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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

食　堂

ジャンボ
チキンカツ定食
ジャンボ
チキンカツ定食780円（税込）780円（税込） ※各ラーメンが普通盛りのお値段で大盛りに

　変更できます。是非ご来店くださいませ♪

サンセット十六羅漢

新企画新企画

大盛り無料デー！大盛り無料デー！
「毎月 日は十六羅漢の日！」「毎月16日は十六羅漢の日！」
６月からスタート！６月からスタート！

あぽん西浜

とりみ亭

6月16日（日）父の日の贈り物に
「あぽん入浴券（セット券）」

はいかがですか？
きっと喜んでいただけるかも！

好評販売中！

鳥海山の魅力がたっぷり！

渋谷永一氏 写真展
好評開催中！

あぽん西浜館内展示スペース
ご利用してみませんか？
作品募集中です

大平山荘
●６月下旬　
　鹿公園オープン！ 
●７月　
　夏山開き！

お父さん・お母さん
いつもありがとう！
「感謝のメッセージ」・「ぬり絵」
6/23まで館内展示中です！

あぽん西浜・とりみ亭
●次回の休館日は
6月24日㈪

●サービスデーは
6月26日㈬です

☎77 3333 ☎77 3334

日帰り温泉施設 お食事処

☎090 2607 2326

営業時間が変わりました！
●午前11時～午後３時
　（ラストオーダー 午後２時30分）
●午後４時～午後６時30分
　（ラストオーダー 午後６時）
※ご来店お待ちしております！

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

8,700円8,700円1泊3食付

8,500円8,500円2泊以上なら
1泊あたり

（消費税・入湯税込）（消費税・入湯税込）

（消費税・入湯税込）（消費税・入湯税込）

◆こちらは月～木の平日限定プランになります
◆チェックイン15時、チェックアウト15時まで、
　24時間滞在できます

6月28日迄6月28日迄

さなぶりプランさなぶりプラン
お一人様でもOK！

送迎をご希望のお客様はご相談くださいませ

遊佐町合併65周年記念

「子どもと歩こう運動」ＹＵＺＡ宣言の町　遊佐町を歩こう。

きらきら遊佐マイタウン事業

第27回奥の細道鳥海ツーデーマーチ参加者募集

好評参加受付中

【主　会　場】　町民体育館前広場
【期　　日】　令和元年９月７日㈯～８日㈰（雨もまた自然）
【主　　催】　遊佐町　日本ウオーキング協会　朝日新聞社　山形新聞・山形放送
【主　　管】　奥の細道鳥海ツーデーマーチ実行委員会
【参　加　料】　町民一般1,000円　　高校生以下　無料
　　　　　　※町内に就職の場合は、町内扱いです。
　　　　　　※児童・生徒同伴の先生方も無料です。
　　　　　　※１日目、２日目参加とも同額です。参加取り消しに
　　　　　　　よる返却はいたしませんのでご承知ください。

【申込締切】　大会参加、ウオーカーのつどい、弁当の申込み

　　　　　　●８月16日㈮まで
　　　　　　ただし、大会誌への氏名掲載（希望者のみ）

　　　　　　●７月31日㈬必着分まで
【申込受付】　奥の細道鳥海ツーデーマーチ事務局（生涯学習センター内）

※参加要項について、詳しくは６月１日号広報折込チラシをご覧ください。
　奥の細道鳥海ツーデーマーチは、「ゆざ健康マイレージ事業」の対象です。
　（５ポイント）

☎72−4114　FAX 71−1222



ゆざ町民エコチャレンジ

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

休日窓口始めます！
　今まで「サンデー窓口」として日曜日の午前中に
開設しておりましたが、７月６日㈯から役場閉庁日

（休日）全日、予約された方のみ下記各種諸証明書
を受け取ることが可能になります。

受け取ることが可能な諸証明書は…
住民票の写し謄（抄）本・除票、戸籍の附票謄

（抄）本・除附票、印鑑登録証明書、軽自動車
納税証明書、身分証明書、納税証明書、所得証
明書、課税証明書、非課税証明書、固定資産課
税証明書（名寄帳）、資産証明書、償却資産証
明書

※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・転出の届出の予約・交付はでき
ません。
　平日の午前８時30分から午後４時までに来庁予
定日時・必要な書類を電話でお申し込みください。
　来庁時に証明書等申請書を記入していただき、
来庁者の本人確認のできる運転免許証または官公
署の発行した身分証明書等で本人確認後交付いた
します。証明書交付手数料はちょうどお持ちく
ださい（休日のためおつりを出せません）。また、
今回の変更に伴い休日におけるマイナンバー（個
人番号）カードの交付ができなくなりましたので、
交付希望の方は平日にお越しください。

●—／町民課町民係　☎72−5885

遊佐町少年町長・少年議員公選事業
第17期遊佐町少年町長・少年議員当選証書付与式および第１回少年議会

　少年町長他に当選証書を付与した後、当選者全員
がこれからの意気込みを所信表明とし読み上げます。
今年度は少年町長に１名、少年議員に９名の立候補
がありました。
●日時／６月23日㈰午後２時30分～３時30分
●場所／役場議事所
●—／遊佐町少年町長・少年議員公選事務局
　　　☎72−2236

遊佐町戦没者追悼式の実施について
　町では、風化しつつある戦争の悲惨さや平和の大
切さを後世に語り継ぐことを目的として、毎年「遊
佐町戦没者追悼式」を行っています。
　多くの尊い命が犠牲となった先の大戦が終結して
74年目の年を迎えましたが、今なお民族対立や地域
紛争が絶えず、平和を願う我が国の役割は大きくな
るばかりです。二度と戦没者遺族を出さないために、
戦争の悲惨さと平和の尊さをより一層訴え続けてい
かなければなりません。
　今年も下記のとおり戦没者追悼式を実施します。
どなたでも参列できます。
●日時／７月５日㈮午前10時～
●会場／生涯学習センター　１階ホール
●—／健康福祉課福祉係　☎72−5884

　町民一人ひとりが節電することで、発電所に相
当する「節電所」を作ろうとする取組みです。遊
佐町にお住まいの方、勤務している方ならどなた
でも参加できます。
●チャレンジ期間／７月～８月
●取組み内容／期間中、節電いただきチャレンジ

期間が終了したら、「ゆざ町民省エネ節電所」
の結果報告用紙に、８月・９月分の電気使用量
の検針票を貼って提出いただきます。

●≤／お知らせ号に折り込みされているチラシに
ついている「参加申込票」に必要事項を記入し、
お近くの郵便ポストに出してください。（切手
は不要です。）

　※FAXでも受付します。
●締切／７月12日㈮

今日からあなたもエコ町民

●参加者特典／
①ご提出いただいた方には全員に、「参加賞」（町

内で使える商品券1,000円分）を進呈します。
②ご提出いただいた方の中から抽選で「節電特別

賞（遊佐町特産品など）」をプレゼント。
③前年度と比較して電気使用量を削減できた世帯

には、削減率にかかわらず、「節電達成認定証」
を進呈。また、世帯区分（１～２人世帯、３～
５人世帯、６人以上世帯）ごとに上位３世帯を
表彰し、「節電優秀世帯賞（町内で使える商品
券2,000円分）」を進呈します。

●Ｗチャンス／
　ご提出いただいた方は、全員県の省エネキャン
ペーン「県民省エネ節電所」の参加者として登録
され、県の省エネ賞の抽選対象になります。

創エネと省エネで地域のエネルギー自律をめざす『ゆざ町民省エネ節電所』
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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

第６回鳥海ブルーラインヒルクライムfrom日本海　開催に伴う交通規制のご案内

はかりの定期検査
　取引や証明などに使用するはかりは、２年に１度
の定期検査が義務付けられています。今年は遊佐町
のはかりが対象です。忘れずに受検してください。
●日時・場所／
　吹浦まちづくりセンター：
　７月４日㈭午後１時～３時30分
　町民体育館：
　７月５日㈮午前９時30分～午後２時30分
●—／産業課産業創造係　☎72−4522

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／６月18日㈫午前10時頃
●—／総務課危機管理係　☎72−5895

障がい者を支援する事業所による製品販売会
　障がい者が利用する就労継続支援Ｂ型事業所等の
製品を販売します。
●日時／６月21日㈮午前11時30分～午後１時00分
●場所／役場正面玄関ホール
●参加する事業所と販売する製品等（予定）／

●—／健康福祉課福祉係　☎72−5884

町税等納期のお知らせ
　７月１日㈪は町県民税、月光川水害予防組合費の
納期です。通知書は６月14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／７月１日㈪
　町県民税　　　　　　　　１期
　月光川水害予防組合費　　１期
●—／町民課納税係　☎72−5411

令和元年度　子宮頸がん・乳がん
検診日程訂正について

　広報ゆざ５月15日お知らせ号に掲載しました「子
宮頸がん・乳がん検診日程」に誤りがありましたの
で、下記のとおり再度お知らせします。

●—／健康福祉課健康支援係　☎72−4111

参加事業所 販売する製品
NPO法人
わいわい・かんとりー

鉢植え、陶芸作品、さをり製品、
鮭加工品、お菓子

多機能型事業所
ゆうとぴい

刺し子の布巾、手すき紙のぽち袋、オリジナルハガキ、
キーホルダー、ストラップ、マグネット

　鳥海ブルーラインを舞台にした自転車ロードレー
スの開催に伴い、下記の時間帯において鳥海ブルー
ラインが通行止めになります。皆さまのご協力をお
願いします。

【遊佐ステージ】
●期日／６月22日㈯午後１時～４時30分
●通行止め区間／鳥海ブルーライン吹浦口
　　　　　　　　（小野曽ゲート～鉾立駐車場間）
※レース開催中、通行止め区間では車両の移動もで

きませんのでご注意ください。
なお、午後１時30分～午後２時のあいだ、選手が
スタート地点（小野曽ゲート）に移動のため、西
浜キャンプ場駐車場～西浜橋～吹浦ガソリンスタ
ンド前～十六羅漢～小野曽間を通行します。周辺
の車両運行の際はご注意いただくとともに、選手

の通行にご協力をお願いします。
※鳥海ブルーライン秋田県側（象潟～鉾立間）は通

行可能ですが、規制時間内は、鉾立を経由して山
形県側（吹浦方面）には降りられません。

【にかほステージ】
●期日／６月23日㈰午前８時30分～正午
●通行止め区間／午前９時～正午　にかほ市役所象

潟庁舎前～長岡方面～小滝方面～元滝入口
  午前８時30分～12時　鳥海ブルーライン象潟口
（元滝入口～鉾立間）　

※鳥海ブルーライン山形県側（吹浦～鉾立間）は通
行可能ですが、規制時間内は、鉾立を経由して秋
田県側（象潟方面）には降りられません。

●—／にかほ市スポーツイベント開催実行委員会
　　　☎・FAX：0184−74−5535

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、旭ケ丘、上吉出、中吉
出、下吉出、和田、漆曽根、尻引岡田、
七日町、六日町、五日町

８月   8㈭ 遊　佐
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、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



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

水道管清掃作業のお知らせ
　水道水の濁り防止のため、消火栓と排水弁等を使
用して水道管の清掃作業を行います。
　作業時間中は、断水、水圧低下、濁り水等の発生
する場合がありますので、生活用水のくみ置き等の
ご協力をお願いします。また、作業で多量の水を使
用するため、作業区域外にお住まいの方も節水のご
協力をお願いします。
●日時／６月24日㈪午後９時～
　　　　　　25日㈫午前２時頃まで
●作業区域／

蕨岡地区：上蕨岡坂下、大蕨岡、鹿野沢、平津、
石辻、三川、上大内

遊佐地区：下野沢、京田、京田新田、下吉出、和
田、漆曽根、平津新田、大楯、境田、
七日町の一部、六日町の一部、十日町
の一部、八日町の一部

稲川地区：大井、服部、西谷地の一部、増穂、江
地、楸島、西宮田、東宮田、北宮田

西遊佐地区：中藤崎の一部
高瀬地区：富岡、北目、畑、丸子、上戸、下当上、

下当下
●断水が予想される区域／北目、畑、中藤崎の一部
◎作業が該当する集落については、作業の詳細につ

いてのチラシを回覧しますのでご覧ください。
●—／地域生活課上水道係　☎72−5887

ご存知ですか？「筆界特定制度」
　「筆界特定制度」は、土地の筆界（境界）トラブ
ルを解決するため、法務局が現地における筆界の位
置を特定する制度です。隣接地との筆界がわからず
困っている方、筆界について隣地の所有者と意見が
一致せずに困っている方は、筆界特定制度をご利用
ください。
●—／山形地方法務局登記部門筆界特定室
　　　☎023−625−1358

町民ウォーク第４ステージ
「吹浦地区探訪コース」

　初夏の海と牛渡川・丸池様を歩くコースです。
●日時／７月７日㈰午前８時30分集合
●集合場所／とりみ亭駐車場
●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

 『ショウナイズカンLIVE in 東京』
　企業や自治体のプレゼン、移住者によるパネルデ
ィスカッションや懇親会など、東京にいながら最新
の庄内の「仕事」と「暮らし」に触れられるイベン
トです。詳細については「ショウナイズカン」で検
索、もしくはイベントページをご確認ください。
●日時／６月29日㈯１部：午後１時～６時、２部：午後

６時～８時（受付開始：午後０時30分）入退室自由。
●場所／fabbit 大手町２階（東京駅から徒歩２分）
●参加費／無料
●参加対象者／いつか庄内に戻りたいと感じている

方や地方移住へ興味がある方
●備考／関東圏にいるご家族や知人で、地元へUタ

ーンを少しでも考えている方へお伝えください！
遊佐町も自治体ブースで参加します。

●—／ヤマガタデザイン株式会
社　☎0235−26−9107（平日午
前10時～午後５時）
E-mail：shigoto@yamagata-
design.com

　　　　　　　←イベント
　　　　　　　　ページは
　　　　　　　　こちら
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狂犬病の予防注射はお済みですか？

　犬の飼い主には、飼い犬（生後91日以上）の登録、毎年１回（４～６月）の狂犬病の予防注射、犬の鑑札と
注射済票を犬に装着することが、狂犬病予防法により義務付けられています。
　令和元年度の予防注射がお済みでない方は、郵送されているハガキをお持ちの上、動物病院で必ず注射を受
けていただくようお願いします。
＊料金等詳しくは、各動物病院に直接お問い合わせください。
＊登録に変更（死亡、所有主、所在地等）がある場合は、届出が必要です。
＊登録がお済みでない方にはハガキが郵送されていません。
＊初めて犬（生後90日を超える犬）を登録する方は、動物病院にて登録と狂犬病予防注射をお願いしてください。

犬の登録のみの場合は、役場でも可能です。

＊飼い犬が死亡した場合は、死亡届の提出が必要です。
すでに死亡している場合でもハガキが届いている場合は死亡届を提出いただいておりませんので急ぎお手続
きください。

※日本国内では、昭和31年（1956年）を最後に狂犬病の人における発生がなく、世界でも狂犬病の発生が少な
い国ですが、狂犬病はすべての哺乳類に感染する恐れがあり、人にも感染します。発症するとほぼ100％死
亡する治療法がない恐ろしい病気です。

●—／地域生活課環境係　☎72−5881



「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
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システム更新に伴う図書館休館
　図書館システムの更新作業のため、下記の日は休
館および臨時休館します。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。
●期日／７月１日㈪～２日㈫
●—／町立図書館　☎72−5300

目や見え方の相談会
「アイ・サポート相談会」

　目や見え方で生活や学習に不安・悩みがある方や、
その関係者の方々はどなたでも参加いただけます。
年齢は問いません。参加費は無料ですが、事前の申
し込みが必要になります。７月11日㈭までに、下記
問い合わせ先へ電話またはメールで申し込んでくだ
さい。
●相談日／９月12日㈭、13日㈮
※時間については、申し込み者に個別にご案内しま

す。
●会場／庄内教育事務所
●—／視覚支援センター（山形県立山形盲学校内）
　☎023−672−4116
　E-mail：yyamamo@pref-yamagata.ed.jp

「山形学」講座
「みやびとあそびの山形」

　山形の優れた芸術文化を再認識するとともに、そ
れらが山形に生きる人々の生活にいかに彩りや潤い
をあたえているかを探っていきます。
●日時／７月27日㈯～10月12日㈯全５回
●場所／遊学館　第１研修室　ほか
●定員／80名（先着順）※託児あり（要事前申し込み）
●受講料／3,500円（学生1,500円）
　※現地学習昼食代・入館料等実費は別途負担
●内容／
　第１回「みせる」　　　７月27日㈯
　第２回「えがく」　　　８月10日㈯現地学習
　第３回「まう・うつす」９月８日㈰現地学習
　第４回「かなでる」　　９月28日㈯
　第５回「こしらう」　　10月12日㈯
●≤／６月18日㈫～７月19日㈮の期間中に、「氏名・

郵便番号住所・電話番号・託児の有無」を明記
し、はがき・FAX・メールでお申し込みください。
後日案内を送付します。

●—／〒990−0041　山形市緑町1−2−36
山形県生涯学習センター「山形学」講座担当
あて　☎023−625−6411　FAX023−625−6415
Email：yama@gakushubunka.jp

遊佐書道会・游石会主催
「書と篆刻」会員展

●期間／６月29日㈯～７月３日㈬
●場所／生涯学習センター　３階展示室
　＊抽選で色紙のプレゼントがあります。
●—／岡田尻引　土門　☎72−2431

『鳥海山 おもしろ自然塾』
ブルーベリー狩りと打ちたてそば昼食

　無農薬栽培のブルーベリー狩りをした後、地元金
俣の打ちたてのそばを昼食でいただきます。ブルー
ベリー狩りは食べ放題で１パックお土産付きです。
●日時／７月７日㈰午前10時～午後１時　小雨決行
●場所／しらい自然館　集合
●対象／一般
●受講料／2,000円（保険料、そば代を含む）
●定員／15名
●持ち物／雨具等
●申し込み締め切り／７月２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

第２回わくわくスターウォッチング
●日時／７月20日㈯午後７時～８時
●内容／「大きな惑星、木星と土星を観察しよう！」
　雨・曇天時「天体のお話」「望遠鏡に触ろう」
●対象／どなたでも
●持ち物／飲み物（必要な方）
●≤／先着20名。６月20日㈭以降、下記問い合わせ

先までお申し込みください。
●—／金峰少年自然の家　☎0235−24−2400

すてっぷひろば
　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／７月28日㈰午前10時～11時30分
●場所／県立鳥海学園（遊佐町藤崎）
●費用／無料。予約不要です。
●—／県立鳥海学園　☎75−3334

鶴岡高等養護学校 第1回学校公開
●日時／７月17日㈬午前９時30分～11時30分
●内容／施設見学、授業参観（職業）
●対象／特別支援教育や本校の教育活動に関心をお

持ちの方、障がい者雇用を考えている事業所の方、
地域の方、その他一般の方

●—／鶴岡高等養護学校　☎0235−22−0581



田川高校再編・中高一貫校に係る
保護者等説明会

　田川地区の高校再編整備計画（第２次計画）およ
び庄内中高一貫校（仮称）についての概要説明を行
います。
●日時／７月５日㈮午後７時～８時30分まで
●場所／生涯学習センター 町民ホール　☎72−2236
●参加方法／直接会場にお越しください。
●その他／説明会は、庄内地区２市３町でそれぞれ

開催します。どの会場へも参加できます。
詳細については、山形県HPをご覧ください。

●—／県教育庁高校教育課高校改革推進室
　　　☎023−630−2493

潜在看護師等復職研修
「看護技術セミナー・ナースカフェ」
　看護技術に不安のある看護職の皆さん、再就職に
向けて最新の技術を身に付けましょう。
●日時／①６月27日㈭午前９時30分～午後０時30分
　　　　②８月29日㈭午前９時30分～午後０時30分
●場所／①酒田市勤労者福祉センター
　　　　②鶴岡市勤労者会館
●内容／①日常でも活かせる救急対応
　　　　②日常でも役立つ感染管理
　　　　※ナースカフェも同時開催
●対象／未就業の看護職10名
　　　　（定員になり次第締め切り）
●参加費／無料
●≤／①６月17日㈪、②８月19日㈪まで、電話また

はFAXでお申し込みください。
●—／公益社団法人山形県看護協会
　　　☎023−685−8033　FAX023−646−8868

「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

●月～金　午前８時30分～午後５時15分
　【相談員対応　午前９時～午後４時15分】
●土、日、祝、年末年始は休み
●E-mail、FAXは、24時間受け

付けています
　E-mail：yshogaku@pref .

yamagata.jp
　ＦAX：023−630−2874　　　　　 E-mailアドレス

☆子育ての悩みを１人で抱えず、電話でお話し
ください。相談員が一緒に考えます。

☆相談の秘密は守ります。
　子どもからの相談にも応じます。　 
●—／県教育庁文化財・生涯学習課
　　　生涯学習振興室　☎023−630−2872

ふれあいほっとライン
（023）630－2876

消防学校小学生一日研修
　消防学校と防災学習館の施設を活用し、消防ポン
プ自動車への乗車や放水・地震体験などの防災研修
を行います。
●日時／７月28日㈰午前10時～午後３時
●会場／県消防学校・防災学習館（三川町）
●対象者／小学生とその保護者（先着100名）
●申込期間／７月1日㈪～19日㈮
●参加費／一人500円（昼食代など）
●—・≤／県消防学校　☎0235−66−2022

『鳥海山　おもしろ自然塾』
サマーフェスティバルinしらい

　ものづくり体験や遊びのお店がたくさん出店しま
す。ぜひ遊びに来てください。
●日時／６月23日㈰午前10時～午後２時　
●場所／しらい自然館　
●入場料／300円（クーポン券付）
　※買い物代金や材料費をいただく場合があります。
　※小学生以下は保護者同伴で参加してください。
●—／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

県立山形職業能力開発専門校
オープンキャンパス

●日時／７月20日㈯午前10時～午後３時30分
●場所／県立山形職業能力開発専門校
●プログラム／本校の概要、募集要項の説明、
　　　　　　　施設見学、体験実習、進路相談等
●対象者／高校生、保護者、高校の先生、
　　　　　その他希望する方
●≤／７月11日㈭午後３時まで、
　　　 本 校HP（http://www.yamagatanoukai.jp/）

　　から直接お申し込みください。
●—／県立山形職業能力開発専門校
　　　オープンキャンパス担当
　　　☎023−644−9227　FAX023−644−6850

令和元年度危険物取扱者保安講習
　危険物取扱者免状を所持し危険物業務に従事する
方は、３年に１度の受講が必要です。
●申請書の受け付け／６月24日㈪～７月19日㈮
●受講案内・申請書／最寄りの消防本部、消防署（各

分署）から直接受領。
●—・申請書の提出／山形県危険物安全協会連合会

☎023−632−5744
E-mail : contact@y-kenki.jp
URL : http://www.y-kenki.jp/
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家庭教育電話相談のご案内



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

「遊佐町プレミアム付商品券」
取扱い事業所を募集します！

　消費税・地方消費税率の10％への引上げが所得の
少ない方（住民税非課税の方）・小さな乳幼児のい
る子育て世帯の方の消費に与える影響を緩和するこ
とを目的として、町内の事業所で買物等に使用でき
る遊佐町プレミアム付商品券を発行します。（令和
元年10月１日販売開始予定）
　つきましては、商品券の取扱い事業所は、事前に
登録していただくことにしており、商工会の会員の
皆さまにはすでにご案内しておりますが、非会員の
事業所の皆さまからも広くご参加いただきたく、下
記により募集いたします。
●登録方法／遊佐町商工会に登録申請（詳しくはお

問い合わせください）
●登録料／3,000円　※会員は無料
●登録申し込み締め切り／６月28日㈮
●換金方法等／商工会が指定する換金日に、商工会

窓口で小切手により支払
●—／遊佐町商工会　☎72−4422
　　　企画課企画係　☎72−4523

弁護士によるB型肝炎特別措置法無料相談会
　集団予防接種によるB型肝炎患者とその家族を対
象とした弁護士による無料相談会を行います。
●日時／８月３日㈯午後１時30分～４時
　　　　（３時受付終了）
●場所／総合文化センター（酒田市中央公民館）
　　　　408・409
●費用／無料

※事前お申し込みが優先ですが、当日会場での申
し込みも可です。個人情報は厳守します。

●—／全国B型肝炎訴訟新潟事務所
　　　☎025−223−1130

2019年度 裁判所職員採用一般職試験
（裁判所事務官、高卒者区分）

●受付期間／
　インターネット申し込み：７月９日㈫～18日㈭
　郵送：７月９日㈫～７月12日㈮当日消印有効
●第１次試験日／９月８日㈰
●受験資格／2019年４月１日において高等学校卒業

後２年以内の方および2020年３月までに高等学校
を卒業する見込みの方

●—／山形地方裁判所事務局総務課人事第一係
　　　☎023−623−9511
　　　詳しくはHP（http://www.courts.go.jp/）へ

お詫びと訂正
　令和元年６月１日号にて誤りがありました。お詫
びして訂正します。
タウンレポート

「太田様」の遺徳を偲ぶ　…上蕨岡「太田祭」
誤）大鳳館前には胸像が建てられています。
正）大泉坊長屋門前には胸像が建てられています。

借金返済に関する相談窓口
　東北財務局山形財務事務所では、借金返済でお困
りの方の相談窓口を開設しています。相談員が借金
の状況等をお伺いし、必要に応じて、弁護士等の専
門家に引き継ぎます。相談は秘密厳守・無料です。
お気軽にご相談ください。
●相談専用電話／☎023−641−5201
●場所／山形市緑町2−15−3（山形工業高校東側）
●受け付け／月曜日～金曜日（祝日、年末年始除く）
　午前８時30分～正午、午後１時～４時30分
●—／山形財務事務所理財課　☎023−641−5178

女性のためのスキルアップ講座
「自営型テレワークお仕事体験講座」
●日時／７月23日㈫～25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
●≤／７月３日㈬まで、パソコン、スマートフォン

で本校ＨＰからお申し込みいただくか、所定の申
込用紙を本校ＨＰからダウンロードもしくは下記
問い合わせ先まで請求の上、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

人工肛門・膀胱の装具交換に関する
「オストメイト研修会」

●日時／７月21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
●内容／「講演 自分で交換できなくなった時の対応に

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。

●参加費／資料、お茶代として300円お願いします。
●≤／２日前まで下記問い合わせ先までお申し込み

ください。
●—／日本海総合病院 ☎26−2001
　　　庄内オストメイト家族会事務局（あだち） 
　　　☎0235−33−3533　携帯090−7934−6512
※オストメイトとは人工肛門・人工膀胱保有者のことです。
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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

遊佐町総合交流促進新施設株式会社
募 集 職 種 夏期臨時アルバイト
募 集 人 員 ６名
就 業 施 設 西浜海水浴場駐車場
雇 用 期 間 ７月10～８月19日
業 務 内 容 駐車料金徴収および誘導、清掃等
待 遇 会社規定に基づきます。

≤
６月末まで、履歴書（写真貼付）を下記問い
合わせ先へ提出してください。書類選考の上、
本人に連絡します。

— 西浜コテージ村管理棟　☎77−3600

○５月６日㈪
　第19回　全日本少年少女空手道選手権大会　山形県予選会
　　２年女子組手
　　第１位　村上　心優（遊佐小２年）　※全国大会出場
○５月11日㈯
　山形県中学校駅伝競走大会飽海地区予選会
　　男子の部
　　優勝　遊佐中学校　※県大会出場

菅原　悠聖、今野　快音、大塲　隆斗、
髙橋　来希、大塲　刀夢、髙野　智大

○５月18日㈯、19日㈰
　令和元年度　第53回　酒田飽海地区中学校バスケットボ

ール選手権大会
　　　　　兼　第73回　酒田市体育大会バスケットボール

競技
　　準優勝　遊佐中学校　女子バスケットボール部
○５月25日㈯
　第73回　酒田市体育大会　体操競技
　　男子C １クラス　第３位　髙橋　隼颯（藤崎小５年）
　　女子C １クラス　第３位　阿曽　玲実（遊佐小３年）
　　女子Bクラス
　　個人総合　第６位　髙橋こころ（高瀬小５年）
　　女子Aクラス
　　平均台　第３位　阿曽　紗來（遊佐小６年）
○５月26日㈰
　令和元年度　酒田市体育大会 空手道競技

小学１・２年生　男女　形
　第１位　村上　心優（遊佐小２年）
　第２位　渋谷　真広（遊佐小１年）
小学１・２年生　男女　組手
　第１位　村上　心優（遊佐小２年）
　第２位　渋谷　真広（遊佐小１年）
小学３・４年生　男女　形
　第２位　佐藤　　然（高瀬小３年）
　第３位　髙橋　　昊（遊佐小４年）
小学３・４年生　男子　組手
　第３位　佐藤　　然（高瀬小３年）
小学５・６年生　男子　組手
　第３位　藤原　心紀（藤崎小６年）
小学５・６年生　女子　組手
　第３位　荒生　紗季（遊佐小６年）

○５月26日㈰
　かんぽ生命ドリームカップ
　第39回　全日本バレーボール小学生酒田地区大会
　　第２位　遊佐ビクトリーズ
○６月１日㈯
　令和元年度春季山形市民テニス大会
　　60歳シングルス
　　　第２位　倉坂　一男
※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

入札結果 5月分
●令和元年度　西浜海浜駐車場砂除去工事

期間　令和元／5／29～令和元／7／10
契約金額　4,482,000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

●令和元年度山形県森林病害虫等防除事業（無人ヘリコプ
ター散布・地上散布）委託
期間　令和元／5／31～令和元／7／31
契約金額　8,100,000円
契約者　北庄内森林組合
[その他の入札参加者]株式会社池田

●令和元年度山形県森林病害虫等防除事業環境影響調査業務委託
期間　令和元／5／31～令和元／7／31
契約金額　1,242,000円
契約者　東北環境開発株式会社酒田支店
[その他の入札参加者]株式会社エルデック、株式会社理
研分析センター、環清工業株式会社

●遊佐町学校施設長寿命化計画策定業務委託
期間　令和元／5／10～令和2／3／31
契約金額　3,630,000円
契約者　株式会社協和コンサルタンツ山形営業所
[その他の入札参加者]株式会社ビー・エイチ・シー、東
日本総合計画株式会社山形支店、株式会社国際開発コン
サルタンツ仙台支店、株式会社復建技術コンサルタント
山形支店 

●遊佐小学校体育館西面外壁改修工事
期間　令和元／5／13～令和元／8／13
契約金額　5,184,000円
契約者　株式会社斎藤工業
[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、協栄建設株式会社、ヤマ
五建設株式会社
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＊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。

お　 し　 ら　 せ　 号
⑻

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
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