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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

●送迎ご希望の方はご相談下さい｡

6,500円

1泊2食・飲み放題付

御料理はお祝い膳になります。
飲み放題は、2時間となります。
カラオケ無料で歌い放題！
お座敷でも高座イス・テーブル、ご用意致します。

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｡

※休前日でご宿泊利用の場合、1,080円増しとなります。
※こちらのプランは10名様以上からのご予約となります。

※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。
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宿泊プラン

１泊３食付

12,500円12,500円

8,700円

（           ）税込
入湯税込

（        ）消費税込
入湯税込

２泊６食付～

17,000円（        ）消費税込
入湯税込

飲み放題付日帰りプラン

6,500円（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

◆大好評受付中◆ ｢7Fレストラン  ラ・メール｣ランチ御予約承ります
御予約につきましては、前日までお電話にてお願い致します！

あぽん西浜・とりみ亭
●次回の休館日は

9月25日㈫
●サービスデーは
9月26日㈬です

☎77-3333 ☎77-3334

日帰り温泉施設 お食事処

☎090-2607-2326

あぽん西浜

小学生入浴料無料！

開設30周年記念
あぽん西浜子育て応援企画

〈期間〉 9月22日㈯
　　　～平成31年3月31日㈰まで

とりみ亭

かけうどん

食欲の秋！
美味しく食べて
元気もりもり！

（税込）520円

◆かけそば
520円★料金

★5名様以上
★5日前までご予約ください
★町内送迎いたします

★料金
★5名様以上
★5日前までご予約ください
★町内送迎いたします

大平山荘
食欲の秋
日帰りぜいたくプラン

（税込）（税込）2,500円 （税込）

◆えび天そば
650円
650円

（税込）

◆えび天うどん
（税込）

ベーカリー工房｢ほっほ｣ ご予約
ください♪

800円

５０0円

遊佐カレー
三元豚メンチカツ
遊佐カレー
三元豚メンチカツ

ハロウィン
コロコロパン
ハロウィン
コロコロパン
大
小

遊佐カレールゥに
三元豚メンチカツをトッピング♪
遊佐カレールゥに
三元豚メンチカツをトッピング♪

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

1,3０0円（税込）（税込）

食　堂

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」

☎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

期間：11月4日まで

期間：10月31日まで

●当日投票所の閉鎖時刻 1時間繰上げ／
　当日の投票状況や期日前投票の増加を踏まえ、投票所の
開設時間を検討した結果、来年度以降に行われる選挙から
当日投票所の閉鎖時刻を次のように繰り上げる予定です。
　◦いつから
　　平成31年 4 月29日任期満了　山形県議会議員選挙から
　◦対　　象
　　公職選挙法に基づく全ての選挙
　　 （�衆議院議員、参議院議員、県知事、県議会議員、�

町長、町議会議員）
　◦開設時刻
　　 ［変更前］　午前 7時～午後 8時
　　 ［変更後］　午前 7時～午後 7時
　　※�期日前投票所の開設時刻は、従来どおり�

午前 8時30分～午後 8時です。

●西谷地の投票区変更／
　西谷地の投票区について、投票所施設の移転に伴い次の
ように変更します。
　 ［変更前］　第 5投票区　西遊佐まちづくりセンター　交流サロン
　 ［変更後］　第 4投票区　稲川まちづくりセンター　講堂
　　※平成31年 4 月29日任期満了　山形県議会議員選挙から変更します。
●問／選挙管理委員会事務局（総務課内　☎72-5880）

選挙管理委員会からのお知らせ
総　 会　 宣　 言

　我が国は国民が主権を持つ民主主義国家
です。私たち国民が政治に参加し、主権者と
してその意思を政治に反映させることので
きる最も重要かつ基本的な機会が選挙です。
　遊佐町明るい選挙推進協議会は、選挙民
一人ひとりが投票を棄権する事なく、また
自らの意思に基づいて投票される事を深く
念ずるとともに、各選挙における立候補者
にあっては、公職選挙法の規定に基づき、
あくまでも正々堂々と選挙に臨んでいかれ
るよう強く要望するものであります。
　民主政治の健全な発展のため、選挙犯罪
をなくし、公正かつ適正で明るくきれいな
選挙が行われることをここに祈念し総会宣
言とします。
　　　　平成30年 7月18 日

遊佐町明るい選挙推進協議会
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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 7月に75歳、 8月に65歳になられた皆さまへ、
9月14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／ 7 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
　　　　　 8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 1 日（月）
●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

　日本の結核の現状は、罹
り

患
かん

率
りつ

、死亡率とも先進諸国の中で最も高い状況にあり、
1日に50人の新しい患者が発生し、5人が命を落としている日本の重大な感染症です。
　近年は、結核患者の高齢化や医療機関・学校・事業所・老人保健施設などでの集団感染など結核の問
題は複雑化しています。結核は、咳

せき

やくしゃみで「空気感染」する病気ですが、きちんと治療をすれば治
ります。受診の遅れや患者発見の遅れが集団感染の発生につながりますので、一人ひとりが結核につい
ての正しい知識をもつことが大切です。

　10月 1 日（月）は国民健康保険税、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／10月 1 日（月）
　国民健康保険税　　　　　 3期
　介護保険料　　　　　　　 3期
　後期高齢者医療保険料　　 3期
●問／町民課納税係　☎72-5411

町税等納期のお知らせ

小野曽地区 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。
●日時／10月 1 日（月） 午前10時～正午ごろまで
●作業区域／小野曽
　�詳細については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

　役場新庁舎の設計事業者選定にあたり、設計事務
所から提出された提案に対し、説明（プレゼンテーショ
ン）と審査委員の質疑（ヒアリング）を公開で行います。
●日時／ 9 月21日（金） 午前10時～午後 3時30分
　　　　（昼休憩含む）
●会場／議事所（傍聴は 2階傍聴席です）
●�内容／�提案者 1者につきプレゼンテーション20分、

ヒアリング20分。
　　　　�なお、審査の公平性を保つため、提案者の

社名等を伏せて行います。

役場新庁舎基本設計プロポーザルに係る公開プレゼンテーション開催
●会場内での注意事項／
・�傍聴される方は質問や発言はできません。
・�会場内での写真撮影、録画、録音および携帯電話
の使用はできません。

・�上記事項のほか、傍聴の際は係員の指示に従って
ください。

●�その他／公開プレゼン終了後に審査委員会（非公
開）を開き、最優秀者と優秀者を選定します。審
査結果は後日、町HP等で公表します。

●問／総務課新庁舎建設推進室　☎72-5880

「結核と戦うシールぼうや」

9月24日～30日は結核予防週間です
 「知ってますか?“結核”は昔の病気じゃないってこと」

◎結核に感染しないために（簡単な予防法）
・適度に運動する。
・睡眠時間を十分とる。
・�好き嫌いをせず、バランスのとれた食事をする。
・�たばこを吸わない。
・�規則正しい生活で疲れをためないこと。（免疫
力が落ちると、感染しやすくなります。）
・�65歳以上の方は、年 1回は健診を受けましょう。

（胸のレントゲン検査）
・�せき、たん、微熱、からだのだるさなどのかぜ
の症状が治らない時は早めに受診を。（初期症
状は風邪に似ています。 2週間以上せきやたん
が続くようなら受診しましょう。）

・�乳児のBCG接種は、生後 5か月～ 8か月の間に
受けましょう。
●問／健康福祉課健康支援係　☎72-4111
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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

遊佐町こども川柳チャレンジ大会 作品募集
　家族のこと、友だちのこと、今日学校で起こった
できごと、見た景色…ぜ～んぶ 5・ 7・ 5の『川柳』
で伝えよう！町内外の小学生から、川柳作品を募集
します。
●募集期間／10月12日（金）まで
●対象者／町内外の小学生（ 1年生～ 6年生）
●募集内容／川柳作品（テーマ設定はありません）
●�応募方法／応募用紙に川柳を記入し、町内小学校
または町立図書館の応募箱へ投函してください。

●問／町立図書館　☎72-5300

就学時健康診断・知能検査のお知らせ
　来年 4月に小学校に入学されるお子様を対象に、
健康診断と知能検査を行います。保護者付き添いの
上、受診してください。
●日時／10月 3 日（水） 受付：午後0時45分～1時15分
　　　　健診等：午後 1時30分～
●場所／町民体育館、生涯学習センター
●健診料／無料
　※�対象となるご家庭には案内をお送りしておりま
す。持ち物などについて記載しておりますので
ご覧ください。

●問／教育課総務学事係　☎72-5891

　町と日本福祉大学が締結した友好協力宣言の一
環として、日本福祉大学の自治体推薦入学試験の
受験者を募集します。推薦入学の受験者は、応募
者の中から選考委員会が選考し、決定します。
 【入試説明会】 9 月28日（金） 午後 4時～ 7時
　　　　　　　遊佐町役場 1 F�101会議室
　参加希望者は、9月26日（水）までに企画課まち
づくり支援係（☎72-4524）へご連絡ください。
※�自治体推薦入学試験で進学した場合、大学での
成績等を必要に応じて開示していただきます。
●応募資格／
　①�遊佐町に住所を有する者で、高校卒業（平成
31年 3 月卒業見込み、既卒）の者

　②�評定平均値以上（専攻・専修により異なりま
す）の者

　③�日本福祉大学教職員と最低 1回の面談をした者
●募集期間／10月 1 日（月）～10月11日（木）
●�応募方法／所定の応募書類を企画課まちづくり
支援係に持参してください。応募書類は、企画
課まちづくり支援係に準備してあります。

 【�推薦者の決定】町の推薦決定は、10月23日（火）
までに行い、本人に通知します。

●�インターネット出願登録期間／
　10月29日（月）～11月 5 日（月） 午前10時まで
●�選抜試験／11月11日（日）
　日本福祉大学　美浜キャンパス（愛知県美浜町）
●�合格発表／11月16日（金）
●問／企画課まちづくり支援係　☎72-4524
　　　E-mail：iimachi@town.yuza.lg.jp

2019年度 日本福祉大学自治体（遊佐町）推薦入学試験　受験生募集
～ 社 会 福 祉 の プ ロ を め ざ して～

学　　部 学　　　科 専攻・専修 募集数 評定平均値

社会福祉学部 社会福祉学科

行政専修 若干名 3.5
子ども専修 若干名 3.5
医療専修 若干名 3.5
人間福祉専修 若干名 3.5

経済学部 経済学科 　 ─ 若干名 3.2

健康科学部
リハビリテーション学科

理学療法学専攻 若干名 3.8
作業療法学専攻 若干名 3.6
介護学専攻 若干名 3.5

福祉工学科 情報工学専修 若干名 3.2
建築バリアフリー専修 若干名 3.2

子ども発達学部 子ども発達学科
保育専修 若干名 3.5
学校教育専修 学校教育コース 若干名 3.5
学校教育専修 特別支援教育コース 若干名 3.5

心理臨床学科 　 ─ 若干名 3.5
国際福祉開発学部 国際福祉開発学科 　 ─ 若干名 3.2
看護学部 看護学科 　 ─ 若干名 3.8
スポーツ科学部 スポーツ科学科 　 ─ 若干名 3.5

●�対象者／学習意欲・目的意識を持ち、職業意識
が明確で、学費などの支払いに困窮している方
●申請条件／
　①家庭状況・家計状況・居住地等
　②国家試験、資格等への挑戦意欲を持つ者
　③事前に面談を受けた者

●内容／奨学生　70人　4年間授業料半額
　対象となる入試は「AO入試」・「スポーツ分野
入試」・「文化・芸術分野入試」・「同窓会推薦入試」・
「自治体推薦入試」・「提携法人・連携法人推薦入
試」・「付属高校推薦入試」です。
●問／日本福祉大学入学広報部　☎0569-87-2212

日本福祉大学経済援助学費減免奨学生制度
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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

シェイクアウト訓練を実施します！
　シェイクアウトとは、地震発生時の安全確保行動「まず低く、頭を守り、動かない」を身につける訓
練です。地震による死傷例の大半が家屋倒壊や落下物が原因であり、安全な場所へ長距離移動で避難中
にケガをする例が多いことから、避難の移動距離を最短にとどめ、激しい揺れや落下物などから、まず
自分の身をどう守るかを練習します。

緊急速報メール（エリアメール）訓練配信を行います！
　山形県庄内管内市町合同地震・津波避難訓練に合わせて、緊急速報メール（エリアメール）を使用し
た情報伝達訓練を行いますので、正しく受信できるか確認をお願いします。
　お使いの携帯電話の機種によっては設定の必要な場合や対応していない場合がありますので、心配な
方は事前に各携帯電話会社のHPや販売店へ確認をお願いします。なお、音が鳴って困る方は、予め電
源を切るか、鳴らない設定をしてください。
●日時／10月14日（日） 午前 8時ごろ

10月14日（日） 午前8時～
　庄内地域は、日本海東縁部に多くの断層をかか
え、沿岸全域にわたり津波による災害の発生が懸
念されています。
　山形県および沿岸市町では、いつ起きるか分か
らない津波災害に備え、関係機関の連携強化を図
るため、合同津波避難訓練を実施し、遊佐町では
吹浦地区で開催します。
　また、当日は町内全域で震度 6強の地震が発生

したことを想定し、全町一斉の避難訓練を同時開
催しますので、多くの皆さんの参加をお願いしま
す。
 【全町一斉避難訓練】
　○場所／町内全集落
　○内容／避難誘導訓練等
※�当日は、午前 8時に町内全域で一斉にサイレン
を吹鳴します。このサイレンを合図に訓練を開
始してください。

●問／総務課危機管理係　☎72-5895

山形県沿岸市町合同津波避難訓練および
遊佐町全町一斉避難訓練のお知らせ

　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／ 9 月28日（金） 午後 1時～
　　　　　　　　10月15日（月） 午後11時まで
●入札期間／10月22日（月） 午後 1時～
　　　　　　10月24日（水） 午後11時
●出品物確認／
　現物の確認をされたい方は、参加申込期間中に
お問い合わせください。
　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、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30年度 インターネット公売実施

　初代鉄道助となり我が国の鉄道敷設に尽力した、
佐藤政養先生を顕彰する政養祭を開催します。どな
たでも参加できます。
●日時／10月14日（日） 午後 1時30分～ 2時30分
●会場／吹浦駅前（佐藤政養像前）
●問／企画課まちづくり支援係　☎72-4524

遊佐町四大祭のひとつ
佐藤政養祭のご案内

どなたでも参加できます。
●日時／10月 2 日（火） 午前10時～11時30分
●場所／鳥海山大物忌神社蕨岡口ノ宮
●問／企画課まちづくり支援係　☎72-4524

三方領地替えの撤回に尽力した
矢
やべするがのかみさだのり

部駿河守定謙を祀る
荘
そうしょういなりさい

照居成祭のご案内
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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

○�使用済み小型家電回収、役場にて実施中！！�（携帯・スマートフォン、パソコン、
デジカメ、ワープロ、地デジ・ＢＳチューナー、ゲーム機　等）

●問／地域生活課環境係　☎72-5881

７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 249.93 243.65 6.28
資源ごみ 13.76 17.63 △3.87
埋立ごみ 5.36 7.03 △1.67
ペットボトル 3.69 4.23 △0.54
※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�─

　がんの早期発見には、症状がなくても定期的にが
ん検診を受けることが重要です。がん検診を受けた
い場合は、お勤め先または健康福祉課健康支援係に
ご相談ください。
　また、子宮頸がんおよび乳がん検診については、
次のとおり休日健診を実施します。なお、お申し込
みご希望の方は下記申込先へご連絡願います。
●日時および定員／
　　10月13日（土） 正午～午後 0時30分受付
　　　子宮頸がん・乳がん検診ともに10名
　　10月21日（日） 午前 8時15分～ 8時45分受付
　　　子宮頸がん・乳がん検診ともに 7名
　※�申込人数には限りがありますが、上記日程以外
の町指定日もございますのでご相談ください。

●検診料／子宮頸がん検診　 1,200円（20歳以上）
　　　　　乳がん検診　　　 1,400円（40～64歳）
　　　　　　　　　　視触診とマンモグラフィ

　　　　　　　　　　　　　 1,000円（65歳以上）
　　　　　　　　　　マンモグラフィ

●申／健康福祉課健康支援係　☎72-4111

　ライターのガス漏れにより、ごみ収集車
やごみ処理施設で火事の原因になります。
　ライターは使い切るかガス抜きをして捨
てましょう。

①�周囲に火の気のないことを確認する。
②�操作レバーを押し下げる。着火した場合はすぐに吹き消す。
③�輪ゴムや粘着力の強いテープで、押し下げたままのレバーを固定する。
④�「シュー」という音が聞こえれば、ガスが噴出している（聞こえない場合は炎調整レバーをプラス方向
にいっぱいに動かす）。
⑤�この状態のまま付近に火の気のない、風通しのよい屋外に半日から 1日置く。
⑥�念のために着火操作をして、火が着かなければ、ガス抜きは完了です。
　（参考：社団法人日本喫煙具協会HP http://www.jsaca.or.jp/info/throw.html）

10月は
「がん検診推進強化月間」です!

★日時／ 9 月22日（土） 午前 9時～11時
★場所／町民体育館　※参加無料
★対象／入園前のお子様
　　　　（親子でご一緒にご参加ください）
★�内容／未就園児参加種目があります！午前10
時ごろスタート予定です。楽しいプレゼント
もありますよ♪ぜひおこしください。

認定こども園 すぎのこ
運動会のおさそい

★日時／ 9 月26日（水） 午前 9時～11時
★場所／認定こども園杉の子幼稚園会議室
　　　　※参加無料
★対象／子育て中の方どなたでも
　　　　（親子でどうぞご参加ください）
★内容／手作り楽器を作って遊ぼう！
　　　　手遊び・歌遊び・紙芝居の読み聞かせ
　　　　楽しみにして来てくださいね！！
　　　※親子共　上履きをご持参ください。
　　　※同日、育児相談も行っております。
★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

ライターはガス抜きをしてから
捨てましょう。

（注）火の気のないことを確認し、風通しのよい野外で行いましょう。

ガスの抜き方の例
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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

住宅・土地統計調査にご協力を!
　総務省統計局（山形県・遊佐町）では、10月 1 日
現在で住宅・土地統計調査を実施します。この調査
は住生活に関する最も基本的で重要な調査で、全国
約370万世帯の方々を対象とした大規模な調査です。
調査期間中、統計調査員が調査書類を配布いたしま
す。調査での回答は、インターネットでの回答また
は紙の調査票での回答をお願いします。
　※対象集落には事前にお知らせの配布をします。
●調査日／10月 1 日現在で実施
●対象地区／（遊佐町内）14調査区が対象
●�調査の方法／統計調査員が調査票を 9月中に配布
し、10月上旬に回収に伺います。（インターネッ
ト回答が確認できた場合には回収には伺いませ
ん。）

●問／総務課情報統計係　☎72-5893

鮭のつかみどり大会
　月光川に鮭が帰ってくる季節になりました。鮭の
つかみどりの他、鮭のさばき方の実演、鮭汁や焼き
鮭の販売など会場は鮭尽くし！入場は無料です。鮭
のつかみどりに参加の方は、チケットが必要となり
ます。
●日時／10月28日（日） ※小雨決行
　　　　受　　付：午前 9時30分～
　　　　イベント：午前10時30分～午後 1時30分
●場所／月光川河川公園（遊佐中学校裏）
●�内容／鮭のつかみどり体験、鮭のさばき方実演、
おたのしみ抽選会、鮭とふれあいコーナー
　※鮭のお持ち帰りは、お一人様 1本です。
●チケット／前売券：1枚  1,500円
　　　　　　当日券：1枚  1,800円
　※�鮭のつかみどり参加券・お買物券（300円分）、
抽選券付き

●チケット販売所／観光協会、道の駅鳥海ふらっと
●�出店者を募集します。詳しくは下記までお問い合
わせください。
●問／NPO法人遊佐鳥海観光協会　☎72-5666

サンデー窓口のご案内
　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
の届出、公簿の閲覧など
●問・予約／町民課町民係　☎72-5885

　平成30年 2 月26日に遊佐町教育委員会から諮問を
受けた「遊佐町立小学校の適正整備について」に関
して、第 6回遊佐町立学校適正整備審議会を下記の
とおり開催いたします。
　一般の方も傍聴することができますので、ぜひお
越しください。
●日時／10月 2 日（火） 午後 7時～
●場所／役場　議事所
●内容／中間答申（案）について
●問／教育課総務学事係　☎72-5891

第6回遊佐町立学校適正整備審議会の
開催について

　「山形いのちの電話」は、自殺予防を主な目的に、
悩みや苦しみ、生きる力を失いかけている方々に、
電話での対話をとおし援助している民間のボラン
ティア団体です。相談員数が不十分な現状にあり、
今年度も、新規電話相談員養成を行います。
●募集人員／20名程度
●�応募資格／22歳以上68歳までの心身ともに健康な
方でいのちの電話の事業に参加・協力できる方
（性別・学歴・職業は問いません）
●申し込み締め切り／ 9 月25日（火）
●問・申／社会福祉法人山形いのちの電話事務局
　　　　　☎023-645-4377

山形いのちの電話相談員
募集について

　動物の愛護と適正な飼養について学び、動物と共
に生きることの大切さ、素晴らしさについて考えよう。
●テーマ／もっと絆を深めよう！
●日時／10月 7 日（日） 午前10時～午後 3時
●会場／遊佐中央公園（子どもセンター隣）
●主催／ゆざ町 でこワン・でこニャンまつり実行委員会
●�イベント内容／
　�デモ犬の実演、犬の飼い方相談会、マイクロチッ
プ啓発、庄内アニマル倶楽部里親会、動物愛護啓
蒙、啓発グッズ配布、アニマルくらふと市、フー
ドブース　等

●入場料／無料
　�詳細のチラシを、10月 1 日広報に合わせて全戸配
布予定ですので、ご確認願います。

●問／地域生活課環境係
　　　☎72-5881

ゆざ町 でこワン・でこニャンまつり
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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

日曜労働悩みごと相談会の開催
　労働委員会委員が、解雇や賃金未払いなど労使間
のトラブルでお悩みの方を対象に、相談会を開催し
ます。 （相談無料・秘密厳守）

日　時 会　場

10月14日（日）
10：00～15：00

山形県庁
（山形市松波 2-8-1）
鶴岡市勤労者会館

（鶴岡市泉町 8-57）

10月28日（日）
10：00～15：00

最上広域交流センター「ゆめりあ」
（新庄市多門町 1-2）
アクティー米沢

（米沢市西大通 1-5-5）
●対象者／県内事業所の労働者、事業主の方など
※原則、毎月第 3 木曜日にも相談会を開催しています。
●問・予約／山形県労働委員会事務局
　　　　　　☎023-630-2793

【3Dプリンタ入門】
●日時／10月13日（土）、14日（日） 
　各午前 9時～午後 4時
●受講料／ 6,000円、テキスト代 2,808円
●定員／ 5 名
【マーケティング戦略の基礎】
●日時／
　10月18日・25日・11月 1 日・ 8日・15日・22日
　毎週木曜日　午後 6時～ 8時
●受講料／ 6,000円
●定員／ 5 名
【IE手法を用いた生産現場改善の進め方】
●日時／11月 6 日・13日・20日・27日
　毎週火曜日　午後 6時～ 9時
●受講料／ 6,000円
●定員／10名

●場所／山形県立産業技術短期大学校庄内校の各教室
●申込締切／各講座初日の 2週間前まで
●問・申／山形県立産業技術短期大学校庄内校
　　　　　☎31-2300　FAX�31-2770
　　　　　E-mail：all-kyomu＠shonai-cit.ac.jp

県立産業技術短期大学校庄内校
社会人向け公開講座

　羽黒山山伏による法螺貝演奏や心おどる楽曲の演
奏など、ご来場いただいた皆さんで楽しめるプログ
ラムをご用意しています。
●日時／10月19日（金） 午後 6時開場、 7時開演
●場所／荘銀タクト鶴岡（鶴岡市馬場町11番61号）
●入場料／無料
●�申／10月10日（水）まで、下記の問い合わせ先へハ
ガキまたはFAXによりお申し込みください。定
員に達し次第受付終了となります。

●問／山響チケットサービス
　　　☎023-625-2204　FAX�023-625-2205

山形県企業局コンサート
～タクトが踊る音楽のワンダーランド～

　マット運動や鉄棒など体操競技特有の運動をとお
して、運動する楽しさを知ってもらうイベントです。
●日時／10月14日（日） 午前10時～11時30分
●場所／県立庄内総合高等学校体育館（庄内町）
●対象／�庄内管内の幼稚園児および小学校低学年児童
　　　　先着50名
●費用／300円（保険料）
●�申／10月10日（水）まで、氏名（保護者氏名）、年齢、
住所（市町名）、連絡先を記載の上、下記問い合わ
せ先までお申し込みください。
●問／山形県体操協会普及部　乙坂
　　　☎090-1496-4552　FAX�0235-23-0050
　　　E-mail：orion.shonai@gmail.com

やまがた体操スクールin庄内
参加者募集

●日時／10月26日（金）、11月23日（金・祝）
　　　　午後 5時～ 9時
　　　　12月24日（月・祝） 午後 1時～ 5時
●場所／出羽遊心館
●対象者／小学生～大人　先着10名
　※�親子でも参加できます。詳細は下記までお問い
合わせください。

●講師／高橋 理香（生田流箏曲演奏家）
●受講料／無料
　※お爪をお持ちの方はご持参ください。
●問／山形箏曲「彩音会」箏講座係
　　　☎090-5353-3381

日本の楽器体験教室
<箏講座 >～お箏

こと

を弾いてみましょう～

家庭教育電話相談のご案内
ふれあいほっとライン�
（023）630－2876

　　○月～金　8：30～17：15
　　　【相談員対応　9：00～ 16：15】
　　○土、日、祝、年末年始は休み
　　○電子メール、Faxは、24時間受け付けています。
　　　E-mail：yshogaku@pref.yamagata.jp
　　　Fax：023-630-2874
☆�子育ての悩みを 1人で抱えず、電話でお話しくだ
さい。相談員がご一緒に考えます。　　　
☆�相談の秘密は守ります。�子どもからの相談にも
応じます。　�
●問／県教育庁文化財・生涯学習課 生涯学習振興室
　　　☎023-630-3344
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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

遊佐町ロードレース大会
●日時／10月 8 日（月・祝） 午前 8時50分
●場所／サン・スポーツランド遊佐
●種目／①小学生男女 1.2 km
　　　　②中学生男子 3 km
　　　　③中学生女子 2 km
　　　　④一般（高校生以上）男子 7 km
　　　　⑤一般（高校生以上）女子 2 km
　　　　⑥壮年（40歳以上）男子 2 km
●申込締切／10月 2 日（火）厳守
　　　　　　※申込用紙は町民体育館にあります。
●問・申／町民体育館　☎72-5454

平成30年度 クリーニング師試験
●日時／11月14日（水）
　学科試験：午前10時～11時30分
　実技試験：午後 0時50分～
●場所／山形県庁
●�申／ 9 月25日（火）～10月16日（火）まで、最寄りの
保健所に受験願書を提出してください。願書は各
総合支庁保健福祉環境部生活衛生課で配布します。
●�問／庄内総合支庁（庄内保健所）
　　　生活衛生課営業衛生担当
　　　☎0235-66-5666

奨学金に関する相談会
　奨学金返済に関する悩みや困り事の相談に応じます。
●日時／10月25日（木）～27日（土）�午前10時～午後 7時
　※最終日のみ午後 5時まで
●�電話相談／フリーダイヤル☎0120-39-6029にて全
日対応します。　※予約不要

●弁護士による面談相談／
　27日（土）午後のみ。事前予約が必要です。
　会場：大手門パルズ（山形市木の実町12-37）
●費用／無料
●問／生活安心ネットやまがた　☎0120-39-6029

　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

クルマはあなたのパートナー！
点検整備で安心ドライブ

●講習名／介護補助スタッフ講習
●開催期間／10月24日（水）～11月 2 日（金）
●場所／ニチイケアセンターこあら
　　　　（酒田市こあら 2 - 5 - 2 ）
●�対象／55歳以上のハローワーク登録カードをお持
ちの求職中の方　10名
●費用／無料
●�申／10月 5 日（金）まで、ハローワークに配置して
ある技能講習パンフレット添付の申込み書にてお
申し込みください。
●問／山形県シルバー人材センター連合会
　　　☎0236-626-3566

55歳以上の方限定
就職を支援する無料技能講習

　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。海外生活をとおして交流を体験し、
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・野外活動等
　※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23日（日）～ 1月 4日（金）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10～20名
●参加費／25.8～49.8万円
●締切／11月 1 日（木）
　※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　
　FAX�03-6417-9724　E-mail：info@kskk.or.jp

小学生（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

　庄内地域における障がい者の就労・雇用の状況に
ついて学び、今後の就労支援の充実と地域生活支援
のあり方を考えます。
●日時／10月 9 日（火） 午後 1時～ 4時
　　　　（午後 0時30分～受付）
●場所／庄内町文化創造館響ホール　大ホール
●�対象／企業、ご本人、ご家族、福祉・行政・教育・
医療機関、その他福祉に関心のある方

●入場料／無料
●�問・申／10月 2 日（火）まで庄内障害者就業・生活
支援センター（☎24-1236）へお申し込みください。

就労支援セミナー
2018「地域生活支援セミナーIN庄内」
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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

裁判所見学会
　10月 1 日から 7日までの「法の日」週間にちなみ、
裁判所見学会を開催します。刑事裁判の傍聴もしく
はビデオ視聴、裁判員制度説明、裁判所施設見学な
どを行います。
●日時／10月17日（水） 午後 1時15分～ 3時15分
●場所／山形地方・家庭裁判所酒田支部
●定員／予約受付順30人程度
●�問・申／平日午前 9時～午後 5時の間に、山形地
方裁判所酒田支部庶務課（☎23-1234）にお電話に
てお申し込みください。

法テラスをご利用ください
　法テラスでは、経済的に余裕のない方への無料法
律相談と弁護士・司法書士の費用等の立て替えを
行っています。ぜひご利用ください。
●対象／収入・資産が一定基準以下の方が対象です。
●予約／事前の電話予約をお願いします。
●�その他／相談時間は30分ほどになります。相談回
数には限りがあります。

●問／法テラス山形　☎050-3383-5544
　〒990-0042 山形市七日町2-7-10 NANABEANS8階

「借金返済に関する相談窓口」のご案内
　東北財務局山形財務事務所では、借金返済でお困
りの方の相談窓口を開設しています。相談員が借金
の状況等をお伺いし、必要に応じて、弁護士等の専
門家に引き継ぎます。相談は秘密厳守・無料です。
お気軽にご相談ください。
●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／月曜日～金曜日（祝日、年末年始除く）
　午前 8時30分～正午、午後 1時～ 4時30分
●問／山形財務事務所理財課　☎023-641-5178

不動産競売のお知らせ
●物件／宅地、建物など
●物件明細書閲覧期間／
　10月11日（木）～11月29日（木）まで
●閲覧場所／山形地方裁判所酒田支部 1階閲覧室
●入札期間／
　11月22日（木）～11月29日（木） 午後 5時まで
●入札場所／山形地方裁判所酒田支部 1階執行官室
●問／山形地方裁判所酒田支部 1階書記官室執行係　
　　　☎23-1246
　　　物件情報HP：http://bit.sikkou.jp/

夢を追いかけて
　多くの試練を乗り越え、見事夢のアナウンサーに
なった渡部有さんのお話です。
●日時／ 9 月28日（金） 午後 6時30分～ 8時
●場所／酒田光陵高校　公益学習室
●講師／TUYアナウンサー　渡部有
●参加費／無料
●問／山形県教職員組合酒田地区支部　☎22-4242

山形県商工会等職員採用試験
●応募資格／
　（上級）�昭和36年 4 月 2 日以降に生まれた方で商

工鉱業の指導実務等の経歴がある方
　（初級）�昭和54年 4 月 2 日から平成13年 4 月 1 日

までに生まれた方
●�職務内容／県内市町村の商工会における地区内事
業所の経営指導業務または経営指導補助業務

●試験日／ 1 次試験：10月20日（土）
●種目／学科試験・論文試験、適性試験
●場所／霞城セントラル　15階会議室
　※ 2次試験は11月初旬に行います（ 1次合格者のみ）。
●受付期間／ 9 月25日（火）～10月 2 日（火）
●採用予定数／上級・初級いずれも 5名
●�問・申／最寄りの商工会および山形県商工会連合
会HPをご覧ください。

　http://www.shokokai-yamagata.or.jp/

　医療用ウィッグ・乳房手術後補整下着の合同相談
会を開催します。当院に通院以外の方でも、地域に
お住まいの皆さまを対象にしておりますので、ぜひ
ご参加ください。
●日時／ 9 月27日（木） 午後 1時～ 3時
●場所／日本海総合病院　 2階　講堂
●対象／病気治療中で脱毛が心配な方、乳房手術後の方
●内容／ 5 社のメーカーが参加します。
●参加費／無料
●申／当日会場へ
●問／日本海総合病院　がん相談支援センター
　　　☎26-5282

日本海総合病院
「医療用ウィッグと乳房手術後補整下着の合同相談会」

▪雇用の広場
旨し肴美酒　酔う縁

職 種 飲食店（居酒屋）
募 集 内 容 接客業務全般
募 集 人 員 １名
給与・待遇 時給800円～
勤 務 条 件 午後６時～９時
そ の 他 週末働ける方大募集！

問 旨し肴美酒　酔う縁　☎28-8912
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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

 入札結果 8月分 ＊契約金額には、消費税が含まれています。　　　

総
務
課

●平成30年度 遊佐町防災行政無線役場局移設工事
期　　間　平30／8／2～平30／11／30
契約金額　5,184,000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
●消防署遊佐分署解体工事
期　　間　効力発生の日～平31／1／31
契約金額　17,064,000円
契 約 者　土門建設株式会社
［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、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

健
康
福
祉
課

●藤崎保育園外壁塗装改修工事
期　　間　平30／9／3～平30／11／30
契約金額　3,780,000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、有限会社菅原建設、総合建設業ドモン
�●遊佐保育園外壁塗装改修工事
期　　間　なし
契約金額　なし
契 約 者　なし
［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、有限会社菅原建設、総合建設業ドモン

地
域
生
活
課

●�平成30年度 遊佐町上水道緊急時給水拠点確保等事業�
平津配水池外壁塗装及び場内整備工事
期　　間　平30／8／10～平30／12／14
契約金額　11,340,000円
契 約 者　伊藤建設株式会社

地
域
生
活
課

［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、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30年度 遊佐町上水道緊急時給水拠点確保等事業�
平津配水場電気計装設備工事
期　　間　平30／8／10～平30／12／14
契約金額　17,928,000円
契 約 者　山形富士電機株式会社
［その他の入札参加者］株式会社ウォーターテック北日本支
店、三和メイテック株式会社酒田営業所、美和電気工業株式
会社山形営業所、山形三菱電機機器販売株式会社
●平成30年度 遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事（第1工区）
期　　間　平30／8／15～平31／1／31
契約金額　31,320,000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30年度 遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事（第2工区）
期　　間　平30／8／15～平31／1／31
契約金額　29,700,000円
契 約 者　庄司建設工業株式会社
［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、株式会社髙橋工業所、土門建設株式
会社
●遊佐町町営住宅長寿命化計画　変更計画策定業務委託
期　　間　平30／8／28～平30／12／20
契約金額　5,184,000円
契 約 者　株式会社協和コンサルタンツ山形営業所
［その他の入札参加者］東日本総合計画株式会社山形支店、
株式会社国際開発コンサルタンツ仙台支店、株式会社復建
技術コンサルタント山形支店

○7月27日（金）
　第27回山形県グラウンド・ゴルフ　飽海ブロック大会
　　第 3位　石原　惣治（蕨岡支部）
　　第 5位　佐藤　良一（蕨岡支部）
○7月28日（土）
　第31回小学生バレーボール大会　ねむの木杯
　　第 3位　遊佐ビクトリーズスポーツ少年団�
○8月5日（日）
　第33回ホープス卓球選手権大会
　　県大会出場
　　　太田　琥於、太田　敦仁、鈴木　心菜、髙橋　彪夏、
　　　太田　珠於、齋藤　詩、阿部　紗也
　　　（すべて遊佐町卓球スポーツ少年団）
○8月18日（土）、19日（日）
　第45回酒田市・遊佐町スポーツ少年団本部ミニバスケットボール大会
　　準優勝　あすなろPHENIXミニバスケットボールスポーツ少年団
○8月19日（日）� ※県大会出場
　第43回山形県選抜学童水泳記録会
　　 5・ 6年女子　100m背泳ぎ
　　　第 1位　伊藤　晴日（藤崎小 6年）
○8月19日（日）
　第60回庄内由利郡少年剣道大会
　　小学校の部
　　　女子個人
　　　　第 3位　阿部　寧桜（遊佐町剣道スポ少）
　　中学校の部
　　　団体戦
　　　　準優勝　遊佐中学校B
　　　　第 3位　遊佐中学校A
　　　男子個人
　　　　優　勝　青山　響

　　　女子個人
　　　　優　勝　鈴木　望愛
　　　　第 3位　阿部　奏
　　　　第 3位　髙橋　亜唯子
○8月24日（金）
　第14回旧飽海G・G協会4団体役員・普及指導委員会研修会
　（グラウンド・ゴルフ交流大会）
　　第 3位　石原　惣治（蕨岡支部）
　　第 4位　佐藤　金雄（稲川支部）
　　第 5位　今野　治夫（遊佐支部）
　　第 6位　石垣　孝恭（蕨岡支部）
○第60回記念県子ども絵画展【子ども県展】
　奨励賞
　　金野　陽太　 （高瀬小 1年）、阿部　寧桜（高瀬小 6年）、
　　畠中　理紗子（吹浦小 6年）
　入選
　　志田　加苗　 （遊佐保年少）、菅原　健斗（遊佐保年少）、
　　飛田　汐里　 （吹浦保年少）、佐藤　なな（遊佐保年中）、
　　佐藤　駿栄　 （遊佐保年中）、栄田　心咲（吹浦保年長）、
　　鈴木　想多　 （遊佐小 2年）、大塚　絢葉（吹浦小 2年）、
　　小野　泰雅　 （吹浦小 2年）、村上　荻一（遊佐小 3年）、
　　後藤　優太　 （吹浦小 3年）、石垣　紗恵（藤崎小 4年）、
　　髙橋　こころ（高瀬小 4年）、本間　陽羽（高瀬小 4年）、
　　佐藤　紗絵　 （蕨岡小 6年）、阿曽　花帆（蕨岡小 6年）、
　　佐藤　優斗　 （遊佐小 6年）、池田　桜子（遊佐小 6年）、
　　佐藤　遼　　 （遊佐小 6年）
○8月26日（日）
　第39回酒田市・遊佐町スポーツ少年団本部バレーボール大会
　　準優勝　遊佐ビクトリーズスポーツ少年団　※県大会出場
○9月1日（土）、2日（日）
　上山ライオンズクラブカップ2018 第32回ミニマニア交流大会
　　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
※�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


