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とりみ亭あぽん西浜 ×
１１月は「いい日」がいっぱい！　

☎77 3333 ☎77 3334

日帰り温泉施設 お食事処

❖11/22 … いい夫婦の日
【あぽん西浜】＊ご入浴来館のご夫婦に粗品進呈！
【と り み 亭】＊食後のデザートサービス

金

❖11/23 24 … 整体お得デー
【あぽん西浜】＊整体施術の方限定！プラス５分間延長サービス！

土 日

❖11/26 … いい風呂の日
【あぽん西浜】＊スタンプ2倍デー！
　　　　　　 ＊入浴回数券購入の方に鳥海山水（1本）進呈！
【と り み 亭】＊麺類大盛り無料

火

❖11/29 … いい服の日
【あぽん西浜】＊売店の洋服購入の方に素敵な粗品進呈！
《あぽん展示スペース》
●ステンドグラス作品展示会
11/12㈫～好評開催中！

  　光の屈折による素敵な世界を
  　ぜひお楽しみください！ 心も体もホッカホカ！ご来店お待ちしております！

《とりみ亭》
◆鍋焼きうどん
　　　はじめます!!
800円（税込）　　　　　

金

寒い季節に
嬉しい「豚汁」
庄内豚と遊佐町産
野菜で作った身体も
心も温まる一品です！

庄内豚と遊佐町産
野菜で作った身体も
心も温まる一品です！

限定
300食
限定
300食

道の駅 鳥海 ☎71－7222 9:00～17:00営業
時間

食堂 10:00～17:00営業
時間

ラーメン「味の駅」 10:30～17:00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

9:00～16:30営業
時間

10:00～17:00営業
時間☎77－3330

庄内地域の「道の駅」５駅合同企画庄内地域の「道の駅」５駅合同企画

各駅自慢の味を
ワンコインにてご提供！
各駅自慢の味を
ワンコインにてご提供！

秋の秋の大感謝祭大感謝祭
令
和 元 年

令
和 元 年

寒い季節に 限定限定
11月17日（日）11：00～11月17日（日）11：00～11111111月11717117777 （日（日日））111
道の駅鳥海ふらっとは道の駅鳥海ふらっとは

11月16日、17日
2日間開催
11月16日、17日
2日間開催

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
お気軽に
お問合せ下さい

あぽん西浜
とりみ亭

道の駅鳥海
ふらっと

↓酒田

↑秋田
R7

詳しくはホームページをご覧下さい
http://www.yamagata-yurari.com/
遊楽里 検 索

1人様～
1泊3食付

忘新年会プラン忘新年会プラン忘新年会プラン
11月25日～1月31日限定プランです

日帰り

ご宿泊

555,500円
11 000111111111111 00000000000000011,000円 7100円7100100100円7,100円

1人様～
1泊3食付 円円6,900円

1人様～
1泊3食付

（1泊） 8,900円8,900円
1人様～
2泊6食付

（2泊以上） 8,700円8,700円２時間の

ご予約受付中

飲み放題付！
10名様より御利用できます

宿泊・日帰りプラン
どちらもカラオケ無料！
宿泊・日帰りプラン
どちらもカラオケ無料！

もっとお料理を充実させたいお客様へもっとお料理を充実させたいお客様へ月～木限定!月～木限定!

～宿泊するともらえます～泊まってもらおう！ゆざの特産品～宿泊するともらえます～泊まってもらおう！ゆざの特産品
ご宿泊のお客様に選べる特産品をお送りします！※一定条件有ります。ご宿泊のお客様に選べる特産品をお送りします！※一定条件有ります。

令和2年
４月24日迄
令和2年
４月24日迄

令和2年
3月15日㈰迄
令和2年

3月15日㈰迄

ゆ～っくり
　　　24時間滞在
ゆ～っくり

　　　24時間滞在

遊佐町プレミアム付商品券
使えます ! まで令和2年2/29 土土

ゆったり
プラン（2泊以上）

月～木限定!月～木限定!月～木限定!

～宿泊するともらえます～泊まってもらおう！ゆざの特産品～宿泊するともらえます～泊まってもらおう！ゆざの特産品～宿泊するともらえます～泊まってもらおう！ゆざの特産品

ゆったりゆったり
プランプラン
ゆったり
プラン

湯治プラン湯治プラン
2連泊以上限定プラン2連泊以上限定プラン
C/ I 15：00～
C/O 15：00迄
C/ I 15：00～
C/O 15：00迄

新春広報ゆざ　川柳コンテスト

●テーマ／「生」「栄」
　　作品に「生」「栄」という文字や、連想させ

るもの（例：ライフ、活躍、初孫、など）を必
ず入れてください。

●応募規定／
○遊佐町に住所を有する方、または町内の事業

所で働いている方であること。
○本人創作で未発表のものであること。
○投稿は１人２句までとします。

●応募方法／住所・氏名・年齢・電話番号を必ず
明記の上、下記までハガキ、メール、FAXの
いずれかでご応募ください。

　応募先：〒999−8301 遊佐字舞鶴211　遊佐町役
場企画課企画係

　E-mail：koho@town.yuza.lg.jp　FAX72−3315
※広報ホットラインのハガキでの投稿も可能で

す。
※テーマを無視したものや、住所・氏名・年齢・
電話番号が明記されていないものは無効とな
りますのでご注意ください。

※ペンネームも使用できますが、必ず本名もご
記入ください。

●応募締切／11月29日㈮必着
●表彰／最優秀賞　１点
　　　　優 秀 賞　３点　
　　　　特 別 賞　１点　

副賞：図書カードと各川柳の内容に合わ
せた「面白いもの」

●発表／広報ゆざ令和２年正月号
　　　　（12月27日㈮発行予定）
●—／企画課企画係　☎72−4523

　広報ゆざでは、今年も新春川柳コンテストを開催します。
来年は子（ねずみ）年。子年は子宝に恵まれる年とされ、「子孫繁栄」を意味するとされています。

また、2020年は東京オリンピックが開催される年でもあります。
そこで、今年のテーマは「生」「栄」。新年にふさわしい５・７・５を募集します。
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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

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９月に75歳、10月に65歳になられた皆さまへ11
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／
　９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
　10月に65歳になられた方…
　　　　　　　介護保険料の納入通知書
●納付日／12月２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

鳥海山・飛島ジオパーク
学習研究発表会

　鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会では、ふるさ
と学習の進展をめざし、「学習研究発表会」を開催
します。どなたでも入場いただけますので、ぜひお
気軽にお越しください。
●日時／12月７日㈯午前９時30分～午後０時30分
●会場／にかほ市象潟公民館　２階 大ホール
●内容／構成４市町の代表校が、ジオパークに関連

する学習成果を発表します。また、社会人による
調査研究発表もあります。

　（由利本荘市：鳥海中学校、にかほ市：金浦中学校、
遊佐町：蕨岡小学校、酒田市：新堀小学校、秋田
県立大学 栗本康司 教授）

●その他／入場無料、事前申込不要
●—／鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会
　　　☎0184−62−9777

消費税軽減税率制度等説明会
●日時／12月３日㈫
　　　　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

町税等納期のお知らせ
　12月２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。通知書は
11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／12月２日㈪
　町県民税　　　　　　　　３期
　国民健康保険税　　　　　５期
　介護保険料　　　　　　　５期
　後期高齢者医療保険料　　５期
●—／町民課納税係　☎72−5411

人権なんでも相談所開設のご案内
　どんなことでも、なんでも、ひとりで悩まないで、
まずはご相談ください。人権擁護委員が相談をお受
けします。
●相談内容／夫婦・家族間のいざこざ、DV、高齢者・

子どもの虐待、体罰、いじめ問題、近所とのトラ
ブル、土地の境界問題など。

●日時／12月６日㈮午前10時～午後３時
●場所／遊佐町総合福祉センター、庄内町余目第二

公民館
　　また、同時刻で12月９日㈪には酒田市地域福祉

センター、12月10日㈫にはひらたタウンセンター
でも開設します。町内在住の方であっても、他の
地域会場で相談することもできます。

　　受付時間は、終了時間の30分前まで。予約は必
要ありません。

　　秘密は厳守されますので、ご安心ください。
●—／酒田人権擁護委員協議会・山形地方法務局酒

田支局　☎25−2221

　鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会では今年度、
ジオパークについてわかりやすく楽しく知ることがで
きる「ジオ学講座」を全５回開催します。その第４
回講座が遊佐町で開催されます。内容は「鳥海山が
もたらす恵みの水」。水文学を専門とする秋田大学 
林 武司 教授より、鳥海山の水環境についてわかり
やすくお話しいただきます。鳥海山の新たな一面を
知ることができるかもしれません。どなたでも聴講
できますので、お気軽にご来場ください。

鳥海山・飛島ジオパーク ジオ学講座 「鳥海山がもたらす恵みの水」 開催
●日時／11月24日㈰午前９時30分～11時30分
●会場／鳥海温泉「遊楽里」１階　鳥海文化ホール
●内容／「鳥海山がもたらす恵みの水」
　　　　講師：秋田大学教育文化学部 教授
　　　　　　　林　武司 氏／水文学
●その他／参加申込不要・受講料無料
●—／鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会事務局
　　　☎0184−62−9777　FAX0184−62−9788
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休日窓口／平日に電話で申し込みをすると、役場閉庁日（土・日・祝日）8：30～17：00に住民票や所得証明などを受け取ることができます。　●—／町民課町民係　☎72-5885

選挙管理委員会　委員選任
　選挙管理委員会委員長の佐藤正喜さん、職務代理
者の土門茂さん、委員の畠中昭二さんが退任し、下
記の４名の方が選任されました。

生涯学習センター展示事業 歳末助け合い展
　歳末助け合い展は町内で活動するグループ、個人
の方からご提供いただいた作品を展示し、来館者の
皆さまに入札していただくものです。収益金は、遊
佐町社会福祉協議会に全額寄付させていただきます。
ぜひお気軽にお越しください。
●開催期間／11月21日㈭～12月２日㈪
　午前９時～午後９時　※月曜日は午後５時まで
●展示場所／生涯学習センター　３階　展示室
●—／生涯学習センター　☎72−2236

防災行政無線などを用いた情報伝達訓練
　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、全国
瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いた訓練を行
います。国民保護情報に関するアラームと音声が、
防災行政無線から町内に流れますが、訓練ですので
ご注意ください。
●訓練日時／12月４日㈬午前11時頃
●—／総務課危機管理係　☎72−5895

ゆざ健康マイレージ対象事業 献血にご協力ください
　皆さまからの安心で安全な血液により、たくさん
の命が救われております。町内での今年度４回目の
献血を実施します。
●期日／12月22日㈰
●時間／午前９時30分～11時30分
　　　　午後１時～３時30分
●会場／遊佐ショッピングセンターエルパ

※ゆざ健康マイレージポイントカード（当日会場
で発行可能）をお持ちの方が400㎖献血にご協
力いただくと、７ポイント貯まります。

※今年度の献血日程については、町ＨＰをご覧く
ださい。

※受付でお申し出いただくと、骨髄バンクのドナ
ー登録を行うことができます。

●—／献血に関して…
　　　　　健康福祉課健康支援係　☎72−4111
　　　骨髄バンクに関して…
　　　　　庄内保健所医薬事担当　☎0235-66-4738

令和元年台風19号義援金を受付
　令和元年台風第19号被害に対する義援金を受け付
けております。
　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、被災された方々へ届けられます。
●受付場所／役場、各地区まちづくりセンター（遊

佐地区においては生涯学習センター）
●受付期間／令和２年３月31日㈫までの開庁、開館日
●—／健康福祉課福祉係　☎72−5884
　

【期間限定】デマンドタクシー
お得な回数券を販売します！

　デマンドタクシーの利用促進のため、12月２日㈪
から12月30日㈪までの間、回数券を11枚から14枚に
増やして販売します。ただし、この期間に販売した
回数券の有効期限は令和２年２月28日㈮までとさせ
ていただきます。大変お買い得となっておりますの
で、ぜひお買い求めください。
※通常の有効期限のない11枚つづりの回数券もお求

めいただけます。
●販売／ＪＲ遊佐駅内デマンド予約センター
　　　　デマンドタクシー車内
●—／産業課産業創造係　☎72−4522

11月25日㈪から12月１日㈰は
犯罪被害者週間です

　ある日突然、何の落ち度もないのに、犯罪に巻き込
まれ、命を落としたり、傷害を負ったりしてしまうと
いうことが後を絶ちません。犯罪による被害とは、犯
罪そのものによって心や身体が傷つくだけではありま
せん。被害者、そのご家族、ご遺族は、その後の生
活の中でも、さまざまな困難に直面しています。
　地域全体で犯罪被害者を温かく支えていきましょう。
●—／酒田警察署警務課　☎23−0110

お子さまの教育資金を「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）がサポート！

　「国の教育ローン」は、高校、短大、大学、専修学校、
各種学校や外国の高校、大学等に入学・在学するお
子さまをお持ちのご家庭を対象とした公的な融資制
度です。
●ご融資額／お子さま１人につき350万円以内
●金利年／1.66％　※母子家庭の方などは年1.26％
　　　　　（令和元年11月１日現在）
●ご返済期間／15年以内
　　　　　　　※母子家庭の方などは18年以内
●—／教育ローンコールセンター

　　　　　　　　　　で検索
　　　☎0570−008656（ナビダイヤル）または
　　　☎（03）5321−8656

遊佐町選挙管理委員会
委員長 石垣ヒロ子 江　地

委員長職務代理者 池田　龍介 上小松
委　員 髙橋　俊子 上吉出
委　員 土田　　宏 宿町五

（令和元年10月18日現在：任期は令和５年10月６日まで：敬称略）

「国の教育ローン」



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

鶴岡養護学校 わくわくバザー
●日時／11月30日㈯午前10時～11時
●場所／鶴岡養護学校体育館（鶴岡市大塚町）
●内容／作業製品などの販売やPTAバザー
●—／山形県立鶴岡養護学校　担当　佐藤　久
　　　☎0235−24−5995　FAX0235−23−1242

※お電話でのお問い合わせは午後４時～５時にお
願いします。

不動産競売のお知らせ
●物件／宅地、建物など
●物件明細閲覧期間／
　12月２日㈪～令和２年１月30日㈭
●閲覧場所／山形地方裁判所鶴岡支部１階閲覧室
●入札期間／
　令和２年１月23日㈭～30日㈭午後５時まで
●入札場所／山形地方裁判所鶴岡支部１階執行官室
●—／山形地方裁判所鶴岡支部１階書記官室執行係
　☎0235−23−6676　物件情報HP： http://bit.sikkou.jp/

自衛官募集（陸上・海上・航空自衛官）
●種目／自衛官候補生（任期制隊員）
●対象／日本国籍を有する33歳未満の男女　学歴不問
　　　　※32歳の方は事前にご相談ください。
●受付／12月６日㈮まで
●試験／12月15日㈰
●合格発表／12月20日㈮
●採用／令和２年３月下旬
●—／自衛隊山形地方協力本部酒田地域事務所
　　　☎27−3532

令和元年度　公益財団法人やまがた
健康推進機構　職員採用試験

●募集職種／
　正規職員：事務職・保健師・看護師・診療放射線

技師・臨床検査技師　各若干名
●試験日／第一次試験：12月22日㈰予定
　第二次試験：第一次試験合格者に連絡します。
●試験内容／教養・適正・作文・面接
●試験会場／やまがた健康推進機構　山形検診センター
●採用年月日／令和２年４月１日
●勤務地／山形、庄内、最上、米沢、南陽の各検診

センター
　※その他、詳しくはHPをご覧ください。
●≤／12月６日㈮まで、履歴書、卒業見込証明書お

よび成績証明書（既卒者の場合は卒業証書または
募集職種の免許の写し）を添付してお申し込みく
ださい。

●—／公益財団法人やまがた健康推進機構
　山形検診センター　事務管理課　☎023−688−8333
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第38回親子・第46回少年卓球大会参加者募集
●日時／12月８日㈰
　　　　開館：午前８時　開会：午前９時
●場所／町民体育館　２階
●種目／小学男女団体戦・個人戦
　　　　中学男女団体戦・個人戦
　　　　親子ダブルス（親または保護者と小学生）
●参加料／無料
●—・≤／11月30日㈯まで町民体育館（☎72−5454、

FAX72−2811）へお申し込みください。

第10回消防音楽隊定期演奏会
●日時／12月１日㈰
　　　　開場：午後１時　開演：午後１時30分
●場所／酒田市公益ホール
　　　　（東北公益文化大学敷地内）
●費用／入場無料
●内容／演奏を通じて、火災予防の啓発を行います。

皆さんも耳にしたことのあるような「情熱大陸」
や「アフリカンシンフォニー」などの演奏に交え、
消防業務、火災予防に関する講話を行います。

●—／酒田地区広域行政組合消防本部予防課
　　　☎61−7113

山形県生涯学習センター&山形小説家・ライター講座コラボ企画
森見登美彦&深緑野分トークショー　– 創作と想像力 –

●日時／令和２年２月８日㈯
　　　　午後３時～５時（開場：午後２時30分）
●場所／遊学館　２階ホール
●定員／先着320名
●参加費／一般：2,000円　高校生以下：1,000円
●その他／臨時託児所を設置します（無料・先着順・

要事前予約）。
　※未就学児のご入場はご遠慮ください。
●—／山形県生涯学習センター　作家トークショー係
　　　☎023−625−6411　FAX023−625−6415
　　　E-mail：yama@gakushubunka.jp

人工肛門・膀胱保有者の集い
「オストメイトかふぇ」

　心配事や普段工夫していることなどの情報を交換
し合い、毎日の生活の質の向上をめざします。
●日時／12月10日㈫
　　　　午後１時30分～４時（出入り自由） 
●場所／日本海総合病院第３会議室 （酒田市あきほ町）
●対象／オストメイト、及び関心のある方
●費用／無料
●≤／当日会場へ
●—／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



「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
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蔵書点検・整理に伴う図書館休館
　館内の蔵書点検・整理のため、下記の期間は休館
します。利用者の皆さまには大変ご不便をおかけし
ますが、ご理解とご協力をお願いします。
　なお、本のご返却は正面玄関左側の返却ポストを
ご利用ください。
●期間／12月１日㈰～８日㈰
●—／町立図書館　☎72−5300

小学生～高校生のための
春休み海外研修交流事業参加者募集

　公益財団法人国際青少年研修協会では、10コース
の参加者を募集しています。海外生活を通して交流
を深め、国際性を養うことを目的に実施します。お
ひとりでご参加になる方、はじめて海外へ行かれる
方が７割以上。仲間作りの指導もございますので、
安心してご参加いただけます。
●内容／ホームステイ・英語研修・文化交流・地域

見学・野外活動など
●日程／令和２年３月25日㈬～４月５日㈰の内６～

11日間
●対象／小学３年生～高校３年生の方
●説明会／全国10都市にて開催
　　　　　※入場無料・予約不要
●締め切り／令和２年１月31日㈮
●—／公益財団法人国際青少年研修協会
　　　☎03−6417−9721　FAX03−6417−9724
　　　E-mail：info@kskk.or.jp

個人事業主、小規模事業者のための債務相談会（予約制）
　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／12月10日㈫午前９時～午後４時
●場所／山形県よろず支援拠点
　　　　（山形市松栄１丁目３番８号）
●連絡先／山形財務事務所　理財課
　　　　　☎023−641−5201

＊遠方の方、当日ご都合がつかない方も、常設相
談窓口へご相談ください。

　　東北財務局山形財務事務所相談窓口
　　☎023−641−5201

　平日（祝日・年末年始を除く）午前８時30分～
午後４時30分

女性のためのスキルアップ講座（女性優先コース）
「自営型テレワーク　ホームページ作成講座」
●日時／12月10日㈫～12日㈭
　　　　午前９時15分～午後４時
●場所／山形県立山形職業能力開発専門校
●対象／自営型テレワークに興味のある方で、パソ

コンの基本操作（文字入力）ができる方　20名
●参加費／受講料7,800円　テキスト代1,958円
●≤／11月20日㈬まで、本校HPからお申し込み、

または所定の申込用紙により郵送またはFAXで
お申し込みください。

●—／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

入札結果 10月分
●遊佐町地域活性化拠点施設加工場改修工事

期間　令和元／10／11～令和2／2／28
契約金額　39,270,000円
契約者　協栄建設株式会社
[その他の入札参加者] 赤塚建設工業株式会社、伊藤建設
株式会社、金子建業株式会社、株式会社斎藤工業、庄司
建設工業株式会社、株式会社髙橋工業所、土門建設株式
会社、ヤマ五建設株式会社

●令和元年度秋季松くい虫被害木調査業務委託
期間　令和元／10／11～令和元／11／22
契約金額　3,168,000円
契約者　北庄内森林組合
[その他の入札参加者] 有限会社遠田林産、出羽庄内森林
組合

●令和元年度町有林間伐・作業道整備業務委託
期間　令和元／10／11～令和元／11／29
契約金額　1,760,000円
契約者　荒生木材有限会社
[その他の入札参加者] 有限会社遠田林産、北庄内森林組
合

●町立保育園幼児用トランポリン
期間　令和元／10／2～令和元／11／29
契約金額　947,100円
契約者　山形教育用品株式会社　庄内支店
[その他の入札参加者] 株式会社善しょう、株式会社レ
オ、有限会社藤井教材社

産
業
課
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康
福
祉
課
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域
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活
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●町道蚕桑杉沢綱取線（綱取隧道）舗装補修工事
期間　令和元／10／15～令和2／1／31
契約金額　3,740,000円
契約者　伊藤建設株式会社
[その他の入札参加者] 有限会社一道建設、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
会社髙橋工業所、土門建設株式会社、ヤマ五建設株式会
社

●橋梁長寿命化修繕計画事業　丸子橋補修工事
期間　令和元／10／17～令和2／3／31　
契約金額　9,460,000円
契約者　株式会社髙橋工業所
[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、庄司建設工業株式会社、土門
建設株式会社

●し尿中継槽調査・診断業務委託
期間　令和元／11／1～令和元／12／27
契約金額　2,222,000円
契約者　株式会社出羽測量設計
[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、有限会社
安野測量事務所

＊契約金額には、消費税が含まれています。
＊辞退等された業者については、記載しておりません。



「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

借金に関する無料法律相談会
　弁護士による「借金に関する無料相談会」を開催
します。秘密は守られます。お一人で悩まず気軽に
ご相談ください。
※事前予約制となりますので、予約期限までに電話

でお申し込みください。
日時 会場 ご予約・お問い合わせ先 予約期限

11月28日㈭
午後１時～３時

庄内消費
生活センター

庄内消費生活センター
☎0235−66−5451

27日㈬
午後１時

11月29日㈮
午後１時～３時

酒田市消費
生活センター

酒田市消費生活センター
☎26−6266

28日㈭
午後１時

Let's Start“減塩生活”
　１日の食塩摂取量の目標は男性８ｇ未満、女性７ｇ
未満、高血圧の方は６ｇ未満です。山形県は、全国平
均や目標値よりも摂取量が多くなっています。高血圧
の原因となりますので、日ごろより減塩を心がけましょう。

●—／山形県・山形県保険者協議会　☎0237−87−8002
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○９月22日㈰、29日㈰
　第43回清水屋杯ミニバスケットボール大会
　　第３位　遊佐バスケットボールクラブ
　　準優勝　YUZAgirls
○10月２日㈬
　令和元年度酒田管内小学生人権書道コンテスト
　　優秀賞【遊佐町教育委員会賞】
　　　「希望」　佐々木大河（遊佐小５年）
　　奨励賞
　　　髙橋　里和（遊佐小５年）
　　　阿部ことみ（遊佐小６年）
　　　阿部ひかり（遊佐小６年）
　　　髙橋　紗綾（高瀬小６年）
○10月３日㈭
　第21回道の駅鳥海ふらっと杯グラウンド・ゴルフ大会
　　男性の部
　　　優　勝　金野佐重喜（高瀬地区）
　　　準優勝　高橋　孝雄（稲川地区）
　　　第３位　富樫　忠博（吹浦地区）
　　女性の部
　　　優　勝　阿部さつ枝（高瀬地区）
　　　準優勝　菅原　京子（高瀬地区）
　　　第３位　柴田由紀子（遊佐地区）
○10月６日㈰
　第27回山形県民スポーツフェスティバル
　山形県少年少女スポーツ交流大会　バレーボール競技
　　Fブロック　第３位　遊佐ビクトリーズ
○10月12日㈯
　第34回酒田地区少年少女バレーボール交流大会　五年生以

下大会
　　第３位　遊佐ビクトリーズ
○10月14日（月・祝）
　第40回平田杯小学生バレーボール大会
　　第２位　遊佐ビクトリーズ
○10月14日（月・祝）
　令和元年度遊佐町ロードレース大会
　　小学校５年生以下男子1.2㎞の部
　　　優　勝　佐藤　大斗（高瀬小）
　　　準優勝　池田　宗真（藤崎小）
　　　第３位　髙橋凰二郎（遊佐小）
　　小学校５年生以下女子1.2㎞の部
　　　優　勝　小林　友梨（吹浦小）
　　　準優勝　髙橋こころ（高瀬小）
　　　第３位　高橋　陽向（吹浦小）
　　小学校６年男子1.2㎞の部
　　　優　勝　佐々木央生（遊佐小）
　　　準優勝　佐藤　翔太（藤崎小）
　　小学校６年生女子1.2㎞の部
　　　優　勝　菅原　愛茉（藤崎小）
　　　準優勝　池田　楽蘭（吹浦小）
　　中学校１年男子３㎞の部
　　　優　勝　土門　孝太（遊佐中）

　　　準優勝　村上翔太郎（遊佐中）
　　　第３位　荒井丈一郎（遊佐中）
　　中学校１年女子２㎞の部
　　　優　勝　菅原　妃夏（遊佐中）
　　　準優勝　金山　千聖（遊佐中）
　　　第３位　石垣　　築（遊佐中）
　　中学校２・３年男子３㎞の部
　　　優　勝　菅原　悠聖（遊佐中）
　　　準優勝　今野　快音（遊佐中）
　　　第３位　金山　　創（遊佐中）
　　中学校２・３年女子２㎞の部
　　　優　勝　村上明日菜（遊佐中）
　　一般男子（高校生以上）７㎞の部
　　　優　勝　池田　　裕（杉沢南）
　　一般女子（高校生以上）２㎞の部
　　　優　勝　菅原　　愛（千本柳）
　　壮年（40歳以上）男子２㎞の部
　　　優　勝　髙橋　春一（上吉出）
○10月20日㈰
　第40回 崇武館空手道選手権大会
　　小学生低学年男子　形
　　　第３位　渋谷　真広（遊佐小１年）
　　小学生低学年女子　形
　　　第１位　村上　心優（遊佐小２年）
　　小学生高学年女子　形
　　　第３位　髙橋　心阿（遊佐小５年）
　　　優秀選手賞　荒生　紗季（遊佐小６年）
　　中学生男子　形
　　　優秀選手賞　佐藤　　塁（遊佐中３年）
　　小学生低学年男子　組手
　　　優秀選手賞　渋谷　真広（遊佐小１年）
　　小学生低学年女子　組手
　　　第１位　村上　心優（遊佐小２年）
　　小学生中学年男子　組手
　　　優秀選手賞　髙橋　　昊（遊佐小４年）
　　小学生高学年女子　組手
　　　優秀選手賞　髙橋　心阿（遊佐小５年）
　　　優秀選手賞　荒生　紗季（遊佐小６年）
○10月27日㈰
　第53回 荘内空手道選手権大会
　　小学生１、２年男子　形
　　　第１位　渋谷　真広（遊佐小１年）
　　小学生１、２年女子　形
　　　第１位　村上　心優（遊佐小２年）
　　小学生５、６年男子　形
　　　第３位　藤原　心紀（藤崎小６年）
　　　第５位　石垣竜乃介（藤崎小６年）
　　小学生１、２年男子　組手
　　　第３位　渋谷　真広（遊佐小１年）
　　小学生１、２年女子　組手
　　　第１位　村上　心優（遊佐小２年）
○10月27日㈰
　第23回Mt鳥海小学生バレーボール交流大会
　　優　勝　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。

がんばった人にマル

編
集
　
遊
佐
町
広
報
委
員
会
　

　
発
行
　
遊
佐
町
長
　
時
田
博
機

印
刷
　
北
星
印
刷
株
式
会
社

毎日少しずつ始める「減塩生活」のポイント
・めん類のスープはなるべく多く残す
・調味料を極力控える
・塩分の多い食べ物は、１回に食べる量や回数
を減らす


