
広 報

お知らせ
Yuza　Town　Public　Relations 毎月1回15日発行

OC
TO

BE
R 

20

20 
No.558 

10
15

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

遊佐町長選挙の
標語募集

　令和₃年₃月₇日㈰に、遊佐町長選挙が執行される予定です。
選挙啓発活動として選挙の標語を町民の皆様から、下記の内容で募集します。皆様のご応募をお待ちし
ています。
≪応募規定≫
　明るい選挙を呼びかける内容で自由に表現してください。
●応募資格／遊佐町民（年齢制限はありません。）
●応募期間／10月15日㈭～11月13日㈮
●応募作品／₁人につき₁作品に限ります。
●応募方法／�全戸配布しました選挙管理委員会行ハガキの裏面に標語をご記入の上、11月13日㈮まで投

函してください。
　　　　　　※上記のハガキ以外での応募は無効となりますので、ご注意ください。
　　　　　　※各世帯にハガキ₃枚ずつ配布しますが、不足の場合はお申し出ください。
●採用作品／�１作品のみ
　　　　　　令和₃年₁月15日お知らせ号にて発表します。
　　　　　　採用作品は、啓発看板等に印刷されます。
≪応募上のご注意≫
●差出人の氏名・住所等の記載がない作品は無効とさせていただきます。
●採用作品は、啓発看板・入場券・その他啓発活動に利用させていただきます。
●採用作品の氏名、標語を公表させていただきます。
●問／遊佐町選挙管理委員会　　総務課総務係　☎72－５８８0

　新庁舎建設工事のネットワーク回線等を防災セン
ターから埋設管で接続する工事のため、10月23日㈮、
現庁舎の駐車場使用を一部制限します。皆様にはご
不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いし
ます。
●工 事 日／10月23日㈮
●駐車制限／議事所東側一帯
　工事中は現場誘導員を配置します。
●問／総務課新庁舎建設推進室　☎2５-５８1８

10月23日庁舎駐車場使用制限のお知らせ
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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

　₉月29日㈫に予定していた臂曲地区の岩石採取に
関する控訴審（第₂審）判決は、非公開に行われて
いる和解協議が継続中のため、判決期日が延期とな
りました。
　₆月12日の結審以降は、和解協議を₄回行ってき
ましたが、₉月25日㈮に行われた和解協議で合意に
は至りませんでした。
　延期された判決期日は現在未定です。進展があり
次第ホームページや広報等でご連絡します。

日　時 会　場

10月23日㈮　午後₆時30分～ 高瀬まちづくりセンター　₁F講堂 蕨岡まちづくりセンター　₁F講堂

10月27日㈫　午後₆時30分～ 西遊佐まちづくりセンター　₁F体育館 稲川まちづくりセンター　₁F講堂

11月₄日㈬　午後₆時30分～ 吹浦防災センター　₁F講堂 生涯学習センター　₂F大会議室

洋上風力発電事業の山形県による説明会の実施について
　山形県が遊佐町沖で導入を進めている洋上風力発電事業に関して、町内₆会場で説明会を実施します
ので、お知らせいたします。※ご都合の良い会場へお越しください。●問／地域生活課環境係　☎72－５８８1

遊佐町沖洋上風力発電事業に係る
計画段階環境配慮書の縦覧

　環境影響評価法に基づき、計画段階環境配慮書の
縦覧を行います。縦覧では、環境の保全の見地から
意見書を提出することができます。
【対象事業等】以下のとおり
●実施想定区域／遊佐町沖合

【縦覧】期間／10月2８日㈬～11月27日㈮
●場所・時間／�役場１階地域生活課
　　　　　　　午前₈時30分～午後₅時15分
●各社ホームページでも閲覧可／
【意見書の提出】縦覧場所の意見書箱へ投函、また
は11月27日㈮まで各社へ郵送
●問／各社へ

事業者 事業名 出力 意見書提出先・ホームページ 電話番号

インベナジー・
ウィンド
合同会社

（仮称）山形
遊佐町沖洋上
風力発電事業

最大
48万kW

〒102-0083
東京都千代田区麴町₃丁目₂番地₉　麴町PREX １０F
https://japan.invenergy.com/news/yuza-hairyosho

☎03-6261-4456

住友商事
株式会社

（仮称）山形県
庄内遊佐町沖洋
上風力発電事業

最大
50万kW

〒100-8601
東京都千代田区大手町₂丁目₃番₂号
大手町プレイス　イーストタワー　
電力インフラ第一部　国内洋上風力発電事業第₂チーム
https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/news/important/group/20201028

☎03-6285-7860

SBエナジー
株式会社

（仮称）山形県
遊佐町沖洋上
風力発電事業

最大
48万kW

〒105-7320
東京都港区東新橋₁丁目₉-₁　東京汐留ビルディング　２０F
SBエナジー㈱　電力事業本部　国内事業部
https://www.sbenergy.co.jp/ja/news/info/2020/1028_093000.html

☎03-6899-2659

臂曲地区の岩石採取に関する訴訟事件
控訴審判決の延期について

イベント中止のお知らせ
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、10月25
日㈰に開催予定でした『鮭のつかみどり大会』は中
止します。
●問／遊佐鳥海観光協会　☎72－５666

10月₁日号の訂正について
P18の「ロタウイルス予防接種について」の説明
文に誤りがありましたので訂正します。
誤） 令和₂年10月₂日よりロタウイルス予防接種

が定期接種となりました。
正） 令和₂年10月₁日よりロタウイルス予防接種

が定期接種となりました。
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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

　11月２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、月光川水害予防組
合費の納期です。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します。
●納期／11月₂日㈪
　　　　固定資産税　３期（徴収猶予）
　　　　国民健康保険税　４期（減免・徴収猶予）
　　　　介護保険料　　　４期（減免・徴収猶予）
　　　　後期高齢者医療保険料　４期（減免・徴収猶予）
　　　　月光川水害予防組合費　２期
●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

　町が実施している酒田ドック健診・がんセット検
診の日程が、下記のとおり変更となります。すでに
健診をお申込みの方には、健診機関より日程調整の
ご連絡をします。
●酒田ドック健診・がんセット検診／
　（変更前）12月₂日㈬　　（変更後）12月₁日㈫
●問／健康福祉課健康支援係　☎72-４111

町税等納期のお知らせ
　県では、「県民泊まって元気キャンペーン」を実
施中。対象の県内宿泊施設に宿泊すると、1,000円
の支払いごとに500円の割引（最大5,000円割引）。「Go�
To�トラベルキャンペーン」との併用も可能になり、
さらにおトクに！　※すでにクーポンが完売してい
る施設もありますので、あらかじめご了承ください。
●問／県民泊まって元気キャンペーンコールセンター
　　　☎023-666-321５

　「やさしい日本語」は、普段日本人同士が使って
いる日本語よりも簡単で、外国人にもわかりやすい
日本語のことです。日常生活や災害時の情報を、外
国人住民に正しく伝えたり、楽しく交流するための
コミュニケーションツールとして、ぜひ一緒に学び
ましょう。
●日　時／11月₇日㈯　午後₁時30分～₃時
●場　所／遊佐町生涯学習センター₂階　大会議室
●講　師／（公財）山形県国際交流協会　粟野さとみ氏
●内　容／ •山形県の外国人住民の現状
　　　　　 •やさしい日本語とは
　　　　　 •やさしい日本語の特徴や作り方のポイント
●入場料／無料
●定　員／30名（受付締切：11月₂日）
●□申申・問／NPO法人いなか暮らし遊佐応援団
　　　　　☎43-6941

酒田ドック健診・がんセット検診日程について（変更）

県民泊まって元気キャンペーン

外国人住民に伝える！「やさしい日本語」を学ぼう

令和₂年度地価調査結果
　₉月29日に県から令和₂年度の地価調査結果が公表されました。遊佐町に関するものは次のとおりです。

●地価調査とは／
　県内全市町村を対象として、各地域で基準となる土地（基準地）を選んで、その適正な土地価格を公
表するもので、土地を売買する際の目安にしていただくものです。また、地価調査価格は適正な地価の
形成に大きな役割を果たします。
●地価調査結果は、県のホームページでも内容を公開しています。
●問／企画課企画係　☎72-４５23

●対前年変動率 （単位：％）
住宅地 商業地 工業地 全用途

遊佐町平均 △２.０ △２.２ △０.4 △１.7

山形県平均 △０.7 △１.１ △０.3 △０.8

●基準地の標準価格
基準地の所在 本年価格（円／㎡） 前年価格（円／㎡） 変動率（％）

①遊佐字広表16番₇ １4,１００ １4,4００ △２.１

②吹浦字物見峠₅番₉外₂筆 8,２6０ 8,43０ △２.０

③吉出字境田₆番₄ 9,6００ 9,8００ △２.０

④遊佐字京田65番 １8,２００ １8,6００ △２.２

⑤藤崎字茂り松₂番1179 4,57０ 4,59０ △０.4
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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　鳥海イヌワシみらい館　猛禽類保護センター観察会
「チュウヒとハクチョウのねぐら入りを見よう」

国勢調査の回答はお済みですか？
　令和₂年国勢調査に回答いただきまして、誠にあ
りがとうございます。現在、調査票の提出状況と調
査票の記入内容について、確認作業を始めています。
回答いただいた調査票に記入漏れや不明な点があっ
た場合、町の担当者が電話にて問合せします。引き
続き、皆様のご理解とご協力の程、よろしくお願い
いたします。
※�インターネット回答や紙の調査票の提出が確認出
来なかった世帯には、調査員が再度
訪問する予定です。ご了承ください。
●問／総務課情報統計係　☎72-５８93

　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８月に75歳、９月に65歳になられた皆様へ10月
15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／�₇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
　　　　　�₈月に65歳になられた方…介護保険料の

納入通知書
●納付日／11月₂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

町民ウォーク「高瀬地区探訪コース」へのお誘い
　今年度最後の町民ウォークです。晩秋の東山を歩
いてみませんか。
●日　　時／11月₁日㈰　午前₈時30分集合
●集合場所／高瀬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
●問／町民体育館　☎72－５４５４

山形県最低賃金が改正されました！

　※効力発生日令和₂年10月₃日
　　�この最低賃金は、県内で働くすべての労働者に
適用されます。

●問／山形労働局　賃金室　☎023-62４-８22４

　山形県最低賃金　時間額�793円（₃円UP）

●内　　容／�本観察会は、最上川河口鳥獣保護区周
辺で毎年10,000羽程度飛来するコハク
チョウのねぐら入りの様子を観察する
とともに葦原に生息する絶滅危惧種の
猛禽類チュウヒを探すイベントです。

●日　　時／11月14日㈯
　　　　　　午後₁時30分～₄時30分
●会　　場／両羽橋周辺
●参 加 費／300円（保険代・資料代）
●持 ち 物／双眼鏡（貸出可）、飲み物、雨具
●服　　装／�手袋・帽子・ウインドブレーカー・フ

リースなど防寒できる服装。�
●対　　象／一般・親子（中学生以下は保護者同伴）
●定　　員／先着15名
●申込期間／10月16日㈮～11月12日㈭
●講　　師／鵜野レイナ（ワイルドライフリサーチ）
●そ の 他／�マスクの着用と手指の消毒にご協力く

ださい。小雨決行。
●□申申・問／鳥海イヌワシみらい館
　　　　　☎023４-6４-４6８1
　　　　　E-mail�:�moukin@raptor-c.com

　永泉寺を中心としたエリアを「小さなテーマパー
ク」に見立て、座禅体験、鮭の採捕・採卵の見学、
めじか（鮭）・いくらを使った昼食、ヒミツのスポッ
ト散策など地域をめぐる小さな旅です。
●日　　時／下記のいずれか
　10月25日㈰　①午前₉時～午後₁時
　　　　　　　②午前10時～午後₂時
●参 加 料／3,000円
●募集人員／60名（30名ずつの₂回）庄内エリア在住の方
●主　　催／遊佐町めじか地域振興協議会
●申 込 み／�参加者全員のお名前・年齢・住所・電

話番号・希望の回をお伝えください。
その後、集合場所等をお知らせします。

●□申申・問／枡川鮭人工孵化場　☎72-５2５7

「まるごといただく遊佐の秋2020」
きらきらひかる　ちいさな旅

　10月2４日㈯開催のＪ2リーグ・モンテディオ山形vs
東京ヴェルディ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1,000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

モンテディオ山形
遊佐町応援デーのお知らせ

75歳、65歳になられた皆様へ

○CMONTEDIO�YAMAGATA
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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

　鳥海山おもしろ自然塾
「金俣の新そばで、そば打ち体験」

個人で事業や不動産貸付け等を行う方へ

●日　　時／11月15日㈰
　　　　　　午前10時30分～12時30分
●場　　所／四季の森　しらい自然館
●対　　象／一般
●定　　員／₇名
●受 講 料／2，000円
●内　　容／�金俣の新そば粉を使って、そば打ち体

験をします。
　　　　　　�自分で打ったそばをゆでたてで試食します。
　　　　　　�（一人前を試食し、三人前を持ち帰り、

お家でゆでて食べます）
●持 ち 物／エプロン、マスク
●申込締切／11月10日㈫　※定員になり次第締切。
●そ の 他／感染症予防のため必ずマスクの着用をお願いします。�
●□申申・問／�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

令和₂年度　山形県町村会事務局職員採用試験

令和₂年度高齢者生きがいづくり・
生活支援活動人材育成等事業入門講座

「支え合いを広げる地域づくりフォーラム」
　高齢者自らが生活支援の担い手として活躍してい
くことを目指し、高齢社会の現状や活動の必要性、
地域住民が主体となる様々な生活支援活動の先進事
例等を学ぶフォーラムを開催します。
●日時・場所／�11月₈日㈰午後₁時～₄時30分
　　　　　　　庄内町第₄公民館
●受講料／無料
●申込方法／
　�　10月31日㈯までに、【氏名・郵便番号・住所・
連絡先電話番号・希望会場・参加動機】を明記し、
葉書・FAXまたはメールで申込みください。
　〒990-0041　山形市緑町１-２-36
　（公財）山形県生涯学習文化財団
　学習振興部内　フォーラム担当あて
　☎023-62５-6４11　FAX023-62５-6４1５
　E-mail�yama@gakushubunka.jp

　個人で事業や不動産貸付け等を行う全ての方（所
得税および復興特別所得税の申告の必要がない方を
含みます）は、記帳と帳簿書類の保存が必要です。
記帳・帳簿等の保存制度の詳細については、国税庁
ホームページの「個人で事業を行っている方の記帳・
帳簿等の保存について」をご覧いただくか、酒田税
務署個人課税第一部門にお問い合わせください。
●問／酒田税務署　個人課税第一部門　☎33-1４５0（代表）

令和2年度　介護有資格者就業（復職）支援講座
　介護の資格を有しながら、福祉・介護の分野に就
業していない方及び介護の仕事に興味のある方を対
象に下記の講座を開催します。希望者は講座参加後、
介護施設などで₂日間の職場体験ができます。
●日時／10月26日㈪午後₁時～₄時
●場所／鶴岡市中央公民館（鶴岡市みどり町22番36号）
●問／社会福祉法人　山形県社会福祉協議会
　　　山形福祉人材センター　☎023-633-7739

●職　　種／一般事務（大学卒程度）
●採用予定人数／₁名（令和₃年₄月₁日採用予定）
●試 験 日／12月13日㈰
●試験会場／山形県自治会館（山形市松波四丁目1番15号）
●受験資格／
　�　昭和61年（1986年）₄月₂日以降に生まれた方
で、学校教育法による大学（₄年制）を卒業した
方（令和₃年₃月31日までに卒業見込みの方）、
普通自動車運転免許を有する方（採用後直ちに同
免許を取得できる方）

●申込受付期間／10月26日㈪～11月25日㈬
●問／山形県町村会事務局　総務グループ　☎023-631-５1５５

人工肛門・膀胱のストーマトラブルに
関する「オストメイト研修会」

●日　時／11月15日㈰午前10時～12時
●場　所／�酒田市中央公民館₄階
　　　　　（酒田市中央西町�総合文化センター内）
●対　象／�人工肛門・膀胱保有者と介護者、関心の

ある方どなたでも
●内　容／�「講演�ストーマ外来で多いトラブルと

対策について」他、医療従事者や装具メー
カーの専門的なアドバイスに加え、様々
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。
●参加申込・問／
　�　₂日前まで日本海総合病院☎0234-26-2001または
庄内オストメイト家族会http://cold-moji-2043.
catfood.jp/のメールフォームか事務局（あだち）�
☎0235-33-3533か携帯090-7934-6512まで

●日時と場所／
　※鶴岡会場　11月14日㈯荘銀タクト・11月28日㈯
　　鶴岡市内コミセン　午後₁時～₉時の間
　※酒田会場　11月15日㈰・11月29日㈰　希望ホール
　　午前10時～午後₅時の間
●内　容／�箏の音出しの基本から「さくらさくら」

が弾けるようになるまでの基礎講座です。
●対　象／小学生～高校生（子どもだけ参加も可。）
　　　　　※�親子一組ごとの練習になります。一枠

45～50分程度。
●定　員／先着　親子5組
●持ち物／�・楽器と箏爪は、当会で準備いたしますが、

箏爪をお持ちの方はご持参下さい。・筆記用具
●主催・問／山形箏曲彩音会　☎090-8781-4435
　　　　　　Email�:�ayane.koto.jharp＠gmail.com

日本楽器体験教室《箏親子体験教室》

【任命】
（令和₂年10月₁日付）
池田　智己
（企画課PAT整備推進室係長）
伊藤　渉
（地域生活課土木係長兼
　高速道路対策室係長）

令和₂年度町職員人事異動

健康福祉課　主事
小野寺　尚子

【採用】
（令和₂年10月₁日付）
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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

●町道杉沢本線舗装補修工事
　期間　令和2／9／8～令和2／11／13
　契約金額　9,020,000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、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、ヤマ五建設株式会社

●町道上吉出中村線道路改良工事に伴う測量設計業務委託
　期間　令和2／9／4～令和2／12／25
　契約金額　4,070,000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

●�令和2年度遊佐町公共下水道マンホールポンプ通報装置
更新工事

　期間　令和2／10／5～令和3／2／26
　契約金額　15,180,000円
　契約者　敦井産業株式会社　酒田営業所
　�[その他の入札参加者]�阿部エンジニアリング株式会社、
環清工業株式会社、三和メイテック株式会社、株式会社
テイデイイー、東北電機鉄工株式会社、株式会社メカニ
ック、山形空調株式会社　酒田支店

●町営住宅遊佐団地外壁改修工事
　期間　令和2／9／25～令和2／12／28
　契約金額　41,250,000円
　契約者　庄司建設工業株式会社
　�[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、株式会社髙橋工業所、土門建設株式会社、
ヤマ五建設株式会社

●遊佐小学校校舎増築工事実施設計業務委託
　期間　令和2／9／24～令和3／3／30
　契約金額　6,050,000円
　契約者　あべ建築設計事務所
　�[その他の入札参加者]�株式会社伊藤建築設計事務所、畠
中・ブレン経常設計共同企業体、有限会社水口建築構造
設計事務所

＊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 9月分

●期間／11月₁日㈰～令和₃年₃月31日㈬まで
　　　　【開館】午前₆時～　　【閉館】午後₉時
　　　　※受付最終は、午後₈時30分となります。
●問／鳥海温泉保養センター　あぽん西浜　☎77-3333

「東北文化の日」
旧青山本邸の無料公開について

○₉月10日㈭
　第56回酒田創意くふう展
　特選　テレビユー山形社長賞　
　「ふしぎなふしぎなティッシュケース」池田　彩綾
　（吹浦小₂年）
○₈月22日㈯、₈月23日㈰
　�第47回　酒田市・遊佐町スポーツ少年団本部ミニバス
ケットボール大会
　男子　優勝　遊佐バスケットボールクラブ
　女子　準優勝　YUZA　girls
○₉月22日（火・祝）・27日㈰
　第44回清水屋杯ミニバスケットボール大会
　男子　優勝　遊佐バスケットボールクラブ
　女子　優勝　YUZA　girls
○₉月1９日㈯、20日㈰
　�令和₂年度　第51回飽海地区中学校新人総合体育大会
バスケットボール競技
　第３位　遊佐中学校　女子バスケットボール部
○₉月26日㈯
　第28回眺海の森グラウンド・ゴルフ交流大会
　第₅位　阿部　榮三（吹浦支部）
　第₈位　金野　佐重喜（高瀬支部）
※�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

あぽん西浜　営業時間変更のお知らせ

　奨学金利用者が増大する中、返済をめぐる悩みや
トラブルが全国的に増加しています。さらに今年は、
コロナ禍による収入減などにより返済が困難となる
方が増加することが想定されることから、下記のと
おり相談会を開催します。
●日　　時／≪電話相談≫
　　　　　　　11月₆日㈮　午前10時～午後₈時
　　　　　　　11月₇日㈯　午前10時～午後₅時
　　　　　　≪弁護士による面談相談≫
　　　　　　※事前予約が必要です
　　　　　　　11月₇日㈯　午後₁時～₃時
●相談会場／大手門パルズ（山形市内）
●内　　容／奨学金返済に関する悩みや困りごと相談
●相談費用／無料
●問／生活あんしんネットやまがた
　　　（一般社団法人山形県労働者福祉協議会）
　　　☎0120-39-6029

奨学金返済に関する相談会

　文化の秋、₁日のみですが、旧青山本邸の無料公
開を行います。企画展「青山家と北海道の絆」も行
われていますので、是非
ご覧ください。
●期　　日／�11月₃日（火・祝）
●開館時間／午前₉時30分
　　　　　　～午後₄時30分
●問／教育課文化係
　　　☎72－５８92


