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ベテランズ・カレッジ受講生作品展
　ベテランズ・カレッジ受講生が、半年かけて学び、作り上
げた作品の発表を行います。
●会期／ 10月27日㈯～11月4日㈰
●会場／ 生涯学習センター　3階　展示室
●内容／デジカメ講座・水墨画入門講座・小物づくり&
絵手紙講座の受講生の皆さんによる作品展です。
●問／生涯学習センター　☎72－2236

第53回 遊佐町民俗芸能公演会
●日時／ 10月28日㈰　午後12時30分開演
●場所／遊佐町生涯学習センターホール
●内容／町内7団体と町外2団体がそれぞれの伝統芸能を
披露します。今年は庄内町や町内の未出演の団体を招聘
します。
○町内団体：吹浦伊達奴保存会（初出演）・杉沢比山連
中・蕨岡延年の舞保存会・吹浦田楽保存会・内ノ目
おかめ神楽保存会・横町神代神楽保存会、楸島おす
わり大黒舞保存会
○町外団体：鬼首神楽保存会（宮城県大崎市）・西袋獅
子踊保存会（初出演・庄内町）
●入場料／ 300円（高校生以下無料）
＊チケットは各地区まちづくりセンター、図書館、教育委員
会等で販売しております。
●問／遊佐町教育委員会教育課文化係　☎72－5892

水道管清掃作業のお知らせ
　水道水の濁り防止のため、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、作業区域全域で水圧低下や濁り水の
発生が予想され、また、一部の区域では断水する場合が
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、作業で水道水を使用するため、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／ 10月29日㈪ 午後9時より

翌日30日㈫ 午前４時頃まで
●作業区域／
＊蕨岡地区：（上蕨岡坂下、大蕨岡、鹿野沢、平津、
石辻、三川、上大内、下大内）
＊遊佐地区：（下野沢、京田、京田新田、下吉出、和田、
漆曽根、平津新田、大楯、境田、六日町の一部、十日
町、岡田尻引の一部）
＊稲川地区：（大井、服部、西谷地の一部、増穂、江地、
田地下の一部、楸島、西宮田、東宮田、北宮田）
＊西遊佐地区：（中藤崎の一部、下藤崎二区の一部、）
＊高瀬地区：（富岡、北目、畑、丸子、南山、上戸、下
当上、下当下）
◎断水が予想される区域　（北目、畑、南山、田地下の
一部、中藤崎の一部、下藤崎の一部）
◎作業が該当する集落の各世帯には、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

ファーストフードコーナーファーストフードコーナーふらっとふらっと でも食べれるようになりました‼でも食べれるようになりました‼ パン工房 ほっほパン工房 ほっほ
秋限定！オリジナル商品好評です！秋限定！オリジナル商品好評です！

お肉と野菜がぎっしり入っていて、
ますますおいしくなりました。

◉遊佐特産パプリカ
サンドイッチセット…450円

◉鮭バーガー　　　　 …300円
※10・11月の土・日・祝限定販売です
が、予約があれば平日でもお作り致
します。

◆焼きいもパン
◆くりぼうや
◆おはぎパン

…180円
…180円
…180円

遊佐野菜と鳥海カレールゥーを使っています。

とび魚
ラーメン
とび魚
ラーメン

1日分の野菜が
摂れるカレー
1日分の野菜が
摂れるカレー

手づくり餃子手づくり餃子

☎0234-71-7222

※味の駅でも販売しています。
とび魚
ダシ

営業時間●8:30～18：00

焼きカレー風 ライスセットメニュー ＋

遊びに
来てネ！

アツアツ、
超ジューシー！

10月下旬より



日向川油流出・白濁に関する
現状説明会

●日時／ 10月18日㈭　午後6時30分～
●場所／酒田市八幡タウンセンター交流ホール

（旧八幡町役場）
●内容／これまでの経過、現地状況等
＊申込みは不要ですので、当日会場へお越しください。
●問／総務課危機管理係　☎72－5895

森林ボランティアリーダー研修 参加者募集
「砂丘林での森林整備とニセアカシアについて」

●日時／ 10月26日㈮　午後1時30分～午後4時
受付：午後1時～

●場所／
【室内研修】遊佐町西遊佐まちづくりセンター講堂
【現地研修】十里塚集落南、国道7号線西側林分クロマツ林
●内容／
室内研修：砂丘林の整備方法とニセアカシアの影響の開設
現地研修：ニセアカシア対策実施地の見学と防除法の実

習など
＊長袖・長ズボンにゴム手袋か皮手袋を準備ください
●申込締切／ 10月22日㈪
●費用／無料
●問／山形県庄内総合支庁森林整備課森づくり推進室

☎0235－66－5524

やまがたフラワーフェスティバル
2012

　県内各地の生産者が栽培した最高級の花が出品される
品評会、産地紹介のフラワーアレンジメントデモンストレー
ション、出品物の販売などが催されます。
●日時／ 10月20日㈯　午前10時～午後4時

10月21日㈰　午前9時30分～午後3時
●場所／鶴岡市小真木原総合体育館
●問／庄内総合支庁農業振興課生産流通担当

☎0235－66－5521
山形県農林水産部生産技術課園芸振興担当

☎023－630－2487

がん検診を受診しましょう！！
～がん検診　愛する家族への　贈りもの～

　国では、10月を「がん検診受診
率50％達成に向けた集中キャン
ペーン月間」として、イベント等様々
な取り組みを行っています。遊佐
町では現在、各地区まちづくりセン
ターや庄内検診センターを会場に、
各種がん検診を実施しています。

対象年齢に該当する方は、加入している健康保険に関係
なく、事前に申し込みをすればどなたでも受診できます。今
年度、まだ受診していない方は、ぜひこの機会に受診して
ください。
●対象年齢／
胃がん・大腸がん・肺がん検診　　40歳以上
乳がん検診　　　　　　　　　　　30歳以上
（40歳以上はH25.4.1現在で偶数年齢になる方）
子宮頸がん検診　　　　　　　　　20歳以上
※乳がん・子宮頸がん検診は、遊佐町が契約している医
療機関でも受診できます。受診可能な医療機関について
は、健康カレンダーまたはホームページをご覧ください。
●問・申込み／健康福祉課健康支援係　☎72－4111

町税等納期のお知らせ
　平成24年10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、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10月31日㈬

固定資産税　　　　　　　　3期
国民健康保険税　　　　　　4期
介護保険料　　　　　　　　4期
後期高齢者医療保険料　　　4期
月光川水害予防組合費　　　2期

●問／町民課納税係　☎72－5411

クッキング講座クッキング講座
～カルシウムアップ大作戦～

　何でも食べられる時代にあって、いまだに不足してい
る栄養素があるなんて！……それが“カルシウム”です。
あなたは大丈夫？
●日時／ 11月9日㈮

午前9時30分～午後12時50分
●場所／生涯学習センター　2階大会議室
●対象／どなたでも（先着15名）
●内容／調理実習（牛乳、乳製品を使ったメニュー）

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（材料代）
●申込締切／ 10月29日㈪
●問・申込み／健康福祉課 健康支援係　☎72－4111

乳
にゅう

（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



知るぽると生活講座in鶴岡
　お金とのより良い付き合い方について、生活に役立つ視
点から分かり易く解説します。
●日時／ 11月13日㈫　午後1時30分～午後3時30分
●場所／鶴岡市総合保健福祉センターにこ♡ふる大会議室（3階）
●内容／
　講演「備えておきたい老後の話あれこれ」
　　～老後資金、相続、エンディングノートの活用など～

成沢まつ枝氏（山形県金融広報アドバイザー）
　講演「金融犯罪被害と多重債務者問題について」
東北財務局山形財務事務所 専門調査員 大石源太氏

●定員／ 70名　＊受講料無料
●問・申込み／電話での事前申し込みが必要です。
10月19日㈮から　鶴岡市市民課　☎0235－25－2111　内線116

山形県庄内高次脳機能障がい者
支援センター研修会のご案内

●日時／ 11月10日㈯　13:30 ～ 15:30
●場所／酒田市公益研修センター

（東北公益文科大学公益ホール）
●対象／一般市民、行政・医療・福祉関係者
　＊入場無料
●内容／高次脳機能障がいの普及啓発に関する研修会
　「高次脳機能障がいを理解する」

山形大学大学院准教授　丹治和世
　「行動から理解しよう、高次脳機能障がい」
鶴岡協立リハビリテーション病院作業療法士　佐藤貴士

●申込締切／ 11月5日㈪
●問・申込み／
　山形県庄内高次脳機能障がい者支援センター

☎・FAX0235－57－5877
Eメール：koujinou2.cl@healthcarenet.jp

「多重債務相談窓口」のご案内
　お困りの方はまずは電話を。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）

2012「地域生活支援セミナーＩＮ庄内」
の開催

　庄内地域の障がい者雇用の現状と今後の課題を考え、
地域生活支援のあり方を考えるセミナーです。
●日時／ 10月31日㈬　午後１時～午後４時
●場所／庄内町響ホール
●内容／
①講演：企業による障害者雇用の実際
②シンポジウム：「働く」「働き続ける」を当たり前に、そして

共に一人ひとりが元気に働き生活していく
ための支援を考える

●対象／本人・家族・障がい者の地域生活支援に関心
のある方　＊入場料無料
●問／庄内障害者就業・生活支援センター・指定相談
事業所あおぞら事務局　☎24－1236

普通救命講習会のお知らせ
●日時／ 11月4日㈰　午前9時30分～12時30分（3時間）
●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／心肺蘇生法と大出血時の止血法、学科と実技、
自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使い方
（講習終了後、普通救命講習修了証を交付します）
●対象／どなたでも　●定員／ 30名
●講師／応急手当指導員
●費用／ 500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／ 10月27日㈯まで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
※定員になり次第締め切ります

労働契約法の一部を改正する
法律説明会開催

　労働契約法の一部を改正する法律が8月10日に公布され、
今回の改正では有期労働契約ついて、無期労働契約へ
の転換、雇止め法理の法定化、不合理な労働条件の禁
止の3つのルールが規程されました。つきましては、説明会
を開催しますのでご参加ください。
●日時／ 11月20日㈫　午後2時～午後3時30分
●場所／いろり火の里1階ホール　＊入場無料
●問・申込み／＊事前にお申込みください。

山形労働局監督課　☎023－624－8222

　つきたてのおもちとバザー品を販売します。ぜひ、
ご来場ください。　
●日時／11月11日㈰　午前10時～午後2時
●場所／農業者トレーニングセンター
●入場料／無料
　＊バザー品をご寄付いただける場合、遊佐幼稚園まで
● 問 ・フリーマーケットの申込み／
　フリーマーケットは11月6日㈫まで遊佐幼稚園

☎72－2323

遊佐幼稚園 学童保育クラブ

合同もちつき＆バザー合同もちつき＆バザー
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いのちの教育サポーター養成研修会
～野外遊びのススメ～

●日時／ 11月10日㈯ 午後1時～11月11日㈰ 午前11時
●会場／金峰少年自然の家
●内容／秋かぜトレッキング・仲間作り
ゲーム・季節を感じる野外炊飯・講話等
●対象／子どもたちの活動をサポートして
いる人、したい人・団体（高校生以上）
●参加費／一人1,200円
●問・申込み／ 10月16日㈫～ 11月4日㈰まで

金峰少年自然の家　☎0235－24－2400

地元選出の県議会議員による
地域議員協議会を開催します

　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開催しています。
県議会の審議を身近で傍聴できる機会ですので、傍聴を
希望される方は当日会場でお申込みください。
●日時／ 11月16日㈮　午前10時～
●場所／庄内総合支庁講堂
●問／県議会事務局政策調査室　☎023－630－2725

庄内地区高校生就職面談会の開催
●日時／ 11月8日㈭　午後１時～午後４時  受付：正午～
●場所／いろり火の里　なの花ホール

三川町大字横山字堤172－1
●参加予定事業所／約30社
●参加対象／ H25年3月高校卒業予定者
●内容／求人事業所と就職希望生徒との個別面談
●問／ハローワーク酒田　☎27－3111

ハローワーク鶴岡　☎0235－25－2501

医療用ウィッグ（カツラ）
乳房手術後の補正下着合同相談会

　日本海総合病院2階講堂において、医療用ウィッグ、乳
房手術後の補正下着合同相談会を開催します。　当院に
通院以外の方でも、地域にお住まいの皆様を対象としてお
りますので、ぜひご参加ください。
●期日／ 11月1日㈭　午後1時～午後3時頃
●場所／日本海総合病院2階　講堂
●対象／病気療養中で脱毛が心配な方、乳房手術後の方
●参加メーカー／ 4社が参加します。
●相談料／無料
●問／日本海総合病院がん診療支援室　☎26－5282

県立農業大学校
「溶接技能研修」のご案内

●研修内容と開催期間と受講料／
　1アーク溶接およびガス溶接の技術習得を図る研修
・開催期間　アーク溶接：11月21日㈬～23日㈮

ガス溶接　：12月13日㈭～14日㈮
・受講料　　アーク溶接：11,050円　ガス溶接：9,840円
●研修の問い合わせ先・応募方法・申込方法／
　①研修名②郵便番号③住所④氏名⑤電話番号を明記
のうえ、お申し込みください。締め切りは11月2日㈮、応募
多数の場合は抽選とさせていただきます。
●問・申込み／山形県立農業大学校研修部【緑風館】
〒996－0052 新庄市大字角沢1366
☎・FAX0233－22－8794　E-mail：kenshu@ynodai.ac.jp
※詳細は、あぐりんホームページ（http://agrin.jp　内テーマ
別情報『農業大学校』→サブメニュー『研修部』）を御覧ください。

不動産競売のお知らせ
●物件／宅地、建物など
●物件明細書閲覧期間／ 11月22日㈭まで
●閲覧場所／山形地方裁判所酒田支部１階閲覧室
●入札期間／ 11月15日㈭～ 11月22日㈭　午後5時
●入札場所／山形地方裁判所酒田支部1階執行官室
●問／山形地方裁判所酒田支部1階書記官執行係

☎23－1246
インターネットでも物件情報をご覧になれます。

http://bit.sikkou.jp

　環境にやさしい「自動車」との付き合い方を考える機会
として、環境にも家計にも人にもやさしいエコドライブを
学んでみませんか。どなたでも参加いただけます。なお、
定員に達した場合には申込みを締め切らせていただく場
合があります。
●日時／ 10月21日㈰　午前9時30分～午前11時30分
●内容／座学講義によりエコドライブを実践するための
知識や技術を習得し、燃費計を取り付けた車を用いて
一般道を走行し、燃費の変化を体験します。
●場所／遊佐町役場庁舎および役場周辺
●対象／一般町民（参加無料）　●定員／ 50 名
●問・申込み／地域生活課環境係

☎72－5881（直通）

エコド
ライブ講習会エコド
ライブ講習会

集募者加参 集募者加参
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○8月26日㈰　第43回酒田市・遊佐町スポーツ少年団
個人戦　女子ホープス　第2位　小泉りょう

敢闘賞　森　　碧唯
男子カブ　　　第2位　石垣　道真
男子カブ新人　第3位　本間　広大

○9月8日㈯・9日㈰　秋田太田南部忠平杯G・G大会
第2位　渡部　三郎（遊佐支部）
○9月9日㈰　第43回全荘内少年剣道大会
小学校男子団体戦　第1位　遊佐剣道スポ少
小学校女子個人戦　第1位　齋藤奈々子（遊佐剣道スポ少）

第3位　阿部　琴乃（遊佐剣道スポ少）
第3位　菅原　　萌（西遊佐剣道スポ少）

○9月16日㈰　第46回全国ろうあ者体育大会 in CHIBA
陸上競技　2部男子10,000ｍ　第2位　池田　　裕

2部男子800ｍ　　第3位　池田　　裕
○9月17日㈪　第24回象潟奥の細道少年剣道大会
小学校　女子団体戦　 第1位　遊佐剣道スポ少

 第2位　西遊佐剣道スポ少
小学校3年生以下女子の部　第3位　土門　　淑（西遊佐剣道スポ少）
小学校4年生男子の部　第2位　高橋　亨修（遊佐剣道スポ少）
小学校4年生女子の部　第2位　池田　　鈴（遊佐剣道スポ少）
小学校5年生男子の部　第1位　齋藤　瑞貴（蕨岡剣道スポ少）
小学校5年生女子の部　第1位　菅原　　萌（西遊佐剣道スポ少）

第2位　渡部　真衣（西遊佐剣道スポ少）
第3位　本間　鈴野（西遊佐剣道スポ少）

小学校6年生男子の部　第1位　白崎　桃汰（遊佐剣道スポ少）
小学校6年生女子の部　第1位　阿部　琴乃（遊佐剣道スポ少）

第2位　齋藤奈々子（遊佐剣道スポ少）
○9月23日㈰　山形県G・G交流大会　第5位　松崎　　繁（稲川支部）
○9月29日㈯　第20回山形県少年少女スポーツ交流大会
ソフトテニス　男子（5・6年生）の部
第3位　酒田スポ少　井上　大空（吹浦小6年）・佐藤　隼人ペア
○9月30日㈰　第36回マリーン5清水屋杯ミニバスケットボール大会
女子　第2位　遊佐ミニバスケットスポーツ少年団
○9月29日㈯・30日㈰　第31回酒田飽海サッカースポーツ少年団新人
大会兼2012山形県4種新人サッカー大会酒田地区予選
第2位　遊佐サッカースポーツ少年団

がんばった人にマル

省エネとリサイクル
ポスター・標語・川柳コンクール

省エネとリサイクル
ポスター・標語・川柳コンクール

■ ひまわりの会 道の駅「鳥海ふらっと」直売所
■雇用の広場

募 集 内 容
職 種
給与・待遇
勤 務 時 間
選 考 方 法
応 募 方 法

問 合 せ

パート１名
道の駅鳥海ふらっと農産物特売所　ひまわりの会販売所
当会　給与形態による
午前8時30分～午後5時30分（8時間以下）
面談により決定
履歴書を郵送または持参
〒999-8531　遊佐町菅里字菅野南山34
斎藤津和子  ☎７２－3989

■

■ 訪問看護ステーションゆざ・順仁堂遊佐病院
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
当法人給与形態による　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。
●週3～4日勤務可　●短時間勤務可
●休日　月９日以上（年間１２５日）
医療法人順仁堂　人事担当　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

入札結果　9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　遊佐特定環境保全公共下水道実施設計業務委託（その１）
期　間　Ｈ２４／9／3～Ｈ２5／2／28　契約金額　14,175,000円
契約者　新和設計株式会社庄内営業所
［その他の入札参加者］株式会社庄内測量設計舎、株式会社新光コン
サルタント庄内事務所、株式会社大和エンジニア、株式会社出羽測量設
計、有限会社安野測量事務所

●平成24年度　遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事（第１工区）
期　間　Ｈ２４／9／3～Ｈ２5／3／25　契約金額　33,495,000円
契約者　庄司建設工業株式会社
［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、株式会社高橋工業所、土門建設株式会社

●平成24年度　吹浦統合簡易水道事業　送水管布設工事
期　間　Ｈ２４／9／3～Ｈ２5／3／21　契約金額　57,876,000円
契約者　土門建設株式会社
［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、庄司建設工業株式会社、株式会社高橋工業所

●平成24年度　遊佐特定環境保全公共下水道舗装復旧工事（その３）
期　間　Ｈ２４／9／6～Ｈ２4／10／31　契約金額　12,757,500円
契約者　土門建設株式会社
［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、庄司建設工業株式会社、株式会社高橋工業所

●平成２４年度　遊佐特定環境保全公共下水道工事に伴う水道管布設
工事実施設計業務委託
期　間　Ｈ２４／9／12～Ｈ２5／3／21　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、新日本設計株式会社
庄内営業所、新和設計株式会社庄内営業所、有限会社安野測量事務所

●町道丸ノ内前田線　側溝整備工事
期　間　Ｈ２４／9／14～Ｈ２4／11／30　契約金額　4,704,000円
契約者　有限会社菅原建設
［その他の入札参加者］有限会社石川工業、有限会社石山工業、有限
会社一道建設、ヤマ五建設株式会社

●平成24年度　大楯浄水場　機械設備更新工事
期　間　Ｈ２４／10／1～Ｈ２5／3／15　契約金額　9,660,000円
契約者　荏原商事株式会社東北支店
［その他の入札参加者］荏原実業株式会社東北営業所、株式会社サン
ライズ機工、三和メイテック株式会社酒田営業所
◎総務課
●平成24年度　遊佐町防災行政無線整備工事
期　間　Ｈ２４／9／24～Ｈ２5／3／20　契約金額　41,685,000円
契約者　株式会社ハムシステム庄内
［その他の入札参加者］日東通信株式会社庄内営業所、日本無線株式会社
東北支社、山形通信設備株式会社庄内営業所、山形パナソニック株式会社

●遊佐町役場庁舎議場外壁修繕工事
期　間　Ｈ２４／9／28～Ｈ２4／12／14　契約金額　5,985,000円
契約者　有限会社菅原建設
［その他の入札参加者］有限会社石山工業、有限会社石川工業、金子
建業株式会社、ヤマ五建設株式会社

●応募総数：20点（ポスター6点、標語7点、川柳7点）
●入選作品
◎ポスターコンクール
入選　佐藤裕次郎（高瀬小6年生）
入選　佐藤日向子（高瀬小6年生）
◎標語コンクール
優秀　鈴木　　椿（高瀬小6年生）

「ペットボトル　キャップとラベルを　別 に々」
入選　佐藤奈々子（高瀬小6年生）

「私でも　消した！抜いた！　エコ点呼」
入選　高橋　海斗（高瀬小6年生）

「つらくても　節電一つで　日本が変わる」
◎川柳コンクール
優秀　石川　太智（高瀬小6年生）

「節電を　しようとみんなで　一部屋へ」
入選　梶原　和樹（高瀬小6年生）

「3R　エコ生活の　合言葉」
入選　鈴木　佳奈（高瀬小6年生）

「リサイクル？　私の服を　母が着る」

平成24年度 遊佐町エコすまいるレディース主催
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高齢者インフルエンザワクチン接種は10月15日から始まります
　予防接種は発症予防や、特に重症化防止に有効です。
　10月15日から高齢者インフルエンザ予防接種が始まりますが、今年も昨年と同様に
通常の季節性インフルエンザワクチンとなります。この予防接種は自らの意思で希望す
る方が受けるもので、義務ではありません。
　まれに、重篤な症状を引き起こす可能性もありますので、かかりつけの医師や医療
機関と相談の上、接種してください。

　インフルエンザは、感染した人の「せき、くしゃみ、
つばなど」と一緒に放出されたウイルスを吸い込むこと
で感染します。飛沫感染の場合、目安は2ｍです。

●予防の基本は…
☆「外出する際はマスクをつける」
☆「流行時は、人混みへの外出を控える」
☆「手洗い」「うがい」

［せきエチケット］
「せきやくしゃみ」が出るときに、他の人へうつさない
ためのエチケットです。
▼「せき」がでるばあいは、マスクをつけましょう。
▼マスクがない場合、「せき・くしゃみ」の時には
ティッシュなどで口と鼻を押さえ、他の人から顔を
そむけましょう。（使用後のティッシュはすぐに、ふ
た付きのゴミ箱に捨てましょう。）
▼せきやくしゃみを抑えた手や、鼻をかんだ手はすぐ
に洗いましょう。

●普段から…ウイルスに対する抵抗力を高めて、
　　　　　　感染しにくい体力づくりが大切です。
▽バランスの良い食事を心がけましょう。
▽十分な休養、睡眠をとりましょう。
▽日頃から適度な運動をしましょう。

◆インフルエンザに罹ったかな？と思ったら…
　早めに受診しましょう。処方された薬を服用し、自宅
で安静にしてください。症状が改善されない場合は、
あらためて医療機関を受診してください。

◆高齢者肺炎球菌（23価）の一部助成を
行っております。

　満65歳以上の方で、過去5年以内に肺炎球菌予
防接種を受けていない方に、料金の一部助成を行っ
ております。ワクチン接種は1年中いつでもできますが、
インフルエンザワクチンとの併用により、肺炎の予防効
果は高いと言われています。ご希望の方はお問い合
わせください。（任意の予防接種です。）

インフルエンザの予防

高齢者インフルエンザ予防接種について高齢者インフルエンザ予防接種について高齢者インフルエンザ予防接種について高齢者インフルエンザ予防接種について

●ワクチン接種時期／ 10月15日㈪～12月28日㈮
●対象者／町内に住所を有する方で、接種日に65歳
以上、または60歳～64歳で呼吸器・心臓・腎臓の
機能障害やヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
があり、身体障がい者手帳１級に相当する方。
※健康被害を最小限にするためにも、体調の良いとき
に接種してください。
●ワクチンの接種回数／１回
●ワクチンの接種料金／ 1,500円
●接種費用負担の軽減／生活保護世帯の方は事前
に接種費用免除のための申請手続きが必要です。
●申請窓口／遊佐町健康福祉課健康支援係

（遊佐町防災センター1階）
※詳しくは健康支援係にお問い合わせください。

●ワクチンを接種できる医療機関／
　ワクチン接種は予約制です。医療機関によっては入
院または通院する方以外にワクチン接種をしないところ
もありますので、詳しくは、かかりつけの医療機関にお
問い合わせください。
●その他／
・65歳以上の高齢者インフルエンザ予防接種対象者
には、個別に案内を致します。
・60~64歳の方で、心臓・腎臓・呼吸器等の身体
障がい者手帳１級相当の方は、ワクチン接種の際、
障がい者手帳が必要です。

●問／健康福祉課 健康支援係　☎72－4111
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