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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

☎77-3334

お食事処

次回のサービスデーは1/26㈮です・次回の休館日は1/22㈪です
あぽん西浜 とりみ亭

（税込）（税込）800円800円800円800円

☎77-3333

日帰り温泉施設

もつ煮定食もつ煮定食もつ煮定食

とりみ亭
とりみ亭の

“あったかメニュー”
をお楽しみ
ください！

とりみ亭の
“あったかメニュー”
をお楽しみ
ください！

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

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

☎0234-77-3711 遊佐町吹浦字西浜2-76

●集合解散：鳥海温泉 遊楽里
●参加費用：お一人様 4,000円（昼食・入浴・
保険料含む）※子供も同額です
●募集人数：各30名（最少催行人員各15名）
　※各コース定員になり次第しめきります

●申込締切：平成30年2月1日㈭
●添乗員：同行します（現地までガイドがご案内）

鳥海山二ノ滝氷柱
トレッキングツアー
平成30年2月11日㈰ 【日帰り】
①7：30～13：30 ②9：00～15：00

特産品売場

570円570円570円570円（税込）

ファーストフードコーナー 自然が作り出す驚異の造形美 日本百名山「鳥海山」

時間はいずれかを選択（片道約2時間のトレッキング）

ラーメン「味の駅」・ベーカリー工房「ほっほ」は、改修工事のため
1月17日（水）～1月31（水）までお休み致します。

各

410円410円410円410円
（税込）

756円756円756円756円
（税込）

200円200円200円200円（税込）

各各

1枚
とろろそば・うどん

遊佐えごま
パウダー
遊佐えごま
パウダー
遊佐えごま
パウダー

遊佐町産えごま
100％使用！
遊佐町産えごま
100％使用！
遊佐町産えごま
100％使用！

鳥海温泉 遊楽里 氷柱トレッキング特別宿泊プラン！
宿泊をご希望の方は一泊二食付 9,988円（税込）
※お一人様ご利用の場合は別途料金がかかります

平成30年度　遊佐町臨時職員の登録受付について平成30年度　遊佐町臨時職員の登録受付について平成30年度 遊佐町臨時職員の登録受付について平成30年度　遊佐町臨時職員の登録受付について平成30年度　遊佐町臨時職員の登録受付について

●対象者／原則として町内に住所があり、心身ともに健康な方
●登録方法／日々 雇用職員登録申込書を総務課に提出してください。申込書は総務課にお越しいただくか、町のＨＰからダウンロードし
　てご利用ください。申込書の記載は本人の自筆とします。保育士・調理師を希望する方は、資格証明書の写しを添付してください。
●登録の受付期間／２月１日（木）～２月９日（金）
●登録の有効期間／平成30年４月１日から１年間
●雇用決定と勤務条件／登録期間中に臨時職員を必要とする状況になった場合に、適性等を考慮し、総務課から連絡します。勤務条
　件は日々 雇用職員取扱規程によりますが、雇用期間は業務により一定ではありません。
　※求人状況等により、登録有効期限内に必ず就労できるとは限りませんのでご了承ください。
●問・登録受付／総務課総務係　☎72-5880

●募集職種／

　平成30年度の事務補助、保育士、保育士助手、調理師などの臨時職員を登録制により募集します。登録い
ただいた方の中から条件に合う方を選考し、採用します。

職種 資格等 勤務場所 勤務時間賃金（日額）

一般事務

役場 6,743円 7時間15分

7時間15分
7時間15分

7時間45分

7時間45分

7時間15分
7時間15分
7時間15分

7時間15分

6時間

6時間
6時間

6時間

6時間

4時間

6時間
（年間120日または150日勤務）

5,580円
6,743円
6,743円

6,743円

6,743円

5,640円
7,285円
5,640円
7,208円

7,178円
6,743円

5,580円

5,580円

時給 930円

5,580円

生涯学習センター
旧青山本邸

小学校

小学校

中学校

保育園
小学校

（代替臨時職員のみ）

中学校

パソコン操作
（エクセル・ワード）

保育士 要 保育園

保育園

保育園
子どもセンター

不要保育士助手

調理師 要

調理師 不要

普通自動車運転免許用務員

鳥海山
パプリカパスタ
鳥海山
パプリカパスタ
鳥海山
パプリカパスタ
（赤・黄・緑）

 ソースが絡みやすい
〝フジッリ（らせん）〟
 タイプのパスタ♪

 ソースが絡みやすい
〝フジッリ（らせん）〟
 タイプのパスタ♪

 ソースが絡みやすい
〝フジッリ（らせん）〟
 タイプのパスタ♪

とろろと長芋の天ぷらを
トッピング♪
とろろと長芋の天ぷらを
トッピング♪
とろろと長芋の天ぷらを
トッピング♪

東北6県
各道の駅で販売中！
東北6県
各道の駅で販売中！
東北6県
各道の駅で販売中！

東北「道の駅」カード東北「道の駅」カード東北「道の駅」カード

●お申込み・旅行実施：NPO法人遊佐鳥海観光協会
TEL.0234-72-5666　FAX.0234-72-3999

旅行企画・お問合せ 遊佐町／鳥海温泉 遊楽里

（ピリ辛味）（ピリ辛味）

冬季限定冬季限定

（税込）（税込）650円650円650円650円
焼きそば焼きそば焼きそば

ご家族そろって
お越し下さいませ！
ご家族そろって
お越し下さいませ！

無料
小学生入浴料が小学生入浴料が

2月限定2月限定
（2/1～2/28）（2/1～2/28）

初心者から上級者まで老若男女
問わず、皆様お気軽にご参加
ください！

日時　平成３０年２月２５日（日）
時間　10：00～15：00
　　　　  （受付開始9：00）
会場　あぽん西浜別館大広間
参加費　1,000円
　　　　  　（昼食・参加賞含）

第5回あぽん西浜杯
将棋大会

第5回あぽん西浜杯
将棋大会

第5回あぽん西浜杯
将棋大会

 詳しくはあぽん西浜まで
お問合せください 

平成30年1/31と2/28 
健康サロン参加者募集

あぽん西浜

（通常）170円のところ

新発売！

子育て応援企画子育て応援企画子育て応援企画
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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

広報ゆざで会員募集記事を掲載します
　福祉・スポーツ・文化活動をしている町民の任意団
体（営利・政治・宗教団体は除く）で、町民を対象と
した会員募集記事を、広報ゆざ３月１日号に掲載しま
す。掲載を希望する団体は以下のとおりお申し込みく
ださい。
●申し込み方法／①団体名②連絡先（氏名、電話番
号）③対象と簡単な活動内容（40字以内）④活動日
時と場所⑤費用（入会費、会費等）を記入の上、は
がき、FAX、メールのいずれかで企画課企画係まで
●申込期限／２月９日（金）（消印有効）
●問・⃞申／〒999-8301　遊佐町遊佐字舞鶴211　
　　　　　企画課企画係　☎72-4523　FAX72-3315
　　　　　E-mail：koho@town.yuza.lg.jp

町税等納期のお知らせ
　１月31日（水）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／１月31日（水）
　　　　町県民税　　　　　　　　４期
　　　　国民健康保険税　　　　　７期
　　　　介護保険料　　　　　　　７期
　　　　後期高齢者医療保険料　　７期
●問／町民課納税係　☎72-5411

　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
11月に75歳、12月に65歳になられた皆さまへ、１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／
11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
　12月に65歳になられた方…介護保険料の納入通知書
●納付日／１月31日（水）
●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

ワラビポット苗づくり研修会

　ワラビのポット苗に関する説明およびポット苗づく
り実習を行います。
●日時／３月19日（月）午後１時30分～午後４時
●場所／眺海の森　森林学習展示館
　　　　（酒田市土渕甚治郎向20）
●対象／どなたでも（参加費無料）
●定員／30名程度（先着順）
●持ち物／防寒具、作業のできる服装
●問・申／
　３月12日（月）まで下記へお申し込みください。
　庄内総合支庁森林整備課　☎0235-66-5537

　ワラビのポット苗に関する説明およびポット苗づく
り実習を行います。
●日時／３月19日（月）午後１時30分～午後４時
●場所／眺海の森　森林学習展示館
　　　　（酒田市土渕甚治郎向20）
●対象／どなたでも（参加費無料）
●定員／30名程度（先着順）
●持ち物／防寒具、作業のできる服装
●問・申／
　３月12日（月）まで下記へお申し込みください。
　庄内総合支庁森林整備課　☎0235-66-5537

75歳、65歳になられた皆さまへ

　町では滞納者から差し押さえた財産を滞納
税額に充てるため、Yahoo! Japanが提供する
公売システムを利用し、インターネット公売
を実施します。
●参加申込期間／１月10日（水）午後１時～
　　　　　　　　　　23日（火）午後11時
●入札期間／１月30日（火）午後１時～２月１日（木）午後11時
●出品物確認／現物確認を行いたい方は、参加申込期間中に下記へお問い合わせください。
　　　　　　　出品は上記を含む5点を予定しております。
※参加申込期間に参加申込手続きを行わない場合、入札には参加できませんのでご注意ください。　　　
　入札に参加する場合は、遊佐町HP掲載の『インターネット公売ガイドライン』、Yahoo! Japan官公庁
オークションHP内の『参加条件と必要な手続き』を確認の上、下記アドレスより参加申込手続きを行っ
てください。
http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/ymt_yuza_town　（Yahoo! Japan官公庁オークション）

●問／町民課納税係　☎72-5411

平成29年度  第２回
インターネット公売の
実施について

平成29年度  第２回
インターネット公売の
実施について

平成29年度  第２回
インターネット公売の
実施について

平成29年度  第２回
インターネット公売の
実施について

平成29年度  第２回
インターネット公売の
実施について

平成29年度  第２回
インターネット公売の
実施について

公売品1.　火鉢 公売品2.　屏風
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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

　町では、「第２次遊佐町教育振興基本計画」の策
定を踏まえ、今年度に「遊佐町生涯学習推進計画」
および「遊佐町スポーツ推進計画」の策定を予定し
ています。
　これまでの生涯学習の取り組みを踏まえ、「学び
でつなごう　拓こう持続可能な遊佐の未来を」の基
本理念の実現に向けて、新たな生涯学習・スポーツ
計画の素案を取りまとめました。皆さまからのご意
見を募集しています。
●意見募集期間／１月19日（金）まで
●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、町HP

●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、電子メー
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／
　教育課社会教育係　☎72-2236　FAX71-1222
　〒999-8301　遊佐町遊佐字鶴田52-2
　E-mail：shakyo@town.yuza.lg.jp

伝統のちりめん細工　制作体験
　傘福の制作体験等を行っている髙橋啓子氏を招き、
ちりめん細工制作体験を行います。モチーフは「鳩」
と「赤カブ」の２種類で、古布で制作します。
●日時／２月10日（土）午前８時半～午後０時半
（終了後、午後３時半までは講師同席のもと自主制作を行うことができます）
●場所／語りべの館
●参加料／1,500円（材料代実費）、昼食弁当希望の
方は別途500円
●持ち物／裁縫道具（はさみ、針、赤糸、白糸など）
●募集人数／先着25名
●講師／髙橋啓子氏（滝ノ浦）
●申し込み締切／２月２日（金）
●問／教育課文化係　☎72-5892

デマンドタクシー利用についてのお願い
　デマンドタクシーはご自宅から目的地まで運行する
予約型の公共交通です。予約した方々による乗り合わ
せ乗車となるため、皆さまが気持ちよく利用できるよ
う、以下の点についてご理解とご協力をお願いします。
・ご利用の１時間前までに必ずご予約ください。
・乗合のため、お迎えの時間や到着時間が多少前後す
る場合がありますので、時間に余裕をもってご予約
ください。
・乗合のため、ひとりで乗り降りできない方は、乗車
できません。介助人が必要な方は、介護タクシー等
をご利用ください。
・乗車中は、シートベルトの着用をお願いします。
●問／産業課産業創造係　　　☎72-4522
　　　デマンド予約センター　☎71-1233

家畜を飼っている方はお知らせください
　家畜伝染病予防法第12条の４により、１頭（羽）で
も家畜（下記の対象動物）を飼っている方は２月１日
の飼養状況を県に報告することが義務付けられていま
す。該当する方は下記まで連絡してください。（畜産
業の方、すでに報告をした方は除く。）
●対象動物／
牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚（ミニブタ含
む）、いのしし、鶏（シャモ、チャボ、ウコッケイ含
む）、あひる（アイガモ、フランスガモ含む）、うずら、
きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
●問／庄内総合支庁家畜保健衛生課　☎0235-68-2151

歳末助け合い展の御礼
　昨年末の11月22日（水）～12月６日（水）に開催し
ました「まんが・イラスト展」「ゆざエブリワンズ・
カレッジ受講生作品展」「歳末助け合い展」3展合同展
示では、町民の皆さまのご協力により無事に展示を終
了することができました。
　皆さまから「歳末助け合い展」へ入札・募金してい
ただいた結果、39,633円のお金が集まり
ました。その全額を、遊佐町社会福祉協
議会の「歳末たすけあい運動」に寄付い
たしました。
　誠にありがとうございました。
●問／生涯学習センター　☎72-2236

遊佐町生涯学習推進計画・スポーツ推進計画（素案）に対するご意見をお寄せください。
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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

鳥海イヌワシみらい館　猛禽類観察会
「冬のワシ・タカさがし」
冬にやってくる大型の猛禽類の観察のほか、カモな

どの水鳥を観察し、ラムサール条約などの制度につい
ても学習します。
●日時／２月３日（土）午前８時30分～正午
●場所／鶴岡市大山・下池（おうら愛鳥館） 
●対象・定員／どなたでも、先着15名。
●費用／一人300円 （保険代、資料代）
●講師／宮川道雄氏
●持ち物：飲み物、双眼鏡（貸出可）、防寒着
●申込期限／１月16日（火）～２月１日（木）午後５
　時まで
●問・⃞申／猛禽類保護センター活用協議会
　☎64-4681　E-mail:moukin@raptor-c.com

男の身だしなみアップ実践講座

　～貴方が輝くスーツ・ジャケット等の着こなし～
●日時／２月２日（金）午後７時～９時
●場所／ゆざっとプラザ（遊佐駅）2階会議室
●募集人数／独身の男性20名程度
●参加費／無料
●講師／メンズニシムラ取締役部長　齋藤錠治　氏
●問・⃞申／ながどクラブ（事務局：遊佐町商工会）
　☎72-4422

鶴岡高等養護学校
ほのぼの・ふれあいバザー

　生徒作成の製品販売を行います。
●日時／２月３日（土）午前11時20分～午後０時５分
●場所／鶴岡高等養護学校（鶴岡市稲生1-20-33）
●対象／特別支援教育や本校教育に関心をお持ちの方、
　地域の方、その他一般の方
●問／山形県立鶴岡高等養護学校　☎0235-22-0581　
　FAX0235-23-2507

平成３０年度山形県立山形職業能力開発専門校生
二次募集（自動車科／建設技術科）
●出願資格／
自動車科：高等学校を卒業した者（平成30年３月卒
業見込みの者を含む）またはこれと同等以上の学力
があると認められる者
建設技術科：中学校または高等学校を卒業した者
（平成30年３月卒業見込みの者を含む）またはこれ
と同等以上の学力があると認められる者
●出願受付期間／１月22日（月）～２月６日（火）午
　後５時
●試験日／２月16日（金）
●合格発表／２月22日（木）午前10時
●問・⃞申／下記まで所定の志願書を請求の上、郵送
　または持参にてお申し込みください。
　山形県立山形職業能力開発専門校　訓練科
　☎023-644-9227　FAX023-644-6850

すてっぷ　遊びのひろば
　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／２月18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／おひなさまをつくろう
●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／２月14日（水）まで鳥海学園へ
　☎75-3334　FAX75-3872

STOP!雇止め・雇用不安
連合労働相談ホットライン

　雇止め（解雇）、賃金カット、未払い賃金、労働時
間、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電話で対応します。相談は無料で
す。
●日時／２月８日（木）～10日（土）午前10時～午後７時
●相談電話／☎0120-154-052（フリーダイヤル）
●問／連合山形　☎023-625-0555

　日本調剤遊佐町薬局では「薬剤師目線からの災害時
対応」をテーマに講演をいたします。災害時のお薬の
管理、入手法、生活上の注意点などについてご説明い
たします。
●開催日／１月28日（日）午前10時～11時
●場所／ 日本調剤遊佐町薬局
●講演内容／「薬剤師目線からの災害時対応」
●参加費／ 無料
●予約／ 必要なし
●お問合せ／ 日本調剤遊佐町薬局　☎0234-71-1081

平成30年度山形県みどり豊かな
森林環境づくり推進事業を募集します

　やまがた緑環境税で支援する、県民参加による森づ
くり活動を募集します。
●募集期間／２月８日（木）まで
●支援する活動内容／
　①豊かな森づくり活動
　②自然環境保全活動
　③森や自然とのふれあい活動
　④木に親しむ環境づくり
●その他／補助事業の実施については、平成30年度の
　予算成立が前提になります。
●問／庄内総合支庁森林整備課森づくり推進室
　☎0235-66-5524

広
告

日本調剤遊佐町薬局からのお知らせ
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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

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。
●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

平成３０・３１年度「国有林モニター」の募集

　東北森林管理局は、国有林の管理・経営に皆さまの
声を役立てていくため、モニターを募集しています。
●募集人員／48名程度
　 ※各地域内の人数および年齢・男女比等の均衡を 
　図るため、最終的な人数と前後することがあります。
●募集期間／２月９日（金）まで（当日消印有効）
●任期／平成30年４月１日から２年間
●内容／アンケートへの回答、現地見学会、国有林モ
　ニター会議への出席など。応募資格、応募方法等、
　詳しくは局HPをご覧いただくか、担当までお問い
　合わせください。
●問／東北森林管理局 企画調整課 林政推進係
   　　☎018（836）2228  FAX018（836）2031
     　 E-mail: t_kikaku@maff.go.jp
　　　HP: http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/

さかとくバザーINこぴあ

　酒田特別支援学校の高等部生徒による作業製品の販
売を行います。
●日時／２月６日（火）午前11時～午後２時
●場所／こぴあコープ酒田店
●問／山形県立酒田特別支援学校　知的部　教頭　古
　原常能　☎34-2026

非常勤嘱託職員(保育士)募集
職 　 種
人 　 数
勤 務 地
資格要件
任用期間

待 　 遇

申 込 時
提出書類

応募締切

申込書の
請 求 ・
提 出・問

嘱託保育士
若干名
町立保育園、子どもセンター
保育士資格
平成30年4月1日～平成31年3月31日
月額報酬　174,200円以内
勤務時間　1日7時間15分(1週36時間15分)
その他、遊佐町非常勤嘱託職員取扱規程に基
づきます。
①平成30年度遊佐町非常勤嘱託職員(保育士)
　申込書
②履歴書(写真貼付)
③職務経歴書(保育業務の経験がある方)
④保育士証の写し
2月9日(金)必着
総務課総務係　☎72－5880
〒999-8301　遊佐町遊佐字舞鶴211
申込書等は、総務課総務係、健康福祉課子育て
支援係にあります。
町のＨＰからもダウンロードできます。

社会福祉法人遊佐厚生会

職 種

雇用形態
採用人数

勤 務 先

給与待遇

資 格

選考方法
締め切り

提出書類

問・提出先

介護員（夜勤有）
※勤務形態について希望があれば相談に応じます。
有期職員（１年更新）※正職への登用制度あり。
２～３名
遊佐厚生会経営施設
・障がい者支援施設
・特別養護老人ホーム
・老人デイサービスセンター　他
遊佐厚生会「臨時職員取扱要綱」による
不問　※介護初任者研修修了者（ヘルパー２
級）であれば尚可
随時面接
採用者決定次第締切
①受験申込書　②法人履歴書（市販のもので
可）　③有資格証明書写し
※①②は遊佐厚生会HPからもダウンロード可
〒999-8523　遊佐町当山字上戸8-1
遊佐厚生会事務局（月光園内）☎72-5611

月光川土地改良区

業 務 内 容

採 用 人 数

受 験 資 格

申 込 受 付
期 間

提 出 書 類

採 用 試 験

採用および
待 遇

募 集 要 項

問・受 付

農業生産基盤の整備および農業用排水施設の維持
管理
若干名
次の各号のすべてに該当する方
①平成元年４月２日から平成１２年４月１日までに生ま  
　れた方で高等学校を卒業した方および平成３０年３
　月末に高等学校卒業見込みの方
②遊佐町内に居住または居住見込で心身ともに健康
　な方
③普通自動車運転免許取得の方（平成３０年３月末ま
　で取得見込みの方）
１月１７日（水）～３１日（水）午前８時３０分～午後５時１５
分（土日は除く）
職員採用試験申込書、履歴書、卒業証明書または見
込み証明書を持参または郵送してください。
第１次試験：２月１１日（日）教養試験・性格診断検査
第２次試験：２月１７日（土）面接試験
採用：平成３０年４月１日
待遇：本区就業規程および職員給与規程による。
※採用後の試用期間有り
本区総務課またはHPに掲載
〒999-8301　遊佐町遊佐字京田36
月光川土地改良区　総務課　☎72-3131

■雇用の広場

■雇用の広場

■雇用の広場
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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

入札結果 12月分 ＊契約金額には、
　消費税が含まれています。

地
域
生
活
課

●町道野沢中線野沢橋補修工事
期　　間　平29／12／18～平30／3／30
契約金額　3,078,000円
契 約 者　協栄建設株式会社
[その他の入札参加者]伊藤建設株式会社、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、土門建設株式会社

●平成29年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事（第4工区）
期　　間　平29／12／20～平30／3／20
契約金額　12,420,000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、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、土門建設株式会社

●平成29年度遊佐特定環境保全公共下水道舗装復旧工事（その２）
期　　間　平29／12／18～平30／3／20
契約金額　11,340,000円
契 約 者　土門建設株式会社
[その他の入札参加者]有限会社一道建設、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

●平成29年度若者住宅地造成に伴う測量設計業務委託
期　　間　平29／12／20～平30／3／26
契約金額　11,772,000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、有限会社安野測量事務所

　準優勝　渡邉　宥人（蕨岡小）
　　　　　渡邉　忠司
　第３位　伊藤　あゆみ（蕨岡小）
　　　　　伊藤　俊徳
　団体戦の部
　小学校
　準優勝　遊佐スポ少A
　中学校
　優勝　遊佐中A
　個人戦の部
　小学男子
　準優勝　渡邉　宥人（遊佐スポ少）
　第３位　髙橋　侑太（遊佐スポ少）
　小学女子
　第３位　伊藤　あゆみ（遊佐スポ少）
　中学男子
　準優勝　石川　琉雅（遊佐中）
　第３位　佐藤　瑞輝（遊佐中）
　第３位　佐藤　望月（遊佐中）
　中学女子
　準優勝　那須　英璃花（遊佐中）
○12月12日（火）
　平成29年度人権書道・作文酒田地区コンクール
　習字の部　奨励賞
　佐藤　芽生（蕨岡小５年）
　池田　梨乃（遊佐小６年）
　菅原　亜子（遊佐小６年）
　渋谷　悠斗（遊佐小６年）
　作文の部　奨励賞
　金子　夕愛（遊佐中３年）
　本間　萌　（遊佐中３年）

○11月12日（日）
　第27回MOA美術館山形県児童作品展　絵画の部
　遊佐町教育委員会賞　佐藤　芽生（蕨岡小５年）
○12月３日（日）
　第30回庄内地区ジュニア体操競技選手権大会
　女子Aクラス
　段違い平行棒
　第６位　阿曽　紗來（遊佐小４年）
　ゆか
　第６位　菅原　爽乃（遊佐小４年）
　女子C-1クラス
　タンブリング
　第６位　髙橋　こころ（高瀬小３年）
　第８位　菅原　愛茉（藤崎小４年）
○12月３日（日）
　遊佐町初心者バトミントン大会
　少年男子シングルス　小学生の部
　第１位　友野　澪亜（遊佐小６年）
　第２位　阿曽　龍琥（遊佐小５年）
　第３位　真垣　光希（遊佐小５年）
　少年女子シングルス　小学生の部
　第１位　池田　咲菜（遊佐小６年）
　第２位　小野寺亜虹（高瀬小６年）
　第３位　本間　結菜（遊佐小４年）
○12月９日（土）、10日（日）
　第６回全国ジュニアバスケットボール選手権大会東北予選会
　第３位　HOOP　MONSTERS　遊佐中学校３年　佐藤綾音
○12月10日（日）
　平成29年度　第36回親子卓球大会・第44回少年卓球大会
　親子の部　小学校

※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。

（6）

　生活に関する悩みや困りごと（生活、労働、法律、
多重債務問題、就労など）の相談に応じます。事前申
し込み不要。当日、お電話でご相談ください。
●日時／２月22日（木）～24日（土）午前10時～午後５時
●相談電話／☎0120-39-6029（フリーダイヤル）
●費用／無料
●問／生活あんしんネットやまがた　☎0120-39-6029

●日時／１月24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

求職者の生活・就労相談会

司法書士無料法律相談

　求職者の生活や住まい、就職活動に関する悩みなど
の相談に応じます。事前申し込み不要。当日、お電話
でご相談ください。
●日時／２月22日（木）～24日（土）午前10時～午後５時
●相談電話／☎0800-800-7867（フリーダイヤル）
●費用／無料
●問／山形県求職者総合支援センター
　☎0800-800-7867

生活なんでも相談ダイヤル
●日時／２月２日（金）、３日（土）
　午前９時30分～正午、午後１時～４時
●場所／酒田市総合文化センター　410号室
●対象／どなたでも
●内容／税に関する相談
●問／東北税理士会酒田支部広報係　☎22-5965

税理士記念日「無料税務相談会」


