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高齢者インフルエンザ予防接種について高齢者インフルエンザ予防接種について

₁₀

道の駅 鳥海 71-7222 8：30～18：00
9：00～18：00
9：00～17：30

9：00～17：00

☎

77-3330☎

営業時間

農産物直売所 ひまわりの会・鮮魚直売所 元気な浜店
食堂・ラーメン味の駅

元祖とび魚ラーメンのお店サンセット十六羅漢

営業時間
営業時間

営業時間

11月～２月末まで冬期営業時間の為、全館17：00閉店になります

ベーカリー工房「ほっほ」

1,000円（税込）

●コロコロパン

●カレーうどん・そば●カレーうどん・そば

850円（税込）

●ハロウィンパン

道の駅 鳥海

1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000円（税込）円（税込）円（税込）円（税込）円（税込）円（税込）円（税込）円（税込）
〈小〉
〈大〉

えび好きには
たまらない
１品が誕生！

ハロウィンオードブルも

御予約承ります♪

ハロウィンオードブルも

御予約承ります♪

ハロウィン限定商品販売中♪ハロウィン限定商品販売中♪

500円（税込） ラーメン「味の駅」

●遊佐特産品弁当
土日祝限定 ５個販売（～11/30まで）土日祝限定 ５個販売（～11/30まで）

●えび塩ラーメン

要予約

冬期限定

各600円（税込） 500円（税込）

ファーストフードコーナー
秋・冬限定メニューも好評販売中！秋・冬限定メニューも好評販売中！

（　　）～10/31
まで

あぽん西浜 とりみ亭
次回の休館日は10/24（月）です
次回のサービスデーは10/26（水）です

11：00～14：30 16：00～19：30
（ラストオーダーは昼14：00、夜19：00となります）
とりみ亭

とりみ亭 新メニュー

大平山荘

皆様のご来店を
お待ちしております

1,100円
1,080円

春巻きシュウマイ定食
ビッグハンバーグ定食

秋のブルーライン
10月いっぱいまでの営業予定です。
秋深まる山にドライブはいかがですか？
10月いっぱいまでの営業予定です。
秋深まる山にドライブはいかがですか？

鳥海
温泉

山形県飽海郡遊佐町吹浦字西浜 2‒76
☎0234‒77‒3711

８名様より御利用できます。
飲み放題は２時間になります。
送迎はご相談下さい。
カラオケ無料で歌い放題。

忘新年会プラン
11/20㈰～1/31～1/31㈫㈫までまで

飲み放題メニュー飲み放題メニュー
ビール（大瓶）・お銚子・焼酎（麦・芋・甲類）・ウィスキー・ワイン
ハイボール・各種サワー・ソフトドリンク類・ノンアルコールビール

5,000円5,000円
飲み放題付

（税込）

会席コース パーティーコース

10,800円10,800円
飲み放題付 御宿泊

（税込・入湯税込）
休前日 1,080円（税込）増しです。

　予防接種は発症予防や、特に重症化防止に有効です。
　10月15日から高齢者インフルエンザ予防接種が始まります。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
医療機関と相談のうえ、接種してください。

●ワクチン接種時期／10月15日（土）～12月28日（水）
●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。
※健康被害を最小限にするためにも、体調の良い

ときに接種してください。
●ワクチンの接種回数／１回
●ワクチンの接種料金／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：健康福祉課健康支援係
　　　　　（防災センター₁階）

　※詳しくは健康支援係にお問い合わせください。

高齢者インフルエンザワクチン接種は10月15日から始まります

●ワクチンを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
をしない所もあります。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／

○65歳以上の高齢者インフルエンザ予防接種対象
者には、個別に案内します。

○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。

●問／健康福祉課健康支援係　☎72－4111



お し ら せ 号
（2）

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

子どもインフルエンザ予防接種費用一部助成事業
　今年度も子育て世帯の経済的負担軽減のため「子
どもインフルエンザ予防接種費用一部助成事業」を
実施します。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カ月（予
防接種を受ける日において、満₆カ月に達してい
る方）から高校₃年生に相当する年齢までの方
●申し込み方法／町へ「子どもインフルエンザ予防

接種申込書」を提出してください。
　申し込みのあった方へ予診票を交付します。
※10月15日以降に満₆カ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、申込書
をお渡ししますので、健康支援係までご連絡く
ださい。それ以外の対象者の方へは、既に接種
のご案内とともに申込書を配布しています。

●接種期間／10月15日（土）～12月28日（水）
●接種回数／13歳未満は₂回、13歳以上は₁回
●助成金額／₁回の接種ごとに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

　10月31日（月）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（月）
　　　　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

　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14
日付で納入通知書の発送を行います。内容をご確認の
うえ、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（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

　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）
　　　　山形財務事務所₁階　理財課
●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

町税等納期のお知らせ75歳、65歳になられた皆さまへ

「借金返済に関する相談窓口」のご案内

インフルエンザの予防

インフルエンザにかかったかな？と思ったら･･･

　インフルエンザは、感染した人の「せき、くしゃみ、
つばなど」と一緒に放出されたウイルスを吸い込むこ
とで感染します。飛沫感染の場合、目安は２ｍです。

○予防の基本は･･･
☆「外出する際はマスクをつける」
☆「流行時は、人混みへの外出を控える」
☆「手洗い」「うがい」

［せきエチケット］
　「せきやくしゃみ」が出るときに、他の人へうつ
さないためのエチケットです。
▼「せき」がでる場合は、マスクをつけましょう。
▼マスクがない場合、「せき・くしゃみ」の時には

ティッシュなどで口と鼻を押さえ、他の人から
顔をそむけましょう。（使用後のティッシュはす
ぐに、ふた付きのゴミ箱に捨てましょう。）

▼せきやくしゃみを抑えた手や、鼻をかんだ手は
すぐに洗いましょう。

　○普段から･･･
　ウイルスに対する抵抗力を高めて、感染しにく
い体力づくりが大切です。
▽バランスの良い食事を心がけましょう。
▽十分な休養、睡眠をとりましょう。
▽日頃から適度な運動をしましょう。

　早めに受診しましょう。処方された薬を服用し、自
宅で安静にしてください。症状が改善されない場合は、
あらためて医療機関を受診してください。
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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／町民係　☎72－5885

　国では、10月を「がん検診受診率50％達成に向けた
集中キャンペーン月間」として、イベント等さまざま
な取り組みを行っています。遊佐町では現在、各地区
まちづくりセンターや庄内検診センターを会場に、各
種がん検診を実施しています。対象年齢に該当する方
は、事前に申し込みをすればどなたでも受診できます。
　今年度、まだ受診していない方は、ぜひこの機会に
受診してください。
●対象年齢／
　胃がん・大腸がん・肺がん検診　　40歳以上
　乳がん検診　　　　　　　　　　　40歳以上
　（Ｈ29.4.1現在で偶数年齢になる方、無料クーポン券対象の方）
　子宮頸がん検診　　　　　　　　　20歳以上

※乳がん・子宮頸がん検診は、遊佐町が契約してい
る医療機関でも受診できます。受診可能な医療機
関については、健康カレンダーまたはHPをご覧
ください。

●問・申／健康福祉課健康支援係　☎72－4111

●日時／10月23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／神の使いに仮装した住民が家々を訪ね、無病

息災などを願う₈県の₈行事を「来訪神：仮面・仮
装の神々」の名称で一括し、ユネスコ無形文化遺産
に申請したことを記念する公演会。町内₆団体に加
え、「遊佐の小正月行事」と共にユネスコに申請し
ている₂団体と、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・内ノ目おかめ神楽保存会・横町
神代神楽保存会・楸島おすわり大黒舞保存会

○町外団体：双六なまはげ保存会（初出場・秋田県
男鹿市）・米川の水かぶり保存会（初出場・宮城
県登米市）・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

　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／11月₄日（金）　午後₁時～₄時
●会場／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）

　今回は最近よく耳にする「成年後見制度」を学びま
す。めっきり体力がなくなった、物忘れが多くて心配、
終活を始めようという方にもヒントになるかもしれま
せん。わかりやすくお話しします。一緒に楽しく学ん
でみませんか？
●日時／11月15日（火）　午後₁時30分～₃時30分
●場所／生涯学習センター　２階大会議室
●内容／①講話『ご存知ですか？成年後見制度』
　　　　　　　　講師：社会福祉士　菅原千佳 氏
　　　　②質疑応答など
●対象／興味のある方はどなたでも
●申し込み／11月10日（木）まで、下記問い合わせ先へ

お申し込みください。
●問・申／地域包括支援センターゆうすい
　　　　　☎71－2130

　ベテランズ・カレッジのデジカメ講座・水墨画入門
講座・かご編み製作&消しゴム版画講座の受講生の作
品を展示します。ぜひご覧ください。
●開催期間／10月26日（水）～11月₉日（水）
●展示場所／生涯学習センター₃階 展示室
●問／生涯学習センター　☎72－2236

　小山崎遺跡の調査成果や、庄内の遺跡について論じ
ます。
●日時／10月29日（土）　午後₁時～₄時20分
●場所／遊楽里
●発表内容／鶴岡市鷺畑山₁号墳の調査・庄内地方古

墳時代の土器について・大蔵村上竹野遺跡の調査・
小山崎遺跡の調査と成果
●参加費／500円（資料代）
●申し込み／不要
●問／山形考古学会事務局　石井　☎0237－42－3296

　新たな採取計画に係る事前協議書が事業者から提出
されたことを受けて、町民の皆さんと意見交換会を開
催します。前回（10/14）おいでになれなかった方は、
ぜひこの機会にご参加ください。
●日時／10月25日（火）　午後₇時～₈時30分
●場所／役場　議事所
●問／企画課企画係　☎72－4523

がん検診を受診しましょう!!
～がん検診　愛する家族への　贈りもの～

ユネスコ無形文化遺産提案記念事業
「第57回遊佐町民俗芸能公演会」

「求職者のための相談会」を
開催します！

第２回　介護講座のお知らせ

生涯学習センター展示事業
ゆざベテランズ・カレッジ受講生作品展

山形考古学研究会
遊佐大会のご案内

臂曲岩石採取事業計画に関する
意見交換会の開催について



お し ら せ 号
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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

　今年度最後の町民ウォーキングです。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／10月30日（日）　午前₈時30分集合
●集合場所／高瀬地区まちづくりセンター
●持ち物／水筒雨具など（雨天でも歩きます）
●コース／₅キロ、10キロ
●問・申／町民体育館　☎72－5454

●日時／11月13日（日）　午後₂時～₅時
●場所／参加者にお知らせします
●対象／どなたでも 
●定員／15名
●内容／葦原に生息し、絶滅が心配される猛禽類チュ

ウヒの観察会
●講師／長船裕紀（自然保護専門員）
●費用／一人300円 （保険代、資料代）
●申込期限／11月10日（木）　午後₅時まで
●持ち物／飲み物、双眼鏡、懐中電灯　※貸出可
●問・申／猛禽類保護センター活用協議会
　　　　　☎64－4681　E-mail：moukin@raptor-c.com

　登山をしながら金峯山の紅葉、草木や木の実など秋
の自然を楽しみます。山頂から見える景色も最高です。
●日時／10月28日（金）　午前₉時45分～午後₃時
　　　　（受付：午前₉時30分～）
●費用／20円（保険代）
●対象／一般成人
●定員／20名
●申込締切／10月26日（水）　午後₅時
●問・申／金峰少年自然の家　☎0235－24－2400
　※詳しくはHPをご覧ください

●日時／10月29日（土）　午後₇時～₈時30分
●内容／「秋の夜空に輝く星雲・星座を味わおう！」
　　　　写真撮影もあり
　　　　雨・曇天時「クラフト：秋の星座キーホルダー」
　　　　（一人80円）
●対象／どなたでも
●持ち物／デジタルカメラ（希望者）、上着、飲み物
●問・事前申込／金峰少年自然の家　☎0235－24－2400
　※詳しくはHPをご覧ください

●日時／11月26日（土）　午前₉時～午後₃時15分
●内容／
　式典・全校合唱　　　午前₉時～10時₅分
　開祭・学年劇　　　　午前10時25分～午後₀時₅分
　職業科バザー・閉祭　午後₁時40分～₃時15分
　※一般の方の入場は式典後とさせていただきます。
●申し込み／なし。内履きをご持参ください。また、

当日は駐車場が大変混み合います。乗り合いにご協
力ください。
●問／鶴岡高等養護学校　☎0235－22－0581

●日時／10月16日（日）　午後₂時開場、
　　　　　　　　　　　午後₂時30分開演
●場所／語りべの館
●内容／アコースティックギター：吉川忠英
　　　　三味線：佐藤正一
●入場料／無料。入場券をお持ちください。
　※入場券については、下記までお問い合わせください。
●問／2016語りべの館コンサート実行委員会　伊藤
　　　☎080－1654－2232

●日時／11月13日（日）　午後₁時30分開場、
　　　　　　　　　　　午後₂時開演
●場所／吹浦まちづくりセンター（講堂）
●内容／ピアノの独奏、ピアノの伴奏による歌の独唱

を披露します。
　歌：佐々木弘子

「かやの木山の」「さくら貝の唄」「初恋」
「ある晴れた日に」ほか

　ピアノ：佐々木暁子
「愛の夢第₃番」「エディット・ピアフを讃えて」
「バラード第₁番」ほか

●入場料／無料。下記で整理券を配布しています。
●問／吹浦まちづくりセンター　☎77－2503

　『早起き・朝ごはん・躍動・早寝』
　～「躍動」する遊佐っ子を育むために～
●日時／11月13日（日）　午前₉時10分～11時20分
●会場／生涯学習センター ホール
●主催／ＰＴＡ連絡協議会・青少年育成協議会
●基調講演／

・講師：教育評論家　親
お や

野
の

　智
ち

可
か

等
ら

氏
・演題「家庭・学校・地域で子どもを伸ばすには？
　　　　～目から鱗

うろこ

の子育てと教育～」
★標語・子ども川柳作品発表、中・高校生のPTA

の活動・事例発表など
●対象／どなたでも

　当日は無料託児所も開設します。ご利用を希望す
る方は事前にお申し込みください。
●問・託児申し込み／教育課社会教育係
　　　　　　　　　（生涯学習センター内）☎72－2236

町民ウォーキング第７ステージ
「高瀬地区探訪コース」へのお誘い

猛禽類保護センター活用協議会　猛禽類観察会
「葦原の猛禽　チュウヒ」

大人のための エンジョイ金峯山登山

第６回 わくわくスターウォッチング

鶴岡高等養護学校30周年記念式典
ならびに鶴高養祭

2016語りべの館コンサート

吹浦防災センター竣工記念コンサート
「生涯学習の秋」

第15回 遊佐町子育てフォーラム
大会テーマ “心身ともに健全でたくましい子どもの育成”
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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

広
告

念珠ブレスレット手づくり教室念珠ブレスレット手づくり教室

検 索傳兵ヱ会館

自分だけのオリジナルブレスレットつくりを
体験してみませんか？

自分だけのオリジナルブレスレットつくりを
体験してみませんか？

酒田市東両羽町7－8
TEL 21－2424　FAX 24－0983

日　時　平成28年　10月18日（火）
　　　　　　　　　 11月22日（火）
　　　　　　　　　 12月 2日（金）
　　　　午前９時30分　開場
　　　　（午前10時～12時30分まで）
場　所　傳兵ヱ会館（遊佐店）
参加費　お一人様　1,000円（税込）
　　　　（参加費は材料代として）
定　員　約15名

ホームページからも確認できます

とっても楽しい時間が過ごせます

お問合わせ・お申込み先
でん かい かんべ え

【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。ご子弟が卒業
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。
●融資対象／大学・短大・高校・専門学校等の学資金、

住居・生活資金など
●融資限度額／1,000万円
●融資金利（固定金利・保証料を含む）／
　年2.30％～3.45％
●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。

【生活応援ローン】
　遊佐町と労働金庫が協力し低利で融資する制度です。
自動車購入・教育資金・医療費・冠婚葬祭・テレビ・
エアコン購入費・除雪機購入・リフォーム資金・借財
返済等、生活資金全般にご利用いただけます。
●対象者／会社や商店に₁年以上お勤めの方で、労働

組合がない、または、職場に融資制度のない方
●融資限度額／150万
●融資金利／年3.2％（固定金利・保証料率年1.2％含む）
●保証／労働金庫指定の保証機関の保証が必要です。

※どちらも平成29年₃月末までにお申込みを受付し、
₃月末まで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

新聞に学ぶ「伝わる文章」の書き方
　放大山形ＳＣ客員教授　山本陽史 氏
　　　　　　　　　　　　（山形大基盤教育院教授）
●日時／11月13日（日）　午後₁時30分～₃時
●場所／酒田市　生涯学習施設「里仁館」
●参加費／無料
●問・申／放送大学山形学習センター
　　　　　☎023－646－8836　FAX023－646－8838

　県民健康・栄養調査は、健康増進の総合的な推進を
図るための基礎資料となる重要な調査です。調査対象
地区の方はご協力をお願いします。
●調査時期／11月
●調査地区／₁地区（無作為抽出）
●内容／①栄養摂取状況調査
　　　　②健康と生活習慣に関するアンケート調査
●問／庄内保健所保健企画課　☎0235－66－4932
　　　（県庁）健康長寿推進課　☎023－630－2919

　アーク溶接およびガス溶接の技術習得を図る研修を
開催します。
●日時／アーク溶接：11月17日（木）～19日（土）
　　　　　　　　　　午前₉時～午後₅時
　　　　ガ ス 溶 接：11月25日（金）～26日（土）
　　　　　　　　　　午前₈時30分～午後₅時
●受講料／アーク溶接：12,080円　ガス溶接：9,864円
●受講対象者／県内在住の農業者
●募集人数／各40名
●申込方法／申込書に必要事項をご記入のうえ、下記

までお申し込みください。申込締切は10月31日（月）
となります。
●問・申／山形県立農林大学校研修部【緑風館】
　　　　　☎0233－22－8794　FAX0233－23－7537
　　　　　E-mail：kenshu@ynodai.ac.jp

※詳細はHP（http://agrin.jp）の「注目情報」を
ご覧ください。

●日時／10月22日（土）　午前₈時50分～午後₂時10分
●場所／酒田特別支援学校体育館・校内
●内容／午前：ステージ発表、
　　　　午後：さかとく市（バザー）・作品展示
●問／酒田特別支援学校　教頭　伊藤　☎34－2019

ふるさと奨学ローン・
生活応援ローン

放送大学山形学習センター出張市民講座
「出前でキャンパス」

県民健康・栄養調査を実施します

県立農林大学校
「溶接技術研修」のご案内

2016酒特フェスティバル
～99人のオリジナルステージ～　元気・協力・挑戦
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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

がんばった人にマル

入札結果９月分 ＊契約金額には、消費税が
　含まれています。

◎総務課
●舞台集落防火水槽・ポンプ庫整備工事
期　間　平28／9／5～平28／12／26　契約金額　8,748,000円
契約者　赤塚建設工業株式会社

［その他の入札参加者］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

●日時／11月₅日（土）　午前10時～午後₅時
　　　　　　₆日（日）　午前10時～午後₄時
●場所／山形国際交流プラザ（山形ビッグウイング）
●内容／健康・医療・介護予防に関する各種イベント、

セミナーの開催、健康度チェックコーナーや相談ブ
ースなどの設置、適塩弁当の販売など
●入場料／無料
●問／やまがた健康フェア2016実行委員会事務局
　　　☎023－630－2919　FAX023－630－2271

やまがた健康フェア2016

○8月27日（土）、28日（日）
　第20回コマツ・コーポレーション杯争奪　学童新人
野球大会

　　第３位　遊佐野球スポーツ少年団
○8月28日（日）
　酒田市・遊佐町スポーツ少年団交流大会剣道競技
　　男子４年生以下の部　準優勝　本間　幹野
　　女子５，６年生の部　優　勝　鈴木　望愛
　　　　　　　　　　　　第３位　髙橋　亜唯子
　　男子団体
　　準優勝　遊佐町剣道スポーツ少年団Ａチーム
　　　　　　（大宮・髙橋・今野・小林・青山）
　　第３位　遊佐町剣道スポーツ少年団Ｂチーム
　　　　　　（土門・本間・金子・石垣・齋藤）
　　女子団体
　　優　勝　遊佐町剣道スポーツ少年団Ａチーム
　　　　　　（髙橋・白崎・鈴木）
　　準優勝　遊佐町剣道スポーツ少年団Ｂチーム
　　　　　　（佐藤・石垣・阿部）
○9月4日（日）
　全荘内少年剣道大会
　　女子個人戦小学生の部　準優勝　鈴木　望愛
　　　　　　　　　　　　　第３位　髙橋　亜唯子
　　小学生団体の部
　　準優勝　遊佐町剣道スポーツ少年団Ａチーム
　　　　　　（鈴木・土門・今野・髙橋・青山）
　　第３位　遊佐町剣道スポーツ少年団Ｂチーム
　　　　　　（髙橋・佐藤・大宮・阿部・金子）
　　第３位　遊佐町剣道クラブＡチーム
　　　　　　（小林・髙橋・石垣・白崎・齋藤）
○9月11日（日）
　第25回山形県健康福祉祭
　ときめき　ねんりんピック　グラウンド・ゴルフ大会
　　男子　第10位　高橋　秀雄（西遊佐支部）
○9月11日（日）・19日（月）
　第35回酒田飽海サッカースポーツ少年団新人大会　
兼　2016山形県４種新人サッカー大会酒田地区予選

　　優　勝　遊佐サッカースポーツ少年団
○9月12日（月）
　旧飽海ＧＧ４団体役員、普及指導員研修会
　（グラウンド・ゴルフ交流大会）
　　第１位　佐藤　　浩（吹浦支部）
　　　　　　　　　　　　　　※ダイヤモンド賞達成
　　第４位　菅井　康彦（西遊佐支部）
　　第６位　成沢　政晴（高瀬支部）
○9月16日（金）
　第７回いろり火の里杯グラウンド・ゴルフ交流大会
　　第２位　佐藤　孝美（遊佐支部）
○9月17日（土）
　地区新人総体（女子ソフトテニス）
　　個人戦　第２位　　尾形　里菜・石川　ひな子
　　　　　　第３位　　佐藤　友衣子・佐藤　凛
　　　　　　第３位　　石垣　愛海・高橋　煕妃
　　　　　　ベスト８　今野　芽育奈・金野　華
　　団体戦　第２位　遊佐中女子ソフトテニス部
○9月18日（日）、19日（月）
　第36回酒田市川北地区スポーツ少年団野球大会
　　優　勝　遊佐野球スポーツ少年団
○9月19日（月）
　第36回山形県ジュニア体操競技選手権大会
　　Aクラス小低学年
　　個人総合　第４位　菅原　爽乃（遊佐小３年）
　　　　　　　　　　　　　　　　（※東北大会出場）

　　個人総合　第７位　阿曽　紗來（遊佐小３年）
○9月19日（月）
　奥の細道少年剣道大会
　　小学生団体戦　女子の部
　　優　勝　高瀬道場（佐藤・石垣・阿部）
　　準優勝　遊佐町剣道スポーツ少年団
　　　　　　（白崎・髙橋・鈴木）
　　男子の部
　　第３位　高瀬道場（髙橋・髙橋・金子・石垣・齋藤）
　　個人戦
　　小学生女子５年生の部　準優勝　阿部　　奏
　　　　　　　　　　　　　　　　　（高友館）
　　　　　　　　　　　　　第３位　石垣　麻結
　　小学生男子５年生の部　優　勝　大宮　輝星
　　　　　　　　　　　　　準優勝　土門　未來
　　　　　　　　　　　　　第３位　金子　東磨
　　　　　　　　　　　　　　　　　（高友館）
　　小学生女子６年生の部　準優勝　鈴木　望愛
　　小学生男子６年生の部　準優勝　青山　　響
○9月22日（木）、25日（日）
　第40回清水屋杯　ミニバスケットボール大会
　　男子　　
　　優　勝　あすなろPHENIXミニバスケットボールスポーツ少年団
　　女子
　　準優勝　YUZAgirlsミニバスケットボールスポーツ少年団
○9月24日（土）
　第24回　眺海の森グラウンド・ゴルフ交流大会
　　第７位　佐藤　重幸（吹浦支部）
○10月1日（土）
　第24回山形県民スポーツフェスティバル
　山形県少年少女スポーツ交流大会剣道競技
　　少年の部　Ｂブロック
　　準優勝　遊佐町剣道スポーツ少年団
　　　　　　（小林・土門・今野・大宮・青山）
　　少女の部　Ｂブロック
　　優　勝　遊佐町剣道スポーツ少年団
　　　　　　（白崎・髙橋・鈴木）

※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させていただいております。


