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【期間】
  3月7日～5月10日
　　　　　　　 まで

【期間】
  3月7日～5月10日
　　　　　　　 まで

道の駅 鳥海 ☎71－7222 9:00～17:00
食堂 10:00～17:00

ラーメン「味の駅」 10:30～17:00
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
10:00～17:00☎77－3330

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

あぽん西浜

とりみ亭

☎77 3333 ☎77 3334

日帰り温泉施設 お食事処

　次回の
●休館日 3/23㈪
●サービスデー 3/26㈭

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）

とりみ亭
営業時間《　　　》

◆お客様感謝週間◆
【期間】3/24㈫～3/30㈪
この期間は「スタンプ2倍」で
還元させていただきます！

◆湯上りボディケア
リニューアルオープン◆

  3月より曜日別で施術スタートしました！
  美容と疲労回復にぜひご利用ください！
❖詳細はあぽん西浜まで❖

◆個室（貸切）料金がお得◆
  2時間ご利用で700円（税込）
【期間】～3月31日まで

◆企画展示◆
くろもりん押絵倶楽部作品
【期間】～3/22㈰まで
  3/24㈫から新企画展示
  致します！お楽しみに！

◆子育て応援企画◆
毎週土曜日・日曜日は
小学生入浴料→無料
【期間】～3月下旬まで

◆お得企画◆
毎月26日は
麺類大盛が無料！

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

当館は全て消費税込の料金です当館は全て消費税込の料金です
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ご予算に合わせてご用意致しますご予算に合わせてご用意致します ※季節により料理内容は異なります。

・
11,150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 6,750円～

●１泊朝食付
5,500円5,500円6,600円6,600円料理長

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
致します。

花束のご用意や
記念写真等の手配も
致します。

引 菓 子 等 の
　手配も致します。
引 菓 子 等 の
　手配も致します。

※仏様用膳
4,400円にて
承ります。

※仏様用膳
4,400円にて
承ります。

◎ご予約承ります◎　少人数の場合も送迎致します。◎ご予約承ります◎　少人数の場合も送迎致します。

所得税・住民税の申告期間の延長について
　所得税・住民税の申告期間が４月16日㈭まで延
長されます。所得税の申告については３月17日
㈫以降は酒田税務署にて申告できます。住民税の
申告については３月17日㈫以降は町民課課税係
にて申告できます。
●—／酒田税務署　☎33−1450
　　　町民課課税係　☎72−5876

「障がい者を支援する事業所による製品販売会」
中止のお知らせ
　３月１日広報でお知らせしておりました、３月
18日㈬開催予定の「障がい者を支援する事業所に
よる製品販売会」は中止させていただきます。
●—／健康福祉課福祉係　☎72−5884

遊佐町HP「新型コロナウイルス感染症に対する
町の取り組みについて」
　町のイベントや事業・施設等の対応につきまし
ては、町HPに「新型コロナウイルス感染症に対
する町の取り組みについて」の情報をまとめたペ
ージを公開しています。情報は随時更新していき
ますので、ぜひご確認いただきますようお願いし
ます。

http://www.town.yuza.yamagata.jp/ou/kikaku/
kikaku/coronav.html

　町では、２月28日㈮に遊佐町新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、感染予防・感染拡大防
止のための対応について決定しました。３月末までの対応につきましては、３月４日㈬に文書を全戸配
布してお知らせしています。今後も引き続き、国内の感染状況や国等の方針をもとに対応を検討します。
ご理解とご協力をお願いいたします。また、町民の皆さまにおかれましても、日頃からの手指消毒、発
熱時には外出を控えていただくなど、感染予防と拡大防止の取り組みをお願いいたします。

関 連 情 報
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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

令和2年度　遊佐町福祉タクシー
事業の利用券交付について

　町では、運転免許証を所有しない高齢者および運
転が困難な障がいを有する方の社会参加や生活圏の
拡大をすすめるため、タクシー利用券を交付しています。
●交付要件／
　　町内に住所を有し、かつ現に居住している方で、

次のいずれかに該当している方。
①令和２年度内に65歳以上となる方で運転免許証
（原付含む）を所有していない方

②下記の障がいを有する方
　⑴身体障害者手帳の所持者で

ア）上肢障害１級～３級の方
イ）下肢・体幹及び重複障害１級～５級の方
ウ）視覚・内部障害（心臓、腎臓、肝臓、呼吸

器）１級～６級の方
　⑵療育手帳の所持者及び養護学校に通学してい

る方
　⑶精神障害者保健福祉手帳の所持者

●年間交付枚数／
　交付要件①に該当する方：36枚／年
　交付要件②に該当する方：42枚／年
●利用可能枚数／１回の乗車につき３枚まで
●≤／印鑑、②に該当する方は手帳を持参し、健康

福祉課福祉係へおいでください。
●—／健康福祉課福祉係　☎72−5884

　犬の飼い主には、飼い犬（生後91日以上）の登録、毎年１回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２年度の集合注射は下記日
程で実施しますので、飼い主の方は責任を持って受けるようにしましょう。
　なお、消費税改定に伴い注射料金が100円増額されましたのでご注意ください。

●注射料金／
　登録済の犬（注射料のみ）
　　（改定前）3,200円　→　（改定後）3,300円
　未登録の犬（登録料と注射料）　
　　（改定前）6,200円　→　（改定後）6,300円
●持ち物／①郵送されたハガキ　※ハガキ内の問

診票を記入してお持ちください。
②フン処理の袋（会場で犬がフンをした場合のため）

●日程／

2020年度 国家公務員「国税専門官
採用試験」（大学卒業程度）

仙台国税局では、バイタリティーあふれる国税専
門官を募集しています。
　国税専門官は、国の財政を支える重要な仕事を担
い、税務署等において、調査・徴収・検査や指導な
どを行う税務のスペシャリストです。
●受験資格／

１．平成２年４月２日から平成11年４月１日生ま
れの者

２．平成11年４月２日以降生まれの者で次に掲げ
る者

⑴大学を卒業した者および令和３年３月までに大
学を卒業する見込みの者

⑵人事院が⑴に掲げる者と同等の資格があると認
める者

●受験申込受付期間／３月27日㈮～４月８日㈬
●≤／受験申し込みはインターネット申し込みとする。
　国家公務員試験採用情報NAVI（http://www.

jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm）
●第１次試験日／６月７日㈰
●—／仙台国税局人事第二課試験研修係
　　　☎022−263−1111　内線3236
　　　人事院東北事務局　☎022−221−2022

犬の登録と狂犬病予防注射

＊狂犬病予防注射は１頭１針で実施しています。
＊会場へは、犬を制御できる方が連れてきてくだ

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。
＊鑑札・注射済票は犬の首輪に付けてください。
＊上記の集合注射を受けない場合は、動物病院等

で必ず注射を受けてください。
　　また今回、「集合注射および動物病院等へ連

れていく事が困難等」特別な事情がある方に限
り訪問注射についてのご相談をお受けします。
訪問注射についてのご相談をされたい方は、３
月23日㈪まで下記へご連絡くださるようお願い
します。訪問は４月７日㈫～10日㈮の期間を予
定しており、訪問日時・時間については獣医師
と調整の上、ご連絡させていただきます。

●—／地域生活課環境係　☎72−5881

月　日 場　所 時　間

4月  7日㈫
しらい自然館 午前9時15分～9時45分
野沢公民館 午前10時～10時30分
生涯学習センター 午前11時～11時30分

4月  8日㈬ 稲川まちづくりセンター 午前9時30分～10時
西遊佐まちづくりセンター 午前10時15分～10時45分

4月  9日㈭ 吹浦防災センター 午前9時30分～10時15分
高瀬まちづくりセンター 午前10時45分～11時15分

4月10日㈮ 蕨岡まちづくりセンター 午前9時30分～10時
開畑公民館 午前10時15～10時45分

4月11日㈯ 生涯学習センター 午前10時～11時
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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

　町内に土地や家屋を所有している方は、下記の
期間中、町内の土地や家屋の今年度評価額などを
字・地番順の縦覧帳簿でご覧になることができま
す。
　また、町内に固定資産をお持ちの方は下記の期
間中は無料で、その資産の課税台帳をご覧になる
ことができます。閲覧は下記の期間以外でも可能
ですが、その際は有料となります。

●期間／４月１日㈬～６月１日㈪（土・日・祝日
を除く）

●時間／午前８時30分～午後５時15分
●場所／町民課　課税係
●手数料／縦覧帳簿：縦覧は無料（コピー不可）
　課税台帳の閲覧：無料（コピーが必要な方は一

枚10円の実費を申し受けます）

●対象者／縦覧：町内に土地・家屋を所有し、固
定資産税を納税している方（または同居の家族
等）

　閲覧：町内に固定資産を所有している方（また
は同居の家族等）

●持ち物等／運転免許証等の身分証明書（代理人
の方は委任状、借地・借家人や資産を処分する
権利のある方は、他に権利関係が分かる書類も）
※固定資産課税台帳の閲覧は通常どおり行って

いますが、縦覧期間中は令和２年度分に限り、
無料で閲覧することができます。証明が必要
な方は通常の手数料を申し受けます。（１枚
400円）

●—／町民課課税係　☎72−5412

固定資産税の納税通知書は
5月15日発送です

固定資産の価格等の縦覧と課税台帳の閲覧

都市計画審議会開催のお知らせ
　遊佐町都市計画審議会が次のとおり開催されます
のでお知らせします。
●名称／令和元年度第１回遊佐町都市計画審議会
●日時／３月30日㈪午前10時～正午
●場所／遊佐町役場議事所
●議題／遊佐都市計画道路の変更について（町決定）
●≤／会議の傍聴は申し込み不要ですが、傍聴席が

満席となった場合は、先着順とします。
●—／地域生活課管理係　☎72−5883

地域定住農業者育成コンソーシアム
「2020年度食と農のビジネス塾受講生募集」
　農業経営、加工、販売、農
業技術等を学ぶ、食と農のビ
ジネス塾2020年度受講生を募
集します。
●開講期間／令和２年４月16

日㈭～令和３年３月５日㈮
●会場／山形大学農学部（鶴岡市）、酒田市、庄内町、

三川町、遊佐町など
●対象／食、農でビジネスを行おうとしている方、

支援・協力しようとしている方（実施中も含む）
●定員／先着40名
●費用／庄内地域　　３万円（免除制度あり）
　　　　庄内地域外　４万円
●—・≤／３月25日㈬まで山形大学農学部内「同コ

ンソーシアム」事務局へ
　☎070−2011−5615
　E-mail：youngf.sp2016@gmail.com

子育て支援医療証に関するお知らせ
【更新について】
　　平成14年４月２日～平成23年４月１日生まれの

方がいるご家庭に、子育て支援医療証を郵送しま
す。

　　16歳～18歳までの方で進学などにより町外に住
所を移した場合であっても、保護者の別居監護
とみなされる場合は対象となります。 その場合、
申請が必要となりますので、在学の証明になるも
の（在学証明書、合格通知書、生徒手帳など。写
しで可）、対象者の保険証、印鑑を持参の上、国
民健康保険係までお越しください。
※ひとり親家庭等医療証、重度心身障がい（児）

者医療証をお持ちの方には、子育て支援医療証
は郵送されません。

【１歳から９歳（小学校３年生）までのお子さんの
子育て支援医療証について】

　　これまで毎年お子さんの誕生月（１日生まれの
方は誕生月の前月）に来庁いただき交付しており
ましたが、４月以降は誕生月（１日生まれの方は
誕生月の前月）の下旬に新しい医療証を郵送しま
す。
※保険証の確認が必要です。保険証が変わった場

合は、新しい保険証と医療証をお持ちの上、国
民健康保険係までお越しください。

※町外から転入した場合や、被保険者の方が町外
在住で町に所得情報がない場合は、所得のわか
る書類の提出をお願いすることがあります。

●—／健康福祉課国民健康保険係　☎72−5875



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

　公益財団法人国際青少年研修協会では、６コー
スの参加者を募集しています。体験を通して、お
互いの理解や交流を深め、国際性を養うことを目
的に実施します。一人で参加される方が７割以上、
はじめて海外へ行かれる方が多く、全国から参加
するお友達との出会いも楽しみのひとつです。仲
間作りの指導もありますので、安心してご参加い
ただけます。

●内容／ホームステイ・文化交流・学校体験・英
語研修・地域見学・野外活動など

●研修先／イギリス・オーストラリア・シンガポ
ール・サイパン

●日程／７月25日㈯～８月15日㈯の間の９～19日間
　※コースにより異なります
●説明会／全国11都市、５月
　※入場無料・予約不要
●締め切り／５月27日㈬および６月５日㈮
　※コースにより異なります
●—／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

お　 し　 ら　 せ　 号
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鳥海山 おもしろ自然塾 笹巻き体験教室
　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／４月８日㈬午前10時～午後１時
●場所／しらい自然館
●対象／一般  ●定員／20名
●受講料／2,000円 ●持ち物／エプロン
●申込締切／４月１日㈬※定員になり次第締切
●—・≤／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

令和２年度「危険物取扱者試験」並びに
「消防設備士試験」の実施について

　一般財団法人消防試験研究センターでは、令和２
年度「危険物取扱者試験」並びに「消防設備士試験」
について実施します。試験の詳細や申し込みについ
ては、当センターHPをご覧ください。
●—／一般財団法人消防試験研究センター　山形県

支部　☎023−631−0761　FAX023−634−4665
　HP：https://www.shoubo-shiken.or.jp/

春の清掃にご協力を！
　きれいでさわやかな生活空間を保つため、集落周
辺の道路、公園等の清掃にご協力ください。集落等
団体で清掃される場合には、ごみ袋を提供しますの
で、代表の方は地域生活課・環境係までお申し込み
ください。

【ごみの分別にご注意ください！】
ポイ捨てされたペットボトル、空き缶、空きびん

は汚れているためリサイクルできません。下表のよ
うに分別して町指定ごみ袋に入れ、集落の環境推進
員を通じてごみステーションに出してください。

資源化できるのは、状態が
いいごみだけだよ！

●—／地域生活課環境係　☎72−5881

小学生～高校生のための夏休み海外研修交流事業参加者募集小学生～高校生のための夏休み海外研修交流事業参加者募集

後期高齢者医療保険料の保険料率が変わります
　後期高齢者医療制度の保険料率は、医療費など
の推計をもとに、２年ごとに見直しをおこなって
います。令和２・３年度の保険料率は、次のとお
り改定されることになりました。

平成30・令和元年度 令和２・３年度
所 得 割 率 8.01% 8.68%
均 等 割 額 41,100円 43,100円
賦課限度額 620,000円 640,000円

令和元年度 令和２年度
均等割保険料の

軽減割合
８割軽減 ７割軽減

8.5割軽減 7.75割軽減

ごみの種類 分別区分
ペットボトル、紙類、布類、ゴム類、
ビニール・プラスチック類、木くず もやすごみ

空き缶、空きびん、金属くず、
ガラスくず、せともの

（注：4月以降、乾電池は水銀ごみになります）
埋立ごみ

●所得割率…所得に応じて負担していただく分を
算定する際の率

●均等割額…加入者が公平に負担していただく分
●賦課限度額…年間保険料の最高額

　国の制度見直しにより、保険料の軽減特例が次
のとおり変わります。

　前年の所得により均等割保険料の軽減対象に該
当する場合があります。なお、令和２年度の保険
料決定通知書については、７月中旬に送付予定で
す。

●—／健康福祉課国民健康保険係　☎72−5875



「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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看護師・准看護師をめざす方へ奨学金の貸し付けについて看護師・准看護師をめざす方へ奨学金の貸し付けについて

お詫びと訂正
　令和２年３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　令和元年度遊佐町体育活動優
秀者表彰
誤）努力賞　中学生　空手　佐藤塁（空手）
正）努力賞　中学生　空手　佐藤塁（高瀬）
裏表紙　おえかきだいすき！
誤）石井　莉

り こ

子ちゃん　正）石井　莉
り こ

心ちゃん

令和2年度の保険料率が変わります
　全国健康保険協会（協会けんぽ）山形支部の健康
保険料率は令和２年３月（４月納付分）より現行
の10.03％から10.05％に引き上げとなります。また、
介護保険料率は1.73％から1.79％に引き上げとなり
ます。40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保
険者）は、健康保険料率に介護保険料率が加わります。
　加入者の皆さまの医療と健康を支えるため、この
ようなご負担につきまして、ご理解いただきますよ
うお願いします。
●—／全国健康保険協会山形支部企画総務グループ
　☎023−629−7226

借金返済に関する相談窓口
●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

　町では、看護師・准看護師を養成する学校等に在
学する方に、修学等に必要な奨学金の貸し付けを
行います。奨学金の貸し付けを希望される方は、ぜ
ひご活用ください。
●対象者（次の①②のすべてに該当する方）／

①　令和２年４月１日以降に保健師助産師看護
師法第21条または第22条に規定する文部科学
大臣、厚生労働大臣、都道府県知事が指定した
大学、学校、養成所に在学する方

②　①の大学、学校、養成所を卒業後に町内医療
施設、福祉施設等の看護師・准看護師として勤
務する意志のある方

●奨学金の金額／月額50,000円以内
●貸付期間／在学する学校等の正規の修学期間内
●償還期間・猶予・免除／
　貸し付け終了後、３年以内の期間で償還してい

ただきます。ただし、学校等を卒業した日から１
年以内に看護師等の免許を取得し、３年以内に
町内医療施設、福祉施設等に勤務する意志のあ
る方は、３年間償還が猶予されます。また、免許
取得後３年以内に町内医療施設、福祉施設等に
勤務し、３年間継続した場合は奨学金の償還が
全額免除（勤務した期間が３年未満の場合は一
部免除）されます。

●募集人数／若干名
●申込方法／奨学金貸付申込書に必要事項を記入

の上、必要書類を添えて健康福祉課健康支援係
に提出してください（郵送可）。奨学金貸付申込
書は健康支援係にあります。町HPからダウンロ
ードすることもできます。

●申込期間／４月１日㈬～30日㈭必着
●—／健康福祉課健康支援係　☎72−4111

危険物取扱者・消防設備士の
免状をお持ちの皆さまへ

　危険物取扱者・消防設備士の義務として、消防法
令では、免状交付の日から10年以内ごとに写真の書
換えをしなければならない規定となっております。
免状の写真下欄記載の期限を確認の上、速やかに手
続きをされるようお知らせいたします。
●—／一般財団法人　消防試験研究センター山形県

支部　☎023−631−0761

■雇用の広場
特別養護老人ホーム　松濤荘

募 集 職 種 ①介護員（スタッフ職員）３名
②調理員（スタッフ職員）１名

雇 用 期 間 採用日から令和３年３月31日
（契約更新可能性有り）

業 務 内 容 ①施設利用者の日常介護全般
②施設利用者の食事調理業務

必 要 資 格 不問

給 与 等

当法人規定による
○通勤手当（距離に応じて支給）、夜勤手当（１

回5,000円）、資格手当　休日勤務手当　他
　賞与（６月・12月）年２回
○年次有給休暇、健康維持増進・家庭生活充

実休暇（年６日）　その他特別休暇有り

待 遇 雇用保険・健康保険・厚生年金保険・労災保
険　加入

就 業 期 間
①週40時間（４週８休）夜勤含む変則勤務
②週24時間（４週６休）
※勤務時間等について、相談に応じます。

—
特別養護老人ホーム　松濤荘　☎76−2103
担当　髙橋・本間
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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
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虐待防止講演会　中止のお知らせ   

　３月29日㈰に公益ホール（東北公益文科大学）で
開催を予定しておりました、岩城正光弁護士による

「虐待防止講演会」は、新型コロナウイルス感染症
対策として、中止の対応を取らせていただくことに
なりました。突然のお知らせとなりご迷惑をおかけ
しますが、ご理解の程よろしくお願いします。
●—／ＣＡＰ庄内事務局　☎080−5575−1605
　E-mail：cap1605@ezweb.ne.jp

入札結果 ２月分
●令和元年度冬季松くい虫防除事業業務委託（衛生伐Ⅱ）
　（明許）

期間　令和2／2／27～令和2／3／31
契約金額　14,740,000円
契約者　有限会社遠田林産
[その他の入札参加者]北庄内森林組合、出羽庄内森林組合

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。

○２月１日㈯
　令和元年度　第46回庄内地区中学校選抜バスケットボール

大会
　　女子
　　　第３位　遊佐中学校女子バスケットボール部
○２月８日㈯
　第31回庄内ジュニアGSL大会　スキー大回転
　　小学生女子１年生の部
　　　第２位　髙橋　かなえ（高瀬小）
　　小学校男子３年生の部
　　　第３位　髙橋　太陽（高瀬小）
○２月11日（火・祝）
　第42回少年少女総合卓球大会
　　ホープス男子
　　　第３位　高橋　彪夏（高瀬小５年）
　　カブ男子
　　　第１位　太田　珠於（高瀬小４年）
　　バンビ
　　　第１位　佐藤　陽斗（遊佐小２年）
○２月16日㈰、23日㈰
　第17回　酒田飽海地区ミニバスケットボール新人大会
　　男子
　　　優勝　遊佐バスケットボールクラブ　
　　女子
　　　優勝　YUZAgirls
○２月19日㈬
　第23回酒田・飽海地区小中学生「ユネスコ短歌コンクール」
　　秀作
　　　いもうとがわたしをママとよんだからなんだかすこしお

かあさん気分
　　　　　　　小野寺美來（吹浦小１年）
　　　いつのまにおぼえたのかなおとうとがカタカナよめるび

っくりしたな
　　　　　　　大塚　絢葉（吹浦小３年）

○２月23日㈰
　第14回全国小学生アルペンスキー大会　山形県予選会
　　大回転競技
　　　小学校男子３年
　　　　第４位　髙橋　太陽（高瀬小）
○２月23日㈰
　第14回 樹氷杯ジュニア空手道選手権大会
　　小学２年女子組手
　　　第２位　村上 心優（遊佐小２年）
○２月23日㈰
　平成31年度（令和元年度）遊佐町卓球選手権大会（第49回）
　　男子経験者個人戦の部
　　　準優勝　阿部　達也（一般）
　　　第３位　土井　勝　（一般）
　　　第３位　渡邉　宥人（遊佐中）
　　男子未経験者個人戦の部
　　　準優勝　髙橋　彪夏（高瀬小）
　　　第３位　太田　珠於（高瀬小）
　　女子未経験者個人戦の部
　　　第３位　阿部　紗也（蕨岡小）
　　　第３位　鈴木　心菜（高瀬小）
　　団体戦の部
　　　優　勝　遊佐中YU（遊佐中）
　　　第３位　チーム光　（一般）
○全国小・中学校・ＰＴＡ新聞コンクール
　　優秀賞・毎日新聞社賞　遊佐町立遊佐中学校　２年４組

※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

広
告

ご葬儀事前相談&会場見学承ります

セレモニーホール遊佐　遊佐町遊佐字川端6番地 酒田セレモニー ☎0120-247633

ご葬儀について、事前にご相談・会場見学をされる方が増えております。
ご葬儀式場やお斎会場、控室もご覧いただけます。（要予約）

◆ご葬儀の準備、段取りについて、ご説明致します。
◆費用について気になる方へ、事前のお見積もりを無料で承ります。

お問合せ


