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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

同級会プラン同級会プラン同級会プラン

送迎ご希望のお客様は、ご相談くださいませ。

宿泊プラン宿泊プラン12,50012,550012,500円～

御料理はお祝い膳になります。
イス・テーブルのお席もご用意できます。

〈10名様より〉

（税込・入湯税込）
飲み放題付飲み放題付

ご予約受付中ご予約受付中

日帰りプラン日帰りプラン6,500円6,5500円6,500円
（税込）

飲み放題付飲み放題付

新緑日帰りプラン

3,800円33333,80000888800000000088800000000000080 円円円円円3,800円
※午前中は男性風呂清掃の為、
　入浴できません。
※隣接の日帰り温泉「あぽん西浜」を
　ご利用くださいませ。

お一人様お一人様

個室休憩＆温泉＆食事付個室休憩＆温泉＆食事付

〈2名様より
　10：00～15：00までの御利用です〉

（税込）

5月7日㈫～
7月12日㈮
5月7日㈫～
7月12日㈮

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！

フェイスタオル付きフェイスタオル付き

あぽん西浜

大平山荘

【と　き】5/26（日）13：00～
【ところ】あぽん西浜大広間
【内　容】＊歌と踊りと民謡
　　　　　　（さざなみ会様）
　　　　　　＊大広間無料開放
　　　　　　＊スタンプ２倍デー

おまたせしました！

《さなぶり歌謡ショー》
【と　き】6/1（土）より
　　　　　　　展示スタート
【ところ】あぽん西浜ホール

優雅な作品の
数々を
ぜひご覧ください

毎年大好評！

《花と植木の展示会》

お1人様 3,500円（税込）
～6月下旬（5日前まで予約）
※ご予約お待ちしております

「日帰り新緑プラン」

◆ステンドグラス展示会◆　好評開催中！
【期間】～5/26まで　【場所】あぽん西浜展示スペース 

あぽん西浜・とりみ亭
●次回の休館日は
5月27日㈪

●サービスデーは
5月26日㈰です

☎77 3333 ☎77 3334

日帰り温泉施設 お食事処

☎090 2607 2326

v
v

v
v
v

v
v
v
v

道の駅 鳥海 ☎71－7222 9:00～18:00

土・日・祝日限定販売！

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

10:00～17:00営業
時間☎77－3330

売！

ファーストフードコーナー

ビビンバ丼ビビンバ丼

550円（税込）550円（税込）

遊佐の恵みが詰まった
本格焼酎です。
数量限定販売ですので
お買い求めはお早めに！

特産品売場

耕作くん耕作くん1,780円（税込）1,780円（税込）

【  緑のカーテンプロジェクトその1 】　

～あなたも『緑のカーテン』で笑エネライフにチャレンジしてみませんか～

きらきら遊佐マイタウン事業

ゴーヤの種および苗の配布のおしらせ

　緑のカーテンは、ツル性の植物で作る自然のカーテンのことです。夏の直射日光をさえぎり、周辺の
温度の上昇を抑えてくれるため、省エネ・節電の効果を高めます。
　町では、エネルギーを使わない省エネ対策として、多くの町民の皆さんが緑のカーテンに取組めるよ
う、引き続きゴーヤの種とゴーヤの苗を希望者へ無料で配布します。苗は限定100本、先着50名です。
電話での予約は受け付けできませんので、直接ご来庁をお願いします。
　身近なところから緑のカーテンに挑戦して地域に広めていきましょう。
　
●対　　象／町民の方・町内事業所 
●配布内容／ゴーヤの種１袋 と 苗２本 および 
　　　　　　育て方マニュアル
●配布期間／５月23日㈭～

※種および苗がなくなり次第終了しますので、
予めご了承ください。

※種をまく時期は、５月下旬頃が適しています。
●配布場所／
　地域生活課環境係内「遊佐町地球温暖化対策地

域協議会（エコすまいる・ゆざ）緑のカーテン
プロジェクト」事務局　☎72−5881

　　　“緑のカーテンから出来たゴーヤをおいしく食べるレシピ”なども募集します。

●—／地域生活課環境係　☎72−5881

藤崎小学校での取り組み



お　 し　 ら　 せ　 号
⑵

「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

　山形県身体障がい者更生相談所が、巡回による医
学の判定や検査、相談と指導等を行います。
●日時／６月19日㈬、９月18日㈬：午後１時～３時

30分まで
　　　　11月８日㈮：午後１時30分～３時30分まで
　　　　（受付時間はいずれも午後３時まで）
●場所／酒田市身体障害者福祉センター
　　　　（酒田市北今町３−８　☎26−3715）
●対象／18才以上で次に掲げる事項を必要とされる方

①聴覚、平衡、音声言語および肢体の各障がい程
度の検査　

②補装具の交付および再交付並びに修理に関する
医学判定

③専門的知識および技術を要する更生相談および
指導

※11月８日は、骨格構造義肢および電動車いす交
付に関する相談も併せて実施します。

●持ち物／
　身体障害者手帳（新規の方は健康保険証）、認印
●—／健康福祉課福祉係　☎72−5884

　75歳になると後期高齢者医療保険料の支払い義務
が新たに発生します。今月は３月に75歳になられた
皆さまへ５月15日付で納入通知書を発送しておりま
すので内容をご確認の上、納め忘れのないようにお
願いします。
●送付物／３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
●納付日／５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

　５月31日㈮は固定資産税の納期です。通知書は５
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／５月31日㈮　固定資産税　１期
●—／町民課納税係　☎72−5411

　爽やかな風を感じながら、青塚の日本海と西通り
川を歩いてみませんか。町民ウォークの第２ステー
ジ「西遊佐地区探訪コース」を下記のとおり実施し
ます。
●日時／５月26日㈰　午前８時30分集合
●集合場所／西遊佐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

令和元年度身体障がい者
巡回相談の実施について

75歳になられた皆さまへ 町税等納期のお知らせ

町民ウォーク第２ステージ
「西遊佐地区探訪コース」へのおさそい

　　動物の愛護及び管理に関する法律の趣旨に基づ
き、以下のような観点により猫の不妊および去勢
手術費用の一部について補助を行うものです。
①適正な飼養を行うことができない猫の繁殖およ

び近隣被害を未然に防止する。
②町民等に動物の愛護および管理の意識を啓発・

普及する。
③良好な生活環境を保持する。

 ●対象者
①町内に住所を有し、飼い猫または町内に生息する

飼い主のいない猫に手術を受けさせる予定の方。
②原則 町税等（国民健康保険税および水道料を

含む）の滞納がない方。（飼い猫申請のみ）
③2020年３月末日までに実績報告が可能な方。

●補助金の申し込みから交付までの手続きの流れ

◎猫不妊去勢手術費補助金制度とは…

●申請の受付
①随時受付します。
②手術前に必ず補助金交付申請の手続きを行って

ください。（※手術施行後の申請は該当になり
ませんのでご注意ください）

●—・≤／地域生活課環境係　☎72−5881

≪制度の改正点≫
・「飼い主のいない猫」の１頭あたりの補助金の額
　　（変更前）メス：8,000円、オス：5,000円
　→（変更後）メス：14,000円、オス：7,000円

※「飼い猫」についての補助金の額はこれまで通
りメス：8,000円、オス：5,000円で変更ありません。

～2019年4月1日より遊佐町猫不妊去勢手術費補助金制度が一部改正されました～

完了報告

（申込者）

補助金交付

（町）

⇒

補助金交付申請

（申込者）

病院にて手術実施

（申込者）

審査・認定

（町）

⇒ ⇒⇒



交通災害共済の受け付けがはじまります

お　 し　 ら　 せ　 号
⑶

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。　●—／町民課町民係　☎72-5885

　町民が暮らしやすいまちづくりを進めるため、地
域のさまざまな課題について率直な意見交換を行い
ます。どなたでも参加できます。
●日時・会場／

●日時／６月１日㈯午前10時～午後３時
●場所／イオンモール三川　１階アスビー前
●内容／健康チェック・禁煙相談・たばこに関する

クイズ（景品有）など
　　　　肺・血管年齢測定や禁煙相談、喫煙に関す

るパネル展示も行います。
●対象／どなたでも無料で参加できます
●—／庄内保健所保健企画課　☎0235−66−4932

※５月31日は「世界禁煙デー」、５月31日～６月
６日は「禁煙週間」として、国を挙げてたばこ
対策を推進しています。

　開催時間は、午後６時30分～８時30分です。
　各地区とも町長以下三役および課長全員とまちづ
くり地域担当職員が出席します。
●—／企画課企画係　☎72−4523

地　区 実 施 日 会　　     　場
吹　浦 5月28日㈫ 吹浦防災センター　講堂
遊　佐 5月29日㈬ 生涯学習センター　２階　研修室
稲　川 5月31日㈮ 稲川まちづくりセンター　アリーナ
蕨　岡 ６月４日㈫ 蕨岡まちづくりセンター　講堂
高　瀬 ６月５日㈬ 高瀬まちづくりセンター　講堂
西遊佐 ６月７日㈮ 西遊佐まちづくりセンター　交流サロン

　求職者の生活や住まい、就労に関する出張相談会
を実施します。ぜひこの機会をご活用ください。
●日時／６月７日㈮、７月５日㈮、８月２日㈮、
　　　　９月６日㈮※時間はいずれも午後１時～４時
●相談会場／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。予約不要、当日会場

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

　今年度で第10回を迎える、2019三十路成人式（で
っけど）の実行委員を募集します。対象は、今年度
30歳（平成元年４月２日～平成２年４月１日生まれ）
を迎える遊佐中学校卒業生です。
●申込方法／遊人会メールまたはフェイスブックペ
ージ（www.facebook.com/yuujinkai）へメッセー
ジで氏名と生年月日をお送りいただくか、企画課ま
ちづくり支援係までご連絡ください。

●—／遊人会メール　yuujinkai@gmail.com
　　　企画課まちづくり支援係　☎72−4524

町政座談会

世界禁煙デーキャンペーン

三十路成人式実行委員募集

山形県求職者総合支援センター『出張相談会』

　交通災害共済は、会員の皆さまが交通事故に遭
い災害を受けた場合に、見舞金を差し上げお互い
を助け合う制度です。申込用紙は、６月初旬に各
ご家庭へ郵送します。※今年度より申込用紙の様
式が変更になりました。
●加入資格／

　本町に住民登録をしている方（就学のため他
市町村の住所を有する学生の方も加入できます）

●申し込み方法／
　　加入を希望される方は、必要事項を記入した

申込書を持参の上、下記金融機関で会費を納入
してください。

　※取扱金融機関（平日：午前９時～午後３時）
ＪＡ庄内みどり遊佐支店、ＪＡ庄内みどり吹
浦支店、荘内銀行遊佐支店、きらやか銀行遊
佐支店

　※役場では申し込みできません。

 　　　　　　　三十路成人式で得た「つながり」
や「気づき」を忘れないようにと、第１回三十路成
人式で結成された遊佐町民同窓会です。

「遊人会」とは

●共済会費／会員一人年額400円です。
●共済期間／令和元年７月１日から令和２年６月

30日までの１年間です。
●支給対象／一般道路で起きた車両等（自転車を

含む）による交通事故で、１日でも通院されれ
ば見舞金の支給対象になります。ただし、警察
に届け出のない事故は支給に制限があります。

●共済見舞金／２万円～100万円（死亡、後遺障害、
入院・通院日数などにより支給区分があります）

　※平成30年度は交通事故による被災者13名に合
計97万円の共済見舞金が支給されました。

●≤／６月３日㈪～６月28日㈮までお申し込みく
ださい。

●—／総務課危機管理係　☎72−5895
　※詳しくは、申込書と一緒に郵送されるパンフ

レットをご覧ください。



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

　デマンドタクシーの利用促進のため、６月３日㈪
から28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８月30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

　６月21日㈮、遊ぽっとにおいて第29回山形県グラ
ウンド・ゴルフ交歓大会が開催されます。それに伴
って遊ぽっとの以下の施設が一時使用できなくなり
ますのでお知らせします。
●使用制限施設／グラウンド・ゴルフ場、音楽堂
●使用制限日／６月19日㈬～21日㈮

※準備等で大会２日前から上記施設が使用できな
くなりますのでご注意ください。

※園内の通行、トイレ・遊具の使用は可能です。
※６月21日㈮は国道345号線からの出入りができ

なくなりますのでご注意ください。
●—／地域生活課管理係　☎72−5883

【期間限定】デマンドタクシー
お得な回数券を販売しています！

遊ぽっとグラウンド・ゴルフ場の
一時使用制限について

　令和２年度から全国で使用される小学校の教科書
を展示します。町立小学校で使用する教科書は、こ
の中から選ばれます。どうぞご覧ください。
●期間／５月27日㈪～６月７日㈮※６月３日は休館です。
●時間／午前９時30分～午後５時
●場所／町立図書館　特設コーナー
●—／教育課学校指導係　☎72−5891

　水道水の濁り防止のため、水道管の清掃作業を行
います。作業中は断水、濁り水等発生する場合があ
りますので、作業区域内にお住まいの方は生活用水
の汲み置き等のご協力をお願いします。
●日時／５月27日㈪　午後９時～
　　　　　　28日㈫　午前２時頃まで
●作業区域／
　蕨岡地区：上小松、下小松、上長橋、下大内、
　　　　　　水上
　遊佐地区：七日町、六日町、五日町、駅前一区、
　　　　　　駅前二区、十日町、八日町、下長橋
　稲川地区：千本柳、田中、出戸、田地下
　西遊佐地区：下藤崎一区、下藤崎二区

◎該当集落には作業詳細についてのチラシを回覧
しますのでご確認ください。

●—／地域生活課上水道係　☎72−5887

　消防団員が日頃の訓練の成果を披露します。ぜひ、
ご観覧ください。
●日時／５月25日㈯　午後１時～
●場所／遊佐中学校グラウンド
　　　　※雨天時は、町民体育館で行います。
●内容／規律訓練･消防操法・はしご乗り演技・表

彰式ほか
●—／総務課危機管理係　☎72−5895

教科書展示会のお知らせ
水道管清掃作業のお知らせ

遊佐町消防団春季消防大演習

　地元企業が技術や製品を地域内外へと発信する「さかた産業フェア2019」を開催します。例年、約一
万人を動員する大規模な祭典です。地域産品のＰＲ・販路拡大・若者や他企業とのつながりの場として
ぜひ、出展をご検討ください。
●日時／（予定）10月26日㈯、27日㈰　午前９時30分～午後３時30分
●場所／酒田市国体記念体育館
●対象／庄内北部定住自立圏（酒田市、三川町、庄内町、遊佐町）に事業所がある企業で下記の内容に

合致するもの（申し込み多数の場合は出展内容を考慮の上、選考により決定します。）

●≤／所定の申込用紙にご記入の上、５月31日㈮まで酒田市役所商工港湾課へお申し込みください。申込用紙
は酒田商工会議所、酒田ふれあい商工会、酒田市商工港湾課にございます。（酒田市HPからダウンロード可）

●—／酒田市商工港湾課企業立地・産業振興係　☎26−5361

募集項目 内　　容 募集区画数等 費用

さかた産業フェア
への出展

地域内で製造されている製
品の展示・販売、製造技術
並びに設備の紹介等

179区画
※１区画2.4m×2.0m
0.5区画1.2m×2.0m単位で追加可

基本8,000円／１区画まで
追加4,000円／0.5区画毎

広告協賛 大型LEDビジョンによる企
業広告の映像紹介 希望数により調整 5,000円／映像３分以内１

枠（期間中繰り返し紹介）

さかた産業フェア2019出展企業募集

お　 し　 ら　 せ　 号
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「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

　令和元年度（平成31年度）の労働保険年度更新の
申告・納付は６月３日㈪から７月10日㈬までの期間
となっています。事業主の方は、期間中にお近くの
金融機関（日本銀行歳入代理店に限る）または労働
基準監督署で申告・納付の手続きを行ってください。
申告書作成に当たり不明な点がありましたら、下記
までお問い合わせください。
●—／山形労働局　☎023−624−8225

　平成31年４月１日号にて誤りがありました。お詫
びして訂正します。
まちからのお知らせ
ごみ処理手数料（直接搬入）を改訂します
誤）【小動物の死体（ごみ処理施設）】

2,500円／１体（税込）
正）【小動物の死体（ごみ処理施設）】

2,200円／１体（税込）

【説明会】
●日時／６月17日㈪　午後７時～
●場所／酒田市総合文化センター

【公聴会】
●日時／７月３日㈬　午後２時～
●場所／庄内総合支庁（三川町）
　　意見を述べたい方は、６月28日㈮（必着）まで

酒田市役所５階都市デザイン課または庄内総合支
庁４階道路計画課へ公述申出書を提出してくださ
い。公述申出書は
酒田市都市デザイ
ン課または庄内総
合支庁道路計画課
にあります。公述
の申し出がない場
合は、公聴会は開
催しません。開催
の有無は問い合わ
せ先に確認してい
ただくか、県都市計画課のHPを参照してください。

●—／酒田市都市デザイン課都市計画係　☎26−5746
　山形県庄内総合支庁道路計画課　☎0235−66−5646
　地域生活課管理係　☎72−5883

　「子宮頸がん・乳がん検診」につきまして、申込
者多数により検診日程を下記のとおり一部変更いた
しましたのでお知らせします。

●—／健康福祉課健康支援係　☎72−4111

農地中間管理事業による農用地等の借り手を募集します
　公益財団法人やまがた農業支援センターでは、
農地中間管理機構として、農地中間管理事業の推
進に関する法律第17条の規定により、以下のとお
り農用地等の借受希望者を募集します。
●応募方法／
　　農用地等の借受希望者の募集・受付は市町村

担当窓口で行います。申込用紙は遊佐町農業委
員会にありますので、所定の事項を記入の上、
ご提出ください。

●募集期間／
　　令和元年５月15日㈬～令和２年２月28日㈮
●取りまとめ日／１回目　８月30日㈮
　　　　　　　　２回目　10月31日㈭
　　　　　　　　３回目　12月27日㈮

　　　　　　　　４回目　令和２年１月31日㈮
　　　　　　　　５回目　令和２年２月28日㈮
●募集区域／遊佐町全域

※借受希望区域が他市町村の場合は、当該市町
村への申し込みとなります。

●申し込みに当たっての留意点／
　①既に募集に応募しており公表されている方は、

申し込み内容が継続されますので、改めて応募
する必要はありません。

　②応募いただいた場合、一部内容をインターネ
ット等で公表することになりますので、ご承諾
いただく必要があります。

●—／農業委員会事務局　☎72−5890
　FAX72-5896　E-mail：nokan@town.yuza.lg.jp

酒田港臨港地区の都市計画変更案に
関する説明会等を開催します

令和元年度　子宮頸がん・乳がん検診
日程変更について

労働保険料の申告・納付に関するお知らせ

お詫びと訂正

＜検診日程表＞
検 診 日 対象地区 対　　象　　集　　落

７月

18㈭ 蕨　岡 蕨岡地区全集落

19㈮ 遊　佐

広野、藤井、臂曲、金俣、岩野
三ノ俣、蚕桑、袋地、舞台、野沢上
野沢中、野沢下、下野沢、京田
京田新田、旭ケ丘、上吉出、中吉出
下吉出　下吉出、和田、漆曽根
尻引岡田、七日町

８月   ８㈭ 遊　佐 和田、漆曽根、尻引岡田、七日町
六日町、五日町、駅前一区

９月

26㈭ 高　瀬 高瀬地区全集落

27㈮ 遊　佐
稲　川

駅前二区、十日町、八日町、大楯
平津新田、境田、下長橋、千本柳
田中、大井、服部、西谷地、増穂
江地、出戸、田地下、ぐみ島

10月 25㈮ 稲　川
西遊佐

西宮田、東宮田、北宮田、十里塚
西遊佐地区全集落

11月 21㈭ 吹　浦 吹浦地区全集落

お　 し　 ら　 せ　 号
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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

　発達が気になるお子さんを対象に、親子で体育館
や遊戯スペースで自由に遊べる場です。お気軽にご
来園ください。
●日時／６月23日㈰　午前10時～午前11時30分
●場所／県立鳥海学園（遊佐町藤崎）
●費用／無料、予約不要
●—／県立鳥海学園　☎75−3334

●日時／６月29日㈯
　受付：午前８時30分～、開会式：午前８時45分
●場所／総合運動公園「鳥海パノ

ラマ・パーク」
●≤／６月８日㈯まで、参加希望

者は各地区のグラウンド・ゴル
フ協会支部長に氏名と参加料

（500円）を添えてお申し込みください。遊佐町在
住の方ならどなたでも参加できます。期限厳守。

●持ち物／クラブ、ボール、マーカー、筆記用具など
●—／遊佐町グラウンド・ゴルフ協会
　　　副会長　佐藤國宏　☎72−2262

　Ｂ型肝炎特別措置法に基づく給付金支給手続きに
関する相談に電話で応じます。相談料は無料です（通
話料はかかります）。
●日時／７月27日㈯、８月31日㈯、９月21日㈯
　　　　いずれも午前10時～午後３時
●—・相談番号／全国Ｂ型肝炎訴訟新潟事務所
　　　　　　　　☎025−223−1130

　平成30年４月より、日本海総合病院では毎週月曜
日、２回目以降の妊婦健診を夕方も実施しています。

（初回の健診は、通常の時間帯での対応となります。）
予約制ですので、ご希望の方は日本海総合病院・産
婦人科外来へご相談ください。
●—／日本海総合病院産婦人科外来
　　　☎26−2001（代表）

　古物営業法が改正され、許可制度の見直しが行わ
れました。現在許可を受けている方が、新しい許可
制度に移行するためには、主たる営業所を管轄する
警察署に届け出する必要があります。なお、届け出
をしない場合は、制度変更後に許可が無効となりま
す。詳細は山形県警察本部のHPをご覧いただくか、
主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課（係）
にお問い合わせください。
●—／山形県警察本部　生活安全部
　生活安全企画課　許可認定係　☎023−626−0110

●日時／６月26日㈬～28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
●対象者／パワーポイントについて基礎から学びた

い方。（男性も受講できます）
●募集人数／20名（女性15名、男性５名）
●費用／受講料7,800円、テキスト代2,160円
●≤／６月６日㈭まで、本校HPからダウンロードま

たは下記問い合わせ先まで所定の申込用紙を請求
の上、郵送またはFAXでお申し込みください。お
申し込みはパソコン、スマホでHPからも可能です。

●—／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

　しらい自然館周辺で笹の葉を採り、いぐさの輪づ
くりから笹巻き（たけのこ巻き）体験をして試食し
ます。自分で巻いた笹巻きは持ち帰り、自宅で煮て
いただきます。
●日時／６月12日㈬　午前９時～午後１時
●場所／しらい自然館
●対象／一般
●受講料／2,200円
●定員／20名
●持ち物／エプロン・タオル・雨具　等
●申し込み締切／６月５日㈬※定員になり次第締切
●—・≤／四季の森しらい自然館内　鳥海山おもし

ろ自然塾推進協議会　事務局　☎72−2069

　山形労働局では、企業で働く一般の従業員を主な
対象に、精神障がい、発達障がいに関して正しく理
解いただき、職場における応援者（精神・発達障が
い者しごとサポーター）となっていただくための講
座を開催します。
●対象者／企業で働く一般従業員の方等
●その他／開催日時・詳細等については山形労働局

HPをご覧ください。
　https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/
　content/contents/000421273.pdf
●≤／下記問い合わせ先まで、希望する回、所属、お

名前、ご連絡先電話番号をFAXにてお知らせください。
●—／山形労働局職業対策課
　　　☎023−626−6101　FAX023−635−0581

すてっぷひろば
第１１回　町長杯グラウンド・ゴルフ

大会　参加者募集

弁護士によるＢ型肝炎特措法電話相談会

月曜夕方も妊婦健診実施しています

古物営業法が改正されました

『鳥海山　おもしろ自然塾』
笹の葉採りと笹巻きづくり体験

女性のためのスキルアップ講座
「PowerPoint基礎」受講者募集

精神・発達障がい者しごと
サポーター養成講座を開催します

お　 し　 ら　 せ　 号
⑹



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。　●—／町民課町民係　☎72-5885

●日時／６月４日㈫　午前９時20分～午後７時
※９時20分～正午はHIVを含め、梅毒、クラミジア、

B型肝炎、C型肝炎の検査も受けることができます。
●場所／庄内総合支庁　東庁舎（庄内保健所）２階

健康相談室
●その他／無料・匿名検査です。
　電話での予約が必要です。性別・年齢をお伝えく

ださい。
　予約受付時間：土日・祝祭日を除く午前８時30分

～午後５時15分
　検査後、約１時間で結果をお知らせします。
●—・≤／庄内保健所保健企画課　感染症対策担当
　　　　　☎0235−66−4920

【相談会】
●日時／９月５日㈭、11月７日㈭　午後１時30分～
　　　　３時30分
●場所／庄内総合支庁　地域保健福祉課　相談室
●内容／精神科医師による個別相談　※予約制

【つどい（ゆりの会）】
●日時／５月27日㈪、７月26日㈮、９月17日㈫、11

月25日㈪、令和２年１月24日㈮、３月10日㈫
　午後１時30分～３時30分
●場所／庄内総合支庁３階32号室
●内容／わかち合い、ミニ講話など
●≤／下記のお電話までお申し込みください。費用

無料、秘密は厳守します。
●—／庄内保健所地域保健福祉課　☎0235−66−4931

　電波は航空機や船舶、警察、消防、救急用など、
私たちの生活の安心・安全の確保に使われています。
不法電波は、こんな大切な通信を妨害して私たちの
生活や、人命の安全を脅かします。電波の混信・妨
害については、下記までお問い合わせください。
●—／総務省東北総合通信局　相談窓口　☎022−221−0641

　放送大学はBS放送やインターネットを通して学
ぶ通信制の正規の大学です。心理学、福祉、経済、
歴史、文学、自然科学など、幅広い分野が１科目か
ら学べ、教養学士の学位が取得できます。看護学士、
認定心理士などの学位・資格も取得可能です。
2019年度第２学期（10月入学）の学生を募集します。
●出願締め切り／第１回募集：８月31日㈯
　第２回募集：９月20日㈮（予定）まで
　※資料を無料で差し上げます。
●—／放送大学山形学習センター　☎023−646−8836

　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／5月15日㈬　午後１時30分～４時 
●場所／日本海総合病院 相談室
●対象／オストメイトとそのご家族・関心のある方
●参加費／無料　※事前申し込みも不要です。
●—／庄内オストメイト家族会事務局　☎0235−33−3533
　　　または担当（あだち）携帯　☎090−7934−6512

エイズ（HIV）終日検査

自死遺族相談会およびつどいのお知らせ

６月１日～10日は「電波利用
環境保護周知啓発強化期間」です

「いつでも、どこでも、誰でも」学べる放送大学
2019年度10月生募集

人工肛門・膀胱保有者のおしゃべりサロン
「オストメイトかふぇ」来場者募集

●受験資格／昭和59年４月２日から平成14年４月１
日までに生まれた方で、学校教育法による大学（同
等と認められる者を含む。短期大学を除く。）を
卒業した方、または令和２年３月までに卒業見込
みの方。

●受付期間／６月17日㈪まで
●第１次試験日／７月14日㈰
●—／酒田警察署警務課　☎23−0110

●日時／10月12日㈯　午後１時30分～３時30分
●場所／山形県庁
●願書受付期間／６月14日㈮～28日㈮（閉庁日を除く）
　願書は、山形市保健所を除く各保健所生活衛生課
（室）で配布しています。

●≤／山形市保健所を除く最寄りの保健所生活衛生
課（室）まで願書をご持参ください。

●—／県食品安全衛生課食品衛生企画担当
　　　☎023−630−2621

　地域の心の健康を支える保健所では、さまざまな
相談に応じています。ぜひお気軽にご利用ください。
※費用無料、相談された方の秘密は守られます。

【精神科医師の相談】
●場所／庄内総合支庁地域保健福祉課、酒田農業技

術普及課（旧酒田保健所）
●日時／両施設で毎月開催しています。詳しくは下

記までお問い合わせください。
【保健師の相談】
●場所／庄内総合支庁
●日時／月曜日～金曜日　午前８時30分～午後５時15分
●—・≤／相談を希望される方は、事前に電話予約

をお願いします。
　庄内保健所地域保健福祉課　精神保健福祉担当
　☎0235−66−4931

2019年度　警察官A区分採用試験

山形県調理師試験

精神保健福祉相談
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■雇用の広場
鳥海温泉遊楽里
募 集 職 種 時間パート　若干名
就 業 施 設 鳥海温泉遊楽里

業 務 内 容 ①フロント係　②調理補助　③応接係
④マイクロバス運転手および清掃業務

就 業 時 間
お よ び
雇 用 期 間

１日５～８時間勤務。６時間以上就業の場合
福利厚生制度あり。
雇用期間については面接時に相談させていた
だきます。雇用契約は随時更新します。

待 遇 会社規定に基づきます。

≤
７月15日㈪まで、写真付きの履歴書を「鳥海温泉
遊楽里」へ提出ください。後日本人へ連絡します。

— 鳥海温泉遊楽里　☎77−3711

遊佐石油販売株式会社
募 集 内 容 従業員２名（アルバイトでも可）

必 要 資 格 普通自動車免許、危険物乙４種取得、SS経験
者の方は優遇

勤 務 地 西浜SS：遊佐町菅里菅野２（道の駅ふらっと前）
業 務 内 容 給油接客、洗車・整備の補助、清掃など
給与・待遇 当社規定に基づきます
選 考 方 法 履歴書持参の上面談
締 め 切 り ２名決まり次第締め切り

そ の 他
経験者、未経験者、男女は問いません。笑顔
で元気な40歳くらいまでの方をお待ちしてお
ります。

—
遊佐石油販売株式会社　☎72−2421　または　
☎72−2316

〇３月10日㈰
　第37回酒田地区少年少女バレーボール新人大会
　　第２位　遊佐ビクトリーズスポーツ少年団
〇３月23日㈯～24日㈰
　第20回ゆりカップ　東北選抜小学校バレーボール大会　

３部リーグ
　　第３位　遊佐ビクトリーズスポーツ少年団
※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

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

　住民票の写しや印鑑登録証明書などの証明書の交
付を平日に電話で予約すると、日曜日の午前８時30
分～正午の間に受け取ることができます。
●予約できるもの／住民票の写し、印鑑証明書、所

得・納税・資産の証明書、個人番号カードの交付
など

●予約できないもの／戸籍謄（抄）本の交付、住民
票の写しの広域交付、印鑑登録、転入・転出・転
居の届出、公簿の閲覧など

●—・予約／町民課町民係　☎72−5885

　自動車は、生活に欠かせない移動手段となってい
るのみならず、娯楽の道具としても認識されていま
す。しかしながら、不正改造を施された車両が存在
し、国民生活の安全・安心を脅かしていることが問
題となっています。国土交通省では「不正改造車を
排除する運動」を全国的に展開しており、特に６月
を強化月間として重点的な取り組みを行っておりま
す。皆さまもぜひ不正改造の排除にご協力ください。
　詳しい情報はこちらから「www.tenken-seibi.com」
●—／国土交通省東北運輸局　山形運輸支局　検

査・整備・保安部門　☎023−686−4714
　庄内自動車検査登録事務所　☎0235−66−4119

　ひきこもりに関するご相談を下記の日程で行って
います。お困りの方はお気軽にご利用ください。
●日時／毎月第４火曜日（10月のみ29日㈫）午後１

時30分～３時30分
●場所／庄内総合支庁地域保健福祉課
●その他／費用無料。相談された方の秘密は守られ

ます。
●≤／下記問い合わせ先まで、日時を電話で予約し

てください。受付時間：月曜日～金曜日の午前８
時30分～午後５時15分。

●—／庄内保健所　地域保健福祉課　精神保健福祉
担当　☎0235−66−4931

サンデー窓口のご案内

自動車の不正改造は犯罪です！

ひきこもり相談

入札結果 4月分
●新庁舎前道路新設工事に伴う用地測量及び道路詳細設計

業務委託
期間　平31／4／24～平31／12／20
契約金額　9,790,000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
●平成30年度 除雪機械格納庫新築工事

期間　効力発生の日～平31／12／27
契約金額　154,000,000円
契約者　株式会社髙橋工業所

［その他の入札参加者］庄司建設工業株式会社、土門建
設株式会社
●平成31年度 旧平津配水池撤去工事実施設計業務委託

期間　平31／4／26～令2／1／31
契約金額　3,300,000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］新日本設計株式会社庄内営業所、
株式会社東洋設計事務所山形出張所、日本水工設計株式
会社山形事務所、山形設計株式会社庄内事務所
●平成31年度 遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事

に伴う水道管布設替工事実施設計業務委託（その１）
期間　平31／4／26～令2／1／31
契約金額　5,940,000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
●公用自動車購入（普通乗用車）

期間　平31／4／25～平31／9／30
契約金額　2,834,440円
契約者　株式会社オートショップ今野

［その他の入札参加者］有限会社赤塚自動車、有限会社
齋藤モータース

地
域
生
活
課

産
業
課

＊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。
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