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遊佐町役場　☎（0234）72-3311　〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴211

　令和₂年₂月に日本海沿岸東北自動車道（日沿道）の全線開通予定が公表されました。令和₈年度まで
に山形県鶴岡市から秋田県小坂町までの約230kmが全線開通することとなり、ついに遊佐町にも高速道
路が開通します。このフォーラムは、これからの高速道路の新たな活用方法や休憩施設のあり方につい
て、有識者と共に考えることを目的に開催します。あなたも一緒に町の未来を考えてみませんか？

歯周疾患検診を受けましょう！
　町では町民の健康意識及び運動習慣の普及啓発と
継続のため、筋肉量と脂肪量等を測定できる体成分
分析装置での「体成分測定会」を以下の日程で実施
します。この機会にご自身の筋肉量・脂肪量等を把
握し、生活習慣の見直しやスポーツに取り組んでみ
ませんか？
●日　時／₈月2０日㈭　午前₉時～１１時
　　　　　₈月26日㈬　午後₆時～₈時
　　　　　※�₉月以降の開催については、毎月の広報

「生涯学習カレンダー」でお知らせします。
●会　場／遊佐町民体育館
●対象者／高校生以上　
　　　　　※ペースメーカー使用の方は測定できません。
　　　　　　運動前に測定するのが理想です。
●定　員／各日先着１5名（事前に申し込みが必要です）
●料　金／無料
●申込先／遊佐町民体育館　☎７2-5454
●問／遊佐町生涯学習センター　☎７2-2236

　高齢期における健康を維持し、食べる楽しみをい
つまでも得られるよう、歯を失う大きな原因となっ
ている歯周疾患の予防を目的に、歯周疾患検診事業
を実施しています。お口の健康は、全身の健康につ
ながります。対象となっている方は、この機会にぜ
ひ受診してください。

体づくり応援事業
「体成分測定会」のご案内

対 象 者 昭和1９年₄月１日から昭和2０年₃月３1日に生まれた方で後期高
齢者医療被保険者証をお持ちの方

実施場所 山形県歯科医師会に所属している歯科医院
実施期間 ９月１日から12月31日まで
受診料金 無料

受診方法

事前に受診する歯科医院に予約してください。その際「山形県
後期高齢者医療広域連合の歯周疾患検診」であることをお伝え
ください。
また、来院時のマスク着用など、新型コロナウイルス感染症感
染拡大防止にご協力ください。

持 ち 物 受診券・受診票・保険証

●問／山形県後期高齢者医療広域連合
　　　事業課企画財政係　☎０23７－８4－７１００

※�対象者へは、令和₂年₈月２１日付で受診券・受診票等を
送付します。

●日　時／₉月₅日㈯　午後₂時～₄時
●場　所／遊佐町生涯学習センター　１階　町民ホール
●内　容／①基調講演（リモートにて講演予定）
　　　　　　演題：「これからのみちづくり道の駅」（仮）
　　　　　　講師：川瀧　弘之 氏（一般財団法人　日本みち研究所　専務理事）
　　　　　②トークセッション
　　　　　　パネリスト：温井　　亨 氏（東北公益文科大学　教授）
　　　　　　　　　　　　大井　祐一 氏（山形新聞常務庄内総支社長）
　　　　　　　　　　　　佐藤　　愛 氏（一般社団法人酒田青年会議所　理事長）
　　　　　　　　　　　　時田　博機　　（遊佐町長）
　　　　　　コーディネーター：阿部　　敦 氏（荘内電気設備株式会社　代表取締役）
　　　　　③開通に向けてメッセージ：遊佐町少年議員
　　　　　　※内容は変更になる場合があります。
●主　催／日本海沿岸東北自動車道建設促進遊佐町期成同盟会
●共　催／遊佐町、一般社団法人酒田青年会議所
●申　込／参加希望者は、8月28日㈮までにご連絡をお願いします。※定員になり次第締切ります。
●その他／�新型コロナウイルス感染症対策のため、座席は間隔を空けて配置します。
　　　　　聴講の際はマスクの着用をお願いします。
●□申・問／企画課企画係　☎７2－4523

「道路がきた‼やるぞ遊佐町‼」遊佐パーキングエリアタウン計画
スタートアップフォーラム
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休日窓口／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。　●問／町民課町民係　☎72-5885

弁護士による
B型肝炎特別措置法無料相談会

山形県下水道協会
第30回排水設備工事責任技術者の県内統一試験

自衛官を募集します
陸・海・空自衛官募集

古文書解読会を開催します

『やまがた縁結びたい』結婚相談会

不動産を競売します

●日　　時／11月15日㈰　午後₁時～₃時30分
●場　　所／協同の杜ＪＡ研修所
　　　　　　山形市東古舘123番地　☎０23-643-１23８
●講 習 会／希望者を対象に受験講習会を開催します。
●申込期間／₉月₁日㈫～₉月30日㈬
●問／地域生活課下水道係　☎７2-5８94

●種　　目／一般曹候補生・自衛官候補生
●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／₉月１０日㈭まで
●試　　験／₉月１9日㈯
●採　　用／令和₃年₃月下旬
●□申申・問／�自衛隊山形地方協力本部酒田地域事務所
　　　　　☎2７－3532

　読めなくて困っているご家庭の古文書・掛け軸を
解読します。（予約制）
●日　　時／₈月28日㈮　①午後₁時30分～
　　　　　　②午後₂時30分～　③午後₃時30分～
　　　　　　※�各回につき₁名、₈月26日㈬までご

予約を受付けます。
●受付物件／�読み取り可能なコピー、写真を事前に

ご提出いただき、原本は当日お持ちく
ださい。品数はご相談に応じます

●場　　所／町立図書館�視聴覚講座室
●共　　催／遊佐町古文書会
　　　　　　※�解読は無料で行います！お気軽にお

問い合わせください。
●□申申・問／町立図書館　☎７2-53００

●日　　時／₉月₆日㈰　午後１時～₄時45分
●場　　所／あこや会館（山形市）
●対　　象／�結婚を希望する方またはそのご家族10

組（予約制）
●内　　容／�婚活の仕方、お見合い相手の紹介など

についての個別相談（₁組45分程度）
●費　　用／無料
●□申／開催日の₂日前までご連絡ください。
●問／やまがた出会いサポートセンター
　　☎０23-6１5-８７55

●物　　件／宅地、建物など
●物件明細書閲覧期間／₈月24日㈪～10月22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／10月15日㈭～10月22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
●そ の 他／�インターネットでも物件情報をご覧い

ただけます。http://bit.sikkou.jp/
●問／山形地方裁判所鶴岡支部₁階書記官室執行係
　　　☎０235-23-66７6

　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29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
　　　　　　※�事前お申込みが優先ですが、当日会

場での申込みも可です。個人情報は
厳守いたします。

●問／全国B型肝炎訴訟新潟・山形・福島事務所
　　　☎０25-223-１１3０

国勢調査を実施します！
●対象／令和₂年１０月１日現在、日本に住んでいるすべての人および世帯
●調査の内容／性別、出生年月、就業状況、従業地または通学地、住居の種類など１6問
●回答方法／インターネットで行うか、紙の調査票を郵送または調査員に渡してください。
●調査書類／₉月１4日㈪から調査員が聞取りおよび調査票の配布に伺います。

●問／総務課情報統計係　☎７2-5８93

インターネット回答期間
₉月１４日㈪～１０月₇日㈬

紙の調査票の回収期間および郵送回答期間
１０月１日㈭～１０月₇日㈬
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　₄月に行った抽選の結
果、土門文子さん（大井）
をはじめ７2人の方が当選
しました。
　今年度も『ゆざ健康マ

「早起き・朝ごはん・躍動・早寝」運動をすすめよう！　●問／教育課社会教育係　☎72-2236

　₉月₉日㈬開催のＪ2リーグ・モンテディオ山形vs
アビスパ福岡戦は遊佐町応援デーです。遊佐町在勤・
在住の方はバックスタンド自由席が1,500円で試合
観戦ができます。市町村チケットは、「モンテディオ
チケット」「楽天チケット」「NDソフトスタジアム当
日券売場」にてお買い求めください‼　詳しくは、
モンテディオ山形ホームページをご確認ください。
　https://www.montedioyamagata.jp/
●問／株式会社モンテディオ山形
　　　☎０23-666-８８８2

●日　　時／₉月2７日㈰午前₉時～午後₂時
●内　　容／�海浜自然の家の指導員として必要な指

導の考え方や支援方法・実技等の研修
を行います。

　　　　　　�併せて、地域における青少年教育活動
の指導者を育成します。

●場　　所／山形県金峰少年自然の家
　　　　　　分館　海浜自然の家
●対　　象／地域の社会教育活動に関心をお持ちの方。
　　　　　　（１８歳以上6０歳程度まで。高校₃年生も可）
●参 加 費／１9０円（保険料）
●定　　員／１5名程度
●申込期間／₈月25日㈫～₉月₆日㈰
　　　　　　午前₉時～午後₅時
　　　　　　（休所日／₈月3１日㈪は除く）
●□申／電話にて申込みください
●問／山形県金峰少年自然の家
　　　分館　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　FＡX７７-3７25

『やまがた縁結びたい』わが子の婚活交流会

　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₂年₈月中旬～令和₃年₃月下旬
●調 査 員／㈲植松不動産鑑定事務所　☎０234-23-１26０
●問／町民課課税係　☎７2-54１2

モンテディオ山形
遊佐町応援デーのお知らせ

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

　結婚を望んでいる息子さん・娘さんに代わって、
親御さんがお互いの情報を交換し、出会いのきっか
けづくりをしていただく交流会です。
●日　　時／₈月3０日㈰　午後１時3０分～₄時3０分
●場　　所／ホテルキャッスル（山形市）
●対　　象／�25歳～概ね45歳の独身男女の親
　　　　　　（男女各15組、予約制）
●内　　容／セミナー、親同士の交流会、個別相談
●費　　用／₁人1,000円
●□申／₈月24日㈪まで
●問／やまがた出会いサポートセンター
　　　☎０23-6１5-８７55

令和２年度　山形県金峰少年自然の家
『海浜自然の家　第50期指導員養成講座』

75歳、65歳になられた皆様へ
　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₆月に75歳、₇月に65歳になられた皆様へ₈月
14日付で納入通知書の発送を行います。内容をご確
認のうえ、納め忘れのないようにお願いします。
●送 付 物／₆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
　　　　　　₇月に65歳になられた方
　　　　　　…介護保険料の納入通知書
●納 付 日／８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。
●問／
　金額に関するお問合せ…町民課課税係�☎７2－5８７6
　納付に関するお問合せ…町民課納税係�☎７2－54１１

令和元年度健康マイレージ当選者決定！
当選おめでとうございます！

イレージ事業』に是非ご参加ください。
●問／健康福祉課健康支援係　☎７2－4１１１

○CMONTEDIO�YＡMＡGＡTＡ
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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。　●問／産業課産業創造係　☎72-4522

令和２年度　山形県金峰少年自然の家
『はじめてのフィッシング！』

町税等納期のお知らせ
　₈月3１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。新型コロ
ナウイルスの影響で事業等の収入が大幅に減少した
方については、町税等の減免、徴収の猶予を受ける
ことができます。内容については、ご相談ください
ますようお願いいたします。
●納期／₈月3１日㈪
　　　　町県民税　　　　₂期（徴収猶予）
　　　　国民健康保険税　₂期（減免・徴収猶予）
　　　　介護保険料　　　₂期（減免・徴収猶予）
　　　　後期高齢者医療保険料　₂期（減免・徴収猶予）
●問／（徴収猶予）町民課納税係� ☎７2－54１１
　　　（減免：国保・介護）町民課課税係� ☎７2－5８７6
　　　（減免：後期）健康福祉課国民健康保険係
� ☎７2－5８７5

ゆったり健康サロン事業（介護予防事業）
　今年度も、鳥海温泉「あぽん西浜」を活用する介護予防を目的とした教室を実施します。ゆっくりと
温泉を楽しみながら参加者のみなさんと楽しく交流してみませんか？
　温泉入浴のほか、介護予防に役立つレクリエーションやバランスに配慮した食事の提供、健康チェッ
クなどを行います。
●対 象 者／町内在住の65歳以上の方
●場　　所／鳥海温泉「あぽん西浜」
●参 加 料／800円（当日ご持参ください）
●持 ち 物／入浴のための着替え、健康手帳（持っていない場合は必要ありません）
●□申／実施の約₁ヶ月前までに対象集落に案内しますので、以下の①又は②の方法で申込みください。
　　　①老人クラブのある集落の方は単位老人クラブの会長まで
　　　②老人クラブのない集落は区長まで
●集合場所／集落の公民館前など、決められた場所に集合してください。
　　　　　　詳しい集合場所については老人クラブ会長もしくは区長までご確認ください。
　　　　　　※「あぽん西浜」までマイクロバスで送迎します。
●日　　程

●日　　時／₉月26日㈯午前₉時～午後₄時
●内　　容／漁港防波堤での海釣り（サビキ釣り）体験
●場　　所／�山形県金峰少年自然の家　分館　海浜

自然の家　および　吹浦漁港湾内
●対　　象／海釣り初心者の小学生～中学生とその家族
　※�初心者対象の為、過去に海浜自然の家フィッシ
ング事業へ参加された方を除きます。

●参 加 費／5００円（保険料、えさ代、仕掛け代等）
●定　　員／先着3０名
●申込期間／₈月25日㈫～₉月₆日㈰午前₉時～午後₅時
　　　　　　（休所日／₈月3１日㈪は除く）
●申込方法／�①電話にて申込み→②３日以内に参加

申込書を郵送またはFＡXで海浜自然
の家に送付

●□申／山形県金峰少年自然の家
　　　分館　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　FＡX７７-3７25

※上記開催のほか、対象集落を問わないフリーの日として₉/24㈭、₁/28㈭、₂/25㈭を設けています。
●問／健康福祉課介護保険係　☎2８-８25１�

月 日 曜日 対象集落

9

3 木 杉沢南、杉沢北、上小松、下小松、石辻

10 木 布倉、宿一、宿二、宿三・四・五、
横町一、横町二、横町三

17 木 女鹿、滝ノ浦、鳥崎、湯の田、小野曽、
箕輪、落伏、西浜

10

8 木 北目、南山、升川、上戸、山崎

15 木 丸子、中山、樽川、富岡、下当上・下、
東山、畑

29 木
岩野、臂曲、金俣、広野、藤井、蚕桑、
袋地、和田、境田、漆曽根、七日町、
旭ヶ丘、上吉出、中吉出、下吉出

11

12 木 駅前一区、駅前二区、尻引岡田、六日町、
大楯、平津新田、八日町、十日町

19 木 五日町

26 木 大蕨岡、鹿野沢、平津

月 日 曜日 対象集落

12

3 木 野沢上・中・下、舞台、京田・京田新田、
下野沢

10 木 増穂、江地、西谷地、宮田、楸島

17 木 下長橋、三川、水上、褄坂、上蕨岡、
上長橋、上大内、下大内

1

7 木 田中、服部、千本柳、大井

14 木 出戸・田地下

21 木 十里塚、開畑

2

4 木 茂り松、上藤崎一・二、中藤崎、
比子下モ山、白木、青塚、服部興野

10 水 松山、菅野上・下、谷地上・下、
石淵、大谷地

18 木 下藤崎一・二
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「早起き・朝ごはん・躍動・早寝」運動をすすめよう！　●問／教育課社会教育係　☎72-2236

遊佐町少年町長・少年議員公選事業
第2回少年議会

労働保険の年度更新申告書
集合受付のお知らせ

　第18期少年議会では、土日や夏休みの期間に何度
も集まり中高生対象のアンケートの分析、政策立案
のなどの話し合いを経て、町への要望や独自の政策
を考えてきました。今回の第₂回少年議会ではそれ
らを一般質問・政策提言として発表し町当局から返
答やコメントをいただきます。
●日　　時／₈月27日㈭　午後₆時～₈時
●場　　所／遊佐町役場議事所
●問／遊佐町少年町長・少年議員公選事務局
　　　生涯学習センター　☎７2-2236

　労働保険（労災保険・雇用保険）の申告・納付手
続きはお済みですか？
　労働保険年度更新申告書の集合受付を下記のとお
り開催しますので、ご案内します。

　布団回収車がご自宅まで伺い、布団を10日ほどお　
　布団回収車がご自宅まで伺い、布団を10日ほどお
預かりして、洗濯乾燥消毒を行った後、ご自宅にお
届けします。その間、替えの布団が必要な方は無料
で貸し出しますので、必要な方は申込みの際にお知
らせください。今年度の一斉実施は今回のみとなり
ます。
●対　　象／�高齢者（満65歳以上）一人暮らし、また

は高齢者（満65歳以上）のみの世帯の方
●回 収 日／10月₂日㈮
　※天候や状況により変更になる場合があります。
●料　　金／�一人につき600円。敷布団・掛布団・

毛布等あわせて一人あたり₃枚まで。
シングル、ダブルは問いません。

　　　　　　※₃枚を超える場合は別料金になります。
●申込締切／₉月11日㈮
●□申申・問／健康福祉課福祉係　☎７2-5８８4

寝具洗濯乾燥消毒サービス

●募集期間／₈月₃日㈪～₉月11日㈮
　※�農協又は米穀集荷業者、生産組織等を通じて申
請する場合は、各団体の締切日をご確認ください。

●申請書の提出先／
　「つや姫」：遊佐町産業課農業振興係
　「雪若丸」：庄内総合支庁酒田農業技術普及課
●認定要件／�水田経営面積や栽培方法、販売方法等

の要件を満たす必要があります。
●問／庄内総合支庁酒田農業技術普及課　☎22-652１
　　　産業課農業振興係　☎７2-5８８2

●問／山形労働局　総務部　労働保険徴収室
　　　〒990-8567　山形市香澄町3-2-１
　　　（山交ビル₃階）☎０23-624-８225

日　程 受付時間 会　場 電　話

₈月25日㈫
午前10時～
午後₃時

酒田市総合文化センター
₃階コミュニティルーム

（体育室）
酒田市中央西町₂-59

24-2991₈月26日㈬

₈月27日㈭

令和3年度産「つや姫」生産者、
「雪若丸」生産組織募集

●日　　時／�₉月₆日～10月25日（10/4休講）
　　　　　　各日曜日　午前10時～午後₄時
●会　　場／�アスプデジタルコミュニティ
　　　　　　（酒田市みずほ町１-2１-４）
●講習内容／�【就職支援セミナー】応募書類の書き方、

自己分析自己理解、面接の受け方、ビ
ジネスマナー等

　　　　　　�【パソコン（基礎編）】基礎演習、ワード、
エクセル、メール、インターネット等

●募集人数／10名
●対 象 者／ひとり親家庭の親
　　　　※�応募者が多数の場合は応募締め切り後選

考させていただきます。
●託　　児／無料　
　　　　※必要な方は申込みの際に申出ください。
●申込期限／�₈月24日㈪
　　　　※申込用紙はお問い合わせください。
●問／�山形県ひとり親家庭就業・自立支援センター　

☎０23-632-2296

【ひとり親家庭の親対象】
パソコン講習会（就職支援セミナー付き） 　生涯学習センター１階ロビーに、遊佐小学校６年

生が国語の学習で作成した防災学習ポスターを展示
しています。
　児童の皆さんが防災について、自分達が分かりや
すくまとめたものです。ぜひご覧ください。
●展示期間／₈月3１日㈪まで
●問／総務課危機管理係　☎７2－5８95

遊佐小学校６年生作成
防災学習ポスターを展示しています

●日　　時／１０月１０日㈯　午前中
●場　　所／県立酒田光陵高等学校
●受付期間／［電子申請］₈月2８日㈮～₉月₇日㈪
　　　　　　［書面申請］₈月3１日㈪～₉月１０日㈭
　　　　　　（願書は消防本部、各消防署にあります。）
　新型コロナウイルス感染症の状況や、政府、県の
対策などにより、試験の延期や会場の変更をする場
合があります。
●問／酒田地区広域行政組合消防本部予防課
　　　☎6１-７１１4

甲種・乙種（全類）・丙種危険物取扱者試験
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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　●問／企画課企画係　☎72-4523

●�遊佐町防災行政無線岩野・上吉出・上蕨岡・藤崎小学校
局デジタル化工事

　期間　令和2／7／9～令和3／2／26
　契約金額　22,823,900円
　契約者　株式会社ハムシステム庄内
　[その他の入札参加者] 日東通信株式会社　山形支店

●町道布倉線道路改良工事
　期間　令和2／8／5～令和2／10／30
　契約金額　4,125,000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、ヤマ五建設株式会社

●新庁舎建設に伴う水路改修工事
　期間　令和2／7／27～令和2／12／25
　契約金額　20,790,000円
　契約者　株式会社斎藤工業
　 [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、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

●遊佐中学校清掃業務委託
　期間　令和2／7／22～令和3／3／31
　契約金額　1,100,000円
　契約者　クリーンサービス株式会社
　 [その他の入札参加者] 株式会社セロン東北酒田支社、株

式会社山形ビルサービス　庄内支社、有限会社メイクアップ

＊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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入札結果 7月分

　日本赤十字社で、令和₃年₄月１日付で採用する
職員の採用試験を実施します。
●募集職種／看護師職
●採用予定人数／若干名
●応募方法／�募集要項など、試験の詳細は日本赤十

字社山形県支部
　　　　　　ホームページ（http://www.yamagata.jrc.or.jp）
　　　　　　でご確認願います。
●募集期間／₈月１１日㈫～₉月１０日㈭必着
●問／日本赤十字社山形県支部　総務課　☎０23-64１-１353

令和３年度日本赤十字社
山形県支部職員採用試験

　現在まで、日本国内において新型コロナウイルス
の感染例が相次ぎ発生し、不特定多数の方が集まる
行事を実施することについて、感染拡大の危険性が
危惧されているため、例年₉月第一土曜日に開催し
ている「参観デー」を中止させていただきます。何
卒ご理解いただきますようお願いいたします。
●問／山形県農業総合研究センター
　　　水田農業研究所　☎０235-64-2１００

水田農業研究所（旧水田農業試験場）
「参観デーの中止」について

●日　時／�乙種第₄類：₈月26日㈬、2７日㈭の₂日間
　　　　　午前₉時3０分～午後₄時3０分
●場　所／酒田地区広域行政組合施設管理棟
　　　　　（酒田市広栄町三丁目）
　　　　　�　準備講習会の参加には、事前の申し込

みが必要です。申込み用紙は消防本部、
各消防署にあります。

●その他／�新型コロナウイルス感染症の状況や、政
府、県の対策などにより、講習会の延期
や会場の変更をする場合があります。

●問／酒田地区広域行政組合消防本部予防課
　　　☎6１－７１１4

■雇用の広場
医療法人社団　順仁堂遊佐病院

職種・募集人員 事務員、介護員　若干名（正職員）

資 格 要 件
事務員：40歳以下（キャリア形成の為）
介護員：介護福祉又はホームヘルパー₂級
　　　　又は介護職員初任者研修終了者

給与・待遇 当法人給与規程による。昇給：年₁回。賞与：年₂回。健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働保健

勤 務 条 件 事務員：平日勤務介護員：勤務表による（夜勤有）

応募手続き 履歴書（写真貼付）、各免許証（既卒）を郵送又はご持参下さい。
選 考 方 法 面接

問 順仁堂遊佐病院　事務長　佐藤雅之　☎72-2522

森の案内人養成研修のご案内
●内容／①森と親しむ【自然観察】、野外活動の応急処置
　　　　②森で遊ぶ【木育キットを利用した木工】
　　　　森とつながる【庄内浜水産物の簡単調理】
●日時／①₉月１3日㈰　午前10時～午後₃時30分
　　　　②１０月１８日㈰　午前₉時30分～午後₂時45分
●会場／眺海の森　森林学習展示館
●対象／�森林環境教育、森づくり活動に興味のある高校

生以上の県内在住者　１０名程度（参加費無料）
●持ち物／昼食、活動のできる服装、雨具、筆記用具等
　　　　　なお、10月18日はおにぎり（300円）を斡旋します。
●参加申込／₉月₄日㈮まで
●問／庄内総合支庁森林整備課　☎０235－66－5524

○₇月11日㈯
　第₄回イヌワシカップ　少女バレーボール交流大会
　　第₂位　遊佐ビクトリーズ
○₇月25日㈯
　第48回酒田市・遊佐町スポーツ少年団本部野球大会
　　準優勝　遊佐ブルーファイタ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

危険物取扱者
試験準備講習会の開催について


