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　町民一人ひとりが節電することで、発電所に相当す
る「節電所」を作ろうとする取組みです。遊佐町にお
住まいの方、勤務している方ならどなたでも参加でき
ます。
●チャレンジ期間／７月～８月
●取組み内容／
　期間中、節電いただきチャレンジ期間が終了したら、
「ゆざ町民省エネ節電所」の結果提出用紙に、８月・
９月の電気の検針票を貼って提出いただきます。
●申し込み／
　今月号に折り込みされているチラシについている
「参加申込票」に必要事項を記入し、お近くの郵便ポ
ストに投函してください。（切手
は不要です。）※FAXでも受付
します。
●締切／７月14日（金）

ゆざ町民エコチャレンジゆざ町民エコチャレンジ

創エネと省エネで地域のエネルギー自律をめざす『ゆざ町民省エネ節電所』

参加者特典
①ご提出いただいた方には全員に、「参加賞」（町内で
使える商品券1,000円分）を進呈します。
②ご提出いただいた方の中から抽選で「節電特別賞
（遊佐町特産品など）」をプレゼント。
③前年度と比較して電気使用量を削減できた世帯には、
削減率にかかわらず、「節電達成証」を進呈。また、
世帯区分（１～２人世帯、３～５人世帯、６人以上
世帯）ごとに上位３世帯を表彰し、「節電優秀世帯
賞（町内で使える商品券2,000円分）」を進呈します。

Ｗチャンス
　ご提出いただいた方は、全員県の省エネキャンペー
ン「県民省エネ節電所」の参加者として登録され、県
の省エネ賞の抽選対象になります。　
●問／遊佐町地球温暖化対策地域協議会事務局
　　（地域生活課環境係）
　☎72-5881　FAX72-3318

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

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

・2名様以上のご予約をお願いします。
・10：00～15：00までのご案内です。
・送迎ご希望のお客様はご相談くださいませ。

・2名様以上のご予約をお願いします。
・10：00～15：00までのご案内です。
・送迎ご希望のお客様はご相談くださいませ。

冷しラーメン・アイスコーヒー
始めました！

アイスコーヒー

【と　き】6/24（土）～6/26（月）３日間
【ところ】あぽん西浜ホール及び庭園
【出展者募集】出展ご希望の方を募集しております
　★粗品ございます★6/20までご連絡ください
【問合せ】あぽん西浜まで

冷やし
ラーメン
冷やし
ラーメン

250円250円
650円650円

《とりみ亭》《とりみ亭》《とりみ亭》

鳥海温泉

☎0234-77-3711 遊佐町吹浦字西浜2-76 ☎77-3333

☎77-3334
日帰り温泉施設

今日から
あなたも
エコ町民

「耕作くん」紅白セット
本格焼酎

（税込）

「山形のおでこ」Tシャツ

ラーメン味の駅

ファーストフードコーナー

《特産品売場》《特産品売場》《特産品売場》
ご贈答用にオススメです！ご贈答用にオススメです！

1,944円1,944円1,944円1,944円

（税込）3,560円3,560円3,560円3,560円

ふるさとCM大賞に輝いた
話題のフレーズがプリントされた
特製Tシャツです★

ふるさとCM大賞に輝いた
話題のフレーズがプリントされた
特製Tシャツです★冷やしそば・うどん

各種ご用意して
おります。

冷やしそば・うどん
各種ご用意して
おります。

冷やしそば・うどん
各種ご用意して
おります。

冷やし中華・坦々麺・
ジャージャー麺
始めました♪

冷やし中華・坦々麺・
ジャージャー麺
始めました♪

冷やし中華・坦々麺・
ジャージャー麺
始めました♪

《あぽん西浜》花と植木の展示会《あぽん西浜》花と植木の展示会《あぽん西浜》花と植木の展示会
午前中は男性風呂清掃の為、入浴できません。隣接
の日帰り温泉「あぽん西浜」をご利用ください。

7月1日～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。

新緑日帰りプラン

フェイスタオル付！ ※バスタオルは付いておりません
3,600円3,600円3,600円3,600円お1人様

個室休憩＆温泉＆食事付き個室休憩＆温泉＆食事付き個室休憩＆温泉＆食事付き

（税込）

☎090-2607-2326
鳥海山
の宿 お食事処

・次回のサービスデーは
 6/26㈪です
・次回の休館日は6/27㈫です

あぽん西浜 とりみ亭

《大平山荘》 
 新緑日帰りプラン
《大平山荘》 
 新緑日帰りプラン
《大平山荘》 
 新緑日帰りプラン
【料金】お一人様
      2,500円（税込）
【期間】～６月３０日まで
【予約】３日前までご予約下さい
【送迎】町内送迎します
       （２名様より）
★鹿公園 オープンしました！★

【料金】お一人様
      2,500円（税込）
【期間】～６月３０日まで
【予約】３日前までご予約下さい
【送迎】町内送迎します
       （２名様より）
★鹿公園 オープンしました！★



　三十路成人式は、30歳を迎えた遊佐中学校卒業生が
集う場です。同級生の活動を知り、30歳の今だからこ
そ見える、この町の魅力や課題について語り合いませ
んか？
●開催日時／８月12日（土）
　　　　　　午後1時～２時30分（式典）
　　　　　　午後３時～５時（交流会）
●場所／生涯学習センター（式典）
　　　　パレス舞鶴（交流会）
●主催／遊人会・でっけど実行委員会
●参加方法／今月中に対象者のご実家に案内状が郵送  
　　　　　　されますので、そちらをご確認の上、同
　　　　　　封のハガキにてお申し込みください。
●問／企画課まちづくり支援係　☎72-4524
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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

今年度３０歳を迎える皆さんへ
第８回遊佐町三十路成人式でっけど～DECADE～開催

平成３０年４月に八幡病院の体制が変わります平成３０年４月に八幡病院の体制が変わります平成３０年４月に八幡病院の体制が変わります

OMOIYARIプロジェクトは、県内全域17の青年会
議所がそれぞれの活動エリアで、同日一斉に実施する
協働運動事業です。地域に対する郷土愛と他者に対する
OMOIYARIの心を育み、皆さまとともに次世代につ
なぎ笑顔あふれるやまがたの実現をめざしています。
たくさんの参加をお待ちしています。
遊佐町での活動は、十里塚海岸での海岸清掃ボラン
ティア活動です。ご参加いただける方は、当日現地に
集合をお願いします。
●日時／６月18日（日）午前９時~11時05分
　　　　（受付：午前８時30分）
●場所／十里塚海水浴場　
●服装／長袖・長ズボン　
※小雨決行します。雨具等もご準備ください。
●持ち物／軍手、飲み物（水分補給できるもの）
●問／地域生活課環境係　☎72-5881

酒田市では、将来にわたり医療提供体制を確保す
るため、平成30年4月に市立八幡病院を無床診療所
化の上、山形県・酒田市病院機構に経営移管します。
酒田市が開設している病院等は「医師・看護師の
継続的な確保」という課題を抱えながら、国の医療
制度改革などに対応していく必要があります。酒
田市全体の医療提供体制や地域住民と一緒に市立
八幡病院のあり方を検討した結果、同病院機構の
医療ネットワーク下で役割分担と連携強化を図り、
安定した医療の確保をめざすとしたものです。
移管の際に入院と救急外来機能は廃止しますが、

鳥海山・飛島ジオパークの町　遊佐を歩こう！！
第２５回奥の細道鳥海ツーデーマーチ参加者募集

ふるさとOMOIYARIプロジェクト2017

　キャッチフレーズは、「男で○、女で○、共同作業
で◎。」です。
　男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、
それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社
会」を実現するために、この機会に私たちのまわりの
男女のパートナーシップについて考えてみましょう。
●問／山形県子育て推進部　
　　　若者活躍・男女共同参画課　☎023-630-2101

６月２３日から２９日は「男女共同参画週間」です

●期間／９月２日（土）～３日（日）（雨もまた自然）
●スタート／町民体育館前
●参加料／町民一般1,000円（高校生以下無料）
※町内に就職されている方は、町内扱いとなります。
※児童・生徒および同伴の先生方も無料です。
※１日、２日参加とも同額です。なお、参加取り消し
による返金は行いませんのでご了承ください。
●申込締切／大会・ウォーカーのつどい参加、弁当の
　申し込み…８月10日（木）まで
※ただし、大会誌への氏名掲載（希望者）は７月28日
（金）必着分までとなります。
●問・□申／奥の細道鳥海ツーデーマーチ事務局
　（生涯学習センター内）　☎72-4114　FAX71-1222
※参加要項について、詳しくは６月１日号広報折込チ  
ラシをご覧ください。
　奥の細道鳥海ツーデーマーチは、「ゆざ健康マイレ  
ージ事業」の対象です。（5ポイント）

平日夜間延長診療と土曜診療を行います。また、
日本海総合病院と連携し整形外科を新設するとと
もに、リハビリテーションの充実に努めてまいり
ます。
なお、詳細については調整中ですが、酒田市の基
本的な考え方はHPまたは市立八幡病院で「酒田市医
療提供体制整備基本構想」をご覧ください。
皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。

●問／酒田市企画振興部政策推進課
　　　地域医療政策担当　☎26-5704（直通）
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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

　お子さんと一緒に気軽にお越しください。
●対象／就職を考えている子育て中のママ
●内容／セミナーおよび個別相談会
　※セミナーは
　６月「ママと家族の未来予想図（ライフプラン）」
　７月「預け先のことを聞いてみよう！」（予定）
●日時・場所／
　６月21日（水）　ハローワーク鶴岡１階　会議室
　７月５日（水）　ハローワーク酒田２階　会議室
　７月19日（水）　ハローワーク鶴岡１階　会議室
　午前10時30分～ 11時30分　セミナー
　午前11時30分～正午　セミナー参加者の個別相談
　午後１時～３時　個別相談会（どなたでも）
●受講料／無料
●定員／各日程　５名
●□申／セミナー参加希望者は、下記問い合わせ先まで
　　　お申し込みください。
　　　個別相談会は申し込み不要です。
●問／マザーズジョブサポート山形
　　 （山形テルサ１階　ハローワークプラザやまがた内）
　　　☎023-665-5915　FAX023-665-5918

町税等納期のお知らせマザーズおしごと相談会ｉｎ庄内

　高齢者宅を訪問し、「お宅の消火器は古くて使えな
いから買い換えた方がいい」と言いながら、通常価格
より高く販売する事例が町内で発生しています。一般
家庭に消火器を設置する義務はありません。（義務は
ありませんが、万が一に備えて設置しておくことが望
ましいです）購入される場
合は、近隣の販売店での
値段などをよく調べ、慎
重に判断しましょう。
●問／産業課産業創造係
　☎72-4522

消火器の訪問販売にご注意を！

　６月30日（金）は町県民税、月光川水害予防組合費の
納期です。通知書は６月15日に発送を予定しておりま
すので、内容をご確認の上、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／６月30日（金）
　　　　町県民税　　　　　　　１期
　　　　月光川水害予防組合費　１期
●問／町民課納税係　☎72-5411

●助成内容／１名様あたり5,000円をキャッシュバッ
　               ク（先着1,000名様）
●□申／申込書に必要事項を記入し、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、事務局へ郵送または持参。
　　※申し込みは予約段階ではできません。搭乗後
　　　の申し込みとなります。
●問／庄内空港利用振興協議会事務局　
　　　（庄内総合支庁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

　「おいしい庄内空港」平成29年夏ダイヤでは、昨年
を上回る機材の大型化が図られ、特に夏休みを含む
７月14日（金）から８月31日（木）までの期間において
は、ボーイング767（270席）がすべての便で運行され
る計画となっています。この大幅な座席数の増加に
対応し、庄内-羽田線を往復利用された方を対象とし
た助成事業を行います。このお得な機会に、便利で
快適な庄内空港をぜひご利用ください。
●期間／７月１日（土）～９月30日（土）搭乗分
●対象／
　①２名様以上で同一行程の旅行（ビジネス出張除く）
　②往路で「庄内 羽田便」、 復路で「羽田 庄内便」を利用

水道管清掃作業のお知らせ
水道水の濁り防止のため、消火栓と排水弁等を使用
して水道管の清掃作業を行います。作業時間中は、断
水、水圧低下、濁り水等の発生する場合がありますの
で、生活用水の汲み置き等のご協力をお願いします。
また、作業で多量の水を使用するため、作業区域外に
お住まいの方も節水のご協力をお願いします。
●日時／６月26日（月）午後９時~27日（火）午前２時頃まで
●作業区域／
　蕨岡地区：上蕨岡坂下、大蕨岡、鹿野沢、平津、石
　　　　　　辻、三川、上大内
　遊佐地区：下野沢、京田、京田新田、下吉出、和田、
　　　　　　漆曽根、平津新田、大楯、境田
　　　　　　六日町の一部、十日町の一部、八日町　
　　　　　　の一部
　稲川地区：大井、服部、西谷地の一部、増穂、江地、
　　　　　　田地下の一部、楸島、西宮田、東宮田、
　　　　　　北宮田
　西遊佐地区：中藤崎の一部、下藤崎二区の一部、
　高瀬地区：富岡、北目、畑、丸子、南山、上戸、
　　　　　　下当上、下当下
●断水が予想される区域／
　北目、畑、南山、田地下の一部、中藤崎の一部、
　下藤崎二区の一部
◎作業が該当する集落については、作業の詳細につい
　てのチラシを回覧しますのでご覧ください。
●問／地域生活課上水道係　☎72-5887

夏のキャッシュバックキャンペーンおいしい庄内空港
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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

年金請求書の手続漏れはありませんか？

「求職者のための相談会」を開催します！遊佐町地域おこし協力隊　新隊員紹介

　求職者の生活や住まい、就職活動などのお悩みにつ
いて、山形県求職者総合支援センターが「出張相談
会」を開催します。
●日時／７月７日（金）午後１時～４時
●場所／トータル・ジョブサポート酒田
　　　　（酒田産業会館１階）
●方法／面談による相談。予約不要、当日会場にお越
　　　　しください。
●費用／無料
●問／山形県求職者総合支援センター
　　　☎0800-800-7867（フリーダイヤル）

　老齢基礎年金を受け取るのに必要な期間が、「25
年」から「10年」に短縮されることになりました。日
本年金機構では、これまでに対象となる方に黄色の封
筒（Ａ４サイズ）をお届けしています。制度の開始は、
平成29年８月１日（最も早い年金のお支払いは平成29
年10月）です。まだ、請求手続をされていない方は、
ねんきんダイヤルで予約の上、年金事務所にて手続き
もしくは役場にお問い合わせください。
●対応時間／
　月曜日（月曜日が休日の場合は、休日明けの初日）
　　　　　　：午前８時30分～午後７時
　火～金曜日：午前８時30分～午後５時15分
　第２土曜日：午前９時30分～午後４時
※土曜・日曜・祝日（第２土曜を除く）はご利用いた
　だけません。
●問／ねんきんダイヤル
　　　☎0570-05-1165（ナビダイヤル）
　　　050で始まる電話でおかけになる場合は
　　　☎03-6700-1165（一般電話）
　　　町民課町民係　☎72-5885

子猫（動物）を捨てることは犯罪です！！
　動物を飼えないからという安易な理由で遺棄するこ
とは、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を
与えるばかりでなく近隣住民にも多大な迷惑を掛けま
す。
　愛護動物を遺棄する行為は動物愛護法違反となり
100万円以下の罰金に処されます。飼い主として責任
のある行動を取りましょう。

　役場前に子猫が袋に入れられ遺棄される事例が発生
しました。このままでは死んでいたかもしれません。
不幸な猫を増やさないためにも安易に遺棄する前にご
相談ください。
●問／地域生活課環境係　☎72-5881

６月１日付で、遊佐町地域おこし協力隊に新たな隊
員が加わりました。遊佐町の魅力を活かした観光振興
はもちろん、地域の一員として皆さまと一緒にまちづ
くりに取り組みます。皆さまのご支援、ご協力をよろ
しくお願いします。
●新隊員／

 　林　晶
　（山形県河北町出身）
　【観光振興支援業務担当】

●問／企画課企画係　☎72-4523

　犬の飼い主には、飼い犬（生後91日以上）の登録、
毎年１回（４～６月）の狂犬病の予防注射、犬の鑑
札と注射済票を犬に装着することが、狂犬病予防法
により義務付けられています。平成29年度の予防注
射がお済みでない方は、郵送されているハガキをお
持ちの上、動物病院で必ず注射を受けていただくよ
うお願いします。
＊料金等詳しくは、各動物病院に直接お問い合わせ
ください。 
＊登録に変更（死亡、所有主、所在地等）がある場
合は、届出が必要です。
＊登録がお済みでない方にはハガキが郵送されませ
ん。
＊初めて犬（生後91日以上）を登録する方は、動物

病院にて登録と狂犬病予防注射をお願いしてくだ
さい。すでに犬の登録をしている方は、狂犬病予
防注射をお願いしてください。
＊飼い犬が死亡した場合は、死亡届の提出が必要で
す。すでに死亡している場合でもハガキが届いて
いる場合は、死亡届を提出いただいておりません
ので急ぎお手続きください。

※日本国内では、人は昭和31年（1956年）を最後に
発生がなく、世界でも数少ない狂犬病の発生のない
国ですが、狂犬病はすべての哺乳類に感染するおそ
れがあり、人にも感染します。発症するとほぼ100
％死亡する治療法がない恐ろしい病気です。

●問／地域生活課環境係　☎72-5881

あきら
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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

～雇用のトラブル、まず相談～
労働相談会の実施

　山形県労働委員会では、解雇や賃金未払いなどの労
使間のトラブルでお悩みの方のため、労働相談会を実
施します。
●期日／毎月第三木曜日
●場所／山形県庁14階労働委員会第二委員会室
　　　　（山形市松波2-8-1）
●対象／労働者、事業主など
●費用／無料（秘密厳守）
　　　　※電話予約をお願いします。
●問／山形県労働委員会事務局　☎023-630-2793

裁判所職員採用一般職試験
（高卒者試験）

●受付期間／
【インターネット申し込み】
　　　　７月11日（火）午前10時～７月20日（木）
【郵送】７月11日（火）～７月14日（金）
●第１次試験／９月10日（日）
●受験資格／平成29年４月１日において高等学校卒業
後２年以内の方および平成30年３月までに高等学校
を卒業する見込みの方
●問／山形地方裁判所事務局総務課人事第一係
　　　☎023-623-9511
　詳細はＨＰ（http://www.courts.go.jp/）をご覧く
　ださい。

『鳥海山　おもしろ自然塾』
ブルーベリー狩りと打ちたてそば昼食
　無農薬栽培のブルーベリー狩りをした後、地元金俣
の打ちたてのそばを昼食でいただきます。ブルーベ
リー狩りは食べ放題で１パックお土産付きです。
●日時／７月９日（日）午前10時～午後１時　小雨決行
●場所／しらい自然館　集合
●対象／どなたでも
●受講料／2,000円（保険料、そば代を含む）
●定員／15名
●持ち物／雨具等
●申込締切／７月４日（火）　※定員になり次第締切
●問・⃞申／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

山形県金峰少年自然の家
「海浜カヌー塾」

●日時／
　【海コース】７月８日（土）午前８時40分～午後４時
　【川コース】７月９日（日）午前８時40分～午後４時
※参加はどちらかのコース１回となります。
●場所／金峰少年自然の家　海浜自然の家
　【海コース】遊佐町吹浦漁港
　【川コース】月光川～牛渡川
　※気象条件などによって、内容や場所を変更するこ
　　とがあります。
●内容／カヌーの基本操作、班対抗リレー、
　　　　カヌーツーリング
●対象／小学生以上
　　　　※小学校１～３年生は保護者同伴
●定員／各コースとも先着32名
●参加費／20円（保険料）
●⃞申／６月19日（月）～６月30日（金）午前９時～午後５
　時に下記へ電話で申し込み後、参加申込書を送付し
　てください。
●問・⃞申／山形県金峰少年自然の家　海浜自然の家　
　　　　　研修担当　☎77-2166

平成29 年度危険物取扱者保安講習
　危険物取扱者免状を所持し危険物業務に従事する方
は、３年に１度の受講が必要です。
●申請書の受付／
　６月26日（月）から７月20日（木）まで　※定員あり
●受講案内・申請書／
　最寄りの消防本部、消防署（各分署）から直接受領。
●問・申請書の提出／
　山形県危険物安全協会連合会　☎023-632-5744
　E-mail：contact@y-kenki.jp
　URL：http://www.y-kenki.jp/

　山形の地理・地形から、まちの成り立ちや人々の
暮らしを見つめ、地域の魅力を再発見していきます。
●日時／７月８日（土）～10月７日（土）　全５回
●場所／遊学館　第１研修室　ほか
●定員／80名（先着順）※託児あり（要事前申し込み）
●受講料／3,500円（学生1,500円）
●内容／
　第１回「山形の生い立ち」　　　７月８日（土）
　第２回「山形の生い立ち～最上川上・中流～」 
　　　　　　　　　　　　　　　　７月30日（日）
　第３回「山形の生い立ち～最上川下流～」
　　　　　　　　　　　　　　　　８月19日（土）

「山形学」講座「山形の生い立ち」「山形学」講座「山形の生い立ち」
　第４回「山形の生い立ち～米沢城下町～」
　　　　　　　　　　　　　　　　９月９日（土）
　第５回「山形の生い立ち～近代都市山形～」
　　　　　　　　　　　　　　　　10月７日（土）
●⃞申／７月１日（土）まで、「氏名・郵便番号住所・
電話番号・年齢・託児の有無」を明記し、はが
き・FAX・メールでお申込みください。後日案
内を送付します。
●問・⃞申／〒990-0041　山形市緑町1-2-36
　山形県生涯学習センター「山形学」講座担当あて
　☎023-625-6411　FAX023-625-6415
　Email：yama@gakushubunka.jp



遊佐書道会・游石会主催
「書と篆刻」会員展

パークゴルフ講習会参加者募集
●日時／７月１日（土）午前９時～正午（小雨決行）
●場所／酒田市八森パークゴルフ場
●費用／370円（コース使用料など）
●問・⃞申／６月28日（水）まで
　酒田市パークゴルフ協会事務局　佐々木　☎23-7650

●期間／６月23日（金）～６月26日（月）
●場所／生涯学習センター３階展示室
　＊抽選で色紙のプレゼントがあります。
●問／岡田尻引　土門　☎72-2431

第30回一日消防士体験勤務
●日時／７月22日（土）午前８時30分～正午
●場所／酒田地区広域行政組合消防署西分署
　（酒田市大浜一丁目４-83）
●内容／放水訓練、救助訓練、はしご車訓練、消火訓
　練等
●募集人員／酒田市、庄内町、遊佐町在住の小学校４年
　生～６年生（定員35名）
●申込方法／参加申込用紙を消防本部予防課まで提出、
　もしくはＦＡＸしてください。申込用紙は各小学校、
　消防本部または最寄りの消防署にあります。酒田市
　ＨＰからもダウンロードできます。
●申込期限／７月10日（月）まで
●費用／無料
●その他／雨天時は内容を一部変更して実施します。
　参加児童については、消防本部でレクレーション保
　険に加入します。
●問／酒田地区広域行政組合消防本部予防課
　☎61-7113　FAX 52-3491

国立宮古海上技術短期大学校
オープンキャンパス

　私たちの学校は、国土交通省の所管する学校で、優秀
な船舶運航技術者の育成を目的とし、海と船をフィール
ドに学んでいます。卒業生には、海技資格における特典
が付与され、海運界はもちろんその関連産業を中心に幅
広く活躍しています。
●日時／７月１日（土）、23日（日）、10月７日（土）
●選抜区分／ＡＯ入試、指定校推薦入試、自己推薦入試、
　一般入試　※詳しくは下記までお問い合わせください。
●問／国立宮古海上技術短期大学校 教務課　☎0193-62-5316
　ＨＰ：https://www.jmets.ac.jp/miyako/
　Email：kyoumu-miyako@jmets.ac.jp

酒田地区広域行政組合における平成28年度の情報公開制度および個人情報保護制度の運用状況をお知らせします。

◆実施機関の「管理者」には、事務局、消
防本部、消防署の組織が属します。

◆「管理者」以外の実施機関には、議会、
監査委員がありますが、公開請求はあり
ませんでした。

◆「管理者」以外の実施機関には、開
示請求はありませんでした。

●問／酒田地区広域行政組合管理課管理係　☎31-2882
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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

●平成28年度情報公開条例に基づく情報公開／

●平成28年度個人情報保護条例に基づく情報開示／

情報公開・個人情報保護条例に基づく情報公開・開示状況をお知らせします
酒田地区広域行政組合における平成28年度の情報公開制度および個人情報保護制度の運用状況をお知らせします。
情情情情情情報報報報報公公公公公開開開開開・・個個個個個個人人人人人情情情情情情報報報報保保保保護護護護条条条条条例例例例例ににににに基基基基基づづづづづくくくくく情情情情情報報報報報公公公公公開開開開開・・開開開開開開示示示示状状状状況況況況況をををををおおおおお知知知知知らららららせせせせししししししままままますすすす情情情情情報報公公開開・個個個個人人情情情報保護条条例例にに基基づづくく情情情報報公公開開・開開開示状状況況ををおお知知ららせしししまますすす情報公開・個人情報保護条例に基づく情報公開・開示状況をお知らせします情報公開・個人情報保護条例に基づく情報公開・開示状況をお知らせします

実施
機関

管理者

請求
件数

３件 １件 １件 １件 ０件 ０件

公開など決定の状況 不服
申立て
状況

建築工事に関する
設計書ほか

公開 一部公開 非公開 不存在公開請求の内容

実施
機関

管理者

請求
件数

１件 ０件 １件 ０件 ０件 ０件

開示など決定の状況 不服
申立て
状況

休暇取得状況に
関する記録ほか

開示 部分開示 非開示 不存在開示請求の内容

消防設備士試験受験準備講習
●日時／７月27日（木）
●場所／山形市（山形ビッグウイング）
●受付期間／６月19日（月）～７月10日（月）
●⃞申／申込用紙をHPからダウンロードして、お申し込みく
　ださい。（http://www3.ic-net.or.jp/~ymsyoho/）
●問・⃞申／一般財団法人山形県消防設備協会
　☎023-629-8477

自死遺族相談会およびつどいのお知らせ
【相談会】
●場所／庄内総合支庁３階32号会議室
●内容／精神科医師による個別相談
●相談日時／９月12日（火）、11月14日（火）
　　　　午後１時30分～３時30分※予約制
【つどい（ゆりの会）】
●場所／庄内総合支庁３階32号室
●内容／わかち合い、ミニ講話など
●開催日時／７月21日（金）、９月１日（金）、11月29日（水）、
平成30年１月19日（金）、３月７日（水）午後１時30分～３時30分
●⃞申／下記のお電話までお申し込みください。秘密は厳守します。
●その他／費用は無料です。
●問・⃞申／庄内保健所地域保健福祉課  ☎0235-66-4931



　「終活」をメイン
にしたイベントです。
参加費無料でどなた
でも参加できます。

●日時／7月9日（日）午前９時30分～午後１時
●場所／やすらぎホールみどり
　　　（遊佐町庄泉字神子）
●内容／講座や納棺体験と展示販売
　○終活カウンセラーによる終活講座
　　午前10時～10時45分
　○弁護士さんによる「相続」のお話
　　午前11時～午後０時30分
　○柩に横たわり人生の終焉を考える
　　…納棺体験　午前10時～正午
　その他、JA庄内みどりセレモニー互助会入会
キャンペーンや仏壇クリーニングの展示、数珠
と朱印帳の販売、当社終活カウンセラーとの個
別相談会などが行われます。また、ご来館の方
には粗品が進呈されます。

●問／JA庄内みどり葬祭センター　☎26-5647

司法書士無料法律相談

　相続、遺言、土地建物の登記、会社法人の登記、金銭
トラブル、成年後見などの相談に応じます。なお、秘密は
厳守します。
●日時／６月28日（水）午後５時～７時
●場所／酒田勤労者福祉センター２階
●⃞申／要予約。午前９時～午後５時に下記お問い合わせ
　　　先までお電話ください。
●問／山形県司法書士会酒田支部　髙橋　☎43-4000

知財総合支援窓口にご相談ください！

　中小企業等が企業経営の中で抱える、特許や商標等
に関する悩みや課題を相談できます。相談内容は守秘義
務により保護されます。電話でお気軽にご相談ください。
●相談日／土・日・祝日、年末年始を除く全日
　午前８時30分～午後５時15分
●相談電話／直通　☎023-647-8130
　またはナビダイヤル  ☎0570-82100
●相談料／無料
●問／一般社団法人　山形県発明協会　知財総合支援窓口
　☎023-647-8130　FAX 023-647-8129

受講者募集！
「女性のためのリーダーシップ」

受講者募集！「Excel活用（関数）」
●日時／７月18日（火）～20日（木）（３日間）
　　　　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
　　　（山形市松栄二丁目２番１号）
●対象者／エクセルの基本操作ができる方。
　　　（簡単な表が作成できる程度）
●募集人数／15名
●参加費／受講料7,800円　テキスト代2,484円
●⃞申／本校HPから、または下記問い合わせ先まで申
　　　込用紙を請求し、７月４日（火）までお申し込
　　　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　FAX 023-644-6850

　高齢者の生きがいづくり・生活支援について学び、
支え合う地域を考えてみませんか。
●日時／７月30日（日）午後１時～４時
●場所／庄内町余目第三公民館研修室
●内容／
　【基調講演】「自分のための地域をつくる」
　【特別講演】「ここでずっと暮らし続けたい」（仮）
　【ライブディスカッション】「地域が笑顔になる、支え合
　　いの仕組み作りを目指して」
●⃞申／氏名・郵便番号・住所・連絡先電話番号を明記し、
　　７月15日（土）までにはがき・ＦＡＸ・またはメール
　　でお申し込みください。
●問・⃞申／（公財）山形県生涯学習文化財団
　　☎023-625-6411　FAX 023-625-6415
　　Email：yama@gakushubunka.jp

高齢者生きがいづくり・生活支援活動入門講座
「支え合いの仕組みづくりを考えるフォーラム」

（7）
お し ら せ 号

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／７月６日（木）、７日（金）（２日間）
　　　　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
　　　（山形市松栄二丁目２番１号）
●対象者／女性リーダーの方、または女性リーダーを
　　　　めざされる方
●募集人数／15名
●参加費／受講料6,000円
●⃞申／本校HPから、または下記問い合わせ先まで申
　　　込用紙を請求し、６月22日（木）までお申し込
　　　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　FAX 023-644-6850

やすらぎホールみどり
終活フェア



入札結果 5月分 ＊契約金額には、消費税が
　含まれています。
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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

■雇用の広場
遊佐町総合交流促進施設株式会社

募 集 職 種
雇 用 期 間
就 業 施 設

応 募 要 件

給 与・待 遇
就 業 時 間

選 考 方 法

　 問 　

時間パート（若干名）
７月１日～（随時更新あり）
鳥海温泉遊楽里
①マイクロバス運転手（中型免許以上お持ちの方）および
客室清掃業務　②料理配膳業務　③フロント業務
当社規定に基づきます。
１日５～８時間
７月末までに、履歴書（写真貼付）を「鳥海温泉遊楽里」
まで提出してください。後日、本人へ連絡します。
鳥海温泉遊楽里　☎77-3711

遊佐町総合交流促進施設株式会社
募 集 職 種
雇 用 期 間
就 業 施 設

業 務 内 容

給 与・待 遇

選 考 方 法

　 問 　

夏期臨時アルバイト　６名
７月１２日～８月２１日
西浜海水浴場駐車場
駐車料金徴収および誘導、清掃等
１日８時間　※天候により変動あり
会社規定に基づきます。
６月末までに、履歴書（写真貼付）を西浜コテージ村
管理棟まで提出してください。書類選考の上、本人
に連絡します。
西浜コテージ村管理棟　☎77-3600

○５月３日（水）
　第２回富樫製麺カップ
　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
○５月３日（水）
　第37回庄内少年武道大会　剣道の部
　準優勝　遊佐町剣道スポーツ少年団Ａ（土門・齋藤・髙橋・金子・大宮）
○５月３日（水）、４日（木）
　第20回５中学区小中サッカー友好大会
　優勝　U12遊佐サッカースポーツ少年団
○５月３日（水）、４日（木）
　第47回上山スポーツマニア杯争奪中学校バスケットボール大会
　第３位　遊佐中学校　女子バスケットボール部
　優秀選手　佐藤　綾音
○５月６日（土）、７日（日）
　第６回藤島スプリングキャンプ
　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
○５月13日（土）、14日（日）
　第51回酒田飽海地区中学校バスケットボール選手権大会
　兼　第71回酒田市体育大会バスケットボール競技
　優勝　遊佐中学校　女子バスケットボール部
　最優秀選手　佐藤　綾音
　最優秀選手　後藤　由衣
○５月20日（土）
　山形県卓球選手権大会
　バンビの部　第６位　齋藤　詩（藤崎小２年）
○５月21日（日）
　第39回山形県道場少年剣道大会
　個人戦　小学生女子の部
　準優勝　阿部　寧桜（神子免館道場）
　団体戦　中学生の部
　ベスト８　神子免館道場　いずれも全国大会出場
○５月27日（土）
　第71回酒田市体育大会　体操競技　女子Ｂクラス　種目別
　ゆか　第１位　菅原　爽乃（遊佐小４年）
　平均台　第１位　菅原　爽乃（遊佐小４年）
○５月28日（日）
　第71回酒田市体育大会　空手道競技
　小学１・２年生男女形　第１位　佐藤　然（高瀬小１年）
　小学３・４年生男女形
　第３位　藤原　心紀（藤崎小４年）
　第３位　荒生　紗季（遊佐小４年）
　小学５・６年生男子形　第３位　渋谷　悠斗（遊佐小６年）
　中学生男子形　第３位　佐藤　塁（遊佐中１年）
　小学３・４年生女子組手　第１位　荒生　紗季（遊佐小４年）
　小学５・６年生男子組手　第３位　髙橋　湊（遊佐小６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おります。

借金返済に関する相談窓口
　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・無料です。
●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

●小型動力ポンプ整備事業
期　　間　平29／5／1～平29／10／31
契約金額　3,499,200円
契  約  者　有限会社本間商会
[その他の入札参加者] 株式会社セフティ両羽、株式会社三立
酒田営業所、株式会社日本海防災

●小型動力ポンプ付軽積載車整備事業
期　　間　平29／5／1～平29／10／31
契約金額　10,368,000円
契  約  者　有限会社本間商会
[その他の入札参加者] 株式会社セフティ両羽、株式会社三立
酒田営業所、株式会社日本海防災

●平成29年度大楯集落防災資機材等備蓄庫整備工事
期　　間　平29／5／24～平29／9／29
契約金額　7,668,000円
契  約  者　有限会社石山工業
[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、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

●平成29年度横町三集落防災資機材等備蓄庫整備工事
期　　間　平29／5／24～平29／9／29
契約金額　8,208,000円
契  約  者　有限会社菅原建設
[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、金子建業株式会社、協栄建設株式
会社、株式会社斎藤工業

●平成29年度山形県森林病害虫等防除事業（無人ヘリコプ
　ター散布・地上散布）委託
期　　間　平29／5／16～平29／7／28
契約金額　9,072,000円
契  約  者　北庄内森林組合
[その他の入札参加者]株式会社池田

●平成29年度山形県森林病害虫等防除事業環境影響調査
　業務委託
期　　間　平29／5／16～平29／7／28
契約金額　702,000円
契  約  者　東北環境開発株式会社酒田支店
[その他の入札参加者]株式会社エルデック、株式会社理研分
析センター、環清工業株式会社


