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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

　神の使いに仮装した住民が家々を訪ね、無病息災
などを願う８県の10行事を「来訪神：仮面・仮装の
神々」の名称で一括し、ユネスコ無形文化遺産に申
請したことを記念する公演会を開催します。町内７
団体に加え、「遊佐の小正月行事」と共にユネスコ
に申請している１団体、日本ジオパーク認定を記念
して秋田県由利本荘市より１団体、そして兄弟町の
宮城県大崎市より１団体が、それぞれの伝統芸能を
披露します。

●日時／10月22日（日）午後０時30分開演
●場所／生涯学習センターホール

●参加団体／
○町内団体／杉沢比山連中・女鹿アマハゲ保存
会・蕨岡延年の舞保存会・吹浦田楽保存会・内
の目おかめ神楽保存会・横町神代神楽保存会・
楸島おすわり大黒舞保存会
○町外団体／真山なまはげ伝承会（秋田県男鹿
市）・本海獅子舞番楽前ノ沢講中（秋田県由利
本荘市）・鬼首神楽保存会（宮城県大崎市）

●入場料／300円（高校生以下無料）
　チケットは各地区まちづくりセンター、図書館、
教育委員会等で販売しています。
●問／教育課文化係　☎72-5892

元祖とび魚ラーメンのお店

道の駅 鳥海
食堂・ラーメン味の駅

農産物直売所 ひまわりの会・鮮魚直売所 元気な浜店

十六羅漢 ☎77-3330

☎71-7222

9:00～17:00営業時間

9:00～17:30営業時間
9:00～18:00営業時間
8:30～18:00営業時間

鳥海温泉

☎0234-77-3711 遊佐町吹浦字西浜2-76

●チェックイン15：00～チェックアウト15：00までご利用できます。
●送迎ご希望のお客様はご相談くださいませ。
●隣接の日帰り温泉「あぽん西浜」も無料でご利用いただけます。
●囲碁・将棋無料貸出しあります。※数に限りがあります。

湯治プラン湯治プラン湯治プラン

※休前日は＋1,080円（税込）になります。

【2連泊以上限定プラン】

6,950円6,950円6,950円6,950円お1人様～
1泊3食付 （税込・入湯税込）

6,500円6,500円6,500円6,500円
お1人様～1泊3食付

（税込・入湯税込）

ベーカリー工房『ほっほ』

各（税込）

（税込）

650円650円650円650円

コロコロパンコロコロパンコロコロパン

牛すき焼き風
うどん
牛すき焼き風
うどん
牛すき焼き風
うどん

秋・冬限定商品好評販売中！秋・冬限定商品好評販売中！秋・冬限定商品好評販売中！

1,100円
600円
500円

1,100円
600円
500円

1,100円
600円
500円

〈大〉
〈中〉
〈小〉

〈大〉
〈中〉
〈小〉

〈大〉
〈中〉
〈小〉

ハロウィン限定商品販売中♪ハロウィン限定商品販売中♪ハロウィン限定商品販売中♪

10月31日まで【レストラン ラ・メール】の営業は食事会場
の席に限りがあるため、予約制とさせていただきます。
《前日まで要予約》お客様には大変ご迷惑をおかけいた
しますことを心よりお詫び申し上げます。

（10月31日まで）

ハロウィンオードブルもご予約承ります♪

要予約

かぼちゃパイかぼちゃパイかぼちゃパイ
250円250円250円 （税込）

魔女の帽子魔女の帽子魔女の帽子
150円150円150円 （税込）

（税込）

500円500円500円500円
遊佐特産品弁当遊佐特産品弁当遊佐特産品弁当

（税込）

おばけパンおばけパンおばけパン
200円200円200円

※11月～2月末まで冬期営業時間の為、全館17：00閉館になります。

※写真は〈大〉サイズです。

ファーストフードコーナー

土日祝限定5個販売

3泊目以上はさらにお得！！

平成29年11月6日～
平成30年4月26日まで

ナマハゲとアマハゲの共演！！マハゲの共演！！ナマハゲとアマナマハゲとアマハゲの共演！！ナマハゲとアマハゲの共演！！

ユネスコ無形文化遺産提案記念事業
「第５８回遊佐町民俗芸能公演会」

《とりみ亭》《とりみ亭》《とりみ亭》

☎77-3333

☎77-3334
日帰り温泉施設

☎090-2607-2326
10月末まで
営業致します お食事処

・次回のサービスデーは
 10/26㈭です
・次回の休館日は10/23㈪です

あぽん西浜 とりみ亭

《あぽん西浜》《あぽん西浜》《あぽん西浜》

※バス送迎いたします  ※お申込みはお早めに
＊当日は大広間無料開放

【主催】・遊佐詩吟愛好会・清流会・ほほえみ会

11/8水11/8水11/8水11/8水
13：00開演 開催いたします！

あぽん親睦の集い
毎年大好評！

タンメンタンメン
（
税
込
）

（
税
込
）

たまご入りたまご入り

700円700円700円700円
さんま蒲焼き丼さんま蒲焼き丼（

税
込
）

（
税
込
）800円800円800円800円

鶏天定食鶏天定食（
税
込
）

（
税
込
）800円800円800円800円

秋の新メニューが出ました！秋の新メニューが出ました！

美味しく食べて秋を満喫！ ご来店お待ちしております！美味しく食べて秋を満喫！ ご来店お待ちしております！

（11月30まで）
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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

国民年金保険料の
後納制度をご利用ください

75歳、65歳になられた皆さまへ

　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
８月に75歳、９月に65歳になられた皆さまへ、10月13
日付で納入通知書の発送を行います。内容をご確認の
上、納め忘れのないようお願いします。
●送付物／
　８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
　９月に65歳になられた方 … 介護保険料の納入通知書
●納付日／10月31日（火）
●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／
　金額に関するお問い合わせ … 町民課課税係　☎72-5876
　納付に関するお問い合わせ … 町民課納税係　☎72-5411

　　インフルエンザは、感染した人の「せき、く
しゃみ、つばなど」と一緒に放出されたウイルス
を吸い込むことで感染します。飛沫感染の場合、
目安は２ｍです。
○予防の基本は･･･
　☆「外出する際はマスクを着ける」
　☆「流行時は、人混みへの外出を控える」
　☆「手洗い」「うがい」
［せきエチケット］
　「せきやくしゃみ」が出るときに、他の人へうつ
さないためのエチケットです。
▼「せき」がでる場合は、マスクをつけましょう。
▼マスクがない場合、「せき・くしゃみ」の時に
はティッシュなどで口と鼻を押さえ、他の人か
ら顔をそむけましょう。（使用後のティッシュは

すぐに、ふた付きのゴミ箱に捨てましょう。）
▼せきやくしゃみを抑えた手や、鼻をかんだ手は
すぐに洗いましょう。

○普段から･･･
　　ウイルスに対する抵抗力を高めて、感染しにく
い体力づくりが大切です。
　▽バランスの良い食事を心がけましょう。
　▽十分な休養、睡眠をとりましょう。
　▽日頃から適度な運動をしましょう。
○インフルエンザに罹ったかな？と思ったら･･･
　・早めに受診しましょう。処方された薬を服用し、
自宅で安静にしてください。

　・症状が改善されない場合は、あらためて医療機
関を受診してください。

●問／健康福祉課健康支援係　☎72-4111

　過去５年以内の納め忘れた国民年金保険料を納付す
ることで将来の年金受給額を増やすことができる「後
納制度」が、平成27年10月から平成30年９月までの３
年間に限り実施されています。制度を利用することで
年金受給額を増やしたり、受給資格を得られることも
あります。
　なお、すでに老齢基礎年金を受給している方は制度
を利用できませんが、平成29年８月より、保険料納付
済期間と免除期間などを合算した資格期間が10年以上
あれば対象年齢で老齢年金を受け取ることができるよ
うになりました。
　詳しくは「ねんきん加入者ダ
イヤル」（☎0570-03-004）また
はお近くの年金事務所（鶴岡年
金事務所：☎0235-23-5040）へ
お問い合わせください。

鳥海山・飛島ジオパーク 遊佐エリアジオサイト
フォトコンテスト応募作品展示会

　先に実施しました「鳥海山・飛島ジオパーク　遊佐
エリアジオサイトフォトコンテスト」にご応募いただ
いた作品の展示会を開催します。ジオパーク紹介コー
ナーも設置します。ぜひご来場ください。
●展示期間／10月18日（水）～11月１日（水）
　　　　　　午前８時30分～午後９時
●会場／生涯学習センター３階展示室
●問／企画課企画係　☎72-4523

町税等納期のお知らせ
　10月31日（火）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。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／10月31日（火）
　　　　固定資産税　　　　　　３期
　　　　国民健康保険税　　　　４期
　　　　介護保険料　　　　　　４期
　　　　後期高齢者医療保険料　４期
　　　　月光川水害予防組合費　２期
●問／町民課納税係　☎72-5411

インフルエンザが流行する時期になりました インフルエンザが流行する時期になりました インフルエンザが流行する時期になりました インフルエンザが流行する時期になりました インフルエンザが流行する時期になりました インフルエンザが流行する時期になりました 
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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。　●問／町民課町民係　☎72-5885

おいしい庄内空港　冬の家族旅行応援！運賃助成キャンペーン

木造住宅耐震診断士派遣事業

　町民の皆さまの地震対策を支援するために、木造住
宅の耐震診断に対し費用の一部を助成します。
　地震への対策をするには、自らの地震リスクをあら
かじめ知っておくことが大切です。家で安心して暮ら
すために耐震診断をおすすめします。
●対象住宅／
　次の要件を満たす町内の木造住宅が対象となります。
①平成12年５月31日以前に着工された一戸建て
②在来軸組構法で２階以下、床面積が500㎡以下
③延べ床面積の２分の１以上が自己居住用
●診断費用／図面の有り無しに関わらず個人負担
10,000円
　※診断費用10万円のうち９万円を助成します。
●募集戸数／限定３戸
　※募集戸数に達し次第、受付を終了します。
●問・⃞申／地域生活課管理係　☎72-5883

気楽にスポーツ
～ニュースポーツを体験しませんか～
　スポレック・カローリング・パックカールゴルフ・
バドミントン（10月30日のみ）など、なかなか体験で
きないニュースポーツ教室を実施します。一見単純で
すが、楽しく実は奥が深いニュースポーツ、ぜひご参
加ください。
●日時／10月30日（月）午後７時～８時30分
　　　　11月９日（木）・16日（木）午前10時～11時30分
●場所／町民体育館２階アリーナ
●対象／町内の方ならどなたでも
●参加費／無料。用具はすべてお貸しします。
●⃞申／各開催日の前日まで、下記問い合わせ先まで電
　話・FAXでご連絡ください。
●問／生涯学習センター
　☎72-2236　FAX71-1222

　庄内空港利用振興協議会では、庄内管内の旅行会社
と連携したキャンペーンを実施します。対象は『庄内
管内の旅行会社で取扱う庄内空港発関東行きパックプ
ラン商品（航空券＋宿泊）』を『２名様以上・同一行
程』でご利用される旅行で、１名様あたり5,000円を助
成します。庄内管内の旅行会社窓口で予約を受け付け
ていますので、お得な冬にぜひ庄内空港をご利用くだ
さい。
●搭乗対象／12月１日（金）～平成30年３月22日（木） 
年末年始12月28日（木）～１月３日（水）の搭乗を除く

●予約受付／平成30年３月13日(火)まで
●助成対象／
①庄内管内旅行会社で取扱う庄内空港発関東行きパッ

クプラン商品「航空券＋宿泊」を利用（ネット予約除く）
②２名様以上で同一行程での利用（ビジネス出張除く）
●助成内容／１名様あたり5,000円　先着300名様（予
約受付順）
●⃞申／庄内管内旅行会社窓口（※）で対象商品予約時に
申込書を受け取り、旅行後に申込書にご搭乗案内、
保安検査証、搭乗証明書のいずれか往復分を添えて、
事務局へ郵送してください。
　※町内の対象窓口は遊佐鳥海観光協会のみです。
●問／
庄内空港利用振興協議会事務局（庄内総合支庁内３階
／総務課連携支援室）
　〒997-1392　東田川郡三川町
　大字横山字袖東19-1
　☎0235-66-5442

年金「振替加算」の支給対象者へのご案内

　日本年金機構は、振替加算の支給対象者へ11月上
旬にお知らせを郵送した上で、概ね11月15日からお支
払いできるよう対応しています。対象となる方は手続
き不要ですので、日本年金機構からのお知らせが届く
のをお待ちください。
　なお、電話料金が無料の「振替加算専用ダイヤル」
を開設しています。また、お近くの年金事務所でも問
い合わせに対応しておりますのでご利用ください。
【振替加算専用ダイヤル】
☎0120-511-612（フリーダイヤル）
※受付時間
午前８時30分～午後８時（平日）
午前８時30分～午後５時15分（土日祝日）
【鶴岡年金事務所　お客様相談室】
☎0235-23-5040　
自動音声ダイヤルです。最初に「５」を押してくださ
い。

第２回二級河川月光川水系流域委員会

　月光川水系流域委員会は、月光川の河川整備計画を
策定する際に学識経験者や地域住民代表者等の意見を
聞くために開催するものです。本会議は公開としてお
り規定により傍聴することができます。
●日時／11月１日（水）午後１時30分～３時30分
●場所／生涯学習センター２階　大会議室
●内容／月光川水系河川整備計画（素案）について
●問／庄内総合支庁建設部 河川砂防課 河川海岸工事担当
　☎0235-66-5715
　県土整備部 河川課 河川計画担当
　☎023-630-2688
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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

町民ウォーキング第7ステージ
「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キングです。高瀬地区の歴
史と自然を満喫しながら歩いてみませんか。
●日時／11月３日（金・祝）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

第1６回遊佐町子育てフォーラム
大会テーマ“未来にはばたく「いのち」輝く子どもの育成”

●日時／11月12日（日）午前９時10分～
●会場／生涯学習センター ホール
●主催／遊佐町ＰＴＡ連絡協議会・遊佐
町青少年育成協議会
●内容／小中学生標語入選作品発表・意
見発表・PTA事例発表
●講演／★講師：教育評論家・法政大学
　　　特任教授
　　　　尾木　直樹 氏（尾木ママ）
　　　　★演題：「子どもの心と体に寄りそう」
●入場整理券の申し込み／

入場には入場整理券が必要です。10月20日
（金）より受付します。ただし、枚数に限り
があり、無くなり次第受付を終了します。
（お一人様2枚まで）

●その他／託児を希望する方は事前にご相談ください。
●問／教育課社会教育係（生涯学習センター内）
　☎72-2236

おうちに未登録の象牙ありませんか？
　環境省では、国内にある象牙の在庫を把握しようと
しています。
　所持しているだけであれば違法ではありませんが、
登録されていない象牙を売ったりあげたりするのは違
法です。（※全形を保持した象牙のみが登録対象。印
鑑やアクセサリーなど象牙製品は登録対象外。）
●連絡先／
　象牙在庫把握キャンペーン事務局
　☎03-6659-4660
（土日祝日を除く午前10時～午後５時）
　なお、所有者死亡による近親者への相続は違法にな
りません。ただし、その後販売等をする場合にはあら
かじめ登録が必要です。また、象牙以外の国際希少野
生動植物種の登録も受け付けしています。
　全形を保持した象牙などの国際希少野生動植物種は、
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保全に関する
法律」に基づき譲り渡し等（売る・買う・あげる・も
らう・貸す・借りるなど）が禁止されています（罰
則：個人は５年以下の懲役もしくは500万円以下の罰
金、またはその両方。法人は1億円以下の罰金）。
　ただし、登録を受けていれば登録票とともに譲り渡
すことができます。

山形県沿岸市町合同津波避難訓練
および
遊佐町全町一斉避難訓練のお知らせ

サイレンが鳴ったらシェイクアウト訓練
を行いましょう！
　シェイクアウトとは、地震発生時の安全確
保行動「まず低く、頭を守り、動かない」を身
につける訓練です。地震による死傷例の大半
が家屋倒壊や落下物が原因であり、安全な場
所へ長距離移動で避難中にケガをする例が
多いことから、揺れがおさまるまで机の下な
どに入り、激しい揺れや落下物などから、ま
ず自分の身を守るための訓練です。

緊急速報メール（エリアメール）訓練配信を行います！
　山形県庄内管内市町合同地震・津波避難訓練に合わせて、緊急
速報メール（エリアメール）を使用した情報伝達訓練を行いますの
で、正しく受信できるか確認をお願いします。
　お使いの携帯電話の機種によっては設定の必要な場合や対応し
ていない場合がありますので、心配な方は事前に各携帯電話会社
のHPや販売店へ確認をお願いします。なお、音が鳴って困る方は、
予め電源を切るか、鳴らない設定をしてください。
●日時／11月12日（日）午前8時頃

11月12日（日）
午前８時～

　庄内地域は、日本海東縁部に多くの断層をかかえ、沿岸
全域にわたり津波による災害の発生が懸念されています。
　山形県および沿岸市町では、いつ起きるか分からない津
波災害に備え、関係機関の連携強化を図るため、合同津波
避難訓練を実施し、遊佐町では吹浦地区で開催します。
　また、当日は町内全域で震度６強の地震が発生したこと
を想定し、全町一斉の避難訓練を同時開催しますので、多
くに皆さんの参加をお願いします。

【全町一斉避難訓練】
○場所／町内全集落
○内容／避難誘導訓練等
※当日は、午前８時に町内全域で一斉に
サイレンを吹鳴します。このサイレンを
合図に訓練を開始してください。
●問／総務課危機管理係　☎72-5895

講師の尾木直樹氏
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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

 （地権者の方へのお願い）
　不法投棄されるゴミは、管理が行き届いていない場
所に捨てられる傾向があります。私有地に不法投棄さ
れた場合、所有者あるいは管理者が自らの責任で適切
に処理することになります。土地の所有者や管理をさ
れる方は、不法投棄されないよう、より一層の適切な
管理をお願いします。
●問／地域生活課環境係　☎72-5881

クッキング講座
～カルシウムアップ大作戦～

　しっかりした骨を作るのに必要な栄養素が“カルシ
ウム”です。そして、骨貯金するには運動も大事です。
　“ロコモ予防”にチャレンジしましょう！
●日時／11月14日（火）午前９時30分～午後０時50分
●場所／生涯学習センター　２階大会議室
●対象／町内在住の方どなたでも（先着15名）
●内容／調理実習（牛乳、乳製品を使ったメニュー）
　テキストを使ってポイント学習
　ロコモ予防（骨、筋肉を強くし、バランス力をアッ
　プする）体操
　☆指導は遊佐町食生活推進協議会の皆さんです
●持ち物／エプロン、三角巾、筆記用具
●参加費／300円（材料代）
●締め切り／11月２日（木）
●問・⃞申／健康福祉課健康支援係　☎72-4111

遊佐中学校
輝雄祭・合唱コンクール

　地域の皆さま方から足を運んでいただき、全校一丸
となり取り組んだ遊佐中生の頑張りをご参観ください。
●日時／10月28日（土）
オープニング　午前８時50分
吹奏楽部演奏　午前９時15分
合唱愛好会による合唱　午前９時30分
合唱コンクール（１・２年）午前10時
昼休み、美術部・学習展示等の見学　午後０時10分
合唱コンクール（３年）　午後１時20分
エンディング　午後２時40分
●場所／遊佐中学校体育館
●問／遊佐中学校　☎72-2820

自然体験農園管理人募集

　ごみの不法投棄は後を絶たず、遊佐町においても発
生しています。
　不法投棄が行われると川や海や山などの自然環境が
汚染され、私たちの健康や生活環境に悪影響を及ぼし
ます。安易に空き缶やたばこの吸い殻などをポイ捨て
していませんか？
大小を問わず、不法投棄は犯罪です！不法投棄をした
者は、法律違反となり５年以下の懲役若しくは1,000
万円以下の罰金に処されます。
　遊佐町では、不法投棄監視人が巡回し、不法投棄の
早期発見に努めています。
　不法投棄を見かけたら警察に通報するか、地域生活
課までご連絡ください。

　町では杉沢地区にある自然体験農園の管理人を募集
しています。業務の内容は以下のとおりです。詳細は
農業振興係までお問い合わせください。
●管理地／杉沢月ノ原地内
●管理期間／毎年4月から6月まで
●業務内容／園内の草刈りや肥料散布、農園利用者の
案内など
●問／産業課農業振興係　☎72-5882

11月の「ゆうすいカフェ」のご案内

　11月14日の“ゆうすいカフェ”では、アロマの会を開
催します。天然の成分が詰まったアロマオイルを使用
してのバスソルト作り（入浴剤）やマッサージ体験で
心も体もほっこりしませんか？終了後はハーブティー
でゆったりと過ごしましょう。皆さんのご参加をお待
ちしています。
●カフェ開店日／11月14日（火）　…毎月第２火曜日
開店します
●開店時間／午後2時～4時（アロマは２時から１時間
半位の予定です）
●参加費／600円（材料費500円　カフェ100円）
●場所／ゆうすい喫茶コーナー
●持ち物／フェイスタオル１枚
●定員／30名（定員になり次第
締め切りとなります。ご了承
ください）
●問・⃞申／11月７日まで
　包括支援センターゆうすい
　☎71-2130

乳
にゅう

～～
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ごみはルールを守って適切に処分しましょう。



　借金、悪徳商法のトラブル、相続、認知症、成年後
見制度の活用などの相談に応じます。
●日時／11月１日（水）午後５時30分～８時
●場所／酒田市交流ひろば２階　
　（酒田市中町３-４-５）
●費用／無料（駐車券出ます）。予約不要です。
●問／NPO法人ライフサポート庄内　
　佐藤　☎33-4378

　認知症サポーターとは、認知症の正しい知識を持
つ、認知症の方やご家族の方の応援者です。今回は、
関心のある方ならどなたでも参加可能となっておりま
す。ぜひこの機会に認知症について学び、サポーター
になりませんか。
●日時／11月22日（水）午後７時～８時30分
●場所／生涯学習センター２階　会議室
●対象／関心のある方ならどなたでも
●内容／認知症サポーターキャンペーンビデオ鑑賞、
　認知症についての知識、対応。
　※受講された方には、もれなく認知症サポーターの証、
 　”オレンジリング”を差し上げます。
●問／
　包括支援センターゆうすい
　☎71-2130　
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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

くらしの無料ナイター相談所

　格闘技に関心のある方、これからの人生に向けての
ヒントを得たい方、振るってご連絡ください！
●日時／10月21日（土）午前10時～11時
●場所／自衛隊酒田地域事務所（上安町一丁目ハロー 
　ワーク隣）
●対象／15歳以上30歳未満の男女（保護者同伴可）
　先着12名
●⃞申／10月19日（木）午後５時まで下記問い合わせ先
　までお申し込みください。
　※先着12名の枠が埋まり次第締め切り。
　※抽選で３名様にランチ無料ご招待「しらせ特製カ
　レーライス」
●問／自衛隊酒田地域事務所（上安町一丁目）　
　☎27‒3532

トップアスリートによる講話
【シドニー五輪グレコローマン63kg級日本代表　元木康年氏】

●日時／11月５日（日）午後１時～４時
●場所／遊学館３階　第１研修室（山形市緑町１-２-36）
●内容／地域活性化につながる調査・研究をする高校
生と町の歴史を学習し、進んで地域参画する住民の
事例から、地域の学びの在り方を探ります。
●対象／地域学実践者・地域学やまちづくりに関心の
ある方など50名程度。
●参加費／無料。託児あり（要事前申し込み）。
●問／山形県生涯学習センター学習振興部
　☎023-625-6411　FAX023-625-6415
　E-mail：yama@gakushubunka.jp

地域学交流集会　人を育む地域の学び

●入学試験／12月12日（火）
●出願期間／11月６日（月）～11月10日（金）
●試験場／山形大学農学部
●検定料／30,000円
●入試科目／小論文・口頭試問
●学生募集要項を窓口で配布しています。
●問／山形大学農学部入試担当　☎0235-28-2808

平成30年度　山形大学大学院農学研究科社会人入試

あなたも認知症サポーターになりませんか

　「無期転換ルール」とは、同じ会社で有期労働契約
が更新されて通算５年を超えたときは、労働者の申し
込みによって、期間の定めのない労働契約（無期労働
契約）に転換できるルールのことです。通算５年のカ
ウントは、平成25年４月１日以降に開始した有期労働
契約が対象です。無期契約後の職務、勤務地、賃金、
労働時間といった労働条件は、基本的には直前の有期
労働契約と同一となります。
詳しくは　⇒　無期転換サイト　で　検索
●問／山形労働局雇用環境・均等室　☎023-624-8228

ご存知ですか？「無期転換ルール」

●日時／11月12日（日）午後１時～４時
●場所／山形大学医学部
●対象／医療従事者、医学生、一般市民　100名
●受講料／4‚000円（テキスト代を含みます）。
●⃞申／10月27日（金）までお申し込みください。
●問／山形大学医学部総務課庶務担当　
　☎023-628-5006

【山形県最低賃金】
●時間額／739円（22円アップ）
●効力発生日／10月6日（金）
●問／山形労働局賃金室　☎023-624-8224

山形県の最低賃金が改正されました

山形大学医学部公開講座
「最新の排尿障害治療と排尿リハビリテーション・ケア」

上げます。

い
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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。　●問／町民課町民係　☎72-5885

●日時／11月７日（火）～10日（金）午前９時15分～
　午後４時
●場所／山形県立山形職業能力開発専門校
●対象／エクセルについて基礎から学びたい方（男性
　の方も参加できます）20名
●参加費／受講料9,600円、テキスト代2,160円
●⃞申／本校HPまたは下記問い合わせ先まで所定の申
　込用紙を請求の上、郵送またはFAXでお申し込み
　ください。
●問／山形県立山形職業能力開発専門校　能力開発支
　援課　☎023-644-9227　FAX023-644-6850

女性のためのスキルアップ講座
「Excel基礎」

●日時／10月22日（日）午前９時30分～午後４時
●場所／月光園
●内容／天音里望歌謡ショー、野菜の即売会、
　うどんそば・喫茶コーナー、各作品展示
●問／月光園　☎72-5611

月光園文化祭
「つなごう思いやりのWA」

●日時／10月25日（水）午後５時～７時
●場所／酒田市勤労者福祉センター２階
●相談内容／相続、遺言、土地建物の登記、会社法人
　の登記、金銭トラブル、成年後見など（秘密は厳守
　します）
●⃞申／要予約。土日、祝日を除く午前９時～午後５時
　に下記までお申し込みください。
●問／山形県司法書士会酒田支部　髙橋　☎43-4000

司法書士無料法律相談

　集団予防接種でB型肝炎になった人とその家族を対
象とした、弁護士による無料相談会を実施します。
●日時／11月25日（土）午後１時30分～４時（受付3時終了）
●場所／酒田市中央公民館408･409
●⃞申／個別申し込み優先、当日会場での申し込みも可
　能です。個人情報は厳守します。
●問／全国B型肝炎訴訟新潟事務所　☎025-223-1130

弁護士によるB型肝炎特別措置法相談会（無料）

【３Ｄプリンタ入門】
○日時／11月11日（土）、18日（土）午前９時～午後 
　４時
○受講料／6,000円、テキスト代2,808円
　（３ＤＣＡＤ入門書籍)
【ファイナンシャル・プランニング技能検定２級コース】
○日時／11月11日（土）、25日（土）午前8時50分～
　午後4時10分
○受講料／6,000円、テキスト代3,990円（予価）
【マシニングセンタ入門】
○日時／11月28日、12月1日、5日、8日、12日、15日
　毎週火・金曜日　午後６時30分～８時30分
○受講料／6,000円、実習材料代9,000円、テキスト代
　3,000円程度
●定員／いずれも5名
●場所／山形県立産業技術短期大学校庄内校の各教室
●申込締切／各講座初日の2週間前まで
●問・⃞申／山形県立産業技術短期大学校庄内校教務
　学生課　☎31-2300　FAX31-2770
　E-mail：all-kyomu@shonai-cit.ac.jp

県立産業技術短期大学校庄内校
社会人向け公開講座

　酒田特別支援学校の学校祭を開催します。ステージ
発表やさかとく市（バザー）、作品展示などが行われ
ます。
●日時／10月28日（土）午前８時50分～午後２時10分
●場所／酒田特別支援学校体育館・校内
●問／山形県立酒田特別支援学校
　聴覚部 伊藤　☎34-2019　知的部 古原　☎34-2026

つなげよう　絆　
酒特から生まれるたくさんのスマイル

　返しきれない借金でお困りの方、まずはお電話を。
相談は秘密厳守・無料。
●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～金（祝日・年末年始除く）午前８時30分
　～午後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

■雇用の広場
順仁堂遊佐病院

募 集 職 種

募 集 人 員

資　　　格

賃　　　金

就 業 時 間

業 務 内 容

応募手続き

問

管理栄養士（産休・育休代替）

1名

管理栄養士　年齢不問

190,000 円～ 270,000 円

午前8時15分～午後5時 年間休日数１２６日

患者様の給食管理・栄養管理に関すること
（献立の作成、発注、衛生管理、食事箋管理等）

連絡の上、履歴書をご持参ください。

順仁堂遊佐病院　事務長　池田　まで
〒999-8301　遊佐町遊佐字石田７　☎72-2522
URL：http://www.yuza-hospital.jp
E-mail:info@yuza-hospital.jp
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入札結果 9月分 ＊契約金額には、
　消費税が含まれています。

地
域
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活
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●町道杉沢本線　落石防護網復旧工事
期　　間　平29／9／4～平29／12／28
契約金額　15,012,000円
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、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

●町道上大内西線　舗装新設工事
期　　間　平29／9／7～平29／10／31
契約金額　1,944,000円
契  約  者　有限会社石川工業
[その他の入札参加者]有限会社石山工業、有限会社菅原建設、
ヤマ五建設株式会社

●平成29年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事
　に伴う水道管布設替工事実施設計業務委託
期　　間　平29／9／28～平30／2／20
契約金額　4,320,000円
契  約  者　株式会社新光コンサルタント庄内事務所
[その他の入札参加者]株式会社庄内測量設計舎、新日本設計
株式会社庄内営業所、新和設計株式会社庄内営業所、有限会
社安野測量事務所

　ゆか
　　第３位　阿曽　紗來（遊佐小４年）
　　第３位　菅原　爽乃（遊佐小４年）
○９月18日（月・祝）
　第29回象潟奥の細道少年剣道大会
　小学校男子団体戦
　優勝　遊佐町剣道スポーツ少年団（土門・髙橋・石垣壮・金子・大宮・本間）
　小学校女子団体戦
　優勝　遊佐町剣道スポーツ少年団（阿部・佐藤・石垣麻）
　小学校５・６年生女子の部
　優勝　阿部　奏（高友館）
　小学校６年生男子の部
　優勝　金子　東磨（高友館）
　準優勝　大宮　輝星
　第３位　土門　未來
○９月23日（土・祝）
　第56回山形県少年の主張大会―いま伝えたい私のメッセージ
　最優秀賞　斎藤　愛彩（遊佐中３年）
　※山形県代表として北海道・東北ブロック選考へ。
○９月29日（金）
　第26回山形県健康福祉祭ねんりんピック2017
　グラウンド・ゴルフ大会
　総合優勝　畠中　光一（吹浦支部）
○第53回酒田創意工夫展
　入選（県展出品）　阿部　聖（吹浦小３年）
　入選　髙橋　こころ（高瀬小３年）
　　　　菅原　真央（高瀬小４年）
　　　　矢口　理正（蕨岡小４年）

○９月６日（水）
　第56回県少年の主張酒田地区大会
　最優秀賞　藤原　咲彩（遊佐中２年）
　優秀賞　斎藤　愛彩（遊佐中３年）
○９月７日（木）
　酒田飽海地区英語スピーチコンテスト
　スピーチの部
　２位　茨木　千奈（遊佐中３年）
○９月８日（金）
　第７回山形県グラウンド・ゴルフ協会飽海ブロックレディス大会
　第１位　阿部　さつえ（高瀬支部）
　第２位　小林　靖子（吹浦支部）
　第５位　菅原　松子（遊佐支部）
　第６位　伊藤　千代子（吹浦支部）
　第９位　髙橋　ちや子（遊佐支部）
〇９月10日（日）
　第48回全荘内少年剣道大会
　小学校団体戦
　準優勝　遊佐町剣道スポーツ少年団Aチーム
（大宮・髙橋・石垣・阿部・土門）
　小学校女子個人戦
　優勝　阿部　奏
○９月13日（水）
　第56回県少年の主張大会庄内ブロック大会
　最優秀賞　斎藤　愛彩（遊佐中３年）
　優秀賞　藤原　咲彩（遊佐中２年）
○９月16日（土）・17日（日）
　第48回飽海地区新人総合体育大会バスケットボール競技　兼
　山形県中学校新人体育大会第46回バスケットボール競技飽海地区予選会
　優勝　遊佐中学校　女子バスケットボール部
○９月17日（日）
　第37回山形県ジュニア体操競技選手権大会
　女子Bクラス
　個人総合
　　第４位　阿曽　紗來（遊佐小４年）
　　第５位　菅原　爽乃（遊佐小４年）
　段違い平行棒
　　第２位　阿曽　紗來（遊佐小４年）

　自動車事故にかかる損害賠償問題の紛争解決を、弁護士
が中立公正な立場から無料でお手伝いします。まずは、電
話で予約をお願いします。
●問／（公財）交通事故紛争処理センター仙台支部
　☎022-263-7231

交通事故の損害賠償問題でお困りの方へ

※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
のについて掲載しています。

■雇用の広場
遊佐町総合交流促進施設株式会社

募 集 職 種
募 集 人 員
就 業 施 設
雇 用 期 間

応 募 要 件

待 遇
就 業 時 間

必 要 書 類
選 考 方 法

応 募 締 切
　 問

時間パート
若干名
鳥海温泉遊楽里
面接時相談させていただきます。（雇用契約
は随時更新します。）
①フロント係　②調理補助　③客室清掃お
よびマイクロバス運転
会社規定に基づきます。
１日５～８時間。６時間以上就業の場合、福利
厚生制度あり。
履歴書（写真添付）
履歴書を「鳥海温泉遊楽里」まで提出くださ
い。後日本人へ連絡します。
１１月１５日まで
鳥海温泉遊楽里　☎77-3711

有料老人ホーム「のどか」
募 集 内 容
職 種
募 集 人 員
資 格

給 与
勤 務 条 件
選 考 方 法
締 切
そ の 他

問 ・ ⃞申

管理職候補
相談業務と介護計画作成
１名
看護師（正、準）。介護支援専門員・介護福祉
士のいずれか１つ。
当社規定による（相談も可）
週休２日制（曜日は希望可）
履歴書および面接
１２月末まで
５０歳～６２歳位の方で、職務に忠実な思いを
持っている方を優遇します。
有料老人ホームのどか　☎75-3210

※左記２名は
庄内ブロック大会に出場。

※左記２名は
　県大会に出場。


