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毎月１回15日発行

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

　町内の宿泊施設にご宿泊の方に2,500円相当の選
べる特産品をお届けします。なお、遊佐町内在住の
方も対象になります。
●期間／12月１日（金）～平成30年３月15日（木）
●対象施設／
鳥海温泉　遊楽里　☎77-3711
湯ノ田温泉　酒田屋旅館　☎77-2007
しらい自然館　☎72-2069
鶴屋旅館　☎72-2053
丸登旅館　☎77-2009
民宿よしの　☎77-2220
●対象／
●１室１名利用の場合、１泊の宿泊基本料金
7,500円以上
●１室１名利用で２泊以上の場合、宿泊基本料金
11,000円以上
●１室複数名利用の場合、１泊１室の宿泊基本料
金11,000円以上
※宿泊基本料金とはチェックイン時の税込金額と
します。
※ギフトの申込対象は１室単位に１つです。　

●その他／
○次の場合は対象外となります
・宿泊者が直接支払いをしない場合（宿泊券等を
利用の場合も含む）
・日本国外へギフトを送付する必要がある場合
※期間内であっても予定の件数に達した際は早期
に終了する場合があります。
※対象宿泊期間内に実際に宿泊された方が対象と
なります。
選べる特産品やその他詳細は町の公式HPをご覧
ください。
●問／企画課観光物産係　☎72-5886

・８名様より御利用できます。
・飲み放題は２時間になります。
・送迎はご相談下さい。
・カラオケ無料で歌い放題。

・８名様より御利用できます。
・飲み放題は２時間になります。
・送迎はご相談下さい。
・カラオケ無料で歌い放題。

☎77-3334

ビール（大瓶）・お銚
子・焼酎（麦・芋・甲
類）・ウイスキー・ハイ
ボール・ソフトドリンク
類・ノンアルコール
ビール

【会席コース】【パーティーコース】 クリスマス
ディナーバイキング

5,500円5,500円5,500円5,500円
【飲み放題付】

（消費税） 11,000円11,000円11,000円11,000円
【飲み放題付】
忘新年会特別ご宿泊プラン

（消費税・入湯税込）
※休前日1,080円増し

お食事処

・次回のサービスデーは
 11/26㈰です
・次回の休館日は11/27㈪です

あぽん西浜 とりみ亭
遊佐町総合交流促進施設株式会社

山形県飽海郡遊佐町吹浦字西浜 2-76

詳しくはホームページをご覧ください
http://www.yamagata-yurari.com/

お気軽に
お問合せくださいTEL.0234-77-3711 TEL.0234-77-3722

鳥海
温泉 遊楽里

あぽん西浜
とりみ亭 道の駅鳥海

ふらっと

↓酒田

↑秋田

R7

〒999-8521

忘新年会プラン

道の駅 鳥海

9：00～17：00

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

十六羅漢

8：30～17：00営業
時間

営業
時間

営業
時間 9：00～17：00

食堂・ラーメン味の駅 9：00～17：00
☎71-7222

☎77-3330 営業
時間

食 堂

ラーメン「味の駅」

マーボーメン

ふらっと御膳

（税込）850円850円850円850円
（税込）800円800円800円800円

（税込）（デザート付♪）1,200円1,200円1,200円1,200円
（税込）（税込）

（税込・入湯税込）（税込・入湯税込）

800円800円800円800円

2,200円2,200円2,200円2,200円

前売りチケット好評発売中！！

（消費税込）2,500円2,500円2,500円2,500円

（皆様にドリンクバーが付きます♪）

大　人

（消費税込）1,200円1,200円1,200円1,200円小学生

（消費税込）500円500円500円500円幼　児

★土日祝日のみ 各日11：30から販売

1日
限定
5食

画像はイメージです

ゆざ町　冬の“得旅”宣言！
泊まってもらおう！ゆざの特産品
ゆざ町　冬の“得旅”宣言！
泊まってもらおう！ゆざの特産品
ゆざ町　冬の“得旅”宣言！
泊まってもらおう！ゆざの特産品
ゆざ町　冬の“得旅”宣言！
泊まってもらおう！ゆざの特産品

プレミアム旅行特産品ギフト事業

宿泊の方に町内の宿泊宿 施設にご宿
る特産品をお届けしま
も対象

泊施設にごにご宿

平成29年11月24日～平成30年１月31日まで 2017年12月16日㈯
遊楽里 1階 文化ホール

18時～20時

飲み放題メニュー

※当日券の販売はございませんのでお早めにお買い求めください。

選べる日帰り湯治
くつろぎプラン
選べる日帰り湯治
くつろぎプラン

特製お弁当  or
とりみ亭お好きなメニュー

好評受付中！ご予約お待ちしております！好評受付中！ご予約お待ちしております！

あぽん西浜では、月～金曜日の間
送迎用のバスを運行しております
　※曜日別で各地区を廻ります
詳細はあぽん西浜までお問合せください

☎77-3333

日帰り温泉施設

・天ぷらうどん
・天ぷらそば
・もつ煮定食

・天ぷらうどん
・天ぷらそば
・もつ煮定食

・天ぷらうどん
・天ぷらそば
・もつ煮定食

６００円（税込）
６００円（税込）
８００円（税込）

６００円（税込）
６００円（税込）
８００円（税込）

６００円（税込）
６００円（税込）
８００円（税込）

６００円（税込）
６００円（税込）
８００円（税込）鍋焼きうどん鍋焼きうどん鍋焼きうどん

心も体もホッカホカ！
ご来店お待ちしております
心も体もホッカホカ！
ご来店お待ちしております

＋＋ ＋＋

冬期
限定

入浴 個室
休憩

お
一
人
様

とりみ亭

あぽん西浜

あったかメニューを
取り揃えています！
あったかメニューを
取り揃えています！

えび塩ラーメンえび塩ラーメンえび塩ラーメン
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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

デマンドタクシー
お得な回数券を販売します

要介護認定者も
税の障害者控除の対象です

　次に該当される方は、障がい（身体・知的・精神）
に関する手帳をお持ちでなくても、税申告の際に（特
別）障害者控除が受けられます。
　控除を受けるには事前に申請が必要です。申請やお
問い合わせは、役場健康福祉課までお願いします。
●要件／①要介護認定において、障害高齢者ランクが
　　　　　高いと判断された方
　　　　②要介護認定において、認知症ランクが高い
　　　　　と判断された方
●持ち物／印鑑
●問・申請受付／健康福祉課福祉介護保険係
　☎28-8251　

　デマンドタクシーの利用促進のため、12月１日から
12月29日までの間、回数券を11枚から14枚に増やして
販売します。ただし、この期間に販売した回数券の有
効期限は２月28日までとさせていただきます。
※通常の有効期限のない11枚つづりの回数券もお求め
いただけます。
●販売／ＪＲ遊佐駅内デマンド予約センター
　デマンドタクシー車内
●問／産業課産業創造係　☎72-4522

鳥海山・飛島ジオパーク
学習研究発表会

　鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会では、ふるさと
学習の進展をめざし、「学習研究発表会」を開催しま
す。どなたでも入場いただけますので、ぜひお気軽に
おいでください。
●日時／12月３日（日）午前９時30分～午後０時30分
●場所／にかほ市象潟公民館　２階ホール
●内容／構成４市町の代表校が、ジオパークに関連す
る学習成果を発表。先進ジオパークの事例紹介、ガイ
ドの会による発表もあります。
（由利本荘市：鳥海中学校、にかほ市：上郷小学校、
遊佐町：吹浦小学校、酒田市：新堀小学校）
●その他／入場無料、事前申し込み不要。
●問／鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会事務局　
（にかほ市役所象潟庁舎内）
　☎0184-62-9777

冬の交通安全県民運動がはじまります

　広報ゆざでは、今年も新春川柳コンテストを開催
します。来年は戌年。犬といえば、古くより人間の
友とされています。皆さんの中にも、愛犬を飼って
いる方も多いのではないでしょうか。そこで、今年
のテーマは「親しみ」「友」「愛」。新年にふさわ
しい５・７・５を募集します。
●テーマ／「親しみ」「友」「愛」
作品に「親しみ」や「友」、「愛」を連想させる
もの（例：気の置けない、愛車、腐れ縁、など）
を必ず入れてください。
●応募規定／
○遊佐町に住所を有する方、または町内の事業所
　で働いている方であること。
○本人創作で未発表のものであること。
○投稿は１人２句までとします。
●応募方法／住所・氏名・年齢・電話番号を必ず明
記のうえ、下記までハガキ、メール、ＦＡＸのい
ずれかでご応募ください。

応募先：〒999-8301遊佐字舞鶴211　遊佐町役場
企画課企画係
E-mail：koho@town.yuza.lg.jp　FAX72-3315
※広報ホットラインのハガキでのご投稿も可能です。
※お題を無視したものや、住所・氏名・年齢・電
話番号が明記されていないものは無効となります
のでご注意ください。
※ペンネームも使用できますが、必ず本名もご記
入ください。
●応募締切／11月30日（木）必着
●表彰／最優秀賞　１点　優秀賞　３点　特別賞　
１点　
副賞：図書カードと各川柳の内容
に合わせた「面白いもの」
●発表／広報ゆざ平成30年正月号
（12月28日（木）発行予定）
●問／企画課企画係　☎72-4523

新春広報ゆざ　川柳コンテスト

　12月1日（金）～12月10日（日）は冬の交通安全県民運動
期間です。次のポイントを守り、交通事故を防ぎましょう！

〇早めのライト点灯を！
〇車のスピードの出し過ぎに注意！
〇反射材を着用して通行をアピールしよう！
〇横断歩道に歩行者がいたら、車は停車して安全に
横断させましょう！
〇一時停止、止まれの標識では必ず止まりましょう！

【県内で高齢者を中心とする交通死亡事故が多発しています！】
　最近、町内では特に横断歩道での歩行者妨害、車の
スピードの出し過ぎ、歩道越しに駐車場等に出入りす
る際の安全確認不足が目立ちます。歩行者・ドライ
バーの皆さん、しっかりと安全確認をお願いします！
●問／総務課危機管理係　☎72-5895
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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

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます
～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～

油の流出事故を防ぎましょう！

　暖房器具を使用する季節になると、一般家庭のホー
ムタンクや事業所のタンクから、灯油など油類の流出
により、河川などを汚染する事故が多発します。その
原因の多くは、作業中の不注意によるものです。
　環境への影響、火災の恐れはもちろんですが、流出
した油の回収には多くの人手とオイルフェンスや吸着
マット等の費用が必要となり、その費用は油を流した
当事者が負担する事になります。油の流出を防ぐため、
一人ひとりが次のことに注意しましょう。
１．その場を離れない、目を離さない
　タンクから灯油を小分けするときは、絶対にその場
を離れない。バルブの閉め忘れにも注意しましょう。
２．定期点検を怠らない
　タンクや配管に亀裂・損傷がないか、定期的に点検
しましょう。
３．こまめに除雪する
　積雪で配管の場所が分からなくならないよう、タン
クの周りの除雪をこまめに行い、除雪作業中に配管を
破損しないように注意しましょう。
※油が流出してしまったら、119へ通報してください。
●問／消防署遊佐分署　☎72-4100
　　　地域生活課環境係　☎72-5881

　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告に
おいて全額が社会保険料控除の対象となります。そ
の年の１月１日から12月31日までに納付した保険料
が対象です。この社会保険料控除を受けるためには、
納付したことを証明する書類の添付が義務付けられ
ています。このため、平成29年１月１日から９月30
日までの間に国民年金保険料を納付された方につい
ては、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明
書」を本年11月上旬に日本年金機構本部より送付し
ています。年末調整や確定申告の際には必ずこの証
明書（または領収証書）を添付してください。
　また、平成29年10月１日から12月31日までの間に
今年はじめて国民年金保険料を納付された方につい
ては、翌年の２月上旬に送付されます。
　なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合
も、ご本人の社会保険料控除に加えることができま
すので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付の
うえ申告してください。「社会保険料（国民年金保
険料）控除証明書」についてのご照会は、控除証明
書のはがきに表示されている電話番号にお問い合わ
せください。

〈ねんきん加入者ダイヤル〉
　☎0570-003-004（ナビダイヤル）
　050から始まる電話でおかけになる場合は
　☎03-6630-2525
〈受付期間〉
　平成29年11月より順次、平成30年３月15日（木）まで
〈受付時間〉
●月～金曜日　　　午前８時30分～午後７時
●第２土曜日　　　午前９時～午後５時
※祝日（第２土曜日を除く）、12月29日～１月３日
はご利用いただけません。
※ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけにな
る場合は全国どこからでも、市内通話料金でご利
用いただけます。ただし、一般の固定電話以外
（携帯電話等）からおかけになる場合は通常の通
話料金がかかります。
※「☎03-6630-2525」の電話番号におかけになる場合
は、通常の通話料金がかかります。
※「0570」の最初の「０」を省略したり、市外局番
をつけて間違い電話になっているケースが発生し
ていますので、お掛け間違いにはご注意ください。
●問／鶴岡年金事務所　☎0235-23-5040

西山地区森林整備ボランティア募集
　毎年12月第１日曜日に、西山地区内で松林保全のボ
ランティア作業を実施しています。
　皆さんの力で松林をきれいにしましょう！たくさん
のご参加をお待ちしております。
●日時／12月３日（日）午前８時30分～概ね２時間
●作業内容／クロマツの枝打ち
●持ち物／動きやすい服装、軍手など（道具は貸し出
　します）。
●集合場所／林道上藤崎線沿い松林
　※実施箇所には旗を立てます。
●問／産業課水産林業係　☎72-4521（直通）

実施箇所
集合場所

林道上藤崎線

旧八福神さん
駐車場

車でお越しの方は、旧八福神さんの駐車場か、西遊佐まちづくり
センターに駐車してください。（※当日は誘導員を配置します。）
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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

人権なんでも相談所開設のご案内
ひとりで悩まないで、まずはご相談ください。人権

擁護委員が相談をお受けします。
●相談内容／夫婦・家族間のいざこざ、DV、老人・
　子どもの虐待、体罰、いじめ問題、近所とのトラブ
　ル、土地の境界問題など。
●日時／12月８日（金）午前10時～午後３時
●場所／遊佐町総合福祉センター
　この他に、同日時で庄内町余目第二公民館でも開
設します。
　また、同時間で12月６日（水）酒田市地域福祉セ
ンター、12月11日（月）平田タウンセンターでも開
設します。遊佐町在住の方であっても、こちらで相
談することもできます。
※受付時間は、終了時間の30分前まで。予約は必要
ありません。
※秘密は厳守されますので、ご安心ください。

●問／酒田人権擁護委員協議会・山形地方法務局酒田
　支局　☎25－2221

●配信日／不定期（情報がある場合に随時配信）
●発信者／産業課農業振興係（nogyoinfo@town.yuza.yamagata.jp）
●配信内容／テキスト形式で情報の要旨のみ配信します。詳しくはリンク先等でご確認ください。
●登録方法／【件名】に「メール配信希望」、【本文】に「氏名」と「住所」を明記した電子メールを以下のメール
　　　　　　アドレスにお送りください。こちらから登録完了メールをお送りします。
　送信先 ｎｏｕｓｉｎ＠ｔｏｗｎ．ｙｕｚａ．ｌｇ．ｊｐ
●個人情報／お申し込みいただいた氏名・住所・メールアドレスの個人情報は、厳正に管理し、当該メール配信以
　　　　　　外に使用しません。
●解除方法／メールで配信停止を申し込む旨をお知らせください。
●注意事項／迷惑メールフィルタによって受信できない場合は、ドメイン town.yuza.yamagata.jp から受信できるよ
　　　　　　うに設定してください。
●問／産業課農業振興係　☎72‒5882

やまがた森林ノミクス
庄内地域木材資源需給拡大講演会

庄内地域には豊富な森林資源が存在し、この資源を
循環利用し地域経済の活性化を実現するための方策に
ついて、元林野庁長官の沼田正俊氏にお話を伺います。
どなたでもご参加いただけます。
●日時／11月28日（火）午後３時～４時30分（予定）
●場所／遊楽里１階　鳥海文化ホール（遊佐町吹浦字 
　　　　西浜 2-76　☎77-3711）
●内容／演題「チャンス到来！！林業の成長産業化に 
　　　　向けて」
　　　　講師　一般財団法人日本森林林業振興会会長
　　　　　　　元林野庁長官　沼田正俊　氏
●問／庄内総合支庁 森林整備課　☎0235-66-5526
　　　産業課水産林業係　☎72-4521

教育委員会 教育長および委員異動のお知らせ

ゆざ農業インフォメール配信のお知らせゆざ農業インフォメール配信のお知らせゆざ農業インフォメール配信のお知らせ

　教育委員の髙橋栄子氏が退任され、後任として齊藤
敦子氏が10月１日付で就任されました。また、11月１
日付で那須栄一氏が新教育委員会制度に基づく教育長
に再任されました。
　平成29年11月１日現在の委員構成は、次のとおりで
す。（敬称略）

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
９月に75歳、10月に65歳になられた皆さまへ、11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
上、納め忘れのないようお願いします。
●送付物／
　 ９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
　10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30日（木）
●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

職 名
教育長
委 員
委 員
委 員
委 員

那 須 栄 一
渡 邉 宗 谷
石 川 茂 稔
石 山 幸 子
齊 藤 敦 子

氏　　　　名 備　　　考

第一教育長職務代理者

第二教育長職務代理者

　農業振興係では、町をはじめ、国・県から
提供される農業者向けの補助事業等の情報を
メール配信でお知らせしています。
※郵送での対応はしておりません。
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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

平成30年
遊佐町成人式を開催します

●日時／平成30年１月７日（日）
　　　　午後１時～　受付　
            午後２時～　式典開始
●場所／生涯学習センター
●対象者／平成９年４月２日か
　ら平成10年４月１日までに生
　まれた方
●⃞申／11月１日現在、遊佐町に住所を登録している方
は申し込みの必要はありません。就職・進学等で町
外に住所登録している方で、成人式への参加を希望
される方は、11月24日（金）までに下記へ電話にて
お申し込みください。成人式のご案内は12月初旬を
予定しております。

●問／総務課総務係　☎72-3311　

町税等納期のお知らせ

11月30日（木）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。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／11月30日（木）
　町県民税　３期、国民健康保険税　５期
　介護保険料　５期、後期高齢者医療保険料　５期
●問／町民課納税係　☎72‒5411

2018年版 
やまがた県民手帳　販売中！

2018年版の県民手帳の販売を行います。県民手帳は
役場本庁舎２階・総務課窓口にて販売しています。価
格は一冊600円です。
※できるだけお釣りが出ないようにご協力をお願いし
ます。
※農業日誌・ファミリー日誌・新農家暦の販売は行っ
ておりません。お近くの書店にてご注文ください。
●価格／県民手帳600円（税込）
●問／総務課情報統計係　☎72-5893

生涯学習センター展示事業
三展合同展示（まんが・エブカレ・歳末助け合い）
　今年は３つの展示を合同で開催します。ただ今、「ま
んが・イラスト」、「歳末助け合い展」への作品募集
中！！あなたも出展してみませんか？
●開催期間／第 1部　まんが・イラスト展
　　　　　　11月22日（水）～ 11月29日（水）
　　　　　　第 2部　エブカレ・歳末助け合い展
　　　　　　11月30日（木）～ 12月６日（水）
●展示場所／生涯学習センター ３階 展示室
●募集対象／どなたでも
●応募方法／まんが･イラスト展の要項･出品票は生涯
　学習センター､各地区まちづくりセンター､近郊の書
　店などで配布します。詳細は要項をご覧ください。
●問・⃞申／生涯学習センター　☎72-2236

インバウンドセミナーを開催します

　東北のインバウンドの現状と観光資源の活用、仙台
空港での誘客に向けた取り組みの事例などについての
セミナーを行います。
●日時／12月４日（月）午後１時30分～４時
●場所／文化館なの花ホール（三川町）
●対象／どなたでも（定員200名）
●参加費／無料
●問・⃞申／11月27日（月）まで庄内観光コンベンション
　協会（庄内総合支庁地域産業経済課内）
　☎0235-66-5492

遊佐町消費者力アップ講座を開催します！

遊佐町消費者の会主催により最近増加する金融犯罪、
消費者トラブルを未然に防止するため、一般の方を対
象に消費者問題に関する啓発講座を開催します。正し
い知識や氾濫する情報に適切に対処する力を身につけ、
消費者トラブルを防ぎましょう。
●日時／12月７日（木）午後１時30分～３時
●場所／ゆざっとプラザ2階会議室（遊佐駅内）
●参加対象／ご興味のある方、どなたでも大歓迎で
す！　20名ほど

●内容／講演「身近に潜む金融犯罪と多重債務の闇」
　　　　講師：東北財務局山形財務事務所専門員　木村あけみ氏
●参加費／無料
●申込締切／11月29日（水）
●問・⃞申／遊佐町消費者の会事務局（産業課産業創造
係）　☎72-4522

がんに関する相談窓口ができました
～ひとりで悩まず まず相談!!～

10月１日「山形県がん相互相談支援センター」を公益財
団法人やまがた健康推進機構の県内５箇所の検診セン
ター内に開設しました。“がん”に関するさまざまな問題や
悩みについて、一緒に解決の糸口を探していきます。
例えば・がん検診に関する情報
　　　・病気や治療に関する情報
　　　・仕事と治療の両立　等
　がん患者さん、そのご家族、どなたでもお気軽にご
相談ください。
✿電話での相談／月曜日～金曜日（週５日）午前10時
～午後３時　☎0800-800-8230（通話料無料）

✿窓口での相談／水曜日、木曜日（週２回）午前10時
～午後３時（予約制）場所：庄内検診センター

　酒田市東町一丁目 23-1　☎26-1882 



　館内の蔵書点検・整理のため、下記の期間は休館し
ます。利用者の皆さまには大変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。
　なお、本のご返却は正面玄関左側の返却ポストをご
利用ください。
●期間／12月１日（金）～８日（金）
●問／町立図書館　☎72-5300

発達が気になるお子さんを対象に、親子でゆったり
遊ぶ会を開催します。みんなで楽しい時間を過ごしま
せんか？お気軽にご参加ください。
●日時／12月17日（日）　午前10時～11時30分
●場所／県立鳥海学園（遊佐町藤崎）
●活動内容／クリスマスケーキを作ろう！
●対象／発達が気になる幼児から小学生までのお子さ
んと保護者
●費用／無料
●問・⃞申／12月13日（水）まで鳥海学園へ　
　☎75-3334　FAX75-3872
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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

蔵書点検・整理に伴う図書館休館

　最近、家族の介護や独居により、男性の方が炊事を
する機会が多くなってきています。これまで炊事はし
たことが無い、苦手だと、購入した惣菜で済ませてい
ませんか？
　健康で元気に暮らすために「食事」は大切です。今
回は男性でも作れる栄養バランスを考えた簡単レシピ
をみんなで作ります。ぜひおいでください。
●日時／12月６日（水）午前９時30分～正午
●場所／生涯学習センター２階　調理室、和室
●内容／ミニ講話と調理
　講師　管理栄養士　星川陽子氏
●対象者／介護している方、男性大歓迎（先着20名）
●参加費／300円（材料代）
●持ち物／エプロン・三角巾
●問・⃞申／11月28日（火）まで、
　地域包括支援センターゆうすい
（☎71-2130）へお電話ください。

第２回介護講座のお知らせ
～手間なく簡単　クッキング～

　生涯学習まちづくり出前講座は、町が行っている仕
事の中で、町民の皆さんが聞きたい内容を、町職員等
が地域に出向いて説明し意見交換を行う事業です。今
年度は81種類のメニューを用意しています。
●対象／町内に在住、在勤、在学している5人以上の
　団体グループ等
●開催時間／午前9時～午後9時までの2時間以内
●開催場所／町内に限ります。
●講師／町職員（内容によりスポーツ推進員等）
●講師料／無料（内容によって実費がかかる場合があ
　ります。）
●応募方法／申込書・メニュー一覧は町のHPの他、
　生涯学習センター、各地区まちづくりセンターで配
　布しています。詳細は申込書をご覧ください。
●問・⃞申／生涯学習センター　☎72-2236

平成29年度
生涯学習まちづくり出前講座

すてっぷ　遊びのひろば

●日時／12月３日（日）午前９時：開会、９時30分：
競技開始
●場所／町民体育館
●種目／少年男子シングルス（小学生の部・中学生の部）
　　　　少年女子シングルス（小学生の部・中学生の部）
　　　　一般男子シングルス、一般女子シングルス
●参加資格／遊佐町に居住または勤務されている方。
●参加費／一般1,300円、小・中学生は無料。
●⃞申／11月29日（水）まで下記問い合わせ先まで申込
用紙を提出してください。
●問／町民体育館　☎72-5454　FAX72-2811

遊佐町初心者バドミントン大会

●日時／12月24日（日）午前10時～
●場所／庄内町文化創造館  響ホ－ル小ホ－ル 
●対象者／小学４年生～大人  先着15名 
●講師／狩野泰一（篠笛奏者） 
●受講料／無料
●楽器／六本調子唄物（プラスティック管 2,600円）
●問／山形箏曲「彩音会」☎090-9425-8824（篠笛特別
講座係）

平成29年度文化庁文化芸術振興費補助金（伝統文化親子教室事業） 
箏 日本の楽器体験教室

＜篠笛 特別講座＞～篠笛を吹いてみよう～ 

★日時／11月24日（金） 午前９時～11時
★場所／認定こども園　杉の子幼稚園
★対象／就園前のお子様、どなたでもどうぞ！
　（※参加無料）
★内容／•クリスマス制作
　　　　   ～みんなで魔法使いになろう！～
　　　　•楽しい歌あそび・ペープサート
　特別なプレゼントも用意しております。
　楽しみに来てくださいね、お待ちしております♪
　※親子共、上履きをご持参ください。
★問／認定こども園 杉の子幼稚園
　　　☎72－2345

認定こども園
杉の子幼稚園　すぎのっこ広場
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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

　持家住宅リフォーム支援金の予算が残り少なくなっ
ております。申請予定の方は、
事前に連絡をお願いします。
　※予算額に達し次第、受付を
終了することがあります。
●問／地域生活課管理係
　☎72-5883

持家住宅リフォーム支援金のお知らせ

　県議会では、それぞれの地域の課題や施策等につい
て地元議員が審議を行う地域議員協議会を各総合支庁
において開催します。県議会の活動を身近で傍聴でき
る良い機会ですので、傍聴を希望される方は、当日会
場でお申し込みください。
●日時／11月29日（水）午前10時～
●場所／庄内総合支庁講堂
●問／県議会事務局議事調査課　☎023-630-2841

地元選出の県議会議員による
地域議員協議会を開催

●物件／宅地、建物など
●物件明細書閲覧期間／11月20日（月）～平成30年１
　月18日（木）まで
●閲覧場所／山形地方裁判所鶴岡支部１階閲覧室
●入札期間／平成30年１月11日（木）～１月18日
（木）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
●問／山形地方裁判所鶴岡支部１階書記官室執行係　
　☎0235-23-6676　物件情報HP：http://bit.sikkou.jp/

不動産競売のお知らせ

●日時／12月10日（日）午前８時：開館、９時：開会
●場所／町民体育館２階
●種目／小学男女団体戦・個人戦
　　　　中学男女団体戦・個人戦
　　　　親子ダブルス（親子または保護者と小学生）
●参加費／無料
●⃞申／12月２日（土）まで下記問い合わせ先までお申
　　　し込みください。
●問／町民体育館　☎72-5454　FAX72-2811

第36回親子・第44回少年卓球大会参加者募集

遊佐町臨時職員募集

　労働時間、残業代未払い、解雇、賃金カット、未払
い賃金、休暇、パワハラ・セクハラ・マタハラなど労
働に関する相談について対応します。
●日時／12月14日（木）～15日（金）午前10時～午後
　７時
●相談方法／相談者が電話で相談します。相談料は無
　料です。
●相談電話／フリーダイヤル　☎0120-154-052
●問／連合山形　☎023-625-0555

STOP!長時間労働
なんでも労働相談ホットライン

　毎年12月1日は『世界エイズデー』です。現在、
HIV感染者･エイズ発症者は、日本国内で１日に約４
件報告されるペースになっています。感染しているか
どうかは検査をしないとわかりません。この機会にぜ
ひHIV検査を受けてみませんか。
●日時／11月28日（火）午前９時20分～午後８時
　※午前中はHIVを含め、梅毒、性器クラミジア、B
　　型・C型肝炎の検査を実施します。
　※HIV検査結果は、検査後約１時間でお知らせしま
　　す。
●場所／庄内保健所（庄内総合支庁東庁舎）２階
　　　　健康相談室
●問・予約／庄内保健所　☎0235-66-4920
　　　　　（電話での事前予約が必要です）

HIV終日特別検査（無料・匿名）

■雇用の広場
遊佐石油販売　株式会社

募 集 内 容
必 要 資 格
勤 務 地
業 務 内 容
給与・待遇
選 考 方 法
締 め 切 り
そ の 他

問

正職員１名、アルバイト１名
普通自動車免許
西浜 SS　遊佐町菅里字菅野２（道の駅ふらっと前）
給油接客作業、洗車補助、清掃など。
当社規定に基づきます。
履歴書持参の上面接となります。
２名決まり次第締め切り
経験者、未経験者問いません。笑顔で元気な
方をお待ちしております。
遊佐石油販売　株式会社　☎72-2316

業務内容
応募要件
採用人数
申込方法

受付期間
勤務条件

採用決定
問・⃞申

事務補助（役場内）
町内に住所があり、パソコン操作（エクセル・ワード）ができる方
若干名
日々雇用職員登録申込書または履歴書に記入の上
申し込みください。
※申込書は総務課にあります。町のＨＰからダウンロードもできます。

11月15日(水)～11月30日(木)
・賃金／日額①5,580円（勤務時間6時間）
　　　　　　②6,445円（勤務時間7時間15分）
・勤務時間／①8時30分～15時30分
　　　　　 ②8時30分～16時45分　　
・雇用期間／平成30年1月1日～平成30年3月31日
・健康保険、厚生年金、雇用保険に加入
面接による選考（12月中旬予定）
総務課総務係　☎72-5880
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入札結果 10月分 ＊契約金額には、
　消費税が含まれています。
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●平成29年度高瀬峡林道舗装工事
期　　間　平29／10／25～平29／12／8
契約金額　2,916,000円
契 約 者　ヤマ五建設株式会社
[その他の入札参加者]有限会社石川工業、有限会社石山工業、
有限会社菅原建設

●平成29年度町有林間伐・作業道整備業務委託
期　　間　平29／10／20～平29／12／22
契約金額　1,620,000円
契 約 者　荒生木材有限会社
[その他の入札参加者]有限会社遠田林産、北庄内森林組合

●平成29年度秋季松くい虫被害木調査業務委託
期　　間　平29／10／24～平29／12／8
契約金額　3,175,200円
契 約 者　北庄内森林組合
[その他の入札参加者]有限会社遠田林産、出羽庄内森林組合

●平成29年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事
（第3工区）
期　　間　平29／10／13～平30／2／27
契約金額　21,060,000円
契 約 者　土門建設株式会社
[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、
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

●町道杉沢本線　舗装補修工事
期　　間　平29／10／20～平29／12／15
契約金額　4,968,000円
契 約 者　有限会社菅原建設
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[その他の入札参加者]有限会社石川工業、有限会社石山工業、
ヤマ五建設株式会社

●平成29年度吹浦児童公園再整備工事
期　　間　平29／10／31～平30／3／20
契約金額　9,612,000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

●吹浦保育園外壁塗装改修工事
期　　間　平29／10／11～平29／12／8
契約金額　4,622,400円
契 約 者　株式会社斎藤工業
[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、有限会社菅原
建設、和田塗装

●遊佐中学校生徒用机・椅子購入
期　　間　平29／10／11～平29／11／30
契約金額　1,836,000円
契 約 者　有限会社藤井教材社
[その他の入札参加者]株式会社善しょう、カメラのこんの、後
藤家具店、フタバ商店、山形教育用品株式会社庄内支店

●遊佐中学校教育用コンピュータ等賃貸借
期　　間　平29／12／１～平34／11／30
契約金額　4,986,000円（消費税別途）
契 約 者　株式会社管理システム
[その他の入札参加者]株式会社大谷事務機、キューブワン情
報株式会社、株式会社日情システムソリューションズ、株式会
社メコム酒田支店、山形サンダー株式会社酒田支店

　幼児の部男女　組手
　第２位　村上　心優（遊佐保育園年長）
　第５位　渋谷　真広（遊佐保育園年中）
　小学生低学年男子　組手
　第２位　髙橋　昊（遊佐小２年）
　小学生中学年女子　組手
　第５位　髙橋　心阿（遊佐小３年）
　小学生高学年男子 組手
　第２位　大瀧　春（藤崎小５年）
　第５位　渋谷　悠斗（遊佐小６年）
　一般男子　組手
　第２位　藤原　三紀
○10月21日（土）
　第37回山形県中学校新人体育大会サッカー競技北ブロック大会
　Aブロック
　優勝　遊佐中学校サッカー部
○10月28日（土）
　全国選抜少年剣道錬成大会酒田飽海地区予選会
　優勝　西遊佐道場（土門・渡部・石垣壮・本間・大宮）
　第４位　高瀬道場（阿部・佐藤・金子・石垣麻・髙橋）
　※西遊佐道場、高瀬道場、全国大会出場
○10月29日（日）
　2017秋のさけの子剣道錬成会小学生の部
　さけの子カップ　高学年の部
　準優勝　遊佐町剣道スポーツ少年団（阿部・本間・土門・石垣壮・大宮）
○10月29日（日）
　第51回　荘内空手道選手権大会
　小学生１・２年生男子　形
　第３位　髙橋　昊（遊佐小２年）
　第５位　佐藤　然（高瀬小１年）
　小学生３・４年生男子　形
　第２位　藤原　心紀（藤崎小４年）
　第４位　遠田　葵（藤崎小４年）
　小学生５・６年生男子　形
　第５位　渋谷　悠斗（遊佐小６年）
　小学生３・４年生男子　組手
　第３位　藤原　心紀（藤崎小４年）
○10月１日（日）
　第67回社会を明るくする運動作文コンクール
　優秀賞「人の役に立つとは」　　　 本間　萌（遊佐中３年）
　佳　作「『いじめ』のない学校へ」阿部　時史（遊佐中２年）
　　　　「応援と言う魔法の秘密」　 菅原　希羅（遊佐中１年）

○９月16日（土）17日（日）
　第48回飽海地区新人総合体育大会サッカー競技
　優勝　遊佐中学校サッカー部
○９月23日（土・祝）、24日（日）
　第41回清水屋杯ミニバスケットボール大会
　男子　第３位　あすなろPHENIXミニバスケットボールスポーツ少年団
　女子　準優勝　YUZAgirlsミニバスケットボールスポーツ少年団
○９月30日（土）、10月１日（日）
　第19回みちのくウエストライン少年サッカー大会in石巻
　第３位　遊佐町サッカースポーツ少年団
○10月１日（日）
　「べにばな国体記念」第25回山形県民スポーツフェスティバル
　山形県少年少女スポーツ交流大会
　バスケットボール競技
　少年の部　Dブロック
　第３位　あすなろPHENIXミニバスケットボールスポーツ少年団
　少女の部　Bブロック
　準優勝　YUZAgirlsミニバスケットボールスポーツ少年団
　剣道競技
　少年の部　Cブロック
　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）
　少女の部　Bブロック
　第３位　遊佐町剣道スポーツ少年団（阿部・佐藤・石垣麻）
○10月７日（土）、８日（日）
　酒田飽海サッカースポーツ少年団新人大会兼
　2017山形県４種新人大会酒田地区予選会
　優勝　遊佐町サッカースポーツ少年団
○10月９日（月・祝）
　第12回鳥海あくみカップ
　女子　優勝　YUZAgirlsミニバスケットボールスポーツ少年団
○10月15日（日）
　第38回　崇武館空手道選手権大会
　幼児の部男女　形
　第１位　村上　心優（遊佐保育園年長）
　第５位　渋谷　真広（遊佐保育園年中）
　小学生低学年男子　形
　第５位　佐藤　然（高瀬小１年）
　小学生中学年女子　形
　第５位　荒生　紗季（遊佐小４年）
　第５位　髙橋　心阿（遊佐小３年）

※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。


