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道の駅 鳥海 ☎71－7222 9:00～18:00営業時間

食堂 10:00～18:00営業時間

ラーメン「味の駅」 10:30～18:00営業時間

農産物直売所「ひまわりの会」・鮮魚直売所「元気な浜店」
元祖とび魚ラーメンのお店

9:00～17:30営業時間

☎77－3330 10:00～17:00営業時間

（
税
込
）850円

中（15ヶ入）

（
税
込
）600円

小（10ヶ入）
ハロウィン限定商品販売中！

ベーカリー工房「ほっほ」

要予約

ハロウィン
コロコロパン

1,100円
大（20ヶ入）（

税
込
）

販売期間 10月31日まで

とりみ亭

あぽん西浜
あぽん親睦の集い

毎年大好評!
開催いたします!
13:00開演

【主催】・清流会・遊佐詩吟愛好会・ほほえみ会
※当日は大広間無料開放
※バス送迎致します（お申込みはお早めに）

11月6日㈬

あぽん西浜・とりみ亭10月1日以降も

！
入浴料は変わらず ●次回の休館日

10月28日㈪
●サービスデー
10月26日㈯

☎77 3333 ☎77 3334

日帰り温泉施設 お食事処

●かきあげそば
●かきあげうどん

●かきあげそば
●かきあげうどん

始めました！

あったか～い

（
税
込
）

各620円

（大人）400円
鳥海温泉

〒999-8521 山形県飽海郡遊佐町吹浦字西浜2-76

TEL. 0234-77-3711　FAX. 0234-77-3722

11月25日～1月31日限定プランです

（休日前のご宿泊は1,100円増しです）
送迎ご希望のお客様は、ご相談下さいませ

日帰り

ご宿泊

2時間の 飲み放題付!
カラオケ無料で歌い放題
（先着順になります）

8名様より御利用できます

5,500円5,500円（
税
込
）

（
税
込
）

11,000円11,000円（
税
込
）

（
税
込
）

忘
新
年
会
プ
ラ
ン

忘
新
年
会
プ
ラ
ン

日沿道（酒田みなと～遊佐）
現場見学会の参加者募集 町民協働公園づくり補助事業

　現在、町内にて、国土交通省による日本海沿岸東
北自動車道（日沿道）の工事が行われております。特
に「酒田みなとIC～（仮）遊佐比子IC間」は、2020年
度中の開通を目指し着実に工事が進んでいます。
　普段なかなか入る機会のない日沿道の工事現場を
直接見て、聞いて、体験いただける機会です。
　ぜひご参加ください。
●日時／11月19日㈫
　　　　午後１時30分集合～午後３時30分解散
●集合場所／生涯学習センター前
　　　　　　（バスで移動します。）
●見学場所／日向川橋梁工事、（仮）遊佐比子IC付

近ほか
●内容／工事現場の見学、国土交通省酒田河川国

道事務所担当から工事の概要等を説明いただき
ます。

●服装等／長靴、動きやすい服装、天候によって
は雨具

●参加方法／参加費は無料です。参加ご希望の方
は10月31日㈭まで氏名・住所・連絡先を下記ま
でお申し込みください。（先着30名）

●その他／工事の作業が中止に至るような天候の
場合は、見学会を中止させていただきますので、
あらかじめご了承願います。

●—・≤／企画課企画係☎72−4523　FAX72−3315

●事業内容／
　集落内の公園・広場にある遊具や公園施設の整

備に要する経費の一部を補助します。
●補助対象公園／
　集落で維持管理を行い、敷地の利用権限が10年

以上集落で確保されている公園や広場。
　※町が設置管理している公園は対象外
●補助対象経費／以下の新設、補修、交換、移設、

撤去に要する５万円以上の経費。
　１．遊具（点検委託料も対象）
　２．公園に必要な付帯施設
　　　（例：東屋、ベンチ、水飲み、屋外時計、トイレ、花壇等）
●補助率／
　１．遊具の場合
　　　補助対象経費の３／４（上限100万円）
　２．公園に必要な付帯施設の場合
　　　補助対象経費の１／２（上限70万円）
　※１と２の併用も可（上限100万円）
●留意事項／
・集落の代表者による申請をお願いします。
・原則、申請～事業実施～補助金交付を年度内

完了とします。
・予算が無くなり次第、受付終了とさせていた

だきます。
●—・≤／地域生活課管理係　☎72−5883

工事が進んでいる日沿道の工事現場を見学しませんか？ 【募集中】平成31年（令和元年）度
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「ふれる　楽しむ　好きになる」　鳥海山・飛島ジオパーク　●—／企画課企画係　☎72-4523

消費税軽減税率制度等説明会
●日時／10月29日㈫の午前10時30分～正午、午後３

時～４時30分
●場所／生涯学習センター　第１・２研修室
●内容／軽減税率に対応した経理・申告ガイド
●—／酒田税務署法人課税部門
　　　☎33−1462

令和元年度 庄内地区
県・市町合同公売会を開催します

　町では町税滞納者から差押えた財産を滞納税額に
充てる為、県と庄内地区の市町で開催する合同公売
会に、計14点の物品を出品します。
●開催日時／11月16日㈯
　受付開始：午前９時30分
　入札：午前10時10分～11：00
●会場／鶴岡市勤労者会館　大ホール
　　　　（鶴岡市泉町８−57）
●実施団体／庄内総合支庁、鶴岡市、酒田市、三川

町、庄内町、遊佐町
●公売方法／入札により実施（希望する価格を書い

た入札書を時間内に提出し、最高価格者が落札者
となります）。

※参加に必要なもの
　①印鑑（個人の方は認印・法人の方は代表者印）
　②身分を証明する書類（免許証等）
　③委任状（代理の方が参加する場合）
　④買受代金（当日に現金のみでの支払い）

　各実施団体の公売予定物件の一覧（画像・
見 積 価 格） は、 庄内総合支 庁 税 務 課 のHP

（http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/
shonai/337002/）で確認できます。

●—／庄内総合支庁税務課　☎0235−66−5430

町税等納期のお知らせ
　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。通知書は10月15日に発送しており
ますので、内容をご確認の上、口座残高の確認、納
め忘れのないようにお願いします。
●納期／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
●—／町民課納税係　☎72−5411

75歳、65歳になられた皆さまへ
　75歳になると後期高齢者医療保険料、65歳になる
と介護保険料の支払い義務が新たに発生します。今
月は８月に75歳、９月に65歳になられた皆さまへ10
月15日付で納入通知書の発送を行います。内容をご
確認の上、納め忘れのないようにお願いします。
●送付物／
　８月に75歳になられた方 …
　　　　　　　後期高齢者医療保険料の納入通知書
　９月に65歳になられた方 …
　　　　　　　介護保険料の納入通知書
●納付日／10月31日㈭
●口座振替について／

　他の税目で口座振替手続きを済ませている方も、
上記保険料の振替を希望される場合は、新たに手
続きが必要となります。振替を希望する金融機関
にて口座振替手続きをお願いします。

●—／金額に関するお問い合わせ …
　　　　　　　　　　　町民課課税係　☎72−5876
　　　納付に関するお問い合わせ …
　　　　　　　　　　　町民課納税係　☎72−5411

　「遊佐の小正月行事（アマハゲ）」を含む８県の
10行事が「来訪神：仮面・仮装の神々」としてユ
ネスコ無形文化遺産に登録されたことを祝し、公
演会を開催します。町内４団体に加え、同じくユネ
スコに登録された秋田県男鹿市より１団体、宮城
県登米市より１団体、そして兄弟町の宮城県大崎
市より１団体が、それぞれの伝統芸能を披露します。
●日時／10月27日㈰午前10時開演
●場所／生涯学習センター　ホール
●町内団体／滝ノ浦アマハゲ保存会・杉沢比山連

中・蕨岡延年の舞保存会・吹浦田楽保存会
●町外団体／真山なまはげ伝承会（秋田県男鹿

㊗ 遊佐の小正月行事（アマハゲ） ユネスコ無形文化遺産登録
遊佐町合併65周年記念事業 「第60回遊佐町民俗芸能公演会」

市）・米川の水かぶり保存会（宮城県登米市）・
鬼首神楽保存会（宮城県大崎市）

●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。

●—／教育課
文化係

　☎72−5892
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休日窓口／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。　●—／町民課町民係　☎72-5885

町民ウォーク第6ステージ
「高瀬地区探訪コース」へのお誘い

　今年度最後の町民ウォークです。晩秋の高瀬地区・
東山を歩いてみませんか。
●日時／11月３日㈰　午前８時30分集合
●集合場所／高瀬まちづくりセンター
●持ち物／水筒、雨具等
　　　　　（雨天でも歩きます）
●コース／５キロ、10キロ
●—／町民体育館　☎72−5454

若者初めてのパスポート取得を支援します
　町の次世代を担う若者の見聞を広め、グローバル
な人材を育成するとともに、海外との相互交流を促
進するため、初めてパスポートを取得した若者に対
し、補助金を支給します。
●対象者／次のすべてに該当する方

①平成２年４月２日から平成13年４月１日までに
生まれた方

②申請時において、本町に住民登録がある方
③平成31年４月１日から令和２年２月29日までに

山形県内で発給されたパスポート
　（初取得に限る）を所持している方

●助成額／5,000円
●助成人数／先着15名
●申請期間／令和２年３月31日㈫まで
●申請時に必要なもの／

　パスポートの写し（顔写真が記載されている頁
および発行官庁が記載されている頁）

●—・≤／企画課企画係　☎72−4523

Uターン促進事業「丸の内×ままざめ」
　今年で４年目となる遊佐町町民同窓会「遊人会」
企画のイベントを東京都丸の内で開催いたします。
毎年、首都圏に住む遊佐町出身の若者を中心に、ご
家族やご友人も誘って一緒に遊佐産の食材を使った
美味しい食事を頂きながら、遊佐町クイズで盛り上
がっています。遊佐町の魅力を再発見し、若者がふ
るさと遊佐町にUターンしたいと思えるようなイベ
ントになっております。首都圏にお住いのご家族な
どがおりましたらぜひお声掛けください。
●日時／11月30日㈯午後５時30分～８時
　　　　（受付：午後５時～）
●場所／musmus（ムスムス）東京都千代田区丸の

内１−５−１新丸ビル７階
●会費／4,500円（遊佐産野菜の料理、遊佐の２つ

の酒蔵のお酒、飲み放題付）
●参加者／20～30代の遊佐町出身者とその家族また

は友人など
●—／企画課定住促進係　☎28−8257

遊佐町若者交流事業実行委員会企画
婚活イベント ラテアート講座

　講師は昨年のラテアートの日本一を競う大会で県
内では初の快挙となる第７位になった認定バリスタ
の後藤瞳さんです。美味しくて見た目も可愛いラテ
アート講座を受けながら婚活交流イベントを楽しみ
ませんか？
●日時／11月16日㈯午後２時～４時30分
●場所／鳥海温泉遊楽里７階
●対象／独身男女20～39歳
●募集人数／男女各６名（定員以上の申し込みがあ

った場合は遊佐町在住者・勤務者が優先）
●募集終了日／定員になり次第
●参加費用／1,500円
●—・≤／遊佐町若者交流事業実行委員会　事務局

企画課定住促進係
　☎28−8257　FAX72−3315
　E-mail：teiju@town.yuza.lg.jp

第9回日本語スピーチコンテストin庄内
　庄内在住の外国出身者の方々が、家族や友だちの
こと、仕事や学校のこと、日本で生活して感じたこ
と、不思議に思ったことなどを日本語で発表します。
●日時／11月10日㈰午前10時～午後０時30分
●場所／生涯学習センター2階　大会議室
●入場料／無料
●—／遊佐町日本語講座ボランティア（NPO法人

いなか暮らし遊佐応援団内）　☎43−6941

JR遊佐駅での乗車券販売が
便利になります！

　いつもＪＲ遊佐駅をご利用いただきありがとうご
ざいます。
　この度、ＪＲ遊佐駅に、新たな発券システム「ビ
ジネスえきねっと」を導入し、これまで発券できな
かったおトクなきっぷをお求めいただけるようにな
りました。

【購入可能になったきっぷの例】
○自動改札機対応の「指定席特急券」（これまでは

手書きのうえ時間がかかっていました）
○東京フリー乗車券（遊佐～酒田～あつみ温泉発）、

三連休函館パス、青春18切符、北海道フリーパス、
きらきら日本海パス、五能線フリーパス、首都圏
週末フリー乗車券など（これまで即日販売ができ
ませんでした）

※通学定期や大人の休日倶楽部の割引切符も引き続
き取扱します。ますます便利におトクになるＪＲ
遊佐駅をぜひご利用ください！

●—／ＮＰＯ法人遊佐鳥海観光協会　☎72−5666
　　　産業課産業創造係　☎72−4522



町民駅利用促進／JRの切符・定期券は遊佐駅で購入しましょう。　●—／産業課産業創造係　☎72-4522

即位礼正殿の儀に伴う
旧青山本邸の無料公開について

●期日／10月22日㈫
　令和元年10月22日に即位礼正殿の儀が挙行され
ます。町としても、慶祝事業の一環として、旧青
山本邸の無料公開を行います。企画展「青山家と
鯡」も行われていますので、ぜひご覧ください。

●—／教育課文化係　☎72−5892

令和元年度遊佐町住民健診受診のご案内
　町では４月から遊佐町国民健康保険加入者と他保険
の被扶養者の方を対象に特定健診を実施しております。
健診内容・日程等については、遊佐町健診カレンダー
または町HPをご覧いただき、健診を希望される方は下
記までお申し込みください。
　また、遊佐町国民健康保険加入の40歳～74歳の方
で、町の特定健診未受診の方には、後日、町が委託し
た業者から電話による健診受診についてのご案内があ
りますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
●—／健康福祉課健康支援係　☎72−4111

やさしい在宅介護食教室
　食べることは、高齢者にとって大きな楽しみです。
ヘルスメイトが主体となって在宅介護の食事づくり
をお手伝いします。
●日時／11月27日㈬午前９時30分～午後１時
●場所／生涯学習センター　
●参加料／テキスト代550円、材料代250円
●内容／学習（介護食と口腔ケア、市販されている

介護食品、脳の体操など）と調理実習
●—・≤／11月11日㈪まで、健康福祉課健康支援係
（☎72−4111）へお電話でお申し込みください。

がん患者・家族まなびあいと患者サロン
　日本海総合病院　がん相談支援センターでは、がん
患者さんとそのご家族の方 と々ともに病気に関する知識
を深め、交流する場を作りたいと思い、「患者・家族ま
なびあい」と「患者サロン」を定期開催しています。申
し込みは不要ですので、お気軽においでください。
●日時／11月５日㈫午後２時～３時
●場所／日本海総合病院　１階　第２会議室
●対象／がん患者さんとそのご家族
●内容／「最新の放射線治療について」
●参加費／無料
●≤／当日会場へ
●—／日本海総合病院　がん相談支援センター
　　　☎26−5282

お　 し　 ら　 せ　 号
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LCCジェットスター
庄内−成田線の冬ダイヤが発表されました

　ジェットスター・ジャパンが庄内に就航して２か
月半。庄内−成田線の冬ダイヤが発表されましたの
で、お知らせします。
冬ダイヤ期間：
　　令和元年10月27日㈰～令和２年３月28日㈯

※GK777（成田発）、GK776（庄内発）とも夏ダイ
ヤに比べ出発が35分、到着が40分遅くなりますの
で、お間違えのないようお願いします。

冬ダイヤ予約受付中！
←HP・予約はこちらから
●—／企画課企画係
　　　☎72−4523

全国瞬時警報システム（Jアラート）
緊急地震速報訓練のお知らせ

　全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を活用した、
緊急地震速報の全国訓練を実施します。下記の日時
で、防災行政無線から町内全域に緊急地震速報のチ
ャイム音が鳴り、放送が流れます。災害ではありま
せんので、ご注意願います。
●訓練日時／11月５日㈫午前10時ころ
●—／総務課危機管理係　☎72−5895

京都府京都市伏見区で発生した
放火事件に係る被害者義援金を受付

　京都府京都市伏見区で発生した放火事件に係る被
害者義援金を受け付けております。
●受付場所／役場庁舎１階
●受付期間／令和元年10月31日㈭までの開庁日
●—／健康福祉課福祉係　☎72−5884

　寄せられた義援金については、日本赤十字社山
形県支部へ送金し、被害者のために使われます。

酒特フェスティバル
みんなでつくる 笑顔のレインボー 令和のわ さかとくのわ

●日時／10月26日㈯午前８時50分～午後２時
●場所／酒田特別支援学校体育館・校内
●内容／ステージ発表、さかとく市（バザー）、
　　　　作品展示
●—／山形県立酒田特別支援学校
　　　聴覚部　☎／FAX　34−2019
　　　知的部　☎／FAX　34−2026

GK777 GK776
成田発 庄内着 庄内発 成田着

10月26日まで 13：00 14：05 14：50 15：55
10月27日から 13：35 14：45 15：25 16：35

にしん



「早起き・朝ごはん・躍動・早寝」運動をすすめよう！　●—／教育課社会教育係　☎72-2236

お　 し　 ら　 せ　 号
⑸

地元選出の県議会議員による
地域議員協議会を開催

　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各総合
支庁において開催します。県議会の活動を身近で傍
聴できる良い機会ですので、傍聴を希望される方は、
当日会場でお申し込みください。
●日時／11月15日㈮午前10時～
●場所／庄内総合支庁　講堂
●—／山形県議会事務局議事調査課
　　　☎023−630−2841

第23回専門家９士業によるなんでも相談会
●日時／10月27日㈰午前11時～午後４時
●場所／マリカ東館３階第２研修室
　　　　（鶴岡市末広町３番１号）
●相談方法／面談相談
●参加団体／弁護士会、司法書士会、税理士会、社

会保険労務士会、土地家屋調査士会、不動産鑑定
士協会、行政書士会、建築士会、社会福祉士会

●その他／相談料無料、予約不要。
●—／山形県司法書士会
　　　☎023−623−7054　FAX023−624−8078

奨学金に関する相談会
●日時／11月15日㈮午前10時～午後８時
　　　　　　16日㈯午前10時～午後５時
●内容／奨学金返済に関する悩みや困りごと相談
●相談方法／
　・電話相談…下記フリーダイヤルにて全期間対応

　※予約不要
　・弁護士による面談相談…16日㈯午後のみ
　　※事前予約が必要です
●相談・予約電話／☎0120−39−6029
●相談費用／無料
●—／生活あんしんネットやまがた
　　　☎0120−39−6029

受講者募集！「リーダーシップ」
●日時／11月11日㈪、12日㈫午前９時15分～４時
●場所／山形県立山形職業能力開発専門校
●受講対象者／リーダーシップを知って仕事に活か

したい方
●募集人数／15名
●費用／受講料6,000円
●≤／10月23日㈬まで、本校HPからお申し込みい

ただくか、所定の申込用紙をFAXまたは郵送に
て送付ください。

●—／山形県立山形職業能力開発専門校　能力開発
支援課　☎023−644−9227　FAX023−644−6850

令和元年度 すぎのこスマイル子育て講演会
●講師／後藤敬子氏（県家庭教育アドバイザー）
●日時／10月21日㈪午後７時～８時30分
　　　　（午後６時30分開場）
●場所／杉の子幼稚園ホール　※参加無料
●対象／子育て中の方どなたでも
　　　　（上履きご持参ください）
●—／認定こども園杉の子幼稚園
　　　☎72−2345

人工肛門・膀胱のストーマトラブルに
関する「オストメイト研修会」

　「講演 ストーマのトラブルとその対応について」
他、医療従事者や製品メーカーの専門的なアドバイ
スに加え、さまざまなご心配にもお答えします。
●日時／11月17日㈰午前10時～正午
●場所／日本海総合病院２階講堂
　　　　（酒田市あきほ町）
●対象／人工肛門・膀胱保有者と介護者、関心のあ

る方
●参加費 資料／お茶代として300円お願いします。
●—・≤／２日前まで日本海総合病院（☎26−2001）

または庄内オストメイト家族会事務局　あだち
（☎0235−33−3533か携帯090−7934−6512）まで

無料調停相談会
　金銭貸借、土地建物、交通事故、離婚、相続問題、
その他親族・家庭内の諸問題について相談に応じます。
●日時／10月23日㈬午前９時30分～午後４時
●場所／酒田市総合文化センター　309・310号室
●相談員／酒田調停協会の民事・家事調停委員
●≤／当日会場へお越しください。
●—／酒田調停協会　☎23−1234

山形県求職者総合支援センター
出張相談会

●日時／11月１日㈮、12月６日㈮、令和２年２月７
日㈮、３月６日㈮

　いずれも午後１時～４時
●場所／トータル・ジョブサポート酒田（酒田市中

町庁舎２階）
●相談内容／求職者の生活、住まい、就職活動など

の悩み
●相談方法／面談による相談
●その他／費用無料、予約不要です。当日会場へお

越しください。
●—／山形県求職者総合支援センター
　　　☎0800−800−7867（フリーダイヤル）



「ふれる　楽しむ　好きになる」　鳥海山・飛島ジオパーク　●—／企画課企画係　☎72-4523

日本海総合病院
「医療用ウィッグと乳房手術後補整下着の合同相談会」
　病院内で一度に数社の物を見て試着ができます。
当院に通院以外の方でも、地域にお住まいの皆さま
を対象にしておりますので、ぜひご参加ください。
●日時／10月24日㈭午後１時～３時
●場所／日本海総合病院　２階　講堂
●対象／がん治療中で脱毛が心配な方、乳房手術後の方
●内容／各専門店のアドバイザーが相談にのります。
●参加費／無料
●≤／当日会場へ
●—／日本海総合病院　がん相談支援センター
　　　☎26−5282

県立産業技術短期大学校庄内校オープンキャンパス
●日時／10月27日㈰午前９時30分～午後０時30分
●場所／県立産業技術短期大学校庄内校
　　　　（酒田市京田）
●対象／高校生、保護者、一般の方
●内容／学校説明会、各学科説明、施設見学、課題

製作物展示
●費用／無料
●—・≤／県立産業技術短期大学校庄内校
　　　　　教務学生課　☎31−2300

家族の借金と家計に関する無料相談会
　来所相談ご希望の場合は事前予約が必要です。相
談無料・秘密厳守。避難されている方もご利用くだ
さい。
●日時／10月29日㈫～31日㈭
　　　　午前８時30分～午後４時30分
●場所／山形財務事務所（山形市緑町二丁目15−３）
●—／山形財務事務所　理財課　☎023−641−5201

お　 し　 ら　 せ　 号
⑹

■雇用の広場
社会福祉法人遊佐厚生会
職 種 介護員（正規職員、夜勤有り）

募 集 人 数 ３名

給 与 待 遇 遊佐厚生会「職員給与支給規程」による。

受 験 資 格
①昭和55年４月２日以降生まれの方（満40歳未満）
②介護初任者研修修了（旧ヘルパー２級）以

上の資格を有する方
試 験 日・
場所・内容

障がい者支援施設月光園　11月３日㈰
作文・面接試験

≤

①受験申込書②法人専用履歴書③有資格者証
明書の写しを、10月29日㈫必着で下記まで郵送し
てください。①、②は遊佐厚生会事務局（月光園）
で交付します。（遊佐厚生会HPでダウンロード可）

—
〒999−8523　遊佐町当山字上戸8−1
遊佐厚生会事務局（月光園内）　☎72−5611

○８月25日㈰
　第40回酒田市・遊佐町スポーツ少年団本部バレーボール大会
　　第２位　遊佐ビクトリーズ　※県大会出場
○８月25日㈰
　第44回酒田市・遊佐町スポ少剣道錬成大会
　　団体の部
　　　準優勝　遊佐町剣道スポーツ少年団
　　　　　　　（金子・石垣・齋藤・髙橋・渡部）
　　男子個人４年生以下の部
　　　準優勝　石垣　広斗
　　　第３位　金子　碧杜
　　男子個人５・６年生の部
　　　第３位　髙橋　　向
　　女子個人５・６年生の部
　　　準優勝　齋藤妃花里
○８月30日㈮
　第９回山形県グラウンド・ゴルフ飽海ブロックレディス大会
　　第１位　阿部さつ枝（高瀬支部）
　　第９位　菅原　松子（遊佐支部）
○８月31日㈯、９月１日㈰
　第23回コマツ・コーポレーション杯学童新人軟式野球大会
　　第３位　遊佐ブルーファイターズ
○９月４日㈬
　第58回山形県少年の主張酒田地区大会
　　優秀賞　「álom（バローム）」　阿部　凪咲（遊佐中３年）
　　優良賞　「伝えたいこの思い」　菅原　希羅（遊佐中３年）
　※ともに庄内ブロック大会出場

○９月16日（月・祝）
　第31回象潟奥の細道少年剣道大会
　　個人の部
　　小学校４年男子
　　　準優勝　金子　碧杜
　　小学校５年男子
　　　準優勝　渡部　悠紀
　　　第３位　髙橋　　向
　　小学校５、６年女子
　　　準優勝　齋藤妃花里
○９月21日㈯、22日㈰
　令和元年度　第50回飽海地区中学校新人総合体育大会バス

ケットボール競技
　　第３位　遊佐中学校　女子バスケットボール部
○９月22日㈰、23日（月・祝）
　第39回山形県ジュニア体操競技選手権大会
　　男子Cクラス
　　　第５位　髙橋　隼颯（藤崎小５年）
　　女子Cクラス
　　　第４位　阿曽　玲実（遊佐小３年）
○９月28日㈯
　第27回眺海の森グラウンド・ゴルフ交流大会
　　第７位　阿部さつ枝（高瀬支部）
　　第８位　伊原　　勇（西遊佐支部）
　　第10位　畠中　光一（吹浦支部）
○９月29日㈰
　第39回　庄内町招待小学生バレーボール大会
　　第２位　遊佐ビクトリーズ

※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。
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町職員人事異動
【退職】（令和元年9月20日付）

　奥山　仁志（産業課長補佐兼農業振興係長）

【任命】（令和元年10月1日付）

　友野　　毅（産業課農業振興係長）


