応募期限／ 9月28日㈮ 県総合支庁必着
参考ホームページ：
http://www.pref.yamagata.jp/ou/norinsuisan/1400
01/h24no3-souikufupj-bosyu.html
※要件の確認等がございますので、事前に必ずご相談
ください。
●問／産業課農業振興係　☎72－5882

メール：nousin@town.yuza.yamagata.jp

町税等納期のお知らせ
　平成24年8月31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ご確認ください。
●納期／平成24年8月31日㈮

町県民税　　　　　　　　2期
国民健康保険税　　　　　2期
介護保険料　　　　　　　2期
後期高齢者医療保険料　　2期

●問／町民課納税係　☎72－5411

　平成24年7月9日より、外国人登録制度が廃止され
新しい在留管理制度が始まりました。これに伴い、役
場での手続きが一部変更されましたのでご注意ください。
1. 遊佐町から他市区町村または海外へ引越する場合
は、「転出届」の提出が必要になりました。
※一時帰国であっても、１年以上に渡る場合は再入
国許可を受けていても転出届が必要です。また
出国される方も転出届が必要です。
※転出届を出さずに一時帰国または出国した場合、
帰国後も国民年金や国民健康保険税等が課され
る場合があります。
※転出の手続き後、再入国した場合は改めて転入
の手続きをしてください。

2. 在留資格・在留期間の変更の届出は必要なくなりました。
※入国管理局で手続きすればよく、役場への届出
は不要です。

●問／町民課町民係　☎0234－72－5885（直通）
総務省外国人住民基本台帳電話相談窓口

☎0570－066－630（ナビダイアル）

住所異動の手続きを忘れずに住所異動の手続きを忘れずに

山形県ドクターヘリ就航住民説明会
　本年11月中旬、ドクターヘリの運航が始まります。安全
で円滑に運航できるように、住民説明会を開催します。ど
なたでも参加できますので多数おいでください。
●日時／ 8月28日㈫　午後6時30分～午後8時
●場所／遊佐町生涯学習センター
●内容／ドクターヘリについて、臨時離着陸場における安
全確保について
●対象／どなたでも
●問／健康福祉課健康支援係　☎72－4111

水道管清掃作業のお知らせ
　水道水の濁り水防止のため、排水弁と消火栓等を使用
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／ 8月27日㈪　午後9時より翌日28日㈫午前3時頃まで
●作業区域／吹浦簡易水道第2配水池給水区域内
◎吹浦地区（宿町一、宿町二、宿町三、宿町四、宿町五、箕輪）
◎高瀬地区（石淵、谷地上、谷地下、菅野、西浜の一部）
◎作業が該当する集落については、作業の詳細について
のチラシを回覧いたしますので、ご覧ください。
●問／地域生活課上水道係　☎72－5887

・・・・・ 外国人住民の方へ  ・・・・・

（2）
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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



「庄内浜文化伝道師」
認定試験受験者募集

　庄内浜で獲れる魚介類、魚料理、文化について理解を
深め、庄内浜文化伝道師として活躍してみませんか
 講習会・筆記試験
●日時／ 9月26日㈬　午前9時30分～午後2時
●場所／酒田市総合文化センター（酒田市中央西町2－59）
 第二次選考会（調理実技試験）
●日時／ 10月24日㈬　午前9時30分～
●場所／酒田市総合文化センター（酒田市中央西町2－59）
●応募資格／ 18歳以上の方
●受験料／無料
●申込期間／ 7月23日㈪～9月18日㈫
●問・申込み／庄内総合支庁水産課　☎24－6045

海浜自然の家
はじめてのフィッシング参加者募集
●日時／ 9月15日㈯～16日㈰
●内容／吹浦漁港内防波堤での海釣り体験
●対象／海釣り初心者の小学生～中学生とその家族（小3
以下は保護者同伴）　＊過去に「エンジョイ！フィッシング」へ
参加された方を除く
●参加費／ 2,000円（食事代・保険料等）
●募集人員／先着30名
●募集期間／ 8月22日㈬午前9時～8月31日㈮　午後5時
　＊電話での申し込み後、参加申込書を提出していただきます
●その他／釣具、釣り餌、バケツはこちらで準備します
●問／海浜自然の家　☎77－2166

第4回
遊佐町クラシックカーミーティング

　昭和の時代に生産された3輪・4輪車両が展示されます。
フェラーリなどスーパーカーも展示予定。ご来場をお待ちし
ています。
●日時／ 9月9日㈰　午前10時～午後2時

＊入場無料
●場所／遊楽里　駐車場特設会場
●問／遊佐町クラシックカー愛好会

事務局 杉山　☎080－1678－2714

●旅行期間／ 10月5日㈮～10月6日㈯
●旅行代金／お一人様 35,000円（和室4～5名利用）　※追加料金：お一人様4,000円（2名1室利用）
●募集人員／ 20名（先着順）　●申込締切／ 9月10日㈪
●お申込み／申込金5,000円を添えて、遊佐鳥海観光協会（☎72－5666）まで

山形県シルバー人材センター連合会
介護員養成研修2級課程講習

●講習期間／ 10月17日㈭～12月21日㈮のうち、
土日除く23日間

●会場／三川公民館ほか
●申込締切／ 9月11日㈫
●問・申込先／〒990－0411　山形市緑町1－9－30

山形県シルバー人材センター連合会
☎023－626－3566

第26回 遊佐町民号第26回 遊佐町民号
カーペット列車ＮＯＤＯＫＡで行く 鰺ヶ沢温泉の旅カーペット列車ＮＯＤＯＫＡで行く 鰺ヶ沢温泉の旅

びゅう・駅長号と
ジョイントで行く

（鶴岡駅　　　酒田駅　　　）遊佐駅　　　＜団体専用列車＞　　　弘前駅　　　

　　（貸し切りバス）　　　＜五所川原観光：斜陽館･立佞武多＞　　　鰺ヶ沢温泉

旅館　　　＜リンゴ狩り：道の駅＞　　　弘前駅　　　＜団体専用列車＞　　　　

　　遊佐駅（　　　酒田駅　　　鶴岡駅）

弁　当

夕　食

朝　食

昼　食

1
10/5
㈮

2
10/6
㈯

カーペット列車・NODOKA

8:50 13:00

17:00

9:00 13:00

16:50

カーペット列車・NODOKA

宿泊 ： 鰺ヶ沢温泉・ホテル グランメール 山海荘

JR : 　　　　　バス : 

目　次 月　日 食　事スケジュール（途中の通過時刻が変更される場合もございます）

（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



山形県男女共同参画センター
チェリアdeカフェin庄内

『妊活ヨガ講座』
●日時／ 8月26日㈰　午後3時～午後5時
●会場／総合福祉センター　にこ♥ふる

（鶴岡市泉町5－30）
●定員／ 20名
●内容／妊活ヨガ

（妊娠しやすい体づくりのためのヨガ）
●参加費／ 1,000円

＊動きやすい服装でご参加ください。
『ハギレで小物作り講座』
●日時／ 9月1日㈯　午前10時～正午
●会場／酒田市交流ひろば（酒田市中町3－4－5）
●定員／ 20名
●内容／ハギレを使ってオリジナルのお手玉作り
●参加費／ 500円（材料代）
●問・申込み／電話にて申込みください。
　山形県男女共同参画センター・チェリア

☎023－629－7751

平成25年度
日本赤十字社職員募集

●募集職種及び人員／一般事務　若干名
看護師　　若干名

●応募資格／
一般事務・・・昭和57年4月2日以降生まれで４年制大学を
卒業した方又は平成25年3月に４年制大学卒業見込みの方
看護師・・・昭和52年4月2日以降生まれで看護師免許を有
する方又は当該免許を取得する見込みの方
●応募方法／日本赤十字社山形県支部のホームページで
ご確認ください
●受付期間／ 8月20日㈪～ 9月7日㈮ 当日消印有効
●問／日本赤十字社山形県支部総務課

岡崎・白鳥　☎023－641－1353

国土交通省酒田河川国土事務所からのお知らせ
～防災に役立つお役立ち情報～

　NHKデジタル放送で、最上川や赤川の水位と雨量が確
認できるようになりました。皆さんのご家庭のテレビでご覧い
ただけますので、ご活用ください。
●操作方法／ TVリモコンの「ｄボタン」を押して、トップメ
ニューの「くらし安全」を選び、青ボタンを押してメニュー「河
川水量・雨量」を選択
＊国道交通省酒田河川国土事務所ホームページに詳しい
操作方法と内容が掲載されております。ご参照ください。
●問／国道交通省酒田河川国土事務所　☎27－3471

応急手当普及員講習会のお知らせ
　普及員とは、自主防災組織等の構成員または事業所等
の従業員に対して行う普通救命講習の指導が行える資格
です。講習内容は心肺蘇生法全般、傷や骨折等の手当、
搬送法及び指導要領などを習得する講習です。
●日時／ 9月15日㈯～ 17日㈪（3日間）

午前8時30分から午後5時まで
●場所／酒田地区広域行政組合 消防署西分署2階

酒田市大浜一丁目4－83
●対象／どなたでも　＊定員30名
●講師／救急救命士と応急手当指導員
●費用／ 3,000円（テキスト代、教材費）
※酒田地区救急医療対策協議会から助成を受けております。
●持ち物等／筆記用具、動きやすい服装
●問・申込み／ 9月10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
は最寄りの消防署へ　※定員になり次第締め切ります。
（注）3日間出席できない場合は、応急 手当普及員認定証
が交付されません。

「食品事業者表示適正化技術講座」
開催のお知らせ

　消費者から信頼される適正な食品表示に向けて、表示
適正化技術講座を開催します。
●対象者／食品の製造業者、流通業者、卸・小売業者
●日時と会場／
9月19日㈬　午後1時～午後4時　庄内総合支庁4階講堂
10月2日㈫　午後1時～午後4時　最上総合支庁502会議室
●参加費／無料
●定員／各先着30名
●問／東北農政局酒田地域センター 食品表示担当

☎33－7247

羽越本線利用促進事業
「満喫！刈屋梨の収穫と
玉簾の滝の鳥海八幡めぐり」

●期日／ 9月9日㈰
午前9時50分集合～午後4時15分解散

●集合場所／最寄駅から列車に乗車し、酒田駅に集合
　遊佐駅発着：午前8時30分～午後4時49分
●対象／どなたでも　＊小学生以下は保護者同伴
●参加料／一人1,000円　＊収穫体験料・昼食代・保険
料等を含みますが、酒田駅までのＪＲ運賃は別途参加者負担
●募集人数／ 45名
●行程／酒田駅（バス乗車）→刈屋梨の収穫体験→城輪
柵跡見学→昼食（鳥海高原家族旅行村）→鳥海イヌワシみ
らい館→玉簾の滝→産直たわわ→酒田駅
●問・申込み／8月16日から受付開始。電話にて申込みください。

酒田市政策推進課「八幡めぐり」事務局　☎26－5704

（4）
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山形県母子連お母さん交流会平成24年度第2回
鶴岡高等養護学校 学校公開

●日時／ 8月30日㈭　午前8時55分～午後2時50分
●場所／鶴岡高等養護学校
●内容／施設見学、授業参観、バザー（午前中）
●対象／特別支援教育や本校教育に関心をお持ちの方、
地域の方、その他一般の方　＊事前の申込みは必要あり
ません。
●問／県立鶴岡高等養護学校　☎0235－22－0581

日本海総合病院 がん診療支援室
ミニ学習会「まなびあい」と
患者サロン開催について

　がん患者さんとそのご家族の方 と々病気に関する知識を
深めるため、ミニ学習会「まなびあい」と患者サロンを定期
開催しています。
●期日／ 8月28日㈫
【患者サロン】午後2時～3時
【ミニ学習会「まなびあい」】午後3時～午後4時
「がん化学療法の効果と副作用」

講師　がん化学療法看護認定看護師
●場所／日本海総合病院2階　がん診療支援室
●対象／がん患者さんとそのご家族　＊参加無料
●問／日本海総合病院がん診療支援室　☎26－5282

山形県視覚障がい者IT講習会
●日時／ 10月6日㈯・7日㈰・8日㈪

各日とも午前10時～午後3時
●対象／視覚障がいがあり、通常のパソコン操作が困難な方
●場所／ひらたタウンセンター　パソコン研修室
●内容／①パソコンの基本操作　②文書作成

③インターネット利用　　 ④電子メールの送受信
⑤その他

●定員／ 5名　＊受講料無料
●申込締切／ 9月28日㈮　＊定員になり次第締切
●問・申込み／山形県身体障害者福祉協会

☎023－686－3690

供託オンライン申請が
便利になりました

　供託オンライン申請に従来の専用ソフトを使った申請手続
きに加え、「供託かんたん申請」をご用意しました。「供託か
んたん申請」はインターネットができるパソコンがあればすぐに
申請が可能であり、専用ソフトも面倒な環境設定も不要で
す。地代家賃などの供託がオンラインで簡単に申請するこ
とができます。
●利用時間／月曜日～金曜日の午前8時30分～午後9時
＊詳しくは「供託ネット」
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/kyoutaku
net/top.html
●問／山形地方法務局供託課　☎023－625－1618

水田農業試験場参観デー
　好評つや姫！見て！食べて！おいしさをみんなにつたえよう！
●日時／ 9月1日㈯　午前9時～午後4時
●場所／農業総合研究センター水田農業試験場

（鶴岡市藤島）
●内容／こうしてつくる「つや姫」、クイズで「つや姫」精米プ
レゼント、産直組織の協力による出店販売
●問／山形県農業総合研究センター水田農業試験場

☎0235－64－2100

●日時／ 10月28日㈰　午前10時20分～午後2時
●場所／東根公民館　東根市大字東根甲541
●内容／午前：和菓子作り

午後：情報・意見交換会、母子会の活動紹介
●対象／県内の母子・父子世帯　120世帯
●参加費／無料　＊昼食は弁当を準備します
●申込締切／ 10月15日㈪　＊定員になり次第締切
●問・申込み／県母子連　☎023－633－0962

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／ 9月8日㈯　午前10時～午前11時30分
●場所／県立鳥海学園　＊参加費無料
●活動内容／ぴったんこ魚つりで遊んだら!

親子でおやつ作り!
●対象／発達が気になるお子さんと保護者の方
●申込締切／ 9月5日㈬
●問・申込み／県立鳥海学園

☎75－3334・FAX75－3872

「多重債務相談窓口」のご案内
　東北財務局山形財務事務所では、本年4月から専門相
談員を配置し、多重債務相談窓口を開設しております。相
談は秘密厳守・無料ですのでお気軽にご相談ください。
●相談専用電話／☎023－641－5201
●受付／月曜日～金曜日（祝日、年末年始除く）

午前8時30分～午後5時15分
●所在地／山形財務事務所理財課
　山形県山形市緑町2－15－3（山形工業高校東側）
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入札結果　7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 白井簡易水道 
　袋地地内配水管布設替工事実施設計業務委託
期　間　Ｈ２４／7／2～Ｈ２4／10／31　契約金額　1,890,000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

●平成24年度
　大楯浄水場電気計装機械設備更新工事実施設計業務委託
期　間　Ｈ２４／7／20～Ｈ２5／3／21　契約金額　2,520,000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
◎教育課
●遊佐町総合運動公園整備事業設計監理業務委託
期　間　Ｈ２４／7／13～Ｈ２5／3／31　契約金額　8,400,000円
契約者　あべ建築設計事務所
［その他の入札参加者］株式会社石川測量事務所、株式会社庄内
測量設計舎、株式会社大和エンジニア、株式会社出羽測量設計、長
谷川体育施設株式会社、有限会社安野測量事務所

●稲川小学校木部塗装工事
期　間　Ｈ２４／7／26～Ｈ２4／8／24　契約金額　2,746,800円
契約者　和田塗装
［その他の入札参加者］伊藤建設株式会社、協栄建設株式会社、
株式会社斎藤工業、有限会社菅原建設

●中型バス
期　間　契約効力発生の日～Ｈ25／1／31　契約金額　13,310,655円
契約者　山形いすゞ 自動車株式会社酒田営業所
［その他の入札参加者］西東北日野自動車株式会社庄内支店
●高瀬・吹浦小学校児童用パソコン
期　間　Ｈ２４／7／30～Ｈ２4／9／28　契約金額　4,670,400円
契約者　株式会社メコム酒田支店
［その他の入札参加者］株式会社日情システムソリューションズ

○7月22日㈰　山形県G・G交歓大会（第23回べにばな国体記念）
準優勝　高橋　光也（遊佐支部）
第 3位　小松　好子（西遊佐支部）
○7月27日㈮　第21回山形県G・G飽海ブロック大会
優　勝　石原　惣治（蕨岡支部）
○7月28日㈯・29日㈰
　第39回酒田市・遊佐町スポーツ少年団本部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ミニバスケ
女子　準優勝　遊佐ミニバスケットスポーツ少年団
※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（新卒・既卒）
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下さい。
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）

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

■

　税関では、終戦後の混乱期に戦地から引き揚げてきた方々が、
当時国内に持ち込めず、税関などに預けられた通貨や証券などを
お返ししています。
●お返しする通貨等の種類／
◎終戦後、外地から引き揚げてこられた方々が上陸地の税関・
海運局に預けた通貨・証券など
◎外地の集結地において総領事などに預けた証券のうち、その後
日本に返還されたもの
通貨：旧日本銀行券、旧日本軍軍票等
証券類：国債、公社債、郵便貯金簿、預金証書、生命保険証書等
手続きは電話・郵便などで、本人または家族の方でも可能です。また、
実際に預けたかどうか不明の場合でも調査できることがあります。
●電話相談時間／午前8時30分～午後5時15分（土・日曜、祭日を除く）
●問／東京税関酒田税関支署　☎22－1024

　町内幼稚園・保育園年長児の読書感想画を展示
します。夢いっぱいの作品をどうぞご覧ください。
●期間／ 9月1日㈯～14日㈮
●場所／町立図書館視聴覚講座室　＊入場無料
●問／町立図書館　☎72－5300

　スマートフォンは、無線ＬＡＮ利用でフィルタリングをすり
抜けてしまうことがあります。
　スマートフォンは保護者自身でフィルタリングを設定しま
しょう。
　詳しい操作方法は、お近くの携帯電話販売店にご相
談ください。
　また、子どもの携帯電話の利用については家族で話
し合い、ルールを決めて利用させていくことや保護者が
子どもの携帯電話の利用に関心を持ち、親の目を向け
ていくことが大切です。
●問／酒田警察署生活安全課　☎23－0110

読書感想画展開催
のお知らせ

読書感想画展開催
のお知らせ

子どもたちを
有害情報から守りましょう

子どもたちを
有害情報から守りましょう

《昨年度の作品から》

税関で保管している通過・証券等の返還

携帯電話にフィルタリング
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