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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

御法要会席膳御法要会席膳御法要会席膳

○イス・テーブルをご希望の方は、ご予約時にご相談ください。
○席札や送迎をご希望の方は、ご予約時にご相談ください。

故人の思い出を偲ぶ心静かな時間へ故人の思い出を偲ぶ心静かな時間へ

御祝い席膳

ご予算に合わせてお申込みください。ご予算に合わせてお申込みください。 ※季節により料理内容は異なります。

・

10,000円～
●１泊２食付宿泊を希望される

　　　　お客様へ
宿泊を希望される
　　　　お客様へ

（消費税・入湯税別）

6,000円～
●１泊朝食付（消費税・入湯税別）

5,000円5,000円（税別）6,000円6,000円（税別）料理長
おすすめ
料理長
おすすめ

花束のご用意や記念写真等の手配も
いたします。
花束のご用意や記念写真等の手配も
いたします。
お 気 軽 に ご 相 談 く だ さ い 。

お客様の代わりに
引 菓 子 等 の

　手配もいたします。

お客様の代わりに
引 菓 子 等 の

　手配もいたします。

※仏様用膳
4,000円（税別）
にて承ります。

※仏様用膳
4,000円（税別）
にて承ります。

あぽん西浜

とりみ亭

夏といえば…
西浜でキャンプ！ 海水浴！
お帰りの前は あぽん西浜で
「サッパリ！」と入浴しませんか？
正面玄関前に砂落とし用のシャワーを
準備いたします。ぜひご利用くださいませ！

●歌と踊りのステージ●
【日程】 7/24（水）
【時間】 10：00 ～11：30
【出演】 ボランティアサークル心
あぽん西浜大広間にて開催
※開演中は入浴料金で観覧できます

《営業時間》
●11：00～15：00
　（ラストオーダー 14：30）
●16：00～18：30
　（ラストオーダー 18：00）

★ あぽんバス ★
7月は通常運行いたします！
ぜひご利用ください

★ 展示スペース ★
◆渋谷永一氏 写真作品展 ～ 9/8 まで
◆髙橋錦翠先生 書道作品展 9/10～11/10 まで

あぽん西浜・とりみ亭
●次回の休館日は
7月22日㈪

●サービスデーは
7月26日㈮です

☎77 3333 ☎77 3334

日帰り温泉施設 お食事処

☎090 2607 2326

◆アイスコーヒー…250円（税込）
◆氷カフェ…………250円（税込）

冷たい飲み物はじめました！

☎

営業中

道の駅 鳥海 ☎71－7222 9:00～18:00

旬の味覚を　
ご堪能ください。
旬の味覚を　

ご堪能ください。

◎お盆期間営業時間のお知らせ(8/10～8/15)
・道の駅鳥海ふらっと …… 8：30～18：30
・食堂、味の駅ラーメン … 9：00～18：30
・サンセット十六羅漢 …… 9：00～18：00
・直売所 …………………… 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

10:00～17:00営業
時間☎77－3330

「天然岩ガキ」
　　の季節到来！
「天然岩ガキ」
　　の季節到来！

※道の駅鳥海ふらっとにてスタッフを募集中！
元気なスタッフお待ちしております♪

鮮魚直売所「元気な浜店」

遊佐町合併65周年記念

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

【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、（一社）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
　　　　　　※町内に勤務の場合は、町内扱いです。
　　　　　　※児童・生徒同伴の先生方も無料です。
　　　　　　※１日、２日参加とも同額です。参加取り消しによる返却はしませんのでご承知ください。

【申込締切】　大会事前申込、弁当受付：８月16日㈮
　　　　　　大会誌への指名記載：７月31日㈬必着分
●—・≤／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）
　　　　　☎72−4114　FAX71−1222　※料金を添えてお申し込みください。

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）
後日、「完歩証」を健康福祉課 健康支援係までご持参ください。
※対象は遊佐町に住所を有する20歳以上の方です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和２年３月31日時点の満年齢）

「子どもと歩こう運動」YUZA宣言の町！ 遊佐町を歩こう。



東京2020オリンピック聖火リレー　　　　　　
　　　　　山形県　聖火ランナーを募集します

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

LCCジェットスターが庄内に就航！
　８月１日㈭に、庄内空港−成田国際空港間の新た
な路線が就航します。遠方にお住まいの方や、帰省
を予定されている方へご周知いただき、ぜひ皆さん
でご利用ください。
●就航路線／庄内⇔成田線
●就航便数／１日１往復　毎日就航
●運行スケジュール／
　　　　　GK776便　庄内発14：50→成田着15：55
　　　　　GK777便　成田発13：00→庄内着14：05
●その他／LCCは、基本運賃を抑えるため、個人で

のインターネット予約を基本としています。予約
方法・運賃についての詳細は、ジェットスター公
式HP（https://www.jetstar.com/
jp/ja/home）でご確認ください。

　　　　　HP・予約はこちらから→
●—／企画課企画係　☎72−4523

「看護学生フレッシュ説明会」並びに
「看護学校等進学説明会」を開催します
●日時／７月27日㈯午後１時～４時
●場所／山形テルサ　３階　アプローズ
●内容／職場説明、県内看護学校等の学校説明、修

学資金の説明、看護師等生涯サポートプログラム
の説明コーナー、訪問看護についての紹介など

●対象／山形県内に就職を希望される看護学生、看
護職をめざす方および保護者、進路指導の教員、
看護職の資格を持つ未就業者

●参加費／無料。申し込み不要。
●—／公益社団法人山形県看護協会
　　　☎023−685−8033

100人募集！ツーデーマーチの
　ボランティアをしてみませんか？

　ウォーカーへの給水やゴール時のサポートなど、ツ
ーデーマーチを一緒に盛り上げてくれるスタッフを募
集します！１～２時間のボランティアも大歓迎です。
●日時／９月７日㈯午前９時～午後３時
●場所／町内（内容によって場所が異なりますので、

ご希望をお聞かせください）
●内容／給水・スタンプ・野点・車いす補助など
●その他／場所は時間によって、お昼ご飯や交通費

は町で負担します。
●—／奥の細道鳥海ツーデーマーチ事務局
　　　☎72−4114

令和元年度 第68回
山形県自作視聴覚教材コンクール

●募集内容／地域の自然・歴史・文化等に関する学
習に適した自作教材を募集します。

●部門／学校教育向け　社会教育向け　児童生徒制
作作品　※３部門

●種別／映像教材、デジタルコンテンツ、紙しばい　等
●応募期間／12月６日㈮～12月16日㈪
　　　　　　（当日消印有効）
●賞／部門ごとに最優秀賞・優秀賞　計８点以内（た

だし最優秀は３点以内）、入選若干
●審査発表／令和２年２月上旬　県のＨＰにて発表
●表彰式等／令和２年２月15日㈯場所は調整中（県

のHPで発表）
　※詳しい募集要領等は下記までお問い合わせくだ

さい。
●—／庄内教育事務所　社会教育課
　　　☎0235−68−1983　FAX0235−66−3015
　　　〒997−1301　三川町大字横山字袖東７−１

　東京2020オリンピック聖火リレー山形県実行
委員会（以下「山形県実行委員会」という）は、
2020年６月７日㈰～８日㈪に山形県内で走行する
東京2020オリンピック聖火リレーの聖火ランナー
について、以下のとおり公募を実施します。
●募集期間／2019年７月１日㈪～８月31日㈯
●応募要件／①2008年４月１日以前に生まれた方
　　　　　　②山形県にゆかりのある方
　　　　　　③国籍・性別は問いません
　　　　　　④その他、山形県実行委員会の募集

要項によります。
●応募方法／東京2020オリンピック聖火リレー　

山形県聖火ランナー公募サイト（URL：https:

　//www.yamagata2020.jp）の応募フォームに
必要事項を記入し、応募してください。または
所定の応募用紙に必要事項を記入し、下記へ書
留または簡易書留により郵送してください（郵
送の場合は８月31日消印有効）。

　送付先：〒990−0023　山形県山形市松波二丁目
８番１号　山形県実行委員会（県民文化スポー
ツ課内）

●その他／詳細については　東京2020オリンピッ
ク聖火リレー　山形県聖火ランナー公募サイト
をご覧ください。

●—／山形県聖火ランナー募集コールセンター
　　　 0570−200181



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

遊佐町職員採用資格試験

生涯学習センター展示事業
まんが・イラスト展

　今年もまんが・イラスト展を開催します。今年は
交流会の場も設けました。誰でも参加可能です。ぜ
ひご参加ください。

●開催期間／まんが・イラスト展
　　　　　　７月24日㈬～８月29日㈭
●展示場所／７月24日㈬～８月７日㈬
　　　　　　生涯学習センター３Ｆ　展示室
　　　　　　８月８日㈭～８月29日㈭
　　　　　　図書館　学び合いスペース
●交流会／８月４日㈰10時～正午
　　　　　生涯学習センター
　　　　　※ご自由にご参加ください。
●応募／応募締め切りは７月17日㈬となっています

が随時受け付けております。
●—・≤／生涯学習センター　☎72−2236

遊佐高校生（県外からの入学者）の
下宿先を募集します

　町では遊佐高校および同校支援の会と連携し、優
れた自然環境や教育環境の下で、全国から入学者を
受け入れる「遊佐町自然体験型留学支援制度」を実
施することになりました。
　県外から入学する生徒の高校生活を支えるために、
町内で自宅に下宿受け入れしていただける家庭を募
集します。「子ども部屋が空いている」とか、「空き
家を利用して学生下宿をやりたい」という方、興味
をお持ちの方はご連絡をお願いします。
●受入実施期間／令和２年４月１日から３年間
●受入条件等／１人１部屋につき居住費（部屋代、

光熱水費）として支援の会から月５万円が支給さ
れます。その外、食事提供費用は下宿希望生徒の
保護者と協議していただきますが、１日３食提供
の場合、月３万円程度と見込んでいます。定期的
に支援コーディネーターが双方の生活相談を行う
などサポート体制にも配慮します。

　※詳しい条件については、下記までお問い合わせ
ください。

●—／下宿受け入れについて
　　　　　　　…教育課総務学事係　☎72−5891
　　　空き家の利用について
　　　　　　　…企画課定住促進係　☎28−8257

●申込方法／申込用紙に必要事項を記入の上、遊佐
町役場総務課に提出してください（郵送可）。

●申込用紙の請求／
　・申込書は総務課総務係で配布します。
　・郵送で請求する場合は、封筒の表に「職員試験

申込書請求（上級または初級行政、土木、保育士、
保健師）」と朱書きし、120円分の切手を貼った宛
先（住所・氏名・郵便番号）明記の返信用封筒（角
型２号）を同封してください。

　・役場HP（http://town.yuza.yamagata.jp/）から
もダウンロードできます。

●申込期間／７月16日㈫～８月９日㈮（当日消印有効）

※上記の受験資格のほか、上級および初級行政は住所要件として、令和元年７月１日現在で遊佐町に住所を有する方、または、
就学等のため遊佐町外に居住している場合は父母等が町内に住所を有する方。

　なお、土木、保育士、保健師については、住所要件はありません。
●採用試験／
　【１次試験】教養試験（上級行政：大学卒業程度、

初級行政・土木・保育士・保健師：高校卒業程度）
 ・土木、保育士、保健師ともに専門試験は実施し

ません
 試験日／９月22日㈰（合格発表10月中旬）
 場所／庄内町狩川公民館
 【２次試験】作文試験・面接試験
 試験日／10月下旬　（合格発表11月上旬）
●—・≤／総務課総務係　☎72−5880
　　　　　〒999−8301　飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴211

職種 採用予定人員 受験資格など
上級（※） 行政

若干名
①平成２年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた方【満22歳以上30歳未満】 
②大学（短期大学を除く）を卒業した方、または、令和２年３月31日までに卒業見込みの方

初級（※） 行政 ①平成２年４月２日から平成14年４月１日までに生まれた方【満18歳以上30歳未満】 
②高校卒業程度の学力を有する方（大卒者および大学卒業見込みの方を除く）

初級
土木 若干名 ①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【満18歳以上36歳未満】 

②高校卒業程度の学力を有する方

保育士 若干名
①平成２年４月２日から平成12年４月１日までに生まれた方【満20歳以上30歳未満】 
②高校卒業程度の学力を有する方
③保育士免許を取得しているか、令和２年３月31日までに取得見込みの方

保健師 若干名 ①平成２年４月２日以降に生まれた方
②保健師の資格を取得しているか、令和２年３月31日までに取得見込みの方



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

町税等納期のお知らせ
　７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の納期です。通知書
は７月12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31日㈬
　固定資産税　　　　　　　２期
　国民健康保険税　　　　　１期
　介護保険料　　　　　　　１期
　後期高齢者医療保険料　　１期
●—／町民課納税係　☎72−5411

固定資産税評価替えのための
現地調査にご協力ください

　令和３年度固定資産税の評価替えに向け、標準宅
地の利用状況および道路幅員などについて、身分証
明書を携帯した調査員が現地調査を行います。
　なお、調査地によっては敷地内に立ち入りする場
合や、敷地の形状確認のために写真撮影を行う場合
がありますので、ご理解とご協力をお願いします。
●調査期間／令和元年７月中旬～令和２年３月下旬
●調査員／㈲植松不動産鑑定事務所　☎23−1260
　　　　　月田不動産鑑定事務所　☎023−631−5390
●—／町民課課税係　☎72−5412

今年度30歳を迎える皆さんへ
第10回遊佐町三十路成人式でっけど〜DECADE〜開催

　三十路成人式は、30歳を迎えた遊佐中学校卒業生
が集う場です。同級生の活動を知り、30歳の今だか
らこそ見える、この町の魅力や課題について語り合
いませんか？
●開催日時／８月11日㈰
　　　　　　午後１時30分～２時30分（式典）
　　　　　　午後３時～５時（交流会）
●場所／生涯学習センター（式典）
　　　　パレス舞鶴（交流会）
●主催／遊人会・でっけど実行委員会
●参加方法／今月中に対象者のご実家にご案内が郵

送されますので、そちらをご確認の上、同封のハ
ガキにてお申し込みください。

●—／企画課まちづくり支援係　☎72−4524

企画展示「港の風景画展
〜 髙橋英彦が描いた日本海 港の風景 〜」

●開催期間／８月25日㈰まで
　　　　　　午前10時～午後５時まで
●場所／酒田海洋センター（酒田市船場町二丁目５番15号）
●入館料／無料
●休館日／月曜日（祝日の場合は開館）
●—／山形県酒田海洋センター　☎26−5642
　　　山形県港湾事務所　☎26−5636

お　 し　 ら　 せ　 号
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旧優生保護法による優生手術等を受けた方に対して一時金を支給します

１．一時金の対象となる方について／
　以下の①または②に該当する方で、現在、生存

されている方が対象となります。
　①昭和23年９月11日から平成８年９月25日まで

の間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受
けた方（母体保護のみを理由として手術を受
けた方は除きます）

　②①のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術
または放射線の照射を受けた方

      （母体保護や疾病の治療を目的とするなど、
優生思想に基づくものでないことが明らかな
手術などを受けた方を除きます）

２．一時金の請求手続きについて／
　・お住まいの都道府県の窓口に請求書を提出し

てください。（郵送による提出も可能です）
　・請求書や添付書類（診断書・領収書）の様

式は、厚生労働省のHPに掲載しているほか、
都道府県のHPや窓口などでも入手できます。

　・請求期限は、平成31年４月24日（法律の施行
日）から５年です。

３．一時金の金額／
　　一時金の額は、320万円（一律）です。
４．—／
　＜山形県旧優生保護法一時金受付・相談窓口＞
　☎023−630−2459　FAX023−625−4294
　E−mail：yusei@pref.yamagata.jp
　受付時間：午前８時30分～午後５時15分
　　　　　（月～金　土日祝日、年末年始を除く）
　所在地：〒990−8570　山形県山形市松波２−８−１
　　　　　山形県健康福祉部健康福祉企画課
　　　　　（山形県庁３階）
　＜庄内総合支庁（庄内保健所）＞
　☎0235−66−5528　FAX0235−66−4935
  受付時間：午前８時30分～午後５時15分
　　　　　（月～金　土日祝日、年末年始を除く）
　所在地：〒997−1392　三川町大字横山字袖東19−１
　　　　　庄内総合支庁（庄内保健所）２階
　　　　　保健企画課　

「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に基づき、
優生手術等を受けた方に対して、一時金をお支払いします。



「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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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

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／７月25日㈭午前10時～
●場所／庄内総合支庁　講堂
●—／県議会事務局議事調査課　☎023−630−2841

県立職業能力開発施設オープンキャンパス
●日時／
　産業技術短期大学校： 
　　７月28日㈰午前９時30分～午後４時
　産業技術短期大学校庄内校：
　　７月21日㈰午前９時30分～午後０時30分
　山形職業能力開発専門校：
　　７月20日㈯午前10時～午後３時30分
　庄内職業能力開発センター：
　　７月28日㈰午前９時30分～11時30分、
　　　　　　　午後１時30分～３時30分
●場所／各施設
●対象者／高校生、保護者、高等学校の先生、その

他一般参加希望者
●—／産業技術短期大学校　☎023−643−8431
　　　産業技術短期大学校庄内校　☎31−2300
　　　山形職業能力開発専門校　☎023−644−9227
　　　庄内職業能力開発センター　☎31−2700
※オープンキャンパスに関する詳細な情報は、各施

設のHPをご覧ください。

酒田地区広域行政組合
消防職員採用試験

●受付期間／７月22日㈪～８月14日㈬（必着）の午前８時30分～午後５時15分（土曜、日曜日および祝
日を除く）に、受験申込書等に必要事項を記入し、写真を受験申込書と受験票に貼り、下記問い合わ
せ先まで郵送または持参してください。

●試験日／
　第１次試験　９月22日㈰
　　　　場所　東北公益文科大学　教育研究棟（飯森山三丁目）
　　　　科目　消防Ａ・消防Ｂ　　教養試験、適性検査
　　　　　　　職務経験者　　　　職務基礎力試験　職務適応性検査
　第２次試験　10月下旬に予定（第１次試験合格者に通知）
　　　　科目　集団討論（職務経験者除く）、個人面接、作文、体力測定（文科省新体力テスト）
●受験申込書／受験申込書は、消防本部予防課 総務係、消防署各分署、役場総務課にあります。また、

消防本部HPからもダウンロードできます。
　郵送を希望する場合は、宛先を明記し、120円切手を貼った角形２号（Ａ４判が折らずに入る大きさ）

の返信用封筒を同封して請求してください。
●—／〒999−6711　酒田市飛鳥字契約場30
　　　酒田地区広域行政組合 消防本部予防課 総務係　☎61−7119

区分 職　種 採用予定人員 受　　　験　　　資　　　格

大学卒業
程度 消防Ａ

５名程度

下記①または②に該当する方
①平成２年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた方
②平成10年４月２日以降に生まれた方で、大学（短期大学を除く。）を卒業し

た方または大学を令和２年３月までに卒業見込みの方
高校卒業

程度 消防Ｂ
・平成10年４月２日から平成14年４月１日までに生まれた方
　ただし、大学（短期大学を除く。）を卒業した方または大学を令和２年３月ま

でに卒業見込みの方は受験できません。

職務経験者 若干名
・昭和55年４月２日以降に生まれ、消防士としての職歴が３年以上あり、現在

も県外で勤務している現職の方
　※勤務経験確認のため、職歴申告書の提出が必要です。

共　通
・令和２年４月１日以降、酒田地区広域行政組合管内（酒田市、庄内町または遊佐町のいずれか）に居住

できる方
・視力は、矯正視力を含み、両方の眼で0.7以上、かつ、片方の眼でそれぞれ0.3以上あり、色覚は、赤色、
　青色および黄色の色彩が識別できる方、また、聴力は左右とも正常で、心身ともに健康な方



高齢者生きがいづくり・生活支援活動人材育成等事業実践講座
支え合いの地域づくり担い手養成講座

　地域で生活支援の担い手として活躍するために、
現地研修や実践を通して企画立案や運営手法などを
学ぶ講座です。
●日時／８月１日㈭～10月10日㈭全５回
●場所／洗心庵（山形市緑町１−４−28）ほか
●≤／氏名・郵便番号・住所・電話番号・FAX番号・

生年月日・所属を明記し、E−mailまたはハガキ、
FAXで７月19日㈮まで下記の問い合わせ先へお
申し込みください。

●—／山形県生涯学習文化財団
　担当　☎023−625−6411　FAX023−625−6415
　E−mail：yama@gakushubunka.jp

生活なんでも相談ダイヤル
　家庭、労働、法律、借金、就労など、生活全般に
関する悩みや困りごとの相談に電話で対応します。
●日時／７月25日㈭～27日㈯　午前10時～午後５時
●相談方法／事前申込不要。相談料無料。下記フリ

ーダイヤルより相談してください。
●相談電話／☎0120−39−6029（フリーダイヤル）
●—／生活あんしんネットやまがた
　　　☎0120−39−6029

「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

司法書士無料相談所
　山形県司法書士会で、村山地区を中心に新たな相
談窓口を開設しています。「予約制」となっていま
すので、ご注意ください。
●開催日時／７月18日㈭、９月19日㈭、10月17日㈭、
　　　　　　11月21日㈭　午後６時～８時
●相談方法／面談　＊相談料無料
●内容／・土地・建物の売買などの不動産登記
　　　　・会社の設立などの商業登記
　　　　・相続登記
　　　　・高齢者の財産管理　等々
●会場／山形会場：山形司法書士会
　東根会場：東根市さくらんぼタントクルセンター
　寒河江会場：フローラ・ＳＡＧＡＥ
●—・予約／山形県司法書士会総合相談センター
　☎023−642−3434（相談日の前日まで受け付け）

求職者の生活・就労相談ダイヤル
　求職者の生活や住まい、就職活動に関する悩みな
どに、電話で対応します。
●日時／７月25日㈭～27日㈯午前10時～午後５時
●相談方法／事前申込不要。相談料無料。下記フリ

ーダイヤルまでお電話ください。
●相談電話／☎0800−800−7867（フリーダイヤル）
●—／山形県求職者総合支援センター
　　　☎0800−800−7867
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【遊佐町スポーツ合宿誘致事業補助金制度】
１．趣旨／本町のスポーツ競技技術力の向上、ス

ポーツ振興及び地域の活性化を図るため、町内
の宿泊施設を利用して合宿した県外のスポーツ
団体に補助金を交付する。

２．補助対象者／山形県外のスポーツ団体で高校
生以上が所属する団体

　※年間を通じて定期的に練習・活動している団
体

３．要件／次の要件を全てみたすもの
　①遊佐町内宿泊施設に合宿のため連続２日以上

宿泊
　②宿泊者数×宿泊日数が10人以上
　③合宿期間中に１回以上町内スポーツ団体、町

民とスポーツを通じた交流を図ること
４．補助対象となる経費／
　・交通費　　　　・宿泊費、食事代
　・練習に係る施設使用料および実費
５．補助額／対象経費の１/ ２の額または150,000

円のいずれか低い額

　町では町民のスポーツ競技力の向上やスポーツ
振興のために、下記の制度があります。対象とな
る制度に該当される場合は、事前に下記までご連
絡ください。

【遊佐町スポーツ大会等参加補助金】
１．趣旨／遊佐町民が出場するスポーツ大会への

選手派遣に伴う経費に対し、参加者の負担軽減
を図るための補助金。

２．補助対象となる大会／国、県、財団法人日本
体育協会の加盟団体（属する専門部も含む）が
主催、若しくは共催し、県大会等以上の予選会
を経てその代表として出場する東北大会以上の
大会とする。

３．補助対象者／遊佐町民
４．補助金の対象経費／大会等に参加するために

必要な交通費実費とする。
５．補助金の額／
　対象経費の２分の１以内とする。ただし、下記

に定める金額を上限とする。
　⑴全国大会及び東日本大会については、150,000

円を上限とする。
　⑵東北大会については、100,000円を上限とする。

【懸垂幕設置事業】
　東北大会以上の大会へ出場する町民又は町民が
所属するチームの懸垂幕を作製し、役場正面玄関
前に設置し激励する。

●—／教育課社会教育係　☎72−2236

遊佐町スポーツ関係の補助金等について
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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

令和元年度 山形県金峰少年自然の家
『海浜カヌー体験デー』

●日時／８月24日㈯午前９時～午後５時
●内容／カヌー体験（乗り方、操作方法、ツーリング）
●場所／山形県金峰少年自然の家　海浜自然の家
　　　　（月光川～牛渡川）
●対象／高校生から一般成人
●参加費／190円（保険料）
●定員／先着20名
●≤／７月19日㈮～８月４日㈰午前９時～午後０時

30分（休所日：７月21日㈰は除く）に、下記問い
合わせ先まで電話にてお申し込みください。

●—／山形県金峰少年自然の家　海浜自然の家
　　　指定管理者　庄内アソビバプロジェクト
　　　☎77−2166

夏休み子ども科学教室
〜イカの体の研究と加工体験〜

　イカの漁業・生態等の講演とイカの解剖および加
工体験を行います。
●日時／８月２日㈮午前９時～正午
●場所／おいしい魚加工支援ラボ
　　　　（山形県水産試験場）
●対象／小学３～６年生と保護者
●定員／先着10組
●費用／500円（子ども一人あたり、材料費）
●—・≤／山形県水産試験場　☎0235−33−4382

「第54回山形県発明くふう展」&
「第16回山形県未来の科学の夢絵画展」作品大募集

【第54回山形発明くふう展】
　生活を豊かにする創造的で、アイデアに富んだ作
品をお待ちしております。
●開催期間／10月18日㈮～10月20日㈰午前10時～午

後４時
●展示会場／上山市　南部体育館
●締切／９月17日㈫

【第16回山形県未来の科学の夢絵画展】
　未来の科学の夢や科学技術の発達により、楽しく
生活している未来の世界を描いた作品を募集してい
ます。
●開催期間／12月10日㈫午後１時～12月15日㈰
　　　　　　午後５時
●展示会場／山形県産業科学館
　　　　　　２階フリースペース
●締切／10月31日㈭
●≤／発明くふう展・未来の科学の夢絵画展共に、

下記問合せ先のURLより詳細をご確認ください。
●—／一般社団法人山形県発明協会
　　　☎023−644−3316　FAX023−644−3303
　　　URL：http://yamagata-i.sakura.ne.jp/

としょかん古本市を開催します
　誰かにもらってほしい、まだ読むことのできる不
要本はありませんか？としょかん古本市は、皆さま
からご提供いただいた本を展示し、自由にお持ち帰
りいただく、誰でも参加できる無料のイベントです。
８月の開催に向けて、ご家庭の不要本を募集します。
●募集期間／７月31日㈬午後５時まで
　町立図書館へ直接お持ち込みください（上限30冊

／申込用紙記入有）。
●—／町立図書館　☎72−5300

庄内昆虫同好会　昆虫標本展示
「こんな虫見たことある!? 〜やまがた昆虫ラボ展示会〜」
　庄内昆虫同好会の会員が山形県内で採集した1000
種類にも及ぶ昆虫標本や写真、映像の展示が行われ
ます。実体顕微鏡のコーナーでは昆虫の体の細部ま
で観察できます。
●期間／７月20日㈯～８月18日㈰午前９時～午後４

時30分（最終入館午後４時）
●場所／鳥海イヌワシみらい館展示室
●入館料／無料
●—／鳥海イヌワシみらい館　☎64−4681

放送大学10月生募集
　放送大学はBSマルチ放送やBS放送、インターネ
ットを通して学ぶ通信制の正規の大学です。
●出願締め切り／第１回募集：８月31日㈯
　　　　　　　　第２回募集：９月20日㈮
　※資料を無料で差し上げています。
●—／放送大学山形学習センター　☎023−646−8836

令和元年度 鳥海イヌワシみらい館
「夏休み体験プログラム」

●期間／７月22日㈪～８月18日㈰
●時間／午前９時30分～11時30分
　　　　午後１時30分～３時30分
●会場／鳥海イヌワシみらい館
●内容／①アントラースプーン・フォークづくり
　　　　②エコバッグ作り
　　　　③ドリームキャッチャーづくり
　　　　④蜜ろうそく作り　※週替わりで開催
　　　　⑤お鷹ぽっぽキーホルダーの絵付け
　　　　　（期間中毎日開催）
　　　　⑥木のうちわに絵付け
　　　　　（期間中毎日開催）
●参加費／①400円　②200円
　　　　　③300円　④400円
　　　　　⑤⑥300円
●—／鳥海イヌワシみらい館
　　　☎64−4681　E-mail:moukin@raptor-c.com
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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

山形県パソコンボランティア養成講座
　身体障がい者のパソコン使用に際し、サポートを
行うパソコンボランティアの養成講座を行います。
●日時／８月24日㈯、25日㈰、９月14日㈯、15日㈰
　　　　午前10時～午後４時
●場所／山形県身体障害者福祉会館
　　　　（山形県リハビリセンター）
●対象／
　・パソコンでワープロ操作、HP閲覧、メール通

信が可能な方。
　・障がいのある方へのパソコンボランティアに意

欲があり、本校集会終了後パソコンボランティ
ア派遣事業の登録者として派遣要請に応ずるこ
とのできる方。

●参加費／無料。先着10名。
●≤／８月９日㈮まで、下記問い合わせ先へお申し

込みください。FAX・E-mailでお申し込みの際は、
住所、氏名、年齢、電話番号（FAX番号）を明
記してください。

●—／社会福祉法人山形県身体障害者福祉協会
　　　☎023−686−3690　FAX023−686−3723
　　　E-mail：y-sinsyokyo@orange.plala.or.jp

　消費税・地方消費税の税率10％への引き上げ
と同時に、飲食料品（酒類・外食を除く）と新
聞（定期購読契約・週２回以上発行）に係る税
率を８％とする「軽減税率制度」が実施されます。
　新しい仕入れ税額控除の方式に対応するため
には、帳簿・請求書・レシート等の記載を複数
税率に対応させる必要があります。中小企業・
小規模事業者の方には、レジや受発注・請求書
管理システムの導入・改修について補助金を設
けるなどの支援を行っています。ぜひご活用く
ださい。
　制度についての詳細は「軽減税率　国税庁」、
補助金についての詳細は「軽減税率対策補助金」
で検索してください。
●—／受付時間：平日午前９時～午後５時

【制度について】
　消費税軽減税率電話相談センター
　フリーダイヤル　☎0120−205−553
　ナビダイヤル　　☎0570−030−456（通話料が

かかります）もご利用いただけます。
【補助金について】
　軽減税率対策補助金事務局
　フリーダイヤル　☎0120−398−111

宮内庁　令和２年歌会始
●お題／「望」と定められました。
　※お題は「望」ですが、歌に詠む場合は「望」の

文字が詠み込まれていればよく、「希望」、「望郷」
のような熟語でも、また、「望む」のように訓
読しても差し支えありません。

●期間／９月30日㈪まで（消印有効）。
●その他／詠進歌の詠進要領等については、宮内庁

HPでご確認ください。
　宮内庁HP：http://www.kunaicho.go.jp

「肝臓週間」における肝炎ウイルス
夜間検査（血液検査）

　７月22日から７月28日までは『肝臓週間』、７月
28日は『日本肝炎デー』です。
この機会に肝炎ウイルス検査を受けてみませんか。
●日時／７月23日㈫午後４時～午後７時
　※午前９時20分～12時はＢ型･Ｃ型ウイルス性肝

炎を含め、HIV（エイズ）、梅毒、性器クラミジ
ア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／検査は匿名･無料、事前予約が必要です。
●—／庄内保健所感染症対策担当
　　　☎0235−66−4920

山形県視覚障がい者IT講習会
　視覚障がいのある方に対
して、パソコンの基礎操作
の講習やパソコン利用に関
する相談を行います。
●日時／
　【村山地区】10月27日㈰、11月３日㈰、４日（月・祝）
　　　　　　　午前10時～午後３時
　【最上地区】10月12日㈯～14日（月・祝）
　　　　　　　午前10時～午後３時
●場所／
　【村山地区】天童駅ビル　パルテ３階
　　　　　　　カルチャールーム２
　【最上地区】新庄市市民プラザ　研修室
●対象者／視覚障がいのある方で、障がいのため通

常パソコン操作が困難な方、または、パソコンを
日常的に使われている方でスキルアップをしたい
方。

●その他／各地区定員５名。受講料無料。
●≤／【村山地区】10月18日㈮、【最上地区】９月

27日㈮まで、下記問い合わせ先へお申し込みくだ
さい。

●—／山形県身体障害者福祉協会
　　　☎023−686−3690　FAX023−686−3723
　　　E-mail：y-sinsyokyo@orange.plala.or.jp

2019年10月１日、
消費税の軽減税率制度がスタート

事業者の皆さま、仕入れ税額控除の
方式が変わります！
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●職種、雇用および勤務形態、採用人数　等

●給与待遇／遊佐厚生会「職員給与支給規程」に
よる。

●採用予定／10月１日㈫
●申込期間／締め切り　８月６日㈫まで
　　　　　　※最終日までの必着
●試験会場／障がい者支援施設月光園
　　　　　　（第二次試験会場も同じ）
●受付時間／午前８時30分～午後５時30分
　　　　　　（土・日・祝祭日　対応可）
●申込用紙請求先／
　遊佐厚生会事務局（月光園内）で交付します。
　郵便で請求する場合は、封筒に「受験申込書請

求」と朱書し、必ず120円切手と宛名を明記し
た用紙を同封してください。

●提出書類／
　①受験申込書　②法人専用履歴書
　③有資格証明書写し
　①②は遊佐厚生会HP（www.yuzakouseikai.or.jp）

よりダウンロード可）
●—／〒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

お　 し　 ら　 せ　 号
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■雇用の広場
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（エルパSS希望の方は無くて
も可）。
危険物乙４種取得、SS経験者の方は優遇。

勤 務 地 エルパSS：ショッピングセンターエルパ内
西浜SS：遊佐町菅里菅野２（道の駅ふらっと前）

業 務 内 容
エルパSS：給油許可ボタン押し、簡単な給油
補助、計量器清掃など
西浜SS：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。エルパSSの希望の方は室内業務が主
ですので40歳以上でも構いません。

—
遊佐石油販売株式会社
西浜SS☎77−2421　エルパSS☎72−2316

社会福祉法人遊佐厚生会職員募集

職種
雇用・

勤務形態
人数 受験資格 試験内容

介護員
正規職員
※夜勤有

り
３名

①満40歳まで
　（昭和54年４

月２日以降生
まれ）

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

８月10日㈯
・作文・面接試

験
　受付 9：20～
　試験説明
　　　 9：20～

夏休み親子ものづくり体験教室
●日時／８月９日㈮午前９時～正午
●場所／山形県立産業技術短期大学校庄内校
　　　　（酒田市京田三丁目57−4）
●対象／小学生とその保護者
●内容／Aコース：ライントレースロボットをつく

ろう（５～６年生対象）
　Bコース：ハンドパワー風車とCDホバークラフ

トをつくろう（４～６年生対象）
　Cコース：スクラッチ（Scratch）でかんたん！

オリジナルゲームを作ろう（４～６年生対象）
　Dコース：オリジナルしおりと電気パンをつくろ

う（３～６年生対象）
●募集人員（親子一組）／A、Bコースそれぞれ15組、

Cコース10組、Dコース20組
●費用／小学生500円
●≤／７月26日㈮まで、E-mailかFAXでお申し込み

ください。
●—／山形県立産業技術短期大学校庄内校総務課
　　　☎31−2300　FAX31−2770
　　　E-mail：all-soumu@shonai-cit.ac.jp

○４月27日㈯
　第44回少年少女卓球大会
　　カブの部　　男子　第３位　太田　珠於（高瀬小４年）
　　　　　　　　女子　第３位　阿部　紗也（蕨岡小４年）
　　バンビの部　男子　第３位　佐藤　陽斗（遊佐小４年）
○６月15日㈯・16日㈰
　令和元年度　第50回飽海地区中学校総合体育大会バスケ

ットボール競技
　兼　第59回山形県中学校体育大会バスケットボール競技

飽海地区予選会
　　第３位　遊佐中学校　男子バスケットボール部
　　第３位　遊佐中学校　女子バスケットボール部
○６月22日㈯・23日㈰
　令和元年度　第７回 東北少年少女空手道選手権大会
　　小学２年生　女子　個人組手
　　　優秀選手賞　村上　心優（遊佐小２年）
○６月30日㈰
　令和元年度山形県シニアテニス連盟親善交流テニス大会
　男子ダブルス
　　優勝　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

5教科をしっかり復習！
  中３　7/27スタート
夏休みに、５教科を総復習
苦手は個別に指導するから安心
話題の山形県統一模試験会場
志望高校合格率 100％継続中！

光月堂さん向かい
後藤総合学園 遊佐教室

夏

事務局☎24-4044

17
日
ま
で
早
割中１・中２  同時受付中！

期
講
習
「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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入札結果 6月分
●令和元年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事
（第１工区）
期間　令和元／7／1～令和元／12／10
契約金額　56,650,000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

●令和元年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事
（第３工区）
期間　令和元／7／1～令和元／12／10
契約金額　58,850,000円
契約者　庄司建設工業株式会社
［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、株式会社髙橋工業所、土門建
設株式会社

●町道京田野沢藤井線側溝整備工事
期間　令和元／6／12～令和元／8／9
契約金額　2,808,000円
契約者　赤塚建設工業株式会社
［その他の入札参加者］有限会社石川工業、有限会社石山
工業、有限会社一道建設、金子建業株式会社、有限会社
菅原建設、ヤマ五建設株式会社

●除雪ドーザ（11t級）購入
期間　令和元／7／1～令和元／12／20
契約金額　14,630,000円
契約者　コマツ山形株式会社庄内支店
［その他の入札参加者］北日本車輌株式会社、昭和建機株
式会社、日本キャタピラー合同会社酒田営業所、ロジス
ネクストユニキャリア株式会社庄内支店

●公用自動車購入（道路維持作業車）
期間　令和元／6／10～令和元／7／31
契約金額　905,865円
契約者　有限会社齋藤モータース
［その他の入札参加者］有限会社赤塚自動車、株式会社オ
ートショップ今野、有限会社西浜タイヤ

●令和元年度遊佐特定環境保全公共下水道舗装復旧工事
（第１工区）
期間　令和元／6／7～令和元／8／30
契約金額　18,036,000円
契約者　協栄建設株式会社
［その他の入札参加者］有限会社一道建設、伊藤建設株式
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

●令和元年度遊佐特定環境保全公共下水道舗装復旧工事
（第２工区）
期間　令和元／6／5～令和元／8／30
契約金額　9,504,000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

地
域
生
活
課

地
域
生
活
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。

お　 し　 ら　 せ　 号
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ご葬儀セミナー＆会場見学会

セレモニーホール遊佐　遊佐町遊佐字川端6番地 ☎0120-247633

◆通夜振舞ラーメンの試食（セミナー終了後）　　◆花鉢即売会（１鉢100円）同時開催
◆仏壇・墓石相談会　同時開催　　◆冷たいジェラートをご準備してお待ちしております。
◆当日アークベルメンバーズにご入会いただいた方へ焼き菓子詰め合わせをプレゼント！

○ご葬儀セミナー　10：00～
　 ご葬儀の流れや費用について、詳しくご説明いたします。
 　終活について、行政書士 倉敷事務所様よりセミナー形式でご説明します。
　　　○湯灌の実演　セミナー終了後
　　　　ご葬儀式場やお斎会場、控室もご覧いただけます。

7月28日（日）9：30～13：007月28日（日）9：30～13：00

　プレゼント！　プレゼント！　プレゼント！　プレゼント！

◆ご来館いただいた方
　全員にボックスティッシュ
　プレゼント！

お問合せ

会社髙橋工業所、土門建設株式会社
●令和元年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事
（第２工区）
期間　令和元／7／1～令和元／12／10
契約金額　38,280,000円
契約者　協栄建設株式会社
［その他の入札参加者］伊藤建設株式会社、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

●町道畑西線道路改良工事
期間　令和元／7／1～令和元／11／29
契約金額　45,980,000円
契約者　協栄建設株式会社
［その他の入札参加者］伊藤建設株式会社、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

●町道杉沢本線落石防護柵整備工事
期間　令和元／7／1～令和元／11／29
契約金額　40,700,000
契約者　伊藤建設株式会社
［その他の入札参加者］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

●令和元年度上寺配水池水道管布設工事に伴う舗装復旧工
事
期間　令和元／7／1～令和元／7／31
契約金額　3,618,000円
契約者　土門建設株式会社
［その他の入札参加者］有限会社一道建設、伊藤建設株式
会社、株式会社斎藤工業

●遊佐中学校厨房配管改修工事
期間　令和元／6／12～令和元／8／19
契約金額　7,560,000円
契約者　協栄建設株式会社
［その他の入札参加者］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、有限
会社菅原建設、株式会社髙橋工業所

●遊佐町立図書館屋根改修工事（Ⅱ期）
期間　令和元／6／24～令和元／9／20
契約金額　27,432,000円
契約者　株式会社髙橋工業所
［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、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、ヤマ五建設株式会社

●平成31年度遊佐中学校トイレ改修工事
期間　なし　契約金額　なし
契約者　なし
［その他の入札参加者］なし

「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


