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平成24年度実践型地域雇用創造事業
「米粉に関する研修」開催の案内

●日時／【第1回】1月29日㈫
　　　　午後1時30分～午後3時30分
　　　　【第2回】2月5日㈫
　　　　午前10時30分～午後2時30分
　　　　【第3回】2月12日㈫
　　　　午前10時30分～午後2時30分
●場所／創業支援センター（Aコープゆざ店2階）
●内容／米粉の性質の座学、米粉パン作り実習
●対象／米粉を使った加工品作りに興味のある方
●参加費／無料  
●持ち物／エプロン、三角巾、昼食※第2、3回のみ
●問・申込み／遊佐ブランド推進協議会　☎72－3966

町税等納期のお知らせ
　平成25年1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25年1月31日㈭

町県民税　　　　　　　　　4期
国民健康保険税　　　　　　7期
介護保険料　　　　　　　　7期
後期高齢者医療保険料　　　7期

●問／町民課納税係　☎72－5411

旧青山本邸　お正月展
　旧青山本邸では、
青山家で使用され
ていたお正月膳や
掛け軸等を展示し
ています。
　また、東土蔵に
は正月にあわせた
華やかな着物を展
示しております。こ
の機会にぜひご覧く
ださい。
●期間／ 2月17日㈰まで　※予定
●問／旧青山本邸　☎75－3145
　　　教育委員会文化係　☎72－5892

酒田税務署からのお知らせ
（公的年金等を受給されている方へ）
　平成23年分から、公的年金等の収入金額が400万円
以下（複数の公的年金等を受給されている場合は、その
収入金額の合計額）で、かつ、公的年金等に係る雑所得
以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税
の確定申告書を提出する必要がなくなりました。
＊所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税
の申告が必要な場合があります。住民税に関するご質問
は、町民課課税係にお問い合わせください。
●問／町民課課税係　☎72－5876

期間
限定 遊佐町民還元プラン♪遊佐町民還元プラン♪

☎0234（77）3711
山形県遊佐町吹浦字西浜2-76

平成25年1月17日㈭～平成25年3月15日㈮
～町民還元プランの嬉しい特典～～町民還元プランの嬉しい特典～

ご予約は
今すぐ！

宿泊プラン宿泊プラン

お一人様 4,000円4,000円 （
税
込
）

お一人様 8,000円8,000円 （
税
込
）

◎どちらのプランも2名様以上のお申込
みになります。
◎平日限定のプランになります。
◎宴会場のご利用の際はカラオケがサー
ビスになります。
◎隣接の「あぽん西浜」も無料で入浴でき
ます。
◎ご夕食時、お酒又はジュース1本付き♪送迎ご希望のお客様はご相談下さい♪

日帰りプラン日帰りプラン

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

※前日の午前中までご予約ください。
※町内は配達も承ります。ご相談下さい。

1/4～2/28の平日限定につき、麺類を注文さ
れたお客様に食後のコーヒーがつきます。

500円500円

600円600円
※要予約（前日のお昼まで）
※町内配達します！
※要予約（前日のお昼まで）
※町内配達します！

※2/2㈯・2/3㈰分のご予約承ります。
　（予約受付 1月31日まで）
※2/2㈯・2/3㈰分のご予約承ります。
　（予約受付 1月31日まで）

（卵巻き、サラダ巻き、ヒレカツ巻きあります。）（卵巻き、サラダ巻き、ヒレカツ巻きあります。）
太巻き1本太巻き1本

味の駅ラーメンコーナーからのあったか特典♪味の駅ラーメンコーナーからのあったか特典♪

節分

スプーンでパイをツンツン♪
中にはアツアツスープ！
スプーンでパイをツンツン♪
中にはアツアツスープ！ 愛を

こめて700円700円

期間限定 
1/4～2/14
期間限定 
1/4～2/14

・愛はカツサンド
・ナポリタンスパ
・ハートのハンバーグ
・ポテトサラダ
・チョコレートケーキ
　～いちごを添えて～
・パイシチュー

・ハートのクッキー

・愛はカツサンド
・ナポリタンスパ
・ハートのハンバーグ
・ポテトサラダ
・チョコレートケーキ
　～いちごを添えて～
・パイシチュー

・ハートのクッキー

期間1/26㈯～3/3㈰まで期間1/26㈯～3/3㈰まで



子どもたちの学びを応援する
支援員を募集

●業務内容／特別な支援を要する児童生徒の指導補助
●勤務期間／ 4月～翌年3月（197日間）
●勤務場所／町内小・中学校
●手当／日額9,000円　
●資格／教員免許状がある方　
●採用予定人数／若干名
●選考方法／書類審査と面接　
●申込締切／ 2月15日㈮
●問・申込み／教育委員会総務学事係　☎72－5891

歳末助け合い展の御礼
　昨年末の12月4日~11日に開催しました「歳末助け合い
展」「おさがりボックス」は、町民の皆様のご協力により無事
に展示終了することができました。誠にありがとうございます。
皆様から入札・募金していただいた結果、54,089円のお
金が集まりました。その全額を、遊佐町社会福祉協議会
の「歳末たすけあい運動」に寄付いたしました。今後とも、
本事業につきましてご理解とご協力を賜りますよう、よろしく
お願い申し上げます。
●問 ／生涯学習センター　☎72－2236

　平成25年度の事務補助、保育士、保育士助手、調理師などの臨時職員を登録制により募集します。登録いただいた
方の中から条件に合う方を選考し、採用するものです。

※一般事務（小学校）は年間120日勤務。
※作業員（町道維持管理作業）については、週3日勤務とし、4月～ 12月までの雇用。
●対象／原則として町内に住所があり、心身ともに健康な方
●登録方法／日々 雇用職員登録申込書を総務課に提出して下さい。申込書は総務課にお越しいただくか、町のホーム

ページからダウンロードしてください。申込書の記載は本人の自筆とします。資格の必要な職種を希望する
方は、資格証明書の写しを添付してください。

●登録の受付期間／ 2月1日㈮～ 2月15日㈮
●登録の有効期間／平成25年4月1日から1年間
●雇用決定と勤務条件／登録期間中に、臨時職員を必要とする状況になった場合に、適正等を考慮し、総務課から

連絡します。不採用の連絡はいたしません。勤務条件は日々 雇用職員取扱規程によりますが、
雇用期間は業務により一定ではありません。

※求人状況等により、登録有効期限内に必ず就労できるとは限りませんので、ご了承ください。
●問・登録受付／総務課総務係　☎72－5880

平成25年度 遊佐町臨時職員の登録受付について

職　　種

一般事務

　　

図書事務

保育士

保育士助手

調理師

調理員

作業員

資　格　等

パソコン操作のできる方
（エクセル・ワード）

　　
パソコン操作のできる方
 司書・司書補（なくても可）

要

不　要

要

不　要

普通自動車運転免許

勤 務 場 所

役　場

生涯学習センター
旧青山本邸
小学校
中学校

図書館

保育園

保育園

保育園

小学校

保育園・小学校
（代替臨時職員のみ）

中学校
町道維持管理作業

賃金（日額）
6,400円
5,460円
5,460円
6,400円
5,460円
5,460円

5,460円

6,880円
6,400円
時給 910円
5,520円
6,480円
5,520円
6,320円
5,400円
5,400円
5,400円

勤務時間
7時間45分
6時間
6時間
7時間45分
6時間
6時間

6時間

7時間45分
7時間45分
4時間
6時間
7時間45分
6時間
7時間45分
6時間
6時間
6時間

（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



踏切事故の防止について
●踏切の手前では、必ず一旦停止し、安全を確認してから
渡ってください。特に、冬季間は路面凍結によるスリップ
に備え、踏切手前では充分に減速しましょう。また、積雪
等により踏切が確認しにくい場合があります。誤って線路
に進入しないよう、はっきり確認してから通行してください。
●警報機が鳴ったら、踏切内への無理な進入はやめてく
ださい。
●踏切の中に閉じ込められた場合は、そのままゆっくり車を
前進させてください。遮断棒は、車で押せば前方に跳
ね上がります。
●踏切内で動けなくなった場合（脱輪等）は、まず列車を止
めてください。

・非常ボタンがある時は、カバーの上から強く押してください。
信号機が作動し、列車に異常を知らせます。

・非常ボタンがない時は、列車に向かって大きく手を振るな
どして危険を知らせてください。発煙筒や赤色の物を使
用すると効果的です。

・列車が停止した後、付近の人等の協力を得て脱出ください。
＊脱出後は、最寄の駅に連絡してください。

遊佐町環境基本計画改定版（素案）について
町民の皆さんのご意見を募集しています

　私たちを取り巻く環境や意識の変化を踏まえて、様々な
環境施策を推進していくための計画の見直しを行います。
素案にご意見をお寄せください。
●意見募集期間／ 12月28日㈮～ 1月24日㈭
●公表場所／遊佐町役場ホームページ、遊佐町役場地
　　　　　　域生活課、各地区まちづくりセンター
●対象者／遊佐町在住者
●意見の提出方法／
・所定の様式によります。持参、郵送、ＦＡＸ、電子メール
のいずれかの方法で提出ください

・必ず住所、氏名、または名称、電話番号を明記してください
●問・提出先／地域生活課　☎72－5881　FAX72－3318
　電子メール kankyo@town.yuza.yamagata.jp

除雪作業中の
交通事故にご注意ください！

　冬期間、除雪作業中の交通事故にご注意ください。
●歩行者のみなさんへ
・防寒着のフードをかぶっての作業は車が接近していること
に気付かないため、道路を横断する際は、必ずいったん
停まって左右の安全確認をしてくだだい。

・夜間・早朝の時間帯の除雪時は、夜光反射タスキなど
を着用し、スノーダンプなどの除雪用具にも夜光反射材
シールを貼り付けて作業を行ってください。
・敷地から道路に出る場合は不用意に出ることなく、必ず
一旦停止して左右の安全確認をしてください。
●運転者のみなさんへ
・冬期間の運転中は、しっかり前を見て、除雪作業中の
歩行者がいることを念頭に置いた運転を心がけてください。

・薄暗くなり始めたと感じたら早めのヘッドライト点灯を実践し、
除雪作業中の歩行者に車の接近をお知らせください。

・住宅地は、特にスピードを抑えた運転を心がけてください。

犬の飼い主の皆さんへ
フンの始末はきちんとしましょう

　最近、道路や駐車場にペットのフンが放置されていると
の苦情が増えています。フンを持ち帰ることは犬を飼う最低
限の責任です。
●犬の散歩をするときは／
・ティッシュペーパーやビニール袋など、
フンを拾えるものを携帯しましょう
・ペットボトルなどに水を入れて携帯し、
尿をした場所を流しましょう

・フン尿は、できるだけ散歩の前に自宅
敷地内で済ませるよう、しつけましょう
一人ひとりがマナーを守って、人も動物も住みよい社会に！
●問 ／地域生活課環境係　☎72－5881

二ノ滝氷柱探勝会
●期日／ 2月3日㈰
●集合時間／午前8時30分集合
●集合場所／鳥海温泉遊楽里
＊遊楽里集合後に胴腹滝付近まで送迎します。
＊冬山のため悪天候により実施できない場合もありますので、
　あらかじめご了承ください。
●募集人数／ 80人程度
●参加費／ 2,000円（昼食・保険等）
●問・申込み／鳥海温泉 遊楽里　☎77－3711

第41回　
遊佐町卓球選手権大会参加者募集
●日時／ 2月3日㈰　午前8時　開館
　　　　　　　　  午前9時　開会
●会場／町民体育館　2階　
●種目／団体戦・個人戦
●内容／団体戦１チーム４名～６名（女性１名以上）
●個人戦／男女共　経験者・未経験者の部
●参加料／団体戦１チーム　1,000円
●個人戦／無料
●申込期限／ 2月1日㈮
●問・申込み／町民体育館　☎72－5454
　　　　　　　　　　　　　FAX72－2811

（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



金峰少年自然の家
わんぱく自然塾～冬の巻～

●期日／ 2月9日㈯～ 10日㈰
●会場／金峰少年自然の家
●対象／小学校4年生～中学校3年生　＊定員30名
●内容／・アウトドアクッキング
　　　　・スーパーチューブすべり
　　　　・ジャンボ雪だるま作り
　　　　・金峰山雪中登山
　　　　・雪中テント泊
●申込方法／はがきに以下を記入し送付ください。①名前・

性 別②学 校・学 年③住 所・電 話 番 号・
FAX番号④保護者氏名⑤健康状態⑥生年月
日（保険加入のため）⑦バス送迎希望の有無

●申込締切／ 1月26日㈯　＊消印有効
●問／〒997－0369　鶴岡市高坂字杉ヶ沢54－1　
　　　山形県金峰少年自然の家　☎0235－24－2400

出羽庄内文化財ガイド養成講座
受講生募集のお知らせ

　庄内地方は、北方土着の文化を土台に、庄内藩主酒
井家を通じての「江戸文化」、北前船交易による「上方文
化」、三つの文化の潮目の土地とも言われ、文化財の宝
庫です。本講座を通して、多様で奥深い庄内の文化財を
学び、ガイドを目指しませんか。今年度は3回ですが、3年
で15回程度の講座を予定しています。
●日時／
第1回　1月26日㈯　午後2時～午後4時
　　　  場所：致道博物館　内容：文化財の基礎知識
           講師：酒井 英一　致道博物館学芸部長
第2回　2月16日㈯　午後2時～午後4時
           場所：本間美術館　 内容：本間美術館の文化財
           講師：阿部　誠司　本間美術館学芸員
第3回　3月23日㈯　午後2時～午後4時
           場所：致道博物館　 内容：致道博物館の文化財
           講師：酒井 英一　致道博物館学芸部長
●受講料：無料　＊但し、施設の入館料等は実費
●問・申込み／ 1月24日㈭まで電話またはファックスで
出羽庄内地域文化遺産による地域活性化実行委員会
☎0235－64－0888　FAX0235－64－0918 まで　

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

農業大学校
「農業経営革新支援講座」のお知らせ
　「時代に求められる新たな法人経営」をテーマに、各界
の第一人者より経営マインドや事業・経営戦略の考え方を
学ぶ講座です。
●日時／講師
第1・2回 2月5日㈫　午前10時30分～午後3時
　　　　　㈱欧州ぶどう栽培研究所 代表取締役 掛川 千恵子氏
　　　　　㈱マイファーム 代表取締役社長 福島 雄裕 氏
第3・4回 2月13日㈬　午前10時30分～午後3時
　　　　 ㈱サラダボウル 代表取締役 田中 進 氏
　　　　 ㈲木之内農園 会長 木之内 均 氏
●会場／山形県土地改良会館 大会議室 ＜山形市松栄１丁目7-48＞
●募集人員／先着100名　＊参加経費無料
●申込締切／ 1月31日㈭
●問・申込み／山形県立農業大学校研修部
　　　　　　　☎0233－22－8794　FAX0233－23－7537

平成25年度
みどり環境公募事業を募集します

　平成25年度みどり環境公募事業による県民参加の森づ
くり活動を募集します。
●募集する活動内容
　①森林・自然環境学習　②自然環境の保全活動
　③豊かな森づくり活動　④森林資源の利活用
●募集期限／ 2月18日㈪まで
●問  ／庄内総合支庁森林整備課森づくり推進室
　　　☎0235－66－5525（直通）

就職・仕事に役立つ！コミュニケーション力
「再就職応援セミナー」の参加者募集
●日時／ 1月29日㈫　午前10時～午後3時30分
●会場／いろり火の里「なの花ホール」（三川町）
●対象者／一般求職者　＊定員30名
※雇用保険受給者の求職活動実績となります
●参加費／無料　●申込締切／ 1月22日㈫
●実施内容／「コミュニケーション力UP講座」
　　　　　   「介護・福祉のしごと・資格講座」　など
●参加申込／参加申込書によりFAX等でお申込みください。
※山形県ホームページから参加申込書がダウンロード可能です。
http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/shonai/
337041/seminar.html
●問・申込み／山形県庄内総合支庁産業経済企画課 商工労政担当
　　　　　　　☎0235－66－5494　FAX0235－66－4953
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飽海地区労働者福祉協議会
勤労者無料法律相談

●日時／ 2月22日㈮　午後3時～ 7時
●場所／東北労働金庫酒田支店
●対象／酒田、飽海地域に居住またはお勤めの方
　　　　＊事前予約制先着8名
●弁護士／東海林正樹氏（東京第二弁護士会）
●申込期間／ 2月1日㈮～ 2月21日㈭
　　　　　　＊定員になり次第、受付終了
●問・申込み／東北労働金庫酒田支店　☎22－0321

上級救命講習会のお知らせ
●日時／ 2月17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
●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2月1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。なお、申込書は
消防署各分署にあります。※定員になり次
第締め切ります。

山形県労働者福祉協議会
生活なんでも相談ダイヤル

●相談期間／ 2月22日㈮～ 24日㈰　午前10時～午後5時
●相談電話／ 0120－39－6029
●相談費用／無料
●相談方法／申込不要
　　　　　　当日、相談者が電話（フリーダイヤル）
●相談内容／法律問題、労働問題、多重債務問題、就

労相談など。生活に関する悩み事・困り事
ならなんでも、どなたでも結構です。

相続登記はお済みですか
県内無料相談会

●日時／ 2月3日㈰　午前10時～午後3時
●相談例／
・不動産を相続したが、手続きの仕方がわからない
・登記名義人が先々代の名義のままである　等
●会場／酒田市勤労者福祉センター
●問／山形県司法書士会　☎023－623－7054

連合山形酒田飽海地協
なんでも労働相談ダイヤル

●相談期間／ 1月25日㈮　午前10時～午後6時
●相談電話番号／ 0234－24－5505　＊相談料無料
●相談内容／解雇・雇止め、人員整理、賃金カット、労
　　　　　　働時間等、労働に関わるご相談に応じます。

国の教育ローンのお知らせ
　「国の教育ローン」は、高校、大学、短大、専修学校、
各種学校や外国の高、大学等に入学・在学するお子様
をお持ちのご家庭を対象とした公的な融資制度です。ご利
用いただける方など、申込みに関する相談はコールセン
ターまでお問合わせください。
●利用いただける方／お子様の人数により、ご利用いただ

ける方の世帯の年間収入（所得）の
上限が異なります。また、東日本大
震災により被害を受けた皆さまに「災
害特例措置」を実施しています。詳
細は、お問い合わせください。

●融資額／学生・生徒お1人につき300万円以内
●利率／年2.45％（母子家庭の方の利率は年2.05％）
　　　　平成24年12月12日現在
●問／教育ローンコールセンター
　　　☎0570－008656　または☎03－5321－8656

山形県の特定（産業別）最低賃金
　県内で次の事業を営む使用者に使用される労働者（臨
時、パートタイマー、アルバイト等を含む）に適用される特定
（産業別）最低賃金が改正されました。

＊上記に該当しない労働者は、山形県最低賃金（1時間
654円）が適用になります。
●問／山形労働局労働基準部賃金室
　　　☎023－624－8224

特定（産業別）最低賃金

電気機械器具製造業

一般産業用機械等製造業

自動車・同付属品製造業

自動車整備業

最低賃金

1 時間

1時間

1時間

1時間

平成24年
12月25日

731円

745円

747円

749円

効力発生日
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嘱託保育士

若干名

町立保育園

保育士資格

平成25年4月1日～平成26年3月31日

月額報酬　154,000円以内（保育士経験年数に応じて支給）

勤務時間　1日7時間15分（1週36時間15分）

その他、遊佐町非常勤嘱託職員取扱規程に基づきます。

①平成25年度遊佐町非常勤嘱託職員（保育士）申込書

②履歴書（写真貼付）

③職務経歴書（職務経験がある方）

④保育士証の写し

2月12日㈫まで　※必着

総務課　総務係　☎７２－５８８０
〒999－8301　遊佐町遊佐字舞鶴２１１
申込書等は、総務課総務係、健康福祉課子育て支援
係にあります。
町のホームページからもダウンロードできます。

非常勤嘱託職員(保育士)を募集します

入札結果　12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マンホールポンプ設置工事（その２）
　期　間　Ｈ２４／１２／３～Ｈ２５／３／２５　契約金額　9,975,000円
　契約者　株式会社テイデイイー
　［その他の入札参加者］阿部エンジニアリング株式会社、三和メイテック
株式会社酒田営業所、敦井産業株式会社酒田営業所、東北電機鉄工
株式会社、株式会社メカニック、山形空調株式会社酒田支店
●旧吹浦小学校跡地道路設計及び測量業務委託
　期　間　Ｈ２４／１２／１４～Ｈ２５／３／１５　契約金額　3,675,000円
　契約者　株式会社大和エンジニア
　［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、株式会社出羽測量設計、有限会社安野測量事務所
◎総務課
●平成24年度遊佐町防災行政無線移動系整備工事
　期　間  Ｈ２４／１２／４～Ｈ２５／２／２０　契約金額　4,935,000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
●平成24年度吹浦地区防災センター地質調査
　期　間  Ｈ２４／１２／１１～Ｈ２５／１／１０　契約金額　609,000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
◎教育課
●遊佐町総合運動公園整備事業に伴う用水管移設工事
　期　間　Ｈ２４／１２／６～Ｈ２５／２／２８
　契約金額　3,045,000円
　契約者　株式会社斎藤工業
　［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
会社高橋工業所
◎企画課
●平成24年度稲川まちづくりセンター地質調査
　期　間  Ｈ２４／１２／１１～Ｈ２５／１／１０　契約金額　1,207,500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

　三ノ俣の冬季レクリエーション施設を、今年も下記の内容
で開設いたします。スキーやソリ遊びにぜひご利用ください。
●開設日／３月10日までの毎週火・木・土・日曜日及び祝日
●開設時間／火・木曜日
　　　　　　午後4時30分～午後8時30分
　　　　　　土・日曜日及び祝日
　　　　　　  午前10時～午後4時30分
●施設内容／リフト稼働・夜間照明あり
　　　　　　※スキーワンポイントアドバイスも行っています。
　　　　　　　現地管理員にお声掛けください。
●問／生涯学習センター　☎72－2236

三ノ俣冬季レクリエーション施設
開設のお知らせ

三ノ俣冬季レクリエーション施設
開設のお知らせ

○12月2日㈰　山形県少年少女剣道個人錬成大会　＊3位以上
小学校4年女子個人　第3位　池田　鈴（神子免館道場）
小学校5年女子個人　第3位　菅原　萌（西遊佐道場）
小学校4年男子個人　第2位　髙橋　亨修（神子免館道場）
小学校5年男子個人　第3位　菅原　賢人（さわらび道場）
　　　　　　　　　 第3位　齋藤　瑞貴（さわらび道場）

○12月2日㈰　遊佐町初心者バドミントン大会
少年男子シングルス　小学生の部　第1位　渋谷　南央（西遊佐小）
少年女子シングルス　小学生の部　第1位　菅原　龍海（西遊佐小）
　　　　　　　　　　　　　　　第2位　石垣　優衣（西遊佐小）
　　　　　　　　　　　　　　　第3位　安藤　菜々子（西遊佐小）

○12月9日㈰　第31回　親子卓球大会・第39回　少年卓球大会結果
親子の部　　第3位　石垣惇志朗・精子（遊佐スポ少）
　　　　　　第3位　小泉りょう・こう（遊佐スポ少）
団体戦の部
小学校　　　第1位　遊佐スポ少男子　　第2位　遊佐スポ少女子
中学校　　　第1位　遊佐中Ｃチーム　　第2位　遊佐中Ｂチーム
　　　　　　第3位　遊佐中Ａチーム
個人戦の部
小学校男子　第2位　石垣　道真（遊佐スポ少）
　　　　　　第3位　本間　広大（遊佐スポ少）
　　　　　　第3位　石垣　惇志朗（遊佐スポ少）
小学校女子　第1位　小泉　りょう（遊佐スポ少）
　　　　　　第2位　森　　碧唯（遊佐スポ少）
　　　　　　第3位　斉藤　真梨恵（遊佐スポ少）
　　　　　　第3位　高橋　日華里（遊佐スポ少）
中学校男子　第1位　津田　和輝（遊佐中）
　　　　　　第2位　池田　直人（遊佐中）
　　　　　　第3位　佐藤　颯太（遊佐中）
　　　　　　第3位　青塚　友寛（遊佐中）
中学校女子　第3位　友野　晴奈（遊佐中）
　　　　　　第3位　今野　麻未（遊佐中）

○12月16日㈰　川原秋一杯剣道大会
男子団体戦　第1位　遊佐剣道スポーツ少年団
　　　　　　第2位　西遊佐剣道スポ少
男子個人戦　第1位　齋藤　瑞貴（蕨岡剣道スポ少）
　　　　　　第2位　菅原　賢人（蕨岡剣道スポ少）
女子個人戦　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）
　　　　　　第3位　菅原　萌（西遊佐剣道スポ少）

○12月16日㈰　第25回　遊佐町少年柔道大会
小学校低学年の部　第2位　伊藤　楽 （々蕨岡小）
　　　　　　　　　第3位　池田　真明（遊佐小）
小学校高学年の部　第1位　遠田　麻衣（稲川小）
　　　　　　　　　第3位　伊藤　海斗（蕨岡小）
中学校の部　　　　第1位　石山　直樹（遊佐中）
　　　　　　　　　第2位　小松　巧末（遊佐中）
　　　　　　　　　第3位　遠田　一成（遊佐中）
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