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奥の細道鳥海ツーデーマーチ奥の細道鳥海ツーデーマーチ

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

町内美化清掃日　８月２７日（日） ボランティアスタッフ募集

＊各出発時間の15分前から出発式を行います。（演
奏：蕨岡小学校マーチングバンド、遊佐中学校吹
奏楽部、鳥海太鼓保存会）
＊２日は午後０時30分から、３日は正午からスター
ト地点にてアトラクションを行います。（時間は
予定）

　出演団体：吹浦スポーツ民踊会、遊め組、鳥海太
鼓保存会、スマイルキッズ、遊佐町総合型スポー
ツ文化クラブ「遊’ｓ」
●参加料／町民1,000円（高校生以下無料）　
　※どちらか１日のみ、および両日参加の場合も同額
●問／鳥海ツーデーマーチ事務局　☎72-4114

・2名様以上のご予約をお願いします。
・ご利用時間は10：00～15：00までとなります。
・2名様以上のご予約をお願いします。
・ご利用時間は10：00～15：00までとなります。

《 送 迎ご 希 望 のお 客 様 はご 相 談くださいませ。》《 送 迎ご 希 望 のお 客 様 はご 相 談くださいませ。》

・ご利用時間は10：00～15：00までと
 なります。
・手ぶらでOK！ バスタオル・フェイスタオル付き。
 アメニティセットもついてきます（クレンジング・
 洗顔・ボディソープなど）
・お食事＆個室休憩＆温泉入浴付き。

・ご利用時間は10：00～15：00までと
 なります。
・手ぶらでOK！ バスタオル・フェイスタオル付き。
 アメニティセットもついてきます（クレンジング・
 洗顔・ボディソープなど）
・お食事＆個室休憩＆温泉入浴付き。

★あぽんバス8/22㈫～
　再開いたします！

《あぽん西浜》《あぽん西浜》《あぽん西浜》

☎77-3333

☎77-3334
日帰り温泉施設

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。

フェイスタオル付！ ※バスタオルは付いておりません

個室休憩＆温泉＆食事付き

女性同士だけの特典満載！！

3,600円3,600円3,600円3,600円お1人様

お1人様
（
税
込
）

3,300円3,300円3,300円3,300円 （
税
込
）

☎090-2607-2326
鳥海山
の宿 お食事処

・次回のサービスデーは
 8/26㈯です
・次回の休館日は8/21㈪です

あぽん西浜 とりみ亭

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。

《とりみ亭》《とりみ亭》《とりみ亭》

トンタン麺トンタン麺

とりみ亭の豊富なメニューで
元気満点！
美味しく食べてこの夏を
乗り切りましょう！

とりみ亭の豊富なメニューで
元気満点！
美味しく食べてこの夏を
乗り切りましょう！

830円830円

スタート・ゴールは両日とも遊佐町民体育館前広場です。

９月２日㈯
３日㈰東北で唯一の日本マーチングリーグ東北で唯一の日本マーチングリーグ東北で唯一の日本マーチングリーグ

みんなで遊佐町の大自然を歩こう！ 第25回

コース

当日参加
大歓迎! !

距 離
40㎞
20㎞
10㎞
5㎞

午前６時～
午前７時～
午前８時～
午前８時～

午前７時15分
午前８時30分
午前９時
午前９時

午前10時
　  ～
午後４時

受　付 スタート ゴール
９月２日（土）【緑と庄内砂丘、日本海コース】

距 離
30㎞
20㎞
10㎞
5㎞

午前６時～
午前６時～
午前８時～
午前８時～

午前７時15分
午前８時
午前９時
午前９時

午前10時
　  ～
午後３時

受　付 スタート ゴール
９月３日（日）【水と鳥海山麓、自然コース】

ゆ　ず

　ツーデーマーチは遊佐の自然を全国に紹介する絶好の機
会です。
　きれいな自然環境の中で気持ち良く歩いていただくために、歓
迎の心をこめて町内全域の一斉清掃にご協力をお願いします。
●清掃場所／自宅周辺、道路端・公園等、海岸
●問／地域生活課環境係　☎72-5881

　ウォーカーへの給水やゴール時のサ
ポートなど、ツーデーマーチを一緒に盛
り上げてくれるスタッフを募集します！！
１～２時間のボランティアも大歓迎です。
●問／鳥海ツーデーマーチ事務局
　　　☎72-4114

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

8：30～18：00営業
時間

営業
時間

営業
時間 9：00～17：30

食堂・ラーメン味の駅 9：00～18：00
☎71-7222

☎77-3330 営業
時間

イカ焼き販売
会場でお待ちしております♪

鮮魚直売所
「元気な浜店」

軽食、芋煮、お土産品
など販売

道の駅鳥海ふらっと

9/2㈯・3㈰の両日
朝6：30～元気に営業致します！

秋

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

の日帰りプラン 日帰りレディースプラン まだまだ暑い日が続いてますね。
汗をかいたら天然温泉でゆっくり
と夏の疲れを癒やしてください。
海水浴帰り、あぽん西浜ご来館の
お客様用に「簡易シャワー」を準
備しております。（～8/20まで）
砂落とし用にご利用ください。

おかげさまで
あぽん西浜
もうすぐ
入浴者500万人達成
いたします！
日頃のご愛顧誠にあり
がとうございます
楽しく素敵なイベント
を開催いたします！
皆様、ぜひお越しくださ
いませ！  

おかげさまで
あぽん西浜
もうすぐ
入浴者500万人達成
いたします！
日頃のご愛顧誠にあり
がとうございます
楽しく素敵なイベント
を開催いたします！
皆様、ぜひお越しくださ
いませ！  

おかげさまで
あぽん西浜
もうすぐ
入浴者500万人達成
いたします！
日頃のご愛顧誠にあり
がとうございます
楽しく素敵なイベント
を開催いたします！
皆様、ぜひお越しくださ
いませ！  
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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

国民健康保険証の有効期限が
変わります

菅里橋車両通行止めのお知らせ町税等納期のお知らせ
　菅里橋の橋梁点検作業に伴い、下記の日時に車両通
行止めとなります。菅里歩道橋は使用可能なので、歩
行者は通行可能です。橋梁点検作業は１日を予定して
いますが、天候不良等により実施できない場合は、翌
日に繰り越しとなります。ご協力をお願いします。
●実施日／８月23日（水）午前９時～午後５時
※予備日：８月24日（木）午前９時～午後５時

●問／株式会社　大和エンジニア　☎22-9244
　　　庄内総合支庁 道路計画課　☎0235-66-5611
　　　地域生活課土木係　☎72-3327

　国民健康保険証は、これまで毎年９月１日から翌年
８月31日までの１年間有効でしたが、制度改正があっ
たため、今年度に限り有効期限が平成29年９月１日か
ら平成30年７月31日までになります。平成30年度から
は、８月１日から次年度７月31日までの１年間有効の
保険証となり、高齢受給証と一体化される予定です。
●問／健康福祉課国民健康保険係　☎72-5875

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
６月に75歳、７月に65歳になられた皆様へ、８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／
　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
●納付日／８月31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

　８月31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／
　８月31日（木）
　　町県民税　　　　　　　２期
　　国民健康保険税　　　　２期
　　介護保険料　　　　　　２期
　　後期高齢者医療保険料　２期
●問／町民課納税係　☎72-5411

　本町の定住促進・住環境対策の一環として、町有地
に賃貸住宅を建て、経営していただく希望者を募集し
ます。

●貸付の対象となる町有地／

●建設できる建築物等／
　アパート、マンション、一戸建ての賃貸住宅
●対象／法人・個人は問いません。
●貸付条件等／
＊設計、建築、外構工事費、維持管理費は建築主の
負担。

＊建築した住宅の家賃は建築主の収入。
＊貸付期間は50年以内（終了時、更地にして返還）。
＊住宅の建築にあたっては、「定住賃貸住宅新築支
援金」の利用もできます。（１戸当り120万円・上
限1,000万円）

●募集期間／※応募状況により、日程を変更すること
があります。
　①登録申込：８月７日（月）～８月31日（木）
　②資料提出：９月１日（金）～９月29日（金）
　③選定委員会：10月上旬予定（10月中旬に審査結果
　　通知予定）
　詳しい応募要項等は、町HPからダウンロードまた
　は下記窓口までお問い合わせください。
●問・□申 ／企画課企画係　☎72-4523

旧ゆざ交通跡地約1,000㎡遊佐字五所馬場4-1

備考面積所在地

町有地（遊佐字五所馬場地内）の貸し付けに関するプロポーザル募集
町有地でアパート経営をしませんか？町有地でアパート経営をしませんか？町有地でアパート経営をしませんか？町有地でアパート経営をしませんか？町有地でアパート経営をしませんか？町有地でアパート経営をしませんか？
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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

ふるさと奨学ローン

　地元を大切に考えた教育ローンです。本ローン対象
のご本人・ご親族が、卒業後、県内に就職・就業した
場合は、それ以降の利子に対して、元金300万円を限
度に、教育基金協会から年2.00％の利子補給が受けら
れます。大学・短大・高校・専門学校等の学資金、住
居・生活資金などにご利用できます。
●融資金額／最高1,000万円
●融資金利／年2.30％～3.45％（固定金利・保証料を
含む。2017年９月末までの適用金利）
●返済期間／最長10年（在学期間中は元金据置きがで
きます。）
●保証／労働金庫指定の保証機関の保証が必要です。
※９月末までにお申し込みを受け付け、実行するご融
資が対象となります。
●問・⃞申／東北労働金庫酒田支店　☎22-0321

第１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
聞くために設立し、開催するものです。本会議は公開
としておりますが、会場の都合により席に限りがあり
ますので先着順とさせていただきます。
●日時／８月31日（木）午後１時30分～
●場所／生涯学習センター　３階視聴覚室
●内容／月光川流域委員会設立、月光川水系河川整備
計画について
●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
　　　山形県県土整備部河川課
　　　河川計画担当　☎023-630-2688

奨学金返還支援制度の学生を募集します

生活応援ローン

　町と労働金庫が協力し低利で融資する制度です。生
活資金全般、自動車購入・教育資金・医療介護費・冠
婚葬祭費・家電購入費等、広くご利用できます。ただ
し、事業資金、投機目的資金、負債整理資金は除きま
す。
●融資対象者／町にお住いの勤労者の方で、会社や商
店に一年以上勤務し、労働組合がない、または、職
場に融資制度のない方。
●融資金額／融資内容により100万円以内～300万円以内
●融資金利／年2.20％～3.50％（固定金利・保証料率
年1.2％を含む。）
●融資期間／7年～10年以内
●保証／労働金庫指定の保証機関の保証が必要です。
※融資金額、金利、期間は、お使いみちにより分かれ
ます。
※2018年3月末までにお申し込みを受け付けし、3月末
までに実行するご融資が対象となります。
●問・⃞申／東北労働金庫酒田支店　☎22-0321

　町では、若者の定着・回帰を促進するため、県と連
携して、日本学生支援機構の奨学金（１種・２種）貸
与を現在受けている学生に対し、奨学金の返還支援事
業を実施しております。ただし、卒業後３年間、地元
への居住や就業等が要件となります。
●募集人数／２名
●締切／8月31日（木）まで
※来年度から貸与を受ける方の募集は、改めてご案内
　します。
●問／企画課企画係　☎72-4523

　遊佐町では、平成23年に策定された「遊佐町教育振
興基本計画」の改定を予定しています。
　これまでの取り組みを踏まえて、ふるさとを愛し、
未来を拓く「いのち」輝く町民の育成のため、皆さま
からのご意見を募集します。
●意見募集期間／
　平成29年８月17日（木）～９月６日（水）
●意見提出対象者／
・町内に居住する方
・町内に事務所または事業所を有する個人、法人、そ
　の他の団体
●資料の閲覧先／
 教育委員会、生涯学習センター、各地区まちづくり
センター

●意見の提出方法／
・所定の様式によります。様式は、資料の閲覧先で配
布しています。持参、郵送、FAX、Eメールのいず
れかの方法で提出してください。
・必ず住所、氏名、または名称、連絡先（電話番号
等）を明記してください。
●提出された意見の取り扱い／
 提出していただいたご意見は、計画策定にあたって
の参考とさせていただきますが、質問等に対する回
答は行いません。また、ご意見の概要等は住所、氏
名などの個人情報を除き、公表することがあります。
あらかじめご了承ください。
●問・提出先／
　教育課総務学事係  〒999-8301 遊佐町遊佐字舞鶴211
　☎72-5891　FAX72-3313
　E-mail：gakuji@town.yuza.lg.jp

ご意見を募集します
第２次遊佐町教育振興基本計画（素案）
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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

遊佐町農林水産まつり
遊佐町畜産フェスティバル

●日時／９月３日（日）午前11時～午後１時 
●場所／生涯学習センター駐車場
●内容／牛の丸焼、豚の丸焼、「こめ育ち豚」のしゃ
ぶしゃぶ試食、野菜、果物の直売、もちつき、肉も
ちの販売、丸太切り体験等
●問／産業課農業振興係　☎72-5882

自衛官募集（陸上・海上・航空自衛官）
●種目／自衛官候補生（任期制自衛官）
●対象／27歳未満（30年３月末日現在）の男女
●受付／９月８日（金）まで
●試験／９月16日（土）か17日（日）
●採用／平成30年３月下旬
●問／自衛隊酒田地域事務所（上安町一丁目）
　　☎27-3532

クマに注意しましょう！
　全国的にクマの目撃情報、被害が増えております。
町内においても、目撃情報が数多く寄せられております。
なお、これから夏から秋にかけて食べ物を求めるクマ
が畑や民家の近くにより多く出没する恐れがあります。
　つきましては、下記の内容にご注意くださるようお
願いします。
・一人での農作業や入山する際には、ラジオやクマ避
けの鈴で人の存在をクマに知らせましょう。
・朝・夕の時間帯は特に遭遇する可能性がありますの
で、クマ出没の恐れがある付近には近づかないよう
にしましょう。
・クマに遭遇しても刺激をしないように慌てて逃げず、
ゆっくり後退してその場から立ち去りましょう。
●問／産業課農業振興係　☎72-5882

平成29年度　社会福祉法人
山形県社会福祉事業団　職員募集
●申込期間／
一般職職員（主事、援助員）：7月10日（月）～9月15日（金）
理学療法士、作業療法士、看護師、准看護師：

7月10日（月）～10月31日（火）

●問／社会福祉法人山形県社会福祉事業団　事務局　
総務課　☎023-623-9127
　なお、募集案内、受験申込書は、健康福祉課
　（☎72-5884）にも若干数あります。

平成30年度日本赤十字社職員募集
●募集職種および予定人員／
　一般事務　若干名　看護師　若干名
●応募方法／
　募集要項詳細は日本赤十字社山形県支部のＨＰでご
　確認ください。
●受付期間／８月14日（月）～９月８日（金）必着
●問／日本赤十字社山形県支部　総務課
　　☎023-641-1353

「求職者のための相談会」を開催します！

　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／９月１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）

ヒアリに注意！
　ヒアリはこれまで日本では見つかっていませんでし
たが、６月以降、国内で相次いで確認されています。
県内では確認されていませんが、ヒアリのようなアリ
を見つけたら、速やかに下記まで連絡してください。
▲地域生活課環境係　☎72-5881
▲山形県みどり自然課　☎023-630-3084
＜ヒアリの特徴＞
・赤茶色でツヤのある小型のアリ。腹部は濃く黒っぽ
い赤色。尻には毒針。
・体長 2.5mm～６mm の大きさの異なるアリが行列
を作る。
・大きなアリ塚を作る。※日本のアリは、大きなアリ
塚を作らない。

＜刺された場合の対処方法＞
　患部には触れず、安静にして、急激な容態の変化が
あれば、アリに刺された旨を伝えて病院を受診して
ください。

＜県の対応状況＞
・県HPにおいて、ヒアリについての注意点を情報提
供しています。
・県港湾事務所は、酒田港国際コンテナターミナルの
輸入コンテナ置き場周辺において、７月５日に目視
点検とベント剤の設置、７月10日に目視点検と捕獲
トラップの設置を行いました。７月13日・20日に捕
獲トラップを回収しましたが、ヒアリは確認されま
せんでした。
●問／地域生活課環境係　☎72-5881

一般職職員（主事）
一般職職員（援助員）
看護師または准看護師
理学療法士
作業療法士

1~2名程度
4~5名程度
4名程度
1名程度
2名程度

募集職種 採用予定人数
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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

第２５回　遊佐中学校大運動会
　多くの地域の皆さま方から足を運んでいただき、中
学生の頑張りに声援をお願いします！
●日時／８月26日（土）【小雨決行】
　開会式　８：45、競技開始　９：10
　昼休み　11：40、応援合戦　12：40
　閉会式　14：20
●場所／遊佐中学校グラウンド
●問／遊佐中学校　☎72-2820

平成30年産「つや姫」生産者募集
●募集期間／８月４日（金）～９月15日（金）
　※農協または米穀集荷業者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。
●提出先／産業課農業振興係
●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。
　※要綱上の面積要件に満たない生産者であっても、
加えて別に求める要件を満たせば個別に申請できま
す。
●問／庄内総合支庁酒田農業技術普及課　☎22-6521

応急手当普及員講習会
　普及員とは、自主防災組織等の構成員または事業所
等の従業員に対して行う普通救命講習の指導が行える
資格です。講習では心肺蘇生法全般、傷や骨折等の手
当、搬送法および指導要領などを習得します。
●日時／９月16日（土）～18日（月）（３日間）
　受付：８時15分～　講習会：午前８時30分～午後５時
　※３日間出席できない場合は、応急手当普及員認定
証が交付されません。
●場所／ひらたタウンセンター
内集会室（酒田市飛鳥字契約
場35番地）
●対象／どなたでも
●定員／30人程度
●費用／3100円（テキスト代、
教材費：当日徴収）
　※酒田地区救急医療対策協議会から助成を受けてお
ります。
●持ち物等／筆記用具、動きやすい服装
●申し込み／８月31日（木）まで、申込書を下記問い
合わせ先、または最寄りの消防署へご提出ください。
受講申込書は、酒田地区広域行政組合消防署HPか
らダウンロードしていただくか、最寄りの消防署へ
問い合わせください。
※定員になり次第、締め切らせていただきます。
●問／酒田地区広域行政組合消防署　☎23-3131

ホール操作員養成講座　受講生募集
　生涯学習センターホールの音響・照明装置の操作方
法を取得し、ホール操作のスタッフとしてご協力いた
だける方を募集します。８月中に照明装置の調光卓を
更新しますので、新しい調光卓で講習となります。
●日時／９月７日（木）午後７時～９時
●場所／生涯学習センターホール
●内容／音響・照明機材の講習と実技（初級編）
　　　　※合計２回の講座を実施します。２回目は実
　　　　　践編です。※日程は後日ご連絡いたします。
　　　　※２回の講座終了後、２回以上の実技実践を
　　　　　経験した方に、ホール操作許可証を交付し
　　　　　ます。
　　　　　その後、操作スタッフとしてご協力いただ
　　　　　きます。
●⃞申／８月30日（水）まで、下記にご連絡ください。
●問／生涯学習センター　☎72-2236

はしご車のデザインを募集します
　酒田地区広域行政組合では、「大型高所放水車」と
「30ｍ級はしご車」の機能を併せ持つ「新はしご車」
が平成30年３月に納入される予定です。そこで、皆さ
まから消防行政に対する親しみを持っていただけるよ
う、「獅子頭」をモチーフとしたデザイン案を募集し
ます。詳しくは当組合HPに掲載の募集要項をご覧く
ださい。
●問・⃞申／酒田地区広域行政組合消防本部警防課
　　☎61-7115

応急手当普通救命講習会
　心肺蘇生法と大出血時の止血法、学科と実技、自動
体外式除細動器（ＡＥＤ）の使い方を学習します。講
習終了後、普通救命講習修了証を交付します。
●日時／９月３日（日）午前９時30分～午後０時30分
まで（３時間）
●場所／ひらたタウンセンター内集会室（酒田市飛鳥
字契約場35番地）
●対象／どなたでも
●定員／30名程度
●費用／350円（教材費：当日徴収）
●持ち物等／筆記用具、動きやすい服装
●⃞申／８月29日（火）まで、申込書を下記問い合わせ
先、または最寄りの消防署へご提出ください。受講
申込書は、酒田地区広域行政組合消防署HPからダ
ウンロードしていただくか、最寄りの消防署へ問い
合わせください。
　※定員になり次第、締め切らせて
　　いただきます。
●問／酒田地区広域行政組合消防署
　　☎23-3131



●日時・種別・会場／
10月５日　警報設備　山形県消防学校
10月10日　警報設備　山形ビッグウイング
10月11日　消火設備　山形ビッグウイング
10月12日　避難設備・消火器　山形ビッグウイング
●受付期間／８月18日（金）～９月４日（月）
●問・⃞申／一般社団法人山形県消防設備協会（山形市
　鉄砲町2‒19‒68）☎023‒629‒8477
　　※申込書は県庁危機管理課、山形県各総合支庁総
　務課、各消防本部､山形県消防設備協会より入手してく
　ださい。

　旧車、クラシックカーをお持ちの方の参加をお待ち
しています。フェラーリ、ランボルギーニ、ポルシェ
等参加予定！
●日時／９月３日（日）午前10時～午後２時
●対象車両／昭和の時代に生産された３輪・４輪車両
※年式を問わないスーパーカー特別枠もあります。
●場所／鳥海温泉遊楽里駐車場　特設会場
●参加料／展示１台につき1,000円（見学は無料）
●出展申し込み締切／８月18日（金）（見学は申し込
み不要）
●問／遊佐町クラシックカー愛好会　佐々木
　　☎090-2846-5181（午後６時～９時受付）
　　FAX72-5124
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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

　国際青少年研修協会では、５コースの参加者を募集
しています。海外生活を通して交流を体験し、国際感
覚を養います。事前研修会では仲間作りからサポート
しますので、安心してご参加いただけます。
●内容／ホームステイ、クリスマス体験、英語研修、
文化交流、地域見学、野外活動など。
　※コースにより体験内容をお選びいただけます。
●研修国／オーストラリア、カナダ、サイパン、フィ
リピン、カンボジア
●日程／12月24日（日）～１月４日（木）の内
　６～10日間　※コースにより異なります。
●対象／小３～高３の方まで　※コースにより対象学
年が異なります。
●定員／各グループ15名
●参加費／22.8～42.8万円
●締切／11月１日（水）
※申し込み先着順（10月25日までにお申し込みの方は、
早期割引１万円）
●問・資料請求／公益財団法人国際青少年研修協会　
　☎03-6417-9721　FAX03-6417-9724
　　E-mail：info@kskk.or.jp

消防設備士講習のご案内

●日時／９月２日（土）午後１時～４時
●場所／鶴岡市総合保健福祉センター「にこ・ふる」
●内容／公開講座「考えよう！健康と福祉」
●対象／定員75名
●費用／無料
●⃞申／メールまたはハガキ、FAXで氏名・住所・電
話番号を記入の上、８月25日（金）まで下記へお申
し込みください。
　※余席があれば当日参加も可能です。
●問／山形県立保健医療大学　担当：附属図書館　
　　☎023-686-6671　FAX023-686-6679
　　E-mail：kanri@yachts.ac.jp

考えよう！健康と福祉

●日時／８月25日（金）～10月25日（水）全５回
●場所／庄内町余目第３公民館（東田川郡庄内町余目
字南田94‒1）ほか
●⃞申／氏名・郵便番号・住所・電話番号を明記し、メ
ールまたはハガキ、FAXで８月18日（金）まで下
記問い合わせ先へお申し込みください。
●問／公益財団法人山形県生涯学習文化財団学習振興
部内　支え合いの地域づくり担い手養成講座
　担当　☎023-625-6411　FAX023-625-6415
　E-mail：yama@gakushubunka.jp

高齢者生きがいづくり・生活支援活動
人材育成等事業実践講座 小学校３年生～高校生のための

冬休み海外研修交流事業参加者募集

●日時／８月23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）
●予約／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・⃞申／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

第９回クラシックカーミーティング
出展車・参加者募集！

吉川忠英アコースティックライブin庄内

　昨年、大好評だったギター落語 & アコースティッ
クギターライブが開催されます。
●日時／９月17日（日）開場：午後１時30分　
　開演：午後２時
●場所／語りべの館
●オープニングアクト／ギタークラブ
チケットは生涯学習センターでも販売しています。
前売り券2,500円、当日券3,000円です。
●問・⃞申／語りべの館コンサート実行委員会　
　　伊藤　☎080-1654-2232



障がいのある人の人権について考えよう！
人権ポスターキャッチコピーコンテスト

　障がいのある人を含むすべての人々にとって住みよ
い社会づくりを進めていくため、障がいのある人の人
権に関する啓発活動のコンセプトとなるキャッチコピ
ーを募集します。優れた作品は、法務省の人権ポスタ
ーになって、全国の公共機関等に掲示されます。
●応募締切／９月１日（金）
●結果発表／12月または平成30年１月
●問／人権ポスターキャッチコピーコンテスト事務局
　　☎0120-692-336※その他詳細は専用ＨＰ
　 （https://www.libertas.co.jp/jinken/）を参照くだ
　　さい。

借金と心の無料相談会（予約制）

　東北財務局山形財務事務所では、下記日程で弁護士
による「借金返済」、保健師による「心の問題」につ
いて相談会を開催します。当所相談員への事前相談
（電話可）が必要です。相談無料・秘密厳守です。避
難されている方もご利用ください。
●日時／９月４日（月）午前９時30分～午後４時30分
●会場／山形財務事務所（山形市緑町２－15－３）
●予約先／山形財務事務所理財課　☎023‒641‒5201
●受付期間／８月31日（木）まで　平日（祝日を除く）
※遠方の方、当日お越しいただけない方も、常設相談
窓口へご相談ください。
●問／東北財務局山形財務事務所相談窓口　
　　☎023‒641‒5201 平日（祝日・年末年始を除く）
　午前８時30分～午後４時30分

　国土交通省では、自動車ユーザーの保守管理意識を
高め、点検・整備の確実な実施を推進し、自動車の安
全確保と環境保全を図るため、９月と10月の２カ月間
を強化月間として「自動車点検整備推進運動」を全国
的に展開しています。
詳しい情報はこちらから「www.tenken-seibi.com」
●問／国土交通省　東北運輸局山形運輸支局
　検査・整備・保安部門　☎023-686-4714
　庄内自動車検査登録事務所　☎0235-66-4118

＜マイカーの点検・整備は愛する人への思いやりです＞
～安全確保と環境保全には、クルマの点検・整備が必要～
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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／９月５日（火）～６日（水）（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／コミュニケーションスキルを身に付けたい、
身に付けて欲しいとお考えの方
●募集人数／15名
●参加費／受講料6,000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、８月22日（火）までに郵送また
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

受講者募集！「コミュニケーション」

●日時／９月12日（火）～13日（水）（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／初めてパワーポイントを学ぶ方、またはしっ
かりとした基礎力を身につけたい方
●募集人数／15名
●参加費／受講料6,000円　テキスト代1,296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、８月29日（火）までに郵送また
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

受講者募集！「パワーポイント基礎」

■雇用の広場
順仁堂遊佐病院

職種・募集人員

資 格

就 業 時 間

賃 金

業 務 内 容

応 募 手 続

そ の 他

　 問 　

看護助手　若干名　（パート）

不要

午前８時～午後4時30分

＊短時間勤務可。ご相談に応じます。

時給850円～

療養生活の援助（看護補助）

履歴書(写真貼付)をご持参ください。

正職員採用希望の方のご相談にも応じます。

順仁堂遊佐病院　事務長　池田充まで

〒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

クルマを大切にするって
人生も大切にすることなんだ
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入札結果 7月分 ＊契約金額には、
　消費税が含まれています。
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●遊佐町防災行政無線小野曽局デジタル化工事
期　　間　平29／7／12～平30／1／31
契約金額　4,752,000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]日東通信株式会社山形支店、山形通信
設備株式会社庄内営業所

●平成29年度吹浦元町地区街路灯LED化工事
期　　間　平29／7／4～平29／8／31
契約金額　2,484,000円
契  約  者　有限会社遊佐電気工事
[その他の入札参加者]株式会社三栄電機工業、荘内電気設備
株式会社

●平成29年度遊佐町市街化調整区域　地区計画策定業務
期　　間　平29／7／5～平30／3／20
契約金額　7,128,000円
契  約  者　東日本総合計画株式会社山形支店
[その他の入札参加者]株式会社協和コンサルタンツ山形営
業所、株式会社大和エンジニア、株式会社出羽測量設計

●平成29年度日本海沿岸東北自動車道工事に伴う下水道
　管渠布設替工事実施設計業務委託（その１）
期　　間　平29／7／5～平29／9／29
契約金額　5,346,000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、新和設計株
式会社庄内営業所、有限会社安野測量事務所

●平成29年度遊佐町上水道緊急時給水拠点確保等事業　
　平津配水場場内配管工事
期　　間　平29／7／12～平30／1／15
契約金額　27,972,000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

●平成29年度橋梁長寿命化修繕計画事業　西浜橋補修工事
期　　間　平29／8／1～平29／12／28
契約金額　42,120,000円
契  約  者　庄司建設工業株式会社
[その他の入札参加者]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

●吹浦保育園駐車場整備工事
期　　間　平29／8／1～平29／10／13
契約金額　8,316,000円
契  約  者　有限会社一道建設
[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、有限会社菅原
建設、ヤマ五建設株式会社

●サンスポーツランド野球場内野等改修工事
期　　間　平29／7／24～平29／11／30
契約金額　14,796,000円
契  約  者　株式会社斎藤工業
[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、
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、ヤマ五建設株式会社

●生涯学習センターホール照明機器更新工事
期　　間　平29／7／24～平29／8／31
契約金額　3,974,400円
契  約  者　株式会社ボイス
[その他の入札参加者]山形パナソニック株式会社、有限会社
遊佐電気工事

●トレーニング機器購入
期　　間　平29／7／24～平29／8／10
契約金額　1,075,464円
契  約  者　有限会社とがしスポーツ
[その他の入札参加者]株式会社サンライズスポーツ、ユザス
ポーツ

○７月７日（金）
　第26回山形県グラウンド・ゴルフ飽海ブロック大会
　第６位　佐藤　良一（蕨岡支部）
○７月９日（日）
　酒田市市民テニス大会　ベテランシングルス（硬式テニス）
　優勝　倉坂　一男（杉沢北）
○７月15日（土）・16日（日）
　第45回酒田市・遊佐町スポーツ少年団本部サッカー大会
　優勝　遊佐町サッカースポーツ少年団
○７月16日（日）
　第28回和道会庄内地区空手道交流大会
　小学生１・２年　男女　形 
　第５位 佐藤　然（高瀬小1年） 
　第５位 髙橋　昊（遊佐小2年） 
　小学生３・４年　男女　形 
　第５位 藤原　心紀（藤崎小4年） 
　小学生５・６年　男女　形 
　第５位 髙橋　湊（遊佐小6年） 
　第５位 渋谷　悠斗（遊佐小6年） 
　第５位 大瀧　春（藤崎小5年） 
　小学生１・２年　男子　組手 
　第３位 髙橋　昊（遊佐小2年） 
　小学生３・４年　女子　組手 
　第１位 荒生　紗季（遊佐小4年） 
　小学生団体組手
　第１位 遊佐支部A 髙橋　湊（遊佐小6年）
　　　　　　　　 　髙橋　敦飛（遊佐小6年）
　　　　　　　　 　大瀧　春（藤崎小5年）
　第３位 遊佐支部B 佐藤　礼柘（遊佐小6年）
　　　　　　　　 　渋谷　悠斗（遊佐小6年）
　　　　　　　　 　小野寺　宋羽（遊佐小5年）
○７月17日（月・祝）
　第33回山形県小学生陸上競技大会　男子1000Ｍ
　第７位　菅原　悠聖（遊佐小６年）
○７月30日（日）
　酒田市市民テニス大会ダブルス（硬式テニス）
　ベテラン男子の部
　優勝　倉坂　一男（杉沢北）
※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。

こころの健康相談統一ダイヤル
「心の健康相談ダイヤル」に全国共通の電話番号を設定する
「こころの健康相談統一ダイヤル」を、自殺予防週間（９月
10日～16日）にあわせて実施します。
●電話番号／「こころの健康相談統一ダイヤル」

　　　　　　☎０５７０－０６４－５５６
※PHS電話、IP電話、プリペイド式携帯電話、列車公衆電
話、海外からは接続できません。
※「心の健康相談ダイヤル」（☎023-631-7060）において
も、相談を受け付けています。
●受付時間／９月10日（日）～16日（土）午前９時～午後５時
※自殺予防週間以外は、月曜日から金曜日までの午前９時か
ら正午までおよび午後１時から５時まで相談を受け付けして
います（祝祭日・年末年始を除く）。
週間中は土曜日、日曜日および正午～午後１時も相談を受け
付けます。
●問／山形県健康福祉部地域福祉推進課　☎023-630-2269

お  こ  な おう   まもろうよ      こ  こ   ろ


