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お知らせ

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

広
告

お気軽に
お問合せ下さい

あぽん西浜
とりみ亭

道の駅 鳥海
ふらっと

↓酒田

↑秋田

R7

遊佐町総合交流促進施設株式会社
〒999-8521 山形県飽海郡遊佐町吹浦字西浜 2-76
TEL.0234-77-3711  TEL.0234-77-3722

鳥海温泉 詳しくはホームページをご覧下さい
http://www.yamagata-yurari.com/
遊楽里 検 索

こちらは月～木曜日の平日限定プランになります｡
お一人様からご利用可能です｡

※午前10時～午後1時までは男性風呂清掃のためご利用できません。
　隣接の日帰り温泉「あぽん西浜」をご利用下さいませ。

１泊３食付

8,700円（        ）消費税込
入湯税込

２泊６食付～

17,000円（        ）消費税込
入湯税込

チェックイン15時～チェックアウト15時までの
24時間　ゆっくり滞在

チェックイン15時～チェックアウト15時までの
24時間　ゆっくり滞在

臨時休館日
のお知らせ

いつも当館を御利用頂きありがとうございます。
誠に勝手ながら設備工事に伴い下記日程を臨時休館させて頂きます。
平成30年11月5日㈪～11月6日㈫
※11月7日㈬より通常営業といたします。

8名様より御利用できます
2時間の飲み放題付き
カラオケ無料で歌い放題(先着順になります）

11月23日～1月31日限定プランです11月23日～1月31日限定プランです
8名様より御利用できます
2時間の飲み放題付き
カラオケ無料で歌い放題(先着順になります）

11月23日～1月31日限定プランです11月23日～1月31日限定プランです

日帰り

ご宿泊

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

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

（休日前のご宿泊は1,080円増しです）

飲み放題
メニュー

5,500円（税込）（税込）

（税込）11,000円（税込）

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」
※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。

☎77-3330

道の駅 鳥海 ☎71-7222

元祖とび魚ラーメンのお店
サンセット 十六羅漢

8：30～18：00営業
時間

9：00～18：00営業
時間

9：00～17：30営業
時間

9：00～17：00営業
時間

温泉玉子をトッピング♪

わらびもち＆大学イモを
トッピング

温泉玉子をトッピング♪

わらびもち＆大学イモを
トッピング

黒みつソース
とろ～り

黒みつソース
とろ～り

ファーストフード

きのこプルコギ丼

秋のパフェ

きのこプルコギ丼
500円（税込）

（税込）

（税込）

秋のパフェ
500円（税込）

土日祝日限定！

あぽん西浜・とりみ亭10月末まで
営業致します ●次回の休館日は

10月22日㈪
●サービスデーは
10月26日㈮です

☎77-3333 ☎77-3334

日帰り温泉施設 お食事処

☎090-2607-2326

あぽん親睦の集い

美味しく食べて秋を満喫！ご来店お待ちしております！     

とりみ亭

◆あさり丼

毎年大好評！

秋の新メニューが出ました！ 
どんぶり3兄弟登場！

（税込）500円

あぽん西浜

開催いたします！

11月7日（水）13：00開演
【主催】・遊佐詩吟愛好会・清流会・ほほえみ会
※当日は大広間無料開放
※バス送迎致します（お申込みはお早めに）

◆鯖のほぐし丼
（税込）500円

◆中華丼
（税込）500円

●日時／10月28日（日） 午後 0時30分開演
●場所／生涯学習センターホール
●内容／
　「遊佐の小正月行事」を含む 8県の10行事を「来
訪神：仮面・仮装の神々」としてユネスコに申請
したこと、そして「杉沢比山」が国の重要無形民
俗文化財に指定されてから40年を経過したことを
記念する公演会。町内 5団体に加え、秋田県男鹿
市より 1団体、山形県新庄市のユネスコ無形文化
遺産「新庄まつりの山車行事」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。
○�町内団体：杉沢比山連中・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

○�町外団体：男鹿っ鼓（秋田県男鹿市）・山屋囃
子若連（山形県新庄市）・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おります。

●問／教育課文化係　☎72-5892（直通）

― 杉沢比山、国指定40周年 ―

ユネスコ無形文化遺産提案記念事業

第59回遊佐町民俗芸能公演会
　遊佐町民同窓会「遊人会」企画のイベント「遊佐
町のいくら丼と庄内風芋煮を味わう会」を東京丸
ノ内で開催いたします。
　毎年、首都圏に住む遊佐町出身の若者を中心に、
ご家族やご友人も誘って一緒に遊佐産の食材を
使った美味しい食事をいただきながら、遊佐町の
クイズに挑戦。クイズの内容から遊佐町の魅力を
再発見し、若者がふるさと遊佐町にUターンした
いと思えるように取り組んでいます。首都圏にお
住まいのご家族などがおりましたら、ぜひお声掛
けください。
●日時／11月17日（土） 午後 5時～ 7時
　　　　（受付：午後 4時30分～）
●場所／DAEDOKO（ダエドコ）
　　　　東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビル6F
●�会費／4,000円（いくら丼・庄内風芋煮の他遊佐
産野菜の料理、遊佐の 2つの酒蔵のお酒、飲み
放題付き）
●�参加者／20～30代の遊佐町出身者とその家族、
または友人など

●問・申／企画課定住促進係　☎28-8257
　　　　　http://www.yuza-iju.com

― Uターン促進事業第5弾 ! ―

遊佐町のいくら丼と
　庄内風芋煮を味わう会 　　

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■遊佐町民同窓会「遊人会」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

　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／ 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（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

75歳、65歳になられた皆さまへ
　10月31日（水）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（水）
　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

町税等納期のお知らせ

　子どものインフルエンザ予防接種は、法律に基づく
ものではなく、ご希望で受けていただく任意の予防接
種であり、接種の努力義務はありません。
●�対象者／遊佐町に住所を有する、生後 6か月（予防
接種を受ける日において、満 6か月に達している
方）から高校 3年生に相当する年齢までの方
●�接種方法／接種を希望される方は、助成券・母子健
康手帳をご持参の上、医療機関で接種してください。
　　※必ず、事前に予約をしてください。
　　※�10月15日以降に満 6か月になられるお子さんや、

転入された方で接種を希望する場合は、助成券
をお渡ししますので、健康支援係までご連絡く
ださい。

●接種期間／10月15日（月）～12月28日（金）
●接種回数／13歳未満は 2回、13歳以上は 1回
●助成金額／ 1 回毎に1,700円
　※�協力医療機関で設定する接種料金から1,700円を
差し引いた額は自己負担となります。

●問／健康福祉課健康支援係
　　　☎72-4111

○対象者へ助成券をお送りいたします
　※接種を希望される方は、予約後受診してください。
○予診票は医療機関の窓口にあります
　※受診した時に窓口で予診票を記入します。

　この予防接種は自らの意思で希望する方が受けるも
ので、義務ではありません。
　まれに、重篤な症状を引き起こす可能性もあります
ので、かかりつけの医師や医療機関と相談の上、接種
してください。
●接種期間／10月15日（月）～12月28日（金）
●�対象者／町内に住所を有する方で、接種日に満65歳
以上、または満60歳～64歳で呼吸器・心臓・腎臓の
機能障害やヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障
害があり、身体障がい者手帳 1級に相当する方
●接種回数／ 1 回
●�接種料金／各医療機関の定める額となります。内
1,700円を町で助成いたしますので、その差額が自
己負担となります。
●�接種費用負担の軽減／生活保護世帯の方は事前に接
種費用免除のための申請手続きが必要です。
　申請窓口：遊佐町健康福祉課健康支援係（防災センター 1階）
●�接種できる医療機関／ワクチン接種は原則予約制で
す。医療機関によっては入院または通院する方以外に
ワクチン接種をしないところもありますので、詳しくは、
かかりつけの医療機関にお問い合わせください。
●�その他／60～64歳の方で、心臓・腎臓・呼吸器等の
身体障がい者手帳 1級相当の方は、ワクチン接種の
際、障がい者手帳が必要です。

○65歳以上の対象者の方へハガキでご案内いたします
　※ハガキを持って受診してください。
○予診票は医療機関の窓口にあります
　※予約をして受診した時に窓口で予診票を記入します。

　全国瞬時警報システム（ Jアラート）を活用した、
緊急地震速報の全国訓練を実施します。下記の日時
で、防災行政無線から町内全域に緊急地震速報の
チャイム音が鳴り、放送が流れます。災害ではあり
ませんので、ご注意願います。
●訓練日時／11月 1 日（木） 午前10時ごろ
●問／総務課危機管理係　☎72-5895

全国瞬時警報システム（Jアラート）
緊急地震速報訓練のお知らせ

インフルエンザの予防接種について
高齢者インフルエンザ 子どもインフルエンザ
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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

　現在、特別職の報酬等審議会において議員報酬に
ついて検討をしております。第 3回審議会を下記の
とおり開催しますので、お知らせします。
●日時／10月19日（金） 午後 1時30分～ 3時
●場所／役場 203会議室
●内容／議員報酬について
●定員／ 8 人（先着順とします）
●問／総務課総務係　☎72-5880

特別職の報酬等審議会の公開について

　野外焼却（野焼き）は、悪臭や煙による近隣住民
とのトラブルを誘発するだけでなく、環境面からも
ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健
康への影響が心配されることから、法律で禁止され
ています。違反者には「 5年以下の懲役若しくは
1,000万円以下の罰金」が科せられます。
　歳の神（どんと焼き）、農業等に伴う剪定した枝、
農作物の枯れた物などは例外とされていますが、む
やみに焼却してよいわけでなく、苦情があった場合
には指導の対象となります。
　なお、焼却の際には火災予防の観点から消防署へ
届け出してください。
　ごみは野焼きをせずに、定められた処理方法で適
正に処理しましょう。
●問／地域生活課環境係　☎72-5881
　　　消防署遊佐分署　　☎72-4100

廃棄物の野焼きは法律で禁止されています

　西遊佐地区の一部は酒田都市計画区域に含まれ、
その中でも既存集落については市街化調整区域と
なっているため、開発行為や建築行為が厳しく制
限されています。この課題を解決するため、平成
30年 9 月18日にその既存集落において地区計画を
策定（都市計画決定）し、地区計画区域内におい
ては、地区計画の内容に沿った開発行為や建築行
為の許可を得ることが可能となりました。
　また、地区計画が策定されたことにより、地区

■地区計画が策定された地区
　◦上藤崎地区　　◦青塚地区　　◦白木地区
　◦服部興野地区　◦茂り松地区

■届け出が必要な行為
以下のいずれかに該当するものは届け出が必要です。
①土地の区画形質の変更
　切土・盛土および区画等の変更のことです。
②建築物の建築または工作物の建設
　�「建築物」には、住宅、店舗、事務所等のほか、
付随する車庫、物置も含まれます。

計画区域内で一定の行為を行う場合は、行為着手
の30日以上前に町への届け出が必要となります。
届け出漏れがないようご注意ください。
　なお、地区計画が策定された区域内においては、
地区計画の建築物に関する制限事項と同様の内容
の条例が平成31年 1 月 1 日より施行されます。地
区計画の区域内において建築行為等を計画する場
合は、下記の問い合わせ先までご相談ください。
●問／地域生活課管理係　☎72-5883

　�「工作物」は、垣、柵、煙突、塀、門、広告塔、
広告板、案内板等のことです。

　※�行為に及ぶ面積が10㎡未満だとしても、届け
出は必要です。

③建築物等の用途の変更
　�住宅から事務所併用住宅や共同住宅にするなど、
建物の使用用途を変更することです。

④建築物等の形態または意匠の変更
　�建築物や工作物の色彩を変えることや、屋外広
告物の大きさ及び位置を変更することです。

市街化調整区域でも住宅の建築は可能です

　町では町税滞納者から差し押さえた財産を滞納税
額に充てるため、県と庄内地区の市町で開催する合
同公売会に、計 8点の物品の出品を予定しています。
●開催日時／11月10日（土）
　受付開始：午前 9時30分
　入　　札：午前10時10分～11時
●会場／庄内総合支庁  4 階 講堂
　　　　（東田川郡三川町大字横山字袖東19-1）
●�実施団体／
　�庄内総合支庁・�鶴岡市・酒田市・三川町・庄内町・
遊佐町
●�公売方法／
　�入札により実施（希望する価格を書いた入札書を
時間内に提出し、最高価格者が落札者となりま
す）。
※参加に必要なもの
　①印鑑（個人の方は認印・法人の方は代表者印）
　②身分を証明する書類（免許証等）
　③委任状（代理の方が参加する場合）
　④買受代金（当日に現金のみでの支払い）
　各実施団体の公売予定物件の一覧（画像・見積価
格）は、庄内総合支庁税務課のHP（http://www.pref.
yamagata.jp/ou/sogoshicho/shonai/337002/）で確認
できます。
●問／庄内総合支庁税務課　☎0235-66-5430

平成30年度 庄内地区
県・市町合同公売会を開催します
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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

　平成29年度から始まった空き家再生地域おこし
事業。この事業は、町が空き家を店舗等に改修し
て、町の魅力を活かしてくれる移住者＊に貸し出
しする事業です。今年度は平成31年夏頃からの
オープンに向けて「パン屋」を営業してくれる移住
者を募集します。
　水回りと製造場所の改修などは町が行いますが、
どんなお店にしたいかは相談しながら進めます。
また、内装は地域おこし協力隊を中心としてDIY
で仕上げていきます。「パン屋」を自分で営業した
いけれど、店舗新設の初期費用や経費が心配とい
う方がお近くにおりましたら、ぜひお声がけくだ
さい。（設備費や機材等は自己負担になりますが
補助事業の利用が可能です。）

●募集期間／11月 1 日～30日
●�応募条件／経験者・移住者であること
　�その他詳細は遊佐町IJUターン促進協議会HP
（http://www.yuza-iju.com）で随時お知らせし
ます。

＊�移住者とは…遊佐町に 5年以上居住していない
方、または遊佐町に定住する意思があって転入
し、転入後 5ヶ年未満の方

●問／企画課定住促進係
　☎28-8257
　FAX�72-3315
　�E-mail：teiju@
town.yuza.lg.jp

空き家再生地域おこし事業第2弾!「パン屋」の店主さん募集!

昨年の第 1弾でOPENした「古民家カフェわだや」

　スプレー缶等にガスが残った状態のままで不適切
な穴空けをすると火災や事故の原因となります。県
内でもごみ収集車での火災が発生していることから、
穴は空けず使い切るかガスを完全に抜いてから廃棄
をお願いします。
　また適正に分別・処分しないと環境汚染につなが
るごみについても以下の点について注意して廃棄を
お願いします。
　◦�小型家電や玩具等の乾電池は取り外して埋立ご
みへ。

　 （�ボタン電池・充電式電池・ニッカド電池は販売
店等での回収へ）

　◦乾電池、蛍光管は埋立ごみへ。
　捨て方がわからないものは地域生活課環境係まで
お問い合わせください。
●問／地域生活課環境係　☎72-5881

スプレー缶・カセットボンベは使い切って 
から資源物へ!! 乾電池は埋立ごみへ!!

　今年度最後の町民ウォークです。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 4 日（日） 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

町民ウォーク第6ステージ
「高瀬地区探訪コース」へのお誘い

～ふるさとに学び未来につなぐ子どもたち～
●日時／11月11日（日）　開会：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・学校活動発表・講演�他

●講演／　
★講師：リポーター・俳優・モデル
　　　　阿

あ

部
べ

　祐
ゆう じ

二�氏
〔爽快情報バラエティスッキリ！！のレギュラーリポーター〕

★�演題：�「事件です!」リポーター阿部祐二が語る
「ファミリー、子育て、仕事。」

●�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18日（木）より受け付けします。ただ
し、枚数に限りがあり、無くなり次第受け付けを
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・受付／教育課社会教育係
　　　　　　（生涯学習センター内）☎72-2236

第17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”

　里親とは、さまざまな事情により家庭で暮らすこ
とのできない子どもを、県からの委託により一定の
期間、家庭に迎え入れて養育していただく方のこと
です。里親に興味がある方、養育を希望する方に、
里親になるまでの流れや役割について、児童相談所
等の担当者が説明し相談を受けます。
●日時／11月11日（日） 午前10時～午後 4時
●場所／鶴岡市総合保健福祉センター 3階
　　　　栄養指導研修室
●�問・申／子ども家庭支援センターチェリー
　　　　　（☎0237-84-7111）へお申し込みください。

新規里親相談会を開催します
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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

○粗大ごみ、処理困難物、小型家電、古着の収集は10月20日（９時から11時）
　生涯学習センター駐車場で実施！！�適正廃棄、リサイクルにご協力を。
●問／地域生活課環境係　☎72-5881

８月の家庭ごみの収集量� （単位：t）

ごみの種類 30年度
（A）

29年度
（B）

増　減
（A－B）

もやすごみ 281.47 300.14 △18.67
資源ごみ 13.61 16.03 △2.42
埋立ごみ 5.79 5.72 0.07
ペットボトル 4.19 4.07 0.12
※ごみの量は、酒田地区広域行政組合に搬入している量です

【今月のテーマ】

エコすまいる通信
─�広報版�─

家庭ごみや空き缶、ペットボトルなどのごみ
のポイ捨ては不法投棄であり、犯罪です！
不法投棄をした者は、５年以下の
懲役または1,000万円以下の罰
金に処されます。
空き缶や紙、草、プラスチック容
器などを不法投棄して検挙された
例はたくさんあります。

（地権者の方へのお願い）
　不法投棄されるごみは、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。

ごみのポイ捨て程度じゃ罪にならない
と思っていませんか？

平成30年北海道胆振東部地震災害への
義援金を受け付けます

　平成30年北海道胆振東部地震災害に対する義援金
を受け付けております。寄せられた義援金について
は、日本赤十字社山形県支部へ送金し、被災された
方々へ届けられます。
●�受付場所／
　�役場、社会福祉協議会、各地区まちづくりセン
ター（遊佐地区においては生涯学習センター）
●�受付期間／
　平成31年 3 月31日（日）までの開庁、開館日
●問／健康福祉課福祉介護保険係　☎72-5884

　役場新庁舎建設事業基本設計委託業務公募型プロ
ポーザルについて、第一次審査（書類審査）と第二
次審査（公開プレゼンテーション）の結果、次のと
おり最優秀者および優秀者が特定されました。審査
結果の詳細は町HPに掲載しております。
【最優秀者】 畠中・ブレン経常設計共同企業体
　　　　　 （公開プレゼン第 3提案者）
【優 秀 者】 阿部・水口設計共同体
　　　　　 （公開プレゼン第 1提案者）
【その他の参加者】 キャドウイング・赤谷設計共同体、
㈱エーシーデー計画、㈱伊藤建築設計事務所
●問／総務課新庁舎建設推進室　☎72-5880

役場新庁舎基本設計プロポーザル審査結果

鳥海山・飛島ジオパーク ジオ学講座 「鳥海山・飛島をもっと知ろう!」 開催
　鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会では今年度、
ジオパークについてわかりやすく楽しく知ることが
できる「ジオ学講座」を全 5回開催します。その第
2回講座が本町で開催されます。内容は「鳥海山・
飛島をもっと知ろう!」。NHK番組「ブラタモリ」
に案内人として出演されたこともある秋田大学大学
院教授 林 信太郎 氏より、専門家の視点で鳥海山・
飛島について楽しくお話しいただきます。鳥海山の
新たな一面を知ることができるかもしれません。ど
なたでも聴講できますので、お気軽にご来場ください。

●日時／10月28日（日） 午前 9時30分～11時30分
●会場／遊楽里 1階鳥海文化ホール
●内容／「鳥海山・飛島をもっと知ろう!」
　　　　講師：秋田大学大学院教育学研究科
　　　　　　　教授　林 信太郎 氏
●その他／参加申込不要・受講料無料
　　　　　※�3 回目以降の講座日程は、協議会

HPをご覧ください。
●問／鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会事務局
　　　☎0184-62-9777　FAX�0184-62-9788

今
年
度
に
回
収

し
た
不
法
投
棄

の
一
例
で
す
。
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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

チェリア・ファーラ共催講座
【離婚と調停～手続き・養育費・面会交流など～】
●日時／11月16日（金） 午前10時～正午
　講師：家庭問題情報センター
　　　　　　　　　　 主任研究員 榊原 広城 氏
【知ろう！防ごう！ハラスメント
　　　　～パワハラ・モラハラ・セクハラなど～】
●日時／11月30日（金） 午前10時～正午
　講師：山口法律事務所 弁護士 山口 紗世子 氏
●定員／先着30名　
●参加費／無料
●�託児／ 1 才以上未就学児（ 1週間前まで要予約。
定員になり次第〆切）

●会場／山形市男女共同参画センターファーラ 5階
　　　　視聴覚室（山形市城西町2-2-22）
●問・申／山形市男女共同参画センターファーラ
　　　　　☎023-645-8077
　　　　　（祝日を除く午前 9時～午後 5時）

ゆうすいカフェよりお知らせ
　11月のゆうすいカフェでは、‘アロマの体験講座’
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
　＊ハンドタッチ　＊バスボム作り
　＊紅茶にアロマをたらしてティータイム
　＊植物系ミネラル飲料のお試し
を予定しております。アロマの香りに包まれて癒さ
れてみませんか。
●日時／11月13日（火） 午後 2時～ 4時
●場所／ゆうすいホール
●参加費／500円
●定員／先着30名様
●問・申／地域包括支援センターゆうすい
　　　　　☎71-2130まで

聴こえのサポーター学習会
　聴こえにくくて困っている方のために、書いて伝
えるサポートをいっしょに学びませんか。筆記通訳
が付きますので、聴こえにくい方もぜひ参加してく
ださいね。
●日時／11月 8 日（木）、15日（木）、22日（木）
　　　　午後 6時～ 8時
●場所／酒田市役所 1階　フリースペース
●対象／どなたでも
●費用／無料
●問・申／11月 5 日（月）まで下記へお申し込みください。
　要約筆記・ばんけの会　菅原 ☎090-3120-3663
　FAX�77-2230��E-mail：assistance.chika@gmail.com

　日本で数少ないホーミー、馬頭琴奏者の岡林立哉
さんを迎え、モンゴルの話とともにホーミーの宇宙
的な響き、昔ながらの皮張り馬頭琴の素朴な音色を
堪能する演奏会です。
●日時／10月23日（火）　開場：午後 6時半
　　　　　　　　　　　開演：午後 7時
●場所／古民家カフェわだや（遊佐町吉出字和田3-5）
●入場料／1,000円
●定員／20名（予約制）
●問・予約／NPO法人いなか暮らし遊佐応援団
　　　　　　☎43-6941

モンゴルな夜～馬頭琴とホーミーと旅の話～

　遊佐町には、移住希望者に遊佐町でのリアルな
暮らしを体験してもらえるように定住促進多機能
型住宅（通称：お試し体験住宅）が 2棟あります
（広野・布倉）。利用期間中に、NPO法人いなか暮
らし遊佐応援団のお試し移住体験（移住相談・町
紹介や空き家内覧等）も一緒にご案内しております。
　貸し出す期間は 2泊 3 日以上 7 泊 8 日までと
なっておりますが、冬期間は冬の遊佐町をしっか

り体験していただくために、90日91泊まで利用可
能ですので、町への移住を希望している方がいま
したらぜひご紹介ください。
　なお、観光目的や引っ越しのための一時的な利
用はお断りしております。
　利用される場合は、利用日の 2週間前まで利用
申込書を提出していただきますので、担当係まで
お問い合わせください。
●問・申／企画課定住促進係
　　　　　☎28-8257　FAX�28-8257
※�お試し移住体験についてはNPO法人いなか暮
らし遊佐応援団（☎43-6941）まで

●時間／午前 9時30分～11時30分
　　　　（受付：午前 9時15分～）
●場所／酒田市民健康センター
●持ち物／母子健康手帳、父子健康手帳、筆記用具
●問・申／健康福祉課健康支援係　☎72-4111

　赤ちゃんを迎えるためのイメージをふくらませて、
安心して妊娠期を過ごしましょう。
コース 開催日 申込締切日 内　容 講　師

A
コース

10／27
（土）

10／19
（金）

◇�お風呂の入れ方
体験
◇�妊娠中の栄養の
お話
◇�妊婦さんの健康
管理

保健師
栄養士
助産師

B
コース

11／18
（日）

11／12
（月）

◇ママの歯科健診
◇�赤ちゃんと家族
の歯の健康講話
◇パパの妊婦体験

歯科医師
歯科衛生士
助産師
保健師

マタニティ教室のお知らせ

定住促進多機能型住宅（お試し体験住宅）について
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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

　県内にある大学・短期大学・専門学校など約35校
を一挙に紹介します。
●日時／11月 4 日（日） 午前10時～午後 4時
●会場／イオンモール三川
●内容／
　◦学校紹介パネルの展示
　◦�学校で身につけられる知識や技術を紹介する体
験ブースやパフォーマンスの披露

　◦学校案内などの配布
●その他／入場料無料、申し込み不要です。
●問／大学コンソーシアムやまがた��☎023-628-4842

見つけよう、君の未来！
やまがたで学ぼうフェアin庄内

　60歳以上の方を対象とした介護送迎運転スタッフ
講習を開催します。介護送迎運転の基礎的な知識と
技術を学び、地域社会を支えてみませんか。
●日時／11月 7 日（水） 午前10時20分～午後 3時
　 8日（木） 午前10時～午後 0時10分（ 2日間）
●会場／ 1 日目：ゆざっとプラザ 2階会議室
　　　　 2日目：出羽自動車教習所
●�対象／遊佐町にお住まいの60歳以上で、原則、遊
佐町シルバー人材センターに入会し、就業を希望
する方。　※シルバー会員の方も受講可能です。
●定員／ 8 名
●受講料／無料
●申／10月30日（火）まで、下記へお申し込みください。
●問／遊佐町シルバー人材センター
　　　☎72-3424　FAX�28-8482

介護送迎運転スタッフ講習
受講者募集中

●日時／11月 4 日（日）
　　　　午前 8時：開館、午前 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（親または保護者と小学生）
●参加料／無料
●�問・申／10月27日（土）まで町民体育館（☎72-5454　
FAX�72-2811）へお申し込みください。

第37回親子・第45回少年卓球大会
参加者募集

◆職種、雇用および勤務形態、採用人数 等
職種 雇用･勤務形態 人数 受験資格 試験内容

介護員 正規職員
※夜勤有り ３名

①�満40歳まで
（昭和54年4
月2日以降
生まれ）
②�介護初任者
研修修了
（�旧ヘルパー
2級）以上の
資格を有す
る方

第一次試験
　11月 4 日㈰
・一般常識問題

第二次試験
　11月18日㈰
・作文
・面接試験

◆給与待遇／遊佐厚生会「職員給与支給規程」による。
◆採用予定／平成31年 4 月 1 日
◆�申込期間／締め切り 10月29日（月）まで
　　　　　　※最終日までの必着
◆�試験会場／障がい者支援施設月光園
　　　　　　（第二次試験会場も同じ）
◆�受付時間／午前 8時30分～午後 5時30分
　　　　　　（土･日･祝祭日�対応可）
◆�申込用紙請求先／遊佐厚生会事務局（月光園内）で
交付します。
　�郵便で請求する場合は、封筒に「受験申込書請求」
と朱書し、必ず120円切手と宛名を明記した用紙を
同封してください。
◆�提出書類／①受験申込書�②法人専用履歴書�③有
資格証明書写し�（①②は遊佐厚生会ホームページ
www.yuzakouseikai.or.jpよりダウンロード可）
◆�問合せ／〒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

　この最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適
用されます。
●山形県最低賃金／時給額763円（24円UP）
●効力発生日／平成30年10月 1 日
●問／山形労働局賃金室　☎023-624-8224
　または、最寄りの労働基準監督署

山形県最低賃金が改正されました

●日時／11月18日（日） 午後 3時30分～ 8時
●場所／鳥海温泉「遊楽里」
●会費／11,000円（前売のみ）
　※収益は町内の福祉施設に寄付されます。
●問／タカハシダンスクラブ　☎76-2543

平成最後の感謝の30周年記念
チャリティ晩餐会

　自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基
本的な対人賠償を目的として、自動車損害賠償法に
基づき、原動機付自転車を含むすべての自動車に加
入が義務付けられています。自賠責保険・共済なし
で運行することは法令違反ですので、ご注意くださ
い！

自賠責保険・共済なしでの運行は法令違反です!

　住民票の写しや印鑑登録証明書などの証明書の交
付を平日に電話で予約すると、日曜日の午前 8時30
分～正午の間に受け取ることができます。
●予約できるもの／住民票の写し、印鑑証明書、所
得・納税・資産の証明書、個人番号カードの交付など
●予約できないもの／戸籍謄（抄）本の交付、住民票
の写しの広域交付、印鑑登録、転入・転出・転居の
届け出、公簿の閲覧など
●問・予約／町民課町民係　☎72-5885

サンデー窓口のご案内

社会福祉法人遊佐厚生会 職員募集
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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
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　オストメイトの体験談をはじめ、医療従事者や製
品メーカーの専門的なアドバイスに加え、さまざま
なご心配にもお答えします。
●日時／11月18日（日） 午前10：00～正午
●場所／日本海総合病院（第二会議室）
●対象／オストメイトとその介護者
●参加費／資料、お茶代として300円お願いします。
●�問・申／ 2 日前まで下記問い合わせ先までお申し
込みください。

　日本海総合病院　☎26-2001
　庄内オストメイト家族会事務局（あだち）
　☎0235-33-3533　携帯090-7934-6512
※�オストメイトとは人工肛門・人工膀胱保有者のこ
とです。

「オストメイト研修会」来場者募集
　まちづくりをとおした中学生の成長過程を描いた
映画上映会を行います。
●日時／10月22日（月） 午後 7時上映開始
　　　　（受付開始：午後 6時30分）
●場所／酒田市総合文化センター ホール
●入場料／無料
●問／公益社団法人酒田青年会議所　☎24-9192
　　　〒998-0858 山形県酒田市緑町19-25

中学生のまちづくり活動記

　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）
●受け付け／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

○8月26日（日）
　第43回酒田市・遊佐町スポーツ少年団本部剣道錬成大会
　　女子団体戦
　　　準優勝　遊佐町剣道スポーツ少年団
　　　　（阿部　寧桜・齋藤　妃花里）
　　個人戦男子 5・ 6年生
　　　優　勝　本間　幹野
　　個人戦女子 5・ 6年生
　　　準優勝　阿部　寧桜
○9月2日（日）
　第3回庄内郵便局長杯グラウンド・ゴルフ大会
　　Aグループ
　　　第 8位　石原　惣治（蕨岡支部）
○9月9日（日）
　第49回全荘内少年剣道大会
　　小学校女子個人戦
　　　準優勝　阿部　寧桜
○9月11日（火）
　第9回いろり火の里杯グラウンド・ゴルフ交流大会
　　第 3位　佐藤　良弥　 （西遊佐支部）
　　第 4位　高橋　芳三　 （吹浦支部）
　　第10位　佐藤　みや子（吹浦支部）
○9月13日（木）
　第8回山形県グラウンド・ゴルフ飽海ブロックレディス大会
　　第 4位　佐藤　みや子（吹浦支部）
　　第 8位　小野寺　正子（蕨岡支部）
○9月15日（土）、16日（日）
　第18回タキザワスポーツ杯滝小フェスティバル
　　女子の部
　　　第 3位　YUZAgirlsミニバスケットボールスポーツ少年団

○9月15日（土）、16日（日）
　平成30年度 第49回飽海地区中学校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47回バスケットボール競技飽海地区予選会
　　第 3位　遊佐中学校　女子バスケットボール部
○9月16日（日）、17日（月・祝）
　第45回シーサイドライオンズクラブ旗争奪スポーツ少年団サッカー大会
　　準優勝　遊佐サッカースポーツ少年団
○9月17日（月・祝）
　第30回記念象潟奥の細道少年剣道大会
　　小学校女子団体戦
　　　準優勝　遊佐町剣道スポーツ少年団
　　　　（阿部　寧桜・齋藤　妃花里）
　　小学校 5・ 6年生女子の部
　　　優　勝　阿部　寧桜
　　小学校 4年生男子の部
　　　第 3位　渡部　悠紀
　　小学校 3年生以下男子の部
　　　優　勝　金子　碧杜
　　　第 4位　石垣　広斗
○9月22日（土）
　第26回眺海の森グラウンド・ゴルフ交流大会
　　第 1位　阿部　勇三（高瀬支部）
○9月23日（日・祝）
　第52回全国ろうあ者体育大会　第48回陸上競技
　　男子400m　 2部
　　　第 1位　池田　裕
　　
※�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。

がんばった人にマル

ひまわり旅行 おかげさまで 10 周年を迎えました！

航空券、ＪＲチケット、高速バスの手配はもちろん

国内旅行から海外旅行まで旅行のことなら何でもお任

せください。この度、営業所にお客様スペースを設け

きめ細かなご要望にも応じております。

◇ 遊佐町江地字田地下 29-3 電話 76-2006

◇ 総合旅行業務取扱管理者 今野 正一


