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●接種対象者／遊佐町に住所がある16歳以上の方
●接種追加日程／
【９月３日㈮】午後１時30分／２時30分
【９月４日㈯、９月５日㈰】
　午前９時／10時／11時
　午後１時30分／２時30分／３時30分
　※２回目の接種日は日程の３週間後です。
●集団接種会場／

遊佐町地域活性化拠点施設（旧え～こや八福神）
（遊佐町比子青塚31-38）

●ワクチンの種類と接種回数／
ファイザー社製ワクチンを３週間以上の間隔をあ
け２回接種（筋肉内接種）

●接種費用／無料 
●予約開始日／８月18日㈬　午前８時30分
●予約方法／
①電話予約　 0120-575-856
　午前８時30分～午後５時（祝日を除く月～金）
②WEB予約　遊佐町HPまたは右記QRコード（24

時間対応）

長引く新型コロナウイルス感染症の影響によって
売り上げが減少し、経営の継続が困難となっている
事業者に対して、事業継続を応援するため県独自の
給付金を給付します。
●対象事業者／県内の法人及び個人事業主
※大企業、政治団体、性風俗産業、系統出荷による

収入を主とする個人農林水産業者を除く。
●給付額／法人20万円　個人事業主10万円
●対象要件／

・県内に本社または本店を置く法人、個人事業主
・令和３年４月・５月・６月のいずれかの売上が

前年同月比または前々年同月比で50%以上減少
したこと

※予約は、接種１回目と２回目を同時に
できます。

●問／遊佐町新型コロナワクチン接種相
談ダイヤル　☎72-5922
（土日祝を除く午前８時30分～午後５時15分）

　※接種予約のダイヤルではありません

・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を実施
していること

・給付金の受給後も事業継続の意思があること
●申請受付期限／９月30日㈭まで（消印有効）
●申請方法／給付金事務局へ郵送（山形県ホーム

ページをご確認ください）
●問／山形県事業継続応援給付金コールセンター

☎0570-056-223
（土日祝除く午前８時30分～午後５時30分）
（開設期間：９月30日㈭まで）

新型コロナワクチン集団接種新型コロナワクチン集団接種（１回目接種（１回目接種）９月の日程が）９月の日程が追加追加
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休日窓口／平日に電話申込みで土・日・祝日（8：30～17：00）に住民票など受取可能です。●問／町民課町民係 ☎72－5885
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寝具の洗濯乾燥消毒サービスを
実施します（要申込）

8月29日㈰の一斉清掃に
ご協力をお願いします

ご自宅に布団回収車が伺い、洗濯・乾燥・消毒を
行った後、約10日後にお届けします。預けている間、
替えの布団が必要な方は無料で布団の貸し出しを行
いますので、申込みの際にお知らせください。
●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／９月30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枚以上の枚数を希望される場合は別料金になり

ます。
●申込締切／９月10日㈮
●問問・・申／健康福祉課福祉係　☎72-5884

８月31日㈫は町県民税等、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
た方は、申請により減免対象になる場合があります
ので、ご相談くださいますようお願いします。
●納期／８月31日㈫
　　　　町県民税　　　　　　　　２期
　　　　国民健康保険税　　　　　２期（減免可）
　　　　介護保険料　　　　　　　２期（減免可）
　　　　後期高齢者医療保険料　　２期（減免可）
●問／（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

8月31日は町税等納期

遊佐町少年町長・少年議員公選事業
第2回少年議会を開催します

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や政策立案のなど
の話し合いを経て、町への要望や独自の政策を考え
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26日㈭　午後６時30分～８時
●場所／生涯学習センター大会議室
●問／遊佐町少年町長・少年議員公選事業事務局
　　　☎72-2236

令和3年度身体障がい者
巡回相談を実施します

山形県身体障がい者更生相談所が、巡回による医
学の判定や検査、相談と指導等を行います。
※11月12日は、骨格構造義肢及び電動車いす交付に

関する相談も併せて実施します。
●日時／９月15日㈬　午後１時～３時30分
　　　　11月12日㈮　午後１時30分～３時30分
　　　　※受付は午後３時まで
●場所／酒田市身体障害者福祉センター
　　　　（酒田市北今町3-8　☎26-3715）
●対象／18才以上で下記の事項を必要とされる方

・聴覚、平衡、音声言語及び肢体の各障がい程度
の検査

・補装具の交付及び再交付並びに修理に関する医
学判定

・専門的知識及び技術を要する更生相談及び指導
●持ち物／身体障害者手帳（新規の方は健康保険

証）、認印
●問／健康福祉課福祉係　☎72-5884

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６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。

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／８月中旬～令和４年３月下旬
●調査員／㈲植松不動産鑑定事務所　☎23-1260
●問／町民課課税係　☎72-5412

今年も町民の心身の健康を目的として、「遊佐町
ワンデーウォーク2021」を開催します。きれいな自
然の中を気持ちよく歩くためにも、ワンデーウォー
ク開催直前に町内一斉清掃を行います。皆さんのご
協力をお願いします。
●清掃場所／①コース周辺　②道路端・公園等　　

③海岸
●清掃参加集落／清掃の実施は集落ごとに判断して

おります。実施する場合は、区長・
環境推進員から連絡がありますの
でご確認ください。

●問／地域生活課環境係　☎72-5881

遊佐町共存の森運営協議会
「秋の共存の森調査」

共存の森の毎木調査として、クロマツ、アカマツ、
スギの調査をした後、スギ人工林と周辺の里山雑木
林を散策します。
●日時／９月11日㈯　午後１時～４時
●集合／しらい自然館駐車場
●持ち物等／動きやすい服装、飲み物、軍手、帽子、

雨具等
●募集人数／15名程度
●申込締切／９月７日㈫
●問・・申／四季の森　しらい自然館　☎72-2069
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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
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～食のボランティア大募集～
食生活改善推進員（ヘルスメイト）養成講座

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）
●受付／月曜日～金曜日（祝日、年末年始除く）
　　　　午前８時30分～12時、午後１時～４時30分
●問／山形財務事務所理財課　☎023-641-5178

借金返済に関する相談窓口

10月17日㈰に開催を予定していた遊佐町農林水産
まつりは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため
中止としました。何卒、ご理解くださいますようお
願いします。
●問／産業課農業振興係　☎72-5882

遊佐町農林水産まつり中止
今年の秋頃までに執行予定の第49回衆議院議員総

選挙（小選挙区選出議員選挙）の立候補届出予定者
及び候補者届出予定政党並びに出納責任者事務説明
会を次のとおり開催します。
●日時／８月31日㈫　午前10時
●場所／山形県庁講堂（山形市松波2-8-1）
●問／山形県選挙管理委員会事務局
　　　☎023-630-2082

衆議院議員総選挙説明会を開催します

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。内
容をご確認のうえ、支払い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
●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

75歳、65歳になられた皆様へ

●募集期間／８月２日㈪～９月10日㈮
※農協または米穀集荷業者、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。
●申請書提出先／
　「つや姫」・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
　　　☎0234-22-6521
　　　産業課農業振興係　☎72-5882

令和４年産「つや姫」生産者、
「雪若丸」生産組織募集

自分の筋肉量等を把握して生活習慣を見直そう
「体成分測定会」

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・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・場所／
　８月27日㈮　午前９時30分～11時30分
　　　　　　　高瀬まちづくりセンター
　８月30日㈪　午後６時～８時　遊佐町民体育館
　９月６日㈪　午前10時～12時
　　　　　　　蕨岡まちづくりセンター
●対象／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。
●料金／無料
●問／町民体育館　☎72-5454

ヘルスメイトをご存知ですか？地区の健康大会
などで簡単でおいしい試食を提供し、学校に出向
いて子ども達に作る楽しさ、食べる楽しさを伝え
ています。

食に関する知識を学び、地域の人に「食の大切
さ」を伝えていく活動を担うボランティア養成講
座です。２年に１度のチャンスです。
●内容／テキスト学習、調理実習（減塩でもおい

しいメニュー、血液サラサラ健康食）、
運動（代謝アップ、リラックス）などの
体験学習等

●対象／町内在住の概ね20～60代の方で、２年間
（計８回）の講座を受講できる方

●日時／10月13日㈬、11月10日㈬、12月８日㈬、
令和４年１月12日㈬

　　　　午前９時30分～午後２時
※令和４年度に残りの４回を受講します。
●場所／生涯学習センター
●受講料／無料
●申込締切／９月17日㈮
●問・申／健康福祉課健康支援係　☎72-4111

健康マイレージ対象
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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
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弁護士によるB型肝炎
特別措置法無料相談会

若年層のひとり親家庭の母・父とその子どもを対
象とする研修会及び交流会を開催します。
●日時／10月３日㈰　午前10時～午後３時
●場所／リナワールド（上山市金瓶字水上108-1）
●対象／県内のひとり親家庭　60世帯（中学３年ま

での子どもがいる世帯）
●内容／午前：研修会・交流会（ひとり親家庭支援

制度・母子会活動の紹介）
　　　　※子どもは園内自由行動
　　　　午後：親子交流（園内自由行動）
●参加費／子ども1,000円（３歳以上中学３年）
　　　　　※３歳未満は無料
　　　　　大人1,500円
●昼食／各自
●申込締切／９月３日㈮
●問・・申／山形県母子寡婦福祉連合会事務局
　　　　　☎023-633-0962

令和3年度 母子ネットワーク事業
「ひとり親家庭交流会」

「第10回日本語スピーチコンテスト
in庄内」の出場者募集

外国出身者のみなさんが対象のコンテストです。
日本で生活して感じたことなどを日本語で発表して
みませんか。
●日時／11月７日㈰　午前10時～12時30分
●場所／三川町いろり火の里「なの花ホール」
　　　　（三川町大字横山字堤172-1）
●テーマ／自由
●発表時間／５～７分間（1500字程度が目安）
●応募資格／庄内地方在住の外国出身者（年齢は問

いません）
●募集人数／10名
●審査基準／内容、表現力、日本語能力
●応募方法／応募用紙に記載のQRコードからWEB

申込みするか、応募用紙に直接記入し、
下記団体まで提出してください。

※応募用紙はNPO法人いなか暮らし遊佐応援団事
務所（Ａコープゆざ２階）にあります。

●応募締切／９月10日㈮
●問・申／遊佐町日本語講座（NPO法人いなか暮ら

し遊佐応援団内）☎43-6941

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／９月４日㈯　午後１時30分～４時
　　　　※受付は午後３時まで
●場所／総合文化センター（酒田市中央公民館）
　　　　408・409
●費用／無料
※事前申込みの方を優先しますが、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

●日時／９月26日㈰　午前９時～午後３時30分
●場所／海浜自然の家
●対象／海浜自然の家において、将来指導員として

活動できる方。
　　　　（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５日㈰
●申込方法／当所ホームページの応募フォーム、ま

たは電話でお申込みください。
●問・・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

第51期 海浜指導員養成講座

外国出身者を対象とした日本語学習サポート（無
料）を行っています。ご家族やご近所の方で日本語
学習を希望している方がいらっしゃいましたら、一
度お問い合わせください。
●基本的には、ボランティア講師と学習者とのマン

ツーマン学習になります。
●学習日／ボランティア講師と学習者で相談の上、

調整。週一回、１～１時間半／回程度。
●学習場所／生涯学習センター
●学習内容／学習者の希望を優先し、ボランティア

講師と相談の上、調整します。
●教材／日本語講座で所持しているものや学習者個

人のもの、新聞、雑誌、インターネット
ニュースなど

●問／遊佐町日本語講座（NPO法人いなか暮らし遊
佐応援団内）　☎43-6941

外国出身者対象の日本語講座

林業に関する勉強会とイヌワシの現状と保護増殖
の取組みについて、フィールドワークショップを行
います。※雨天時は室内講座
●日時／９月４日㈯　午前９時～午後３時
●場所／鳥海山周辺（鳥海イヌワシみらい館集合）
●対象／山形県内在住の小学５年生以上の一般・親

子（中学生以下は保護者同伴）
●定員／先着15名
●参加費／一人500円（バス、保険、資料代）
●申込期間／８月16日㈪～９月２日㈭
●持ち物／双眼鏡（貸出可）、昼食、飲み物、雨具
●服装／長袖長ズボン、帽子
※国有林内を含む屋外での活動のため体温調整のし

やすい服装
●問・・申／鳥海イヌワシみらい館　☎64-4681

令和3年度 鳥海イヌワシみらい館×林野庁 庄内森林管理署
「森

も り

林とイヌワシ ぷらす SDGｓ」
～自然の恵みを生かした持続可能な地域活性化～
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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

お し ら せ 号
5

広
告

いかがでしょうか?

令和3年7月大雨災害義援金を受付中
令和３年７月大雨災害に対する義援金を受付けて

います。寄せられた義援金については、日本赤十字
社山形県支部へ送金し、被災された方々へ届けられ
ます。
●受付場所／役場１階・各地区まちづくりセンター

（遊佐地区においては生涯学習センター）
に設置の募金箱

●受付期間／10月31日㈰まで
●問／健康福祉課福祉係　☎72-5884

水田農業研究所（旧水田農業試験場）
「参観デーの中止」

新型コロナウイルスの感染拡大が危惧されている
ため、例年９月第一土曜日に開催している下記イベ
ントを、本年も中止させていただくこととなりまし
た。何卒ご理解いただきますようよろしくお願いし
ます。
●イベント名／山形県農業総合研究センター水田農

業研究所「参観デー」
●開催予定日／９月４日㈯
●問／山形県農業総合研究センター　水田農業研究

所　☎0235-64-2100

●期日／９月25日㈯　①午前　②午後
●場所／海浜自然の家
●対象／小学生以上（小学生は保護者同伴での参加。）
●参加費／500円（保険料）
●定員／①午前：30名　②午後：30名（両コース、

定員になり次第、締め切り）
●申込期間／８月28日㈯～９月３日㈮
●申込方法／当所ホームページの応募フォームから

お申込みください。
●問・・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

日本赤十字社山形支部職員採用試験
（看護師職）

（令和4年4月1日採用）
●採用予定人数／若干名
●応募方法／山形県赤十字血液センターホームペー

ジをご確認ください。
　　　　（https://www.bs.jrc.or.jp/th/yamagata/）

●募集期間／８月12日㈭～９月９日㈭（必着）
●問／山形県赤十字血液センター　総務課
　　　☎023-622-5301

はじめてのフィッシング！

ＪＡ庄内みどり無料職業紹介所では、農作物の収
穫作業を支援できる方を大募集しています。
●主な品目／水稲、ねぎ、アスパラガス、ミニトマ

ト、パプリカ、庄内柿、梨など
・求人情報は、同所ホームページで随時公開してい

ます。
・詳しくは、問い合わせるか同所ホーム

ページを参照してください。
●問／ＪＡ庄内みどり無料職業紹介所
　　　☎25-3366

秋の収穫作業の
お手伝いをしませんか

山形県、全市町村、経済団体で組織する「やまが
たハッピーサポートセンター」は、結婚を希望する
独身者を応援するため、マッチングシステムを活用
し希望に合う相手を検索・閲覧、１対１のお見合い
の申し込みができる会員制の「出逢いやまがた」を
運用しています。

「出会いの機会がない」、「本気で結婚を考えてい
る」という方、まずはホームページをご覧ください。
●問／やまがたハッピーサポートセンター
　　　☎023-687-1972
※遊佐町では「出逢いやまがた」会員登録料の助成

制度もあります。
　助成制度については企画課定住促進係（☎28-

8257）までお問い合わせください。

結婚を希望する独身者を応援します

お詫びと訂正
令和３年８月１日号　以下の誤りがありました。お詫び
して訂正します。

Ｐ14　学びの広場　休館のご案内
誤　あぽん西浜　16日㈪・30日㈫
正　あぽん西浜　16日㈪・30日㈪
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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／企画課観光物産係　☎72－5886
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●遊佐町防災行政無線下小松・大井・富岡北目・上戸・南
山局デジタル化工事
期間　令和3／7／30～令和4／3／25
契約金額　25,883,000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］なし（2社辞退）

●ゆざ元町地域交流センター空調設備更新工事
期間　令和3／7／12～令和3／10／8
契約金額　6,985,000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、金子建業株
式会社、協栄建設株式会社、株式会社斎藤工業、有限会
社菅原建設、株式会社髙橋工業所

●町道上吉出中村線道路改良工事
期間　令和3／7／26～令和3／11／30
契約金額　8,580,000円
契約者　ヤマ五建設株式会社
［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、金
子建業株式会社、有限会社菅原建設

●遊佐小学校エアコン設置工事
期間　令和3／7／8～令和3／11／30
契約金額　14,740,000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、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、有限会社菅原建設

●遊佐小学校駐車場整備工事実施設計業務委託
期間　令和3／7／9～令和3／10／29
契約金額　6,600,000円
契約者　株式会社出羽測量設計
［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、株式会社大和エンジニア、株式会
社出羽測量設計、有限会社安野測量設計事務所

●令和3年度遊佐中学校清掃業務委託
期間　令和3／7／26～令和3／8／31
契約金額　962,500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

●遊佐町立図書館空調設備更新工事
期間　令和3／7／30～令和3／11／15
契約金額　45,870,000円
契約者　環清工業株式会社
［その他の入札参加者］黒澤建設工業株式会社 庄内営業
所、弘栄設備工業株式会社 酒田営業所、敦井産業株式
会社 酒田営業所、東北電化工業株式会社 酒田営業所、
東北電機鉄工株式会社、土門建設株式会社、山形空調株
式会社 酒田支店、株式会社ユアテック 酒田営業所

＊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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がんばった人にマル
○6月20日㈰・27日㈰
令和3年度山形県ミニバスケットボール夏季交歓大会酒
田飽海地区予選
　女子　優勝　YUZAgirls
○7月17日㈯・18日㈰
令和3年度東北電力山形支店杯山形県ミニバスケット
ボール夏季交歓大会
　男子　Ｄブロック　
　　　　優勝　遊佐バスケットボールクラブ
　女子　Ｄブロック
　　　　優勝　YUZAgirls 
○7月4日㈰
第39回山形県ジュニア空手道選手権大会
【小学生女子４年生の部】
　〈形〉　第２位　村上　心優（遊佐小４年）
　〈組手〉第１位　村上　心優（遊佐小４年）
【中学生男子２年生の部】
　〈組手〉第３位　藤原　心紀（遊佐中２年）
○7月11日㈰
第9回東北少年少女空手道選手権大会
【小学生女子４年生の部】
　〈組手〉第２位　村上　心優（遊佐小４年）
　　※東北地区ジュニア強化指定選手認定
○7月10日㈯
第80回遊佐町グラウンドゴルフ交流大会
　〈男性〉
　１位　菅原　功　２位　石山正明　３位　土門元至
　〈女性〉
　１位　佐藤あさ子　２位　髙橋洋子　３位　村上幸子
○7月16日㈮
第11回　山形県グラウンド・ゴルフ　飽海ブロックレ
ディス大会
　第４位　柴田由紀子　第６位　阿部さつ枝
○7月24日㈯
第4回遊佐町グラウンドゴルフレディス交流大会
　１位　阿部さつ枝　２位　髙橋ちや子　
　３位　柴田由紀子

PayPay登録や使い方の個別説明会
アプリのダウンロード、アカウント登録の仕方か

らチャージ、支払いに至るまで丁寧にご説明します。
ご自身のスマートフォン、タブレット端末をお持ち
のうえご来場ください。
●場所／役場新庁舎議事所
●日時／８月31日㈫　午前９時～午後３時
※申込・予約は不要です。ご都合がよい時間に来場

ください。
●問／〇PayPayアプリに関すること
　　　　PayPayカスタマーサポート窓口
　　　　☎0120-990-634（24時間365日受付）
　　　〇その他の問い合わせ
　　　　産業課産業創造係　☎72-4522

山形県労働委員会では、解雇や賃金未払いなど労
使間のトラブルでお悩みの方を対象に、４会場で労
働相談会を開催します。労働問題に詳しい労働委員
会委員がアドバイスしますので、ぜひ御相談くださ
い。（相談無料・秘密厳守）
●日時・場所／

10月10日㈰：アクティー米沢・酒田勤労者福祉セ
ンター

10月24日㈰：大手門パルズ・最上広域交流セン
ター「ゆめりあ」

　午前10時～午後３時
●対象／県内事業所の労働者、事業主など
※原則、第２木曜日にも相談会開催
●問・予／山形県労働委員会　☎023-630-2793

入札結果７月分

日曜労働悩みごと相談会


