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年末年始休業のお知らせ
●遊佐町役場／ 12月29日㈯～1月3日㈭
＊死亡届などの戸籍届は、休業期間中も受け付けま
す。休業期間中のお電話は、☎72－3311へ
●生涯学習センター／ 12月29日㈯～1月3日㈭
●地区まちづくりセンター／ 12月29日㈯～1月3日㈭
●杉沢比山伝承館／ 12月29日㈯～1月3日㈭
●体育施設／ 12月29日㈯～1月3日㈭
●町立図書館／ 12月29日㈯～1月3日㈭
●農林漁業体験実習館「さんゆう」／ 1月1日㈫～１月3日㈭
●町営バス／ 12月31日㈪～１月２日㈬＊全面運休
●デマンドタクシー／ 12月29日㈯～１月3日㈭
●ごみ収集／ 1月1日㈫～１月3日㈭
●酒田地区広域行政組合（ごみ処理施設）／

　1月1日㈫～1月3日㈭

◎基本第2・第4月曜日が休館日です。
◎祝祭日が重なる日は、翌日火曜日休館となります。

★第2日曜日と26日は
★大晦日…オールナイト営業　★元旦…新春行事
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☎0234（77）3333
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◉前売り券販売
◉定員120名

大人 ¥3,000  小学生 ¥1,500
幼児 ¥500 （各ドリンクバー付き）

チケットのお買い求めは

12/22 ㈯・23 ㈰2012年
期日期日

場所場所

料金料金

時間時間

鳥海文化ホール
18:00〜20:00

☎71-7222
《冬期間営業時間》8:30～17：30（産直9:00～17：00）

●12/31は15:00まで　●元旦休み

8:30～OPEN 9:00～（産直）

・ 特産売場…………8：30より
・ 元気な浜店………9：00より
・ ひまわりの会……9：00より
・ パン工房…………11：00より

※ひまわりの会では甘酒の振舞あります。（1/2～7限定）
※おしるこのサービスあります！（1/2・3限定）

（税込）700円700円

500円500円～1,000円～1,000円

好評
発売中 クリスマスランチセットクリスマスランチセット

※ご自宅までお届けします。（要予約）
（あったかスープ付）12月25日まで
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年末年始の医療機関
◎酒田市休日診療所
●診療日／ 12月30日㈰～1月3日㈭
●診療受付時間／日中　午前8時30分～午前11時30分
　　　　　　　　　      午後1時～午後4時30分
　　　　　　　　夜間　午後5時30分～午後8時30分
　＊急病や軽いけがのときにおいでください。
　＊小児科医の診療は日中のみ
　＊保険証を忘れずにお持ちください。
●場所／酒田市船場町二丁目1-31
　　　　市民健康センター別館（旧検診センター）
●電話番号／ 21－5225（診療日のみ）

◎在宅歯科診療当番
・１２月３１日㈪　池田歯科医院
　　　　　　　（新井田町1-8）　　  ☎24－5240
・１月１日㈷　ヨシコ歯科医院　
　　　　　 （山居町一丁目3-31）　  ☎22－7201
・１月２日㈬　萬年歯科医院
　　　　　 （相生町一丁目5-14） 　  ☎26－0896
・１月３日㈭　本間歯科医院　
　　　　　 （中町三丁目7-18）         ☎22－0577
●診療時間／午前9時～午後5時



遊佐町競争入札参加資格
審査申請書の受付

　平成25～ 26年度の競争入札参加資格審査申請の受
付を、次の要領で行います。尚、申請書類等について、
町のホームページにも掲載しています。
●受付期間／ 2月1日㈮～ 28日㈭＊郵送、持参どちらでも可
●受付時間／午前9時～午前11時30分　
　　　　　　午後1時～午後4時30分
●業種区分／○建設工事 ○測量・建設コンサルタント等
　　　　　　 ○物品役務等
●問・受付場所／〒999-8301　遊佐町遊佐字舞鶴211
　　　　　　　　遊佐町役場総務課財政係　　
　　　　　　　　 ☎72－5880（内線215）

鳥海山フォーラム
～地下水脈調査でわかった多くのこと～
　岩石採取事業に関する協定書に基づいて実施しました
鳥海山麓における「地下水脈等調査事業」の報告と解説、
質疑等を行います。
●日時／ 12月24日（月・祝）
　　　　午後1時30分～午後4時30分
●場所／鳥海温泉遊楽里　鳥海文化ホール
　　　　＊入場無料
●内容／①鳥海山地下水脈調査結果報告
　　　　　～吉出山の地下水脈を水質マップから探る～
　　　　　総合地球環境学研究所　教授　中野孝教 氏
　　　　②調査結果に見る鳥海山の水のつながり
　　　　　～山地水文学の目を通して～
　　　　　大同大学工学部　准教授　鷲見哲也 氏
　　　　③質疑応答　コーディネーター　
　　　　　岐阜経済大学大学院　教授　森誠一 氏
　　　　④山形県の条例検討状況について
　　　　⑤遊佐町の条例検討状況について
●問／企画課企画係　☎72－4523

町税等納期のお知らせ
　平成25年1月4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／平成２５年１月４日㈮
　　　　固定資産税　　　　　　　　4期
　　　　国民健康保険税　　　　　　6期
　　　　介護保険料　　　　　　　　6期
　　　　後期高齢者医療保険料　　　6期
●問／町民課納税係　☎72－5411

旧稲川小学校跡地利用
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

　町が施工を予定しております、標記運動公園整備の説
明会を下記の通り開催します。
●説明会の日時／ 12月21日㈮　午後2時～
●説明会会場／稲川まちづくりセンター　2階　会議室
●事業の種類／遊佐町立稲川小学校跡地利用総合運動
　　　　　　　公園整備事業
●事業を予定している土地の所在／遊佐町増穂字大坪地内
●問／教育委員会社会教育係（生涯学習センター）　
　　　☎72－2236　FAX71－1222

「アマハゲ体験」モニターツアー
　国の重要無形民俗文化財「アマハゲ」を民家で見学しませ
んか。あぽん西浜で昔語りを聴いて夕食。 その後バスで鳥崎
に向かいます。地域の方以外が体験できる貴重な機会です。
●期日／ 1月6日㈰　午後4時～午後7時半
●集合／①JR遊佐駅　②あぽん西浜
●対 象／親子（未就学児、小学校低学年）
●定員／ 20名（最少催行10名）
●参加費／１組1,500円（大人一人 子ども一人）
　　　　含夕食・バス・保険
　　　　子ども追加500円、大人追加1,000円
●問／遊佐鳥海観光協会　☎72－5666

鳥海山の恵み！今年の新酒でぽっかぽか
見学と甘酒づくり体験ツアー

●開催日／ 2月9日㈯　午前10時～午後3時　遊佐駅集合
●内容／①酒蔵見学と試飲
　　　　②利き酒体験　　 ③郷土料理
　　　　④甘酒づくり体験　⑤お酒スイーツを堪能
●参加費／ 2,500円　＊募集人数20名
●申込締切／ 2月1日㈮
●問・申込み／遊佐鳥海観光協会　☎72－5666

マツを勝手に切らないで！！
　近年、西山地区では松くい虫の被害によって松が少なく
なってしまった林や、使っていない畑などに、行政の事業
による植林の他にも、地域の方々や児童の皆さんによって
たくさんの松が植林されています。
　しかし、毎年この時期になると、せっかく植えた松の幼
木を勝手に切っていく人が後を絶ちません。このような状況
が続けば、どんなに一生懸命松を植えても台無しです。門
松用に木を切るときは、必ず所有者の了解を得てから切っ
てください。悪質な盗伐は刑事罰の対象になることもありま
す。
　不審者を見かけた場合は、役場にご連絡ください。
●問／産業課水産林業係　☎72－4521　

（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



第28回歳の市「ゆざっと軽トラ市」
開催のおしらせ

　歳の市「ゆざっと軽トラ市」を開催します。多数のご来店
をお待ちしています。
●日時／ 12月29日㈯　午前9時～午前11時
●会場／ゆざっとプラザ（遊佐駅舎前広場）
●問／遊佐町商工会　 ☎72－4422

ゆざ交通
バス路線の廃止予定について

　当社のバス運行については、これまで効率化や利用者
増を図るため、運行経路やダイヤの見直しを行ってきました
が、利用者の減少傾向に歯止めがかからず、運行を継続
することが難しい状況となったため、平成25年3月末をもっ
て下記路線を廃止することを予定しております。
●廃止予定路線／ゆざ交通バス路線（酒田十六羅漢線、
　　　　　　　　酒田遊佐線、酒田駅前遊佐線）
●廃止予定日／平成25年3月31日
●問／ゆざ交通株式会社　☎72－2116

母子・寡婦福祉資金貸付制度
　お子さんの進学やお母さんの自立のための資金（修学資
金、就学支度資金、技能習得資金、修業資金、就職支
度資金など）を無利子または低利（1.5％）でお貸しします。
詳しくはお問い合せください。
●問／健康福祉課子育て支援係　☎72－5897

食と健康に関する講演会の開催
●日時／ 1月22日㈫　午後3時20分～
●場所／生涯学習センター
●講師／土門歯科医院　土門　宏樹氏
●演題／「食べることの第一歩は口から
　　　　 ～口の健康は心身の健康に繋がる～」
●参加料／無料
●問・申込み／遊佐町学校保健協議会事務局
　　　　　　　（遊佐町教育委員会内）　☎72－5891

初心者のための社交ダンス講習会
　初心者対象ですが、もう一度やってみたい方も大歓迎です。
●講習日／ 1月24日㈭・1月30日㈬・1月31日㈭・6日㈬・
　　　　　7日㈭・9日㈯（2月9日は打ち上げパーティです）
●時間／午後7時30分～午後9時
●場所／生涯学習センター2階　大会議室
●参加費／ 2,500円
●種目／ジルバ、マンボ、ボックスルンバ、ブルース
●申込締切／ 1月18日㈮まで
●問・申込み／遊佐ダンス愛好会
　　　　　　　 ☎090－8255－0283（那須）

　農業委員会委員の選挙人名簿は毎年1月1日現在で、有権者の登録申請によって調整されます。（選挙の有無にか
かわらず毎年行います）
　次の事項に該当するかどうかを確認の上、農業経営者が住所・氏名を記入押印し、平成25年1月7日㈪まで申請を
お願いします。（申請期限は1月10日まで）申請書用紙は、農家世帯に直接郵送しますので、ご記入の上同封された受
取人払の封筒（料金はいりません）でご返送願います。なお、各世帯へ直接郵送しておりますので、ご記入後早めに直
接ポストにご投函いただくか、事務局までお届け願います。（区長さんにはお願いしていません）
●有権者とは、町内に住所を有し、次の２つの要件をすべて備えている人です。
　①年齢が満20歳以上（平成25年３月31日現在）であること。（平成5年4月1日以前に生まれた人）
　②次の（イ）、（ロ）、（ハ）のいずれかに該当している人
　（イ）…10アール以上の農地について耕作業務を営んでいる人
　（ロ）…耕作業務を営む人（10㌃以上）の同居の親族またはその配偶者
　（ハ）…（イ）に規定する一定面積以上の農地について、耕作業務を営む農業生産法人の組合員または社員
　＊（ロ）、（ハ）に該当する人で、年間おおよそ60日以上耕作に従事していることが必要です。
●問／農業委員会 事務局　☎72－5890

ミツバチを飼育する方は
届出が必要です

　養蜂振興法が一部改正され、
日本蜜蜂も含め、蜜蜂を飼育す
る方（花粉交配期間だけの飼育
は除く）は、毎年1月末までに飼
育届を提出していただくことになり
ます。ご協力を願います。
●問・提出先／庄内総合支庁農業振興課
　　　　　　　 ☎0235－66－5495

農業委員の選挙人名簿への登録申請をお忘れなく農業委員の選挙人名簿への登録申請をお忘れなく
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小学生から高校生の国際交流
平成24年度春休み海外派遣事業

　㈶国際青少年研修協会では、春休みに青少年を対象
に国際交流事業を実施します。
●内容／ホームステイ・ボランティア・文化交流・学校体
　　　　験等
●対象／小学校3年生～高校3年生
　　　　＊事業により異なる
●参加費／ 29.8万円～ 43.8万円（予定）
　　　　　 ＊共通経費3万円は別途
●派遣先／アメリカ・イギリス・オーストラリア・カナダ・フィ
　　　　　ジー・カンボジア
●日程／ 3月24日㈰～ 4月5日㈮の内　9～ 11日間
●申込締切／ 2月4日㈪　＊申込み先着順
●問／㈶国際青少年研修協会　☎03－6459－4661

第5回こどもゆきみらい
コンセプション作品募集

　雪のぬくもりや温かさなど雪への愛情を、大人になっても
持ち続けられるよう、子どもたちの創造的な感性の絵画作
品を募集しています。
●募集テーマ／雪の思い出とみらいの私
●応募締切／ 1月31日㈭
●応募資格／県内在住の小学生
●応募作品／画用紙四つ切サイズ　＊絵の具、クレヨン、
　　　　　　色鉛筆など（油絵、貼り絵などは除く）
●応募方法／個人、学校単位
●問・応募先／やまがたゆきみらい推進機構事務局
　　　　　　　（村山総合支庁北村山総務課）
　　　　　　　〒995－0024　村山市楯岡笛田4－5－1　
　　　　　　　☎0237－47－8614

山形県既存建築物データベース作成業務に伴う
現地調査のお知らせ

　山形県では、建築物に使用されている吹き付けアスベス
ト対策のため、既存建築物のデータベース作成を進めてい
ます。作成の過程で現地調査も行います。現地調査は、
非木造の建築物の構造、階数、用途等を道路から目視で
行い、建築物の外観を写真撮影する場合があります。作
業員が建築物の敷地に立ち入ることはありません。住民の
方々のご迷惑とならないよう、細心の注意を払い作業を行
いますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
●調査場所／県内全域（山形市を除く）
●調査期間／ 1月上旬～ 1月下旬予定
●問／山形県県土整備部建築住宅課建築行政担当
　　　☎023－630－2651

平成24年度森づくり活動
報告会（庄内地域）

●日時／ 1月12日㈯
　　　  午前10時45分～午後4時
●場所／鶴岡市西郷地区農林活性化センター　大ホール
●内容／①基調講演　神田リエ氏「おもしぇっけの～森」
　　　　　―つるおか森の保育研究会の取組み―
　　　　②ポスターセッション　みどり環境公募事業
　　　　　みどり環境交付金事業の活動内容の紹介
　　　　③森づくり活動発表　みどり環境公募事業
　　　　　みどり環境交付金事業実施団体による発表
　　　　④森づくり説明会　平成25年度みどり環境公募
　　　　　事業募集説明会及び森づくり活動相談会
●その他／事前申込み不要・参加費無料
●問／庄内総合支庁森林整備課森づくり推進室森づくり
　　　担当☎0235－66－5525

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／ 1月17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／ 1月10日㈭～ 1月17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

知っていますか？建退共制度
　建退共制度は事業主が建設現場労働者の労働日数に
応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、労働者が
建設業界で働くことをやめたときに退職金を支払う、業界全
体の退職金制度です。
●加入できる事業主／建設業を営む方
●対象となる労働者／建設業の現場で働く人
●掛金／日額310円
◎国の制度なので安全、確実、申し込み手続きも簡単
◎経営事項審査で加点評価の対象になります
◎掛金の一部を国が負担します
◎掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人で
　は必要経費として扱われ、税法上全額非課税に
◎事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算しま
　す。＊「建退共」ホームページに、パンフレットの請求、建
　退共制度の情報が掲載されています。
　http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/
●問／独立行政法人勤労者退職金共済機構建退共
　　　山形県支部
　　　☎023－632－8364
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金峰少年自然の家
「ウインターフェスティバル」参加者募集
　雪遊びや旧正月の風習を楽しんでみませんか。
●日時／ 1月26日㈯・27日㈰
●内容／
【1日目】チューブすべり、そりすべり、雪だるま作り、雪合戦
【2日目】もちつき、団子木作り、かんじきハイキング
●場所／山形県金峰少年自然の家
●対象／どなたでも
　　　　＊定員各日先着90人（宿泊18グループ限定）
●参加費／日帰り：1人1日500円（食事代・保険料など）
　　　　　 宿泊：1人2,000円（食事代・保険料・シーツ
　　　　　使用料など）
●問・申込み／電話にてお申込みください。
　　　　　　　山形県金峰少年自然の家
　　　　　　　☎0235－24－2400

広報ゆざで
会員募集記事を掲載します

　福祉・体育・文化活動をしている町民の任意団体（営利・
政治・宗教団体は除く）で、町民を対象とした会員募集記
事を、広報ゆざ3月1日号に掲載予定です。掲載希望の団
体は、1月31日㈭（消印有効）まで、はがき、FAX、メール
のいずれかで①団体名②連絡先（氏名、電話番号）③対象
と簡単な活動内容［40字以内］④活動日時と場所⑤費用（入
会費、会費等）を記入し、〒999－8301遊佐町役場企画係・
FAX72-3315・メール：kikaku@town.yuza.yamagata.jpま
でお申込みください。
●問／企画課企画係　☎72－4523

庄内職業能力開発センター金属技術科
訓練生後期募集

●募集期間／ 1月21日㈪～ 2月8日㈮
●選考日／ 2月15日㈮
●定員／ 20名
●募集人員／定員の6割（12名）程度
●受験資格／中学校卒業以上
●試験科目／適性試験、面接
●経費／受験料や入学金及び授業料は無料ですが、教
　　　　科書代等は必要です
●問／庄内職業能力開発センター　☎31－2700

ゆざ町鱈ふくまつり
　鱈とふぐの絶妙なハーモニー！ ひと味違うふく（福）を呼ぶ
味をお楽しみください。
●開催日／ 1月20日㈰
　　　　　受付開始　　午前10時30分
　　　　　イベント開始　午前11時～午後2時
●会場／マルチドーム　ふれんどりぃ
●チケット／・セット券 1,200円＜鱈ふく汁券・たこめし券・
　　　　　　お買い物券（300円分）・抽選券付＞
　　　　　・当日券　600円＜鱈ふく汁券・抽選券付＞
　　　　　※セット券12月10日㈪より販売開始します
●チケット販売所／遊佐鳥海観光協会、道の駅鳥海ふ
　　　　　　　　  らっと、遊楽里、あぽん西浜
●問／遊佐鳥海観光協会　☎72－5666

　庄内地区衛生組織連絡協議会が主催する当コンクールは、小・中学
生の皆さんに、「自然を大切にする」ことについての認識を深めてもらうと
同時に、入賞作品の展示等により環境衛生思想の啓発を図ることを目的
としています。
　遊佐町においては、小学校の部に18 点の応募をいただきました。
　審査の結果は、以下のとおりでしたので、お知らせします。

●問／地域生活課環境係　☎72－5881

▲今野美紅さん　
　（蕨岡 5年）

▲池田柚子さん　
　（吹浦 4年）

▲赤塚美由希さん　
　（吹浦 6年）

　　  ★優秀賞★

今野美紅さん　（蕨岡小５年）

赤塚美由希さん（吹浦小６年）

池田柚子さん　（吹浦小４年）

　　  ★入　選★
佐藤亜紀さん　（高瀬小６年）

加々谷朱里さん（吹浦小４年）

第37回「川・海・山をきれいにする
ポスターコンクール」入選作品

第37回「川・海・山をきれいにする
ポスターコンクール」入選作品
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○10月17日㈬　山形県Ｇ・Ｇ協会飽海ブロック第2回レディス大会
第2位　菅原　和子（西遊佐支部）
○10月27日㈯　平成24年度全国選抜少年剣道錬成大会
　　　　　　　酒田・飽海地区予選会
第１位　神子免館道場
優秀選手賞　白崎　桃汰（神子免館道場）
優秀選手賞　阿部　琴乃（神子免館道場）
○11月3日㈯　遊佐中学校柔剣道場
　　　　　　 第20回遊佐中学校剣道選手権大会
小学校団体　第１位　遊佐剣道スポ少
　　　　　　第２位　高瀬剣道スポ少
○11月23日㈷・25日㈰
　第27回酒田飽海地区ミニバスケットボール選手権大会
男子　第３位　吹浦ミニバスケスポ少　優秀選手賞　菅原　大空
　女子　第３位　遊佐ミニバスケスポ少　優秀選手賞　小野寺　紗希

がんばった人にマル

対象者
（①②のすべてに
該当する方）

奨学金の金額

貸付期間

償還期間・免除

申込み時期

①平成25年4月以降に、保健師助産師看
護師法第21条又は第22条に規定する
文部科学大臣、厚生労働大臣、都道
府県知事が指定した大学、学校、養成
所に入学する方
②①の大学、学校、養成所を卒業後3年
以内に町内医療施設、福祉施設等の看
護師・准看護師として勤務する意志の
ある方
月額50,000円以内
大学、学校、養成所の正規の修学期間内
奨学金の貸し付け終了後、貸し付けを
受けた期間と同じ期間以内で償還してい
ただきます。ただし、一定の要件を満た
して町内医療施設、福祉施設等に看護
師・准看護師として勤務した場合は免除
があります。
平成25年4月以降（予定）

看護師・准看護師を目指す方への
奨学金制度について

　町では、平成25年4月以降に看護師・准看護師を目指し
て学校等に入学する方に、修学等に必要な奨学金の貸し
付けを行います。

　奨学金の貸し付けの申込方法や詳細については、今後
の広報等でお知らせします。
●問／健康福祉課健康支援係　☎７２－４１１１

入札結果　11月分
＊契約金額には、消費税が含まれています。

◎地域生活課
●町道杉沢北線舗装新設工事
期　間　Ｈ２４／１１／１２～Ｈ２４／１２／２１　契約金額　3,769,500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
●平成２４年度　五日町給水管取り出し工事
期　間　Ｈ２４／１１／１５～Ｈ２５／３／２１　契約金額　4,935,000円
契約者　株式会社高橋工業所
［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
●平成２４年度　吹浦簡易水道　湯ノ田地内配水管布設工事
期　間　Ｈ２４／１１／１５～Ｈ２５／３／２１　契約金額　3,360,000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、株式会社斎藤工業、株式
会社高橋工業所
●平成２４年度　吹浦簡易水道　三崎地内横断管布設替工事　
期　間　Ｈ２４／１１／１５～Ｈ２５／３／２１　契約金額　3,990,000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、株式会社斎藤工業、株式会社高橋工業所
◎総務課
●平成24年度白木集落防火水槽整備工事
期　間  Ｈ２４／１１／２０～Ｈ２５／３／２０　契約金額　5,355,000円
契約者　金子建業株式会社
［その他の入札参加者］赤塚建設工業株式会社、有限会社石川工業、
有限会社石山工業、有限会社一道建設、有限会社菅原建設、ヤマ五建
設株式会社
●平成24年度石辻地区防火資機材等備蓄庫新築工事
期　間  Ｈ２４／１０／２９～Ｈ２5／2／２0　契約金額　5,670,000円
契約者　有限会社石川工業
［その他の入札参加者］有限会社石山工業、金子建業株式会社、有限
会社菅原建設、ヤマ五建設株式会社
◎企画課
●遊楽里移動式渡り廊下設置工事
期　間　Ｈ２４／１１／２１～Ｈ２４／１２／２５　契約金額　1,890,000円
契約者　ヤマ五建設株式会社
［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、有限会社菅原建設

冬の労災をなくそう運動冬の労災をなくそう運動

■ ケンちゃんラーメン遊佐店（急募）
■雇用の広場

職 種

給与・待遇

勤 務 時 間
そ の 他

問 合 せ

パートスタッフ
見習期間（3ヶ月）75,000円
4か月目以降80,000円

9:30～14:00
長期間働ける方お待ちしています。
ケンちゃんラーメン遊佐店
☎７２－３１４５

■

■ 社会福祉法人遊佐厚生会
職種・採用人数
雇 用 形 態
勤 務 先
採 用 予 定

受 験 資 格

給 与 待 遇
試験内容・試験日
申 込 期 間

申 込 用 紙

提 出 書 類

問 合 せ

看護師又は准看護師　1名
正規職員
障がい者支援施設月光園
平成２５年４月１日
看護師又は准看護師資格を有する方（平成25年3月31日
まで取得見込み含む）
給与支給規程による他、別途相談により決定
面接試験／平成25年1月17日
平成２５年１月15日㈫まで ※必着
遊佐厚生会事務局（月光園内）で交付します。郵便で請求
する場合は、封筒に「受験申込書請求」と朱書きし、必ず
140円切手と宛名を明記した用紙を同封してください。
受験申込書・履歴書・有資格証明書コピー
〒999ー8523　遊佐町当山字上戸8ー1
遊佐厚生会事務局（月光園内）　☎72ー5611

　12月15日～平成25年2月15
日は「冬の労災をなくそう運動」
です。冬の労働災害の約３割
は転倒災害です。滑りにくい
履物の着用を徹底しましょう。
山形労働局

「滑るかも 見えない危険を予知して防ごう
 冬の転倒災害」
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