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広 報

お知らせ NO
VE
MB
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₂₀₁₆
No.₅₁₁ ₁₅₁₁

鳥海
温泉 お気軽に

お問い合わせください

〒999‒8521 山形県飽海郡遊佐町吹浦字西浜 2‒76

☎0234‒77‒3711

2,500円2,500円
1,200円1,200円
500円500円

2,500円2,500円

2016年12月17日（土）

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

場所／遊楽里１階文化ホール
時間／18：00～20：00

大　人大　人 皆様にドリンクバーが
付きます♪

皆様にドリンクバーが
付きます♪1,200円1,200円小学生小学生

前売チケット
好評発売中!!
前売チケット
好評発売中!!500円500円幼　児幼　児

（税込・入湯税込）

尚、当日券の販売はございませんので
お早めにお買い求めくださいませ。
尚、当日券の販売はございませんので
お早めにお買い求めくださいませ。
定員になり次第締め切らせて
いただきます。
定員になり次第締め切らせて
いただきます。

休前日 1,080円（税込）増しです。
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クリスマス
ディナーバイキング

クリスマス
ディナーバイキング

あぽん西浜 とりみ亭
次回の休館日は11/28（月）です
次回のサービスデーは11/26（土）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

大好評販売中!!

あぽん西浜
あぽんバス

ご不明な点がございましたら、あぽん西浜までお電話下さい。

をご存知ですか？
あぽん西浜では、月～金の間、
送迎のバスを運行致しております。
月曜日　吹浦・高瀬
火曜日　吉出・野沢・藤井
水曜日　遊佐町内
木曜日　蕨岡
金曜日　稲川・西遊佐

1,200円
830円

平牧カツ定食
おすすめメニューおすすめメニュー

新メニュー新メニュー
750円なべやきうどん

トンタン麺

あったか～いあったか～い おいし～いおいし～い

　朝９時頃に各地区を回り、
夕方16時にあぽん西浜を
出発します。
　バスをご利用の条件として
お風呂と大広間（計610円）
のご利用が必要となります
（送迎バス自体は無料です）
　また、ある程度大通りまで
出てきて頂く必要があります。
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寒い季節に
身体の芯から温まる

この一杯!!

寒い季節に
身体の芯から温まる

この一杯!!

海鮮丼やそばの他
デザート付き♪
海鮮丼やそばの他
デザート付き♪

１日限定５食
ですので

お早めにどうぞ!
※土・日・祝日のみ
　各日11：30から販売致します

800円（税込）
●マーボーメン

1,200円（税込）
●ふらっと御膳
食堂

ラーメン「味の駅」

道の駅 鳥海

9：00～17：00☎77-3330

☎71-7222

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
サンセット十六羅漢 営業

時間

8：30～17：00営業
時間

9：00～17：00営業
時間

食堂・ラーメン味の駅 9：00～17：00営業
時間

11月～２月末まで冬期営業時間になります

　広報ゆざでは、今年も新春川柳コンテストを開催し
ます。来年は酉年。鳥といえば、大空を自由に飛ぶ姿
が印象的です。そこで、今年のテーマは「飛」。「飛翔」

「飛躍」のイメージをテーマとし、新年にふさわしい
₅・₇・₅を募集します。
●テーマ／「飛」

　作品に「飛」という言葉、または「飛」を連想さ
せるもの（例：飛行機、翼、はばたき、など）を必
ず入れてください。
●応募規定／

○遊佐町に住所を有する方、または町内の事業所で
働いている方

○本人創作で未発表のもの
○投稿は₁人₂句まで
●応募方法／住所・氏名・年齢・電話番号を必ず明記

のうえ、下記までハガキ、メール、ＦＡＸのいずれ
かでご応募ください。
応募先：〒999－8301　遊佐字舞鶴211
　　　　遊佐町役場企画課企画係　FAX72－3315
メールアドレス：koho@town.yuza.yamagata.jp　
※広報ホットラインのハガキでのご投稿も可能です。
※テーマを無視したものや、住所・氏名・年齢・電話番号が

明記されていないものは無効となりますのでご注意ください。
※ペンネームも使用できますが、必ず本名もご記入ください。
●応募締切／11月30日（水）必着
●表彰／最優秀賞 ₁点　優秀賞 ₃点　特別賞 ₁点

副賞：図書カードと各川柳の内容に合わせた
　　　「面白いもの」

●発表／広報ゆざ平成29年正月号
　　　　（12月28日（水）発行予定）
●問／企画課企画係　☎72－4523

　毎年12月第₁日曜日に、西山地区内で松林保全のボ
ランティア作業を実施しています。
　皆さんの力で松林をきれいにしませんか？多くのご
参加をお待ちしています。
●日時／12月４日（日）　午前₈時30分～概ね₂時間
●作業内容／クロマツの枝打ち
●持ち物／動きやすい服装、軍手など
　　　　　（道具は貸し出します）
●集合場所／林道上藤崎線沿い松林
　　　　　　※実施箇所には旗を立てます。
●問／産業課水産林業係　☎72－4521（直通）

新春広報ゆざ
川柳コンテスト

西山地区森林整備
ボランティア募集
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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

平成28年度遊佐町住民健診　最終日程のお知らせ
　₄月から実施しています遊佐町住民健診も、残りの日程が少なくなってきました。健診を申し込まれて、ま
だ受診されていない方は、この機会にぜひ受診してください。
　また、健診を申し込まれていない方は、事前に電話でご連絡をいただければ受診することができます。ただ
し、各健診とも受入可能人数に制限がありますので、お早めに健康福祉課健康支援係までご連絡ください。
　なお、受診にあたっては、下記の「受診時の注意！」をご確認ください。
　住民健診は「ゆざ健康マイレージ」事業の対象となります。健診を受診してポイントを貯めましょう！

●酒田ドック健診・特定健診を受診される方／
　社会保険加入者の方は、事業所又は医療保険者

（保険証発行元）が発行する受診券がないと、基
本的な検査（身体計測・血液検査等）が受診でき
ません。受診券を持っていない場合は、事業所・
医療保険者に連絡し、発行の手続きをしてください。
※がん検診は加入している健康保険の有無にかか

わらず受診できます。
●医療機関で受ける特定健診について／

　遊佐町国民健康保険加入の40歳～74歳の方は、
町が契約する医療機関でも受診することができま
す。受診できる期間は、平成28年12月末日までで
す。詳細については、健康福祉課健康支援係にお
問い合わせください。
●子宮頸がん検診・乳がん検診を受診される方／

　子宮頸がん・乳がん検診は、町の検診として、
町が契約する医療機関でも受診することができま
す。左記の日程で受診できない方は、平成29年₂
月28日まで受診してください。受診できる医療機
関については、健康福祉課健康支援係までお問い
合わせください。
●健診票等を紛失された方／

　事前に送られていた健診票や検査容器を紛失さ
れた方は、再発行しますので、健康福祉課健康支
援係までご連絡ください。
●町の助成回数について／

　平成28年₄月から平成29年₂月までの₁年間で、
町が健診（検診）費用を助成する回数は、一つの
健診（検診）につき年₁回です。₂回目からは全
額自己負担となりますのでご注意ください。
●問／健康福祉課健康支援係　☎72－4111

●日時／平成29年₁月₈日（日）
　　　　午後₁時～受付、午後₂時～式典開始
●場所／生涯学習センター
●対象者／平成₈年₄月₂日から平成₉年₄月₁日

までに生まれた方
●申し込み／平成28年11月₁日現在、遊佐町に住所が

ある方は申し込みの必要はありません。就職・進学
などで住所を移動している方は11月25日（金）までに
電話で申し込みください。12月初旬に成人式の案内
を発送予定です。（広報11月₁日号にも掲載してお
ります）
●問／総務課総務係　☎72－5880

●試験日／平成29年₁月14日（土）
●試験場所／遊佐町役場
●試験内容／教養試験、職場適応性検査、
　　　　　　作文および面接
●採用人数／₁名
●受験資格／保健師有資格者（平成29年₃月まで

資格取得見込者を含む）で、昭和62年₄月₂日
以降に生まれた人で通勤可能な人
●受験手続／申し込み用紙は総務課にあります。

郵送請求の場合は、封筒に「職員試験申込書請
求」と朱書きし、120円切手と宛先を明記した
用紙を同封してください。
●申し込み／12月15日（木）必着で下記問い合わせ

先までお申し込みください。
●問／〒999－8301　遊佐町遊佐字舞鶴211
　　　遊佐町総務課総務係　☎72－5880（内212）

平成29年　遊佐町成人式遊佐町職員（保健師）募集

受診時の注意！今後の日程
○酒田ドック健診・がんセット検診（40歳以上の男女対象）

○特定健診・胃がん・大腸がん・肺がん検診（40歳以上の男女対象）

○子宮頸がん検診（20歳以上の女性）　乳がん検診（40歳以上の女性）

○わかば健診（20歳～39歳の男女対象）

日　程 健診会場 受付時間
11月30日（水）【女性日】

庄内検診
センター

（酒田市東町）

午前₈時20分
　～₉時20分

12月₁日（木）
　【男女とも受診可能】
12月₃日（土）【男性日】

日　程 健診会場 受付時間
11月19日（土）

町民体育館 午前７時～₉時30分
11月21日（月）
11月24日（木）
11月25日（金）
11月29日（火）

日　程 健診会場 受付時間

11月28日（月） 庄内検診センター
（酒田市東町） 正午～午後₀時30分

日　程 健診会場 受付時間

11月28日（月）
※　　　　　

庄内検診
センター

（酒田市東町）

男性：午前₉時
　　　　～10時30分
女性：午後₁時30分
　　　　～₂時00分

※子宮頸がん検診も受診される方は受付時間が正午
～₀時30分となります。

※上記日程で都合がつかない方は、酒田ドック健診、
特定健診の日程でも受診できます。ただし、特定
健診の日程で受診する場合、視力検査・子宮頸が
ん検診・骨粗鬆症検診は同時に受診できません。
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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

　11月30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／11月30日（水）
　　　　町県民税　　　　　　　　₃期
　　　　国民健康保険税　　　　　₅期
　　　　介護保険料　　　　　　　₅期
　　　　後期高齢者医療保険料　　₅期
●問／町民課納税係　☎72－5411

　障がい（身体・知的・精神）に関する手帳をお持ち
でなくても、次の方は税申告の際に（特別）障害者控
除が受けられます。

①要介護認定において障害高齢者ランクが高いと判
断された方

②要介護認定において認知症ランクが高いと判断さ
れた方

　控除を受けるには、事前に申請が必要です。認定後
「障害者控除対象者認定書」が交付されます。詳しくは、
下記問い合わせ先までご連絡ください。　
●問／健康福祉課介護保険係　☎28－8251

　ｅ
エ ル タ ッ ク ス

ＬＴＡＸは、地方税における手続きを、インター
ネットを利用して電子的に行うシステムです。

　ｅＬＴＡＸに関する、詳しい情報はＨＰをご覧ください
（ｅＬＴＡＸ地方税ポータルシステム）　http://www.eltax.jp/
●ヘルプデスクへのお問合わせ／0570－081459
●ｅＬＴＡＸをご利用できる時間／
　８：30～24：00（土日祝、年末年始は除く。）
●問／一般社団法人　地方税電子化協議会

　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
₉月に75歳、10月に65歳になられた皆さまへ、11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／
　　₉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
　　10月に65歳になられた方　・・・

介護保険料の納入通知書
●納付日／11月30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

　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

　※詳しくは、下記までお問い合わせください。
●問・予約／町民課町民係　☎72－5885

　館内の蔵書点検・整理のため、下記の期間は休館い
たします。利用者の皆さまには大変ご不便をおかけし
ますが、ご理解とご協力をお願いします。なお、本の
ご返却は正面玄関左側の返却ポストをご利用ください。
●期間／12月₁日（木）～₈日（木）
●問／町立図書館　☎72－5300

　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／12月₂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）
●内容／面談による相談。予約不要、当日会場にお越

しください。
●参加費／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）

町税等納期のお知らせ

75歳、65歳になられた皆さまへ

サンデー窓口のご案内

蔵書点検・整理に伴う図書館休館

地方税の申告は eLTAX で！

「求職者のための相談会」を
開催します！

要介護認定を受けた方の
税法上の障害者控除について

　平成29年１月から、国と地方にそれぞれ提出する
義務のある源泉徴収票・給与支払報告書の電子的提
出の一元化が始まります。
　これにより、PCdeskで給与支払報告と源泉徴収票
の統一様式に１回入力いただくだけで、給与支払報
告書と源泉徴収票のそれぞれのデータが作成され、
給与支払報告書のデータが市町村に、源泉徴収票の
データが国税庁に届けられることになります。

手続きは
自宅や

オフィスから

ｅＬＴＡＸの
サービスは

無料

複数の
地方公共団体へ

まとめて一度に送信
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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

　暖房器具を使用する季節になると、一般家庭のホー
ムタンクや事業所のタンクから、灯油などの油類の流
出により、河川などを汚染する事故が多発します。そ
の原因の多くは、作業中の不注意によるものです。
　環境への影響、火災の恐れはもちろんですが、流出
した油の回収には多くの人手とオイルフェンスや吸着
マット等の費用が必要となり、その費用は油を流した
当事者が負担することになります。油の流出を防ぐた
め、一人ひとりが次のことに注意しましょう。
１．その場を離れない、目を離さない

　タンクから灯油を小分けするときは、絶対にその
場を離れない。バルブの閉め忘れにも注意しましょ
う。
２．定期点検を怠らない

　タンクや配管に亀裂・損傷がないか、定期的に点
検しましょう。
３．こまめに除雪する

　積雪で配管の場所が分からなくならないよう、タ
ンクの周りの除雪をこまめに行い、除雪作業中に配
管を破損しないように注意しましょう。
※油が流出してしまったら、１１９へ通報してくだ

さい。
●問／消防署遊佐分署　　☎72－4100
　　　地域生活課環境係　☎72－5881

　ハウスや雨よけテント、マルチなどに使用したビニ
ールフィルムなどの使用済み資材は排出する農業者が
自ら責任を持って処理することが法律で義務付けられ
ています。野焼きや、不法投棄は、処罰の対象となり
ます。JA庄内みどりで実施する集団回収を利用したり、
産業廃棄物処理業者に搬入するなどして、環境にやさ
しい農業を推進しましょう。
　今年度は下記のとおり集団回収を実施します。
●日時／11月25日（金）
　　　　　　遊佐園芸資材センター（西遊佐資材店舗）
　　　　11月28日（月）　遊佐資材店舗
●時間／午前₉時から午後₃時まで（共通）
●問／遊佐町農業用使用済プラスチック適正処理
　　　推進協議会（産業課内　☎72－5882）

　デマンドタクシーの利用促進のため、12月₁日から
12月30日までの間、通常11枚の回数券を14枚に増やし
て販売します。ただし、この期間に販売した回数券の
有効期限は平成29年₂月28日までとさせていただきま
す。
※通常の有効期限のない11枚つづりの回数券もお求め

いただけます。
●販売／ＪＲ遊佐駅内デマンド予約センター
　　　　デマンドタクシー車内
●問／産業課産業創造係
　　　☎72－4522

　労働保険の加入手続きはお済みですか？労働保険と
は、労災保険と雇用保険とを総称した保険であり、労
働者を₁人でも雇用している事業主は加入する義務が
あります。労働保険は、労働者が業務上や通勤途上で
被災した場合の保険給付や、失業した場合に支給する
保険給付を行うもので、職場の安全、雇用の安全を図
るために重要な役割を果たしています。従業員、パー
トタイマー、アルバイトなど労働者を１人でも雇って
いれば、今すぐ、労働保険に加入しましょう。
●問／山形労働局労働保険徴収室　☎023－64－8225

または、最寄りの労働基準監督署・公共職業安定所
まで

　厚生労働省ＨＰ　http://www.mhlw.go.jp/

　毎年12月₁日は『世界エイズデー』です。エイズ･
ＨＩＶのまん延の防止、またエイズ感染者への偏見･
差別の解消を呼びかけています。
　現在、ＨＩＶ感染者･エイズ発症者は、日本国内で
₁日に約₄件報告されるペースになっています。感染
しているかどうかは検査をしないとわかりません。こ
の機会にぜひＨＩＶ検査を受けてくださいますようお
願いします。
　なお、通常検査日は毎週火曜日午前₉時30分～正午
です。こちらも電話での予約が必要となります。
●日時／11月29日（火）　午前₉時30分～午後₈時

※正午まではＨＩＶを含め、性器クラミジア、Ｂ型
肝炎、Ｃ型肝炎の検査を実施します。

※ＨＩＶ検査については検査後、約₁時間で結果を
お知らせします。

●場所／庄内保健所（庄内総合支庁 東庁舎）₂階
　　　　健康相談室
●問・予約／庄内保健所　☎0235－66－4920
　　　　　　（電話での事前予約が必要です）

油の流出事故を防ぎましょう！11月は農業用使用済プラスチックの
適正処理強化月間です

12／１～12／30 デマンドタクシー
お得な回数券を販売します

事業主の皆さまへ
労働保険の加入のお知らせ

HIV終日特別検査（無料・匿名）

検 索労働保険
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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

　スマート歩行者プロジェクトとは、「スマート」を
合言葉に「明るい色の衣服」と「夜光反射材」の着用
促進、左右の安全確認などの「安全横断」を広めよう
という交通事故防止運動です。子どもからお年寄りま
で、みんながスマート歩行者をめざし、道路横断中の
交通事故を防ぎましょう。詳細は遊佐町ＨＰから下記
ＵＲＬにアクセスしてください。
URL：http://www.town.yuza.yamagata.jp/living/

safety/traffic/3b520pd0906102845.html
●問／総務課危機管理係　☎72－5895

　今年も皆さまからご提供いただいた素敵な作品を展
示、入札していただきます。大人気の「おさがりボッ
クス」も同時開催いたします！
●日時／11月23日（水・祝）～12月₅日（月）
●場所／生涯学習センター　₃階　展示室
●内容／生涯学習センターで活動するグループ・個人

からご提供いただいた作品を展示し、来館者の皆さ
まから入札していただきます。収益金は、社会福祉
協議会に全額寄付させていただいております。また、

「おさがりボックス」の衣料等は開催期間中のみ事
務室で受付します。ぜひご活用ください。
●問／生涯学習センター　☎72－2236

　2017年版の県民手帳の販売を行います。県民手帳は
役場本庁舎₂階・総務課窓口にて販売しています。価
格は一冊600円です。
※できるだけお釣りが出ないようにご協力をお願いし

ます。
※農業日誌・ファミリー日誌・新農家暦の販売は行っ

ておりません。お近くの書店にてご注文ください。
●価格／県民手帳 600円（税込）
●問／総務課情報統計係　☎72－5893

　調理師法では、飲食店等において、調理の業務に従
事する調理師は₂年ごとに就業地の都道府県知事に

「調理師業務従事者届」を提出することとなっています。
●対象／学校、病院、事業所、社会福祉施設、飲食店

などで調理の業務に従事している方
●届出方法／届出用紙は、各保健所、県食品安全衛

生課、生活衛生同業組合等に配置しますので、平成
28年12月31日現在の状況を記入し、平成29年₁月13
日まで最寄りの保健所生活衛生課（室）に届け出てく
ださい。なお、県HPから電子申請することができ
ます。
●電子申請期間／平成29年₁月₁日（日）～
　　　　　　　　　　　　₁月15日（日）
●問／最寄りの保健所または県食品安全衛生課
　　　☎023－630－2329

●日時／11月19日（土）、12月10日（土）
　　　　午前₉時30分～正午
●場所／生涯学習センター　₂階大会議室
●参加費／無料
●定員／40名 
　この度、遊佐町生涯学習センターにて新しい取り組
みが始まります。その名も『くちビルディング選手権』。
　毎日わたしたちが食べて笑っておしゃべりするとき
に使っている、口の筋肉を鍛えて競う世代横断型の新
感覚スポーツ大会です。孤食や偏食、滑舌や飲みこみ
等、子供からお年寄りまで世代を越えて抱えている食
生活の問題を、スポーツ競技や遊びを通じて改善する
ことをめざしています。おいしいものをおいしく食べ
続けたい！という方、ぜひぜひご参加ください♪
●問／生涯学習センター（担当：藤川）　☎72－2236

○「過重労働相談ダイヤル」（無料）を全国一斉に実
施します

　フリーダイヤル：☎0120－794－713
　実施日時：11月₆日（土）　午前₉時～午後₅時
○夜間の労働相談にも対応します
　フリーダイヤル：☎0120－811－610
　相談時間：月・火・木・金　午後₅時～10時
　　　　　　土・日　　　　　午前10時～午後₅時
　労働者の方、ご家族の方、企業経営者の方など、労
働条件でお悩みの方はどなたでもご利用いただけます。
平日の午前₈時30分～午後₅時15分までは、山形労働
局または最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
●問／山形労働局　☎023－624－8222

歳末助け合い展&
おさがりボックス

2017年版 やまがた県民手帳
販売中！

「調理師業務従事届」のお知らせ

超 新感覚!?
笑える予防医療系スポーツ
くちビルディング選手権

毎晩遅くまで働いている方はいませんか？
～11月は「過重労働解消キャンペーン」期間です～

スマート歩行で交通事故を防ぎましょう！
～スマート歩行者プロジェクト～

お詫びと訂正
平成28年11月1日号にて誤りがありました。お詫び
して訂正します。
　休館日のご案内（11月）
　あぽん西浜
　誤）14日㈫・28日㈫　　正）14日㈪・28日㈪
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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

●日時／12月₉日（金）、10日（土）
　　　　午後₆時開場、午後₆時30分開演
●場所／生涯学習センターホール
●あらすじ／年に一度の祭りの日。男衆は神輿を担ぎに

行き、お囃子が遠くで鳴っている。家で彼らを迎える
支度をしつつも、女たちの胸の内には不安が燻っていた。
東京で暮らすミドリが昨日、何の連絡もなしに帰って
きたのだ。「何かあったの？東京で」「・・・・別に」
言いたい事情と言えない事情を抱えつつ、家族はど
こへ向かうのか。女の人生は楽じゃない！
●入場券／前売り1,000円、当日1,200円
　　　　　（中学生以下無料）
●チケット取り扱い／生涯学習センター、ブックスほんま
●問／ゆざ演劇研究会　飯塚　☎080－5525－4886
　　　E-mail：yuzageki@gmail.com

　庄内在住の外国出身者の方々が、家族や友だちのこ
と、仕事や学校のことなど、日本で生活して感じたこ
と、不思議に思ったことなどを日本語で発表します。
●日時／11月20日（日）　午前10時～午後₀時30分
●場所／出羽庄内国際村ホール（鶴岡市）
●入場料／無料
●問／遊佐町日本語講座（生涯学習センター内）
　　　☎72－2236

　遊佐中学校吹奏楽部の皆さんが心を込めて演奏しま
す。楽しいステージにしますので、皆さまぜひおいで
ください。
●日時／12月₃日（土）　午後１時開場、
　　　　　　　　　　　午後１時30分開演
●場所／遊佐中学校　１階オープンスペース
●参加費／無料
●申し込み／当日会場へおいでください。
●問／遊佐中学校　担当：佐藤　☎72－2820

　就農後₅年目程度までの若手農業者を対象に、先進
的農業経営者等による講義と経営計画作成演習を実施
し、農業経営者としての判断力や実践力を高めるため
の講座です。
●期日／11月29日（火）、12月₈日（木）、12月26日（月）
●募集人員／20名程度
●会場／山形県立農林大学校　短期研修施設「緑風館」
　　　　（新庄市）
●受講料／無料
●問／山形県立農林大学校 研修部
　　　新庄市大字角沢1366　☎0233－22－8794
　　　E-mail：kenshu@ynodai.ac.jp
　詳細は「やまがたアグリネット」（http://agrin.jp）
をご覧ください。

　お祭りや地域の芸能で吹かれている日本古来の楽器
「篠笛」。しっかり音を出し、簡単な曲が吹けるように
なるまでの基礎講座です。日本を代表する篠笛奏者の
指導を受けられる貴重な機会！ぜひご参加ください。
●日時／平成29年₁月₈日（日）　午後１時～
●会場／田田の宿研修センター（三川町）
●対象／小学校₄年生～大人　先着20名

※親子でも参加できます。
●講師／狩野泰一（篠笛奏者）
●受講料／無料
●楽器／六本調子唄物（プラスティック管 2,600円）
　　　　楽器をお持ちの方は持参してください。
●問／山形箏曲「彩音会」　特別講座係
　　　☎090－9425－8824

●日時／12月11日（日）　午前₈時30分～正午
●場所／酒田市内 
●内容／国指定最上川河口鳥獣保護区での水鳥と猛禽

類の観察。
●持ち物／双眼鏡（貸出可）、行動食、飲み物
●費用／一人300円（保険料、資料代）
●申し込み／12月₈日（木）午後₅時まで下記問い合わ

せ先にお申し込みください。
●問・申／猛禽類保護センター　☎64－4681
　　　　　E-mail：moukin@raptor-c.com

第54回 県民芸術祭参加　
第45回 遊佐町芸術祭参加

ゆざ演劇研究会定期公演「まほろば」

平成28年度文化庁文化芸術振興費補助金（伝統文化親子教室事業）
箏　日本の楽器体験教室

＜篠笛 特別講座＞ ～篠笛を吹いてみよう～

鳥海イヌワシみらい館　猛禽類観察会
「最上川河口鳥獣保護区」

第6回日本語スピーチコンテストin庄内

遊佐中学校吹奏楽部
第６回定期演奏会

平成28年度農業経営力養成基礎講座
受講生募集!!

●日時／11月25日（金）　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）
●内容／☆クリスマスリースを作ろう！
　　　　☆歌あそび・手あそび
　　　　☆パネルシアター　☆絵本のよみきかせ
　　　　楽しみに来てくださいね‼
　　　　※親子共上履きを
　　　　　ご持参ください　　
●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
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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

●日時／11月26日（土）　午前₉時40分～受付、
　　　　　　　　　　　午前10時～午後₄時30分
●場所／霞城セントラル　₃階大会議室ほか（山形市）
●参加費／無料
●申し込み／11月22日（火）まで下記HPか申込書より

お申し込みください。申込書はHPよりダウンロー
ドできます。
●問／公益財団法人　山形県国際交流協会（AIRY）
　　　☎023－647－2560　FAX023－646－8860
　　　HP：http://www.airyamagata.org/

　助けあい組織 “すけっとみどり” が、高齢者が住み
慣れた地域で、いきいきと自分らしく暮らすことがで
きるように、「今、私たちにできる事は何か」を学ぶ『チ
ャレンジ！元気塾』を開催します。地域で何か活動し
たいと考えている皆さん。自身の健康やセカンドライ
フも見つめながら一緒にチャレンジしてみませんか。

●時間／午前10時～正午（各回）
●場所／ JA庄内みどり酒田ひがし支店
　　　　（酒田市手蔵田字仁田116－2）
●定員／30名（地域住民なら男女を問わずどなたでも）
●会費／₁回 200円（資料・保険代）
●申し込み／参加希望の方は下記まで住所・氏名・年

齢・電話番号を☎またはFAX、E-mailにて申し込
みください。（各開催日₃日前まで）
●問・申／すけっとみどり事務局　☎24－5411
　　　　　FAX24－5413（ＪＡ庄内みどり福祉課内）
　　　　　E-mail：noriko-doi@ja.midorinet.or.jp
　　　　　（担当：土井）

体験！実践！国際理解
実践フォーラム2016

～山形から世界を見てみよう！～ ●日時／12月11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／12月₃日（土）まで町民体育館
　　　　　☎72－5454　FAX72－2811　へ

●日時／12月20日（火）　午後₆時開場、
　　　　　　　　　　　午後₆時30分開演
●場所／山形テルサ　テルサホール
●参加費／入場無料、自由席（整理券が必要です）
●申し込み／インターネットまたは往復ハガキにて、

11月28日（月）まで応募してください。FAXでの応
募受付はしておりません。応募要領の詳細は、ポス
ター・チラシ、第₆師団HPをご覧ください。
●問／陸上自衛隊第₆音楽隊
　　　☎0237－48－1151（内線5475）
　　　インターネット「第₆師団」で検索

　県議会では、地域の課題や施策等について地元議員
が審議を行う地域議員協議会を開催します。県議会の
活動を身近で傍聴できる良い機会ですので、傍聴を希
望される方は当日会場でお申し込みください。
●日時／11月18日（金）　午前10時～
●場所／庄内総合支庁　講堂（三川町）
●問／県議会事務局政策調査室　☎023－630－2845

●日時／12月15日（木）　午後₁時30分～₄時
●場所／庄内総合支庁（三川町）
●申し込み／相談日の前日まで下記問い合わせ先へお

申し込みください。先着₄名。
●問／県営住宅指定管理者　株式会社西王不動産
　　　庄内事務所　☎0235－66－3210

●日時／11月30日（水）　午後₅時～₇時
●場所／酒田勤労者福祉センター₂階（酒田市）
●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・申し込み／土日祝日を除く午前₉時～午後₅

時に下記問い合わせ先までご連絡ください。
●問／山形県司法書士会酒田支部　担当：髙橋
　　　☎43－4000

第35回親子・第43回少年卓球大会
参加者募集

第１回陸上自衛隊第６音楽隊
青少年コンサート

地元選出の県議会議員による
地域議員協議会を開催

地域で何かをしたいあなたへ
『チャレンジ！元気塾』参加者募集

弁護士による住まいに関する
無料法律相談

司法書士無料法律相談

回数 開催日 内　容

1 11月29日（火） 情勢報告・体力測定
転倒予防体操の実践

2 12月16日（金） 転倒予防体操の実践
福祉用具の紹介と車椅子体験

3 平成29年　　
１月13日（金）

転倒予防体操の実践
認知症高齢者の接し方
介護技術研修（移乗）

4 平成29年　　
１月27日（金）

転倒予防体操の実践・指導
尿失禁予防について
体力測定・まとめ
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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

がんばった人にマル入札結果10月分 ＊契約金額には、消費税が
　含まれています。

◎総務課
●遊佐町防災行政無線白木局デジタル化工事
期　間　平28／9／13～平29／2／17　契約金額　3,736,800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、日本無線株式会
社東北支社、山形通信設備株式会社庄内営業所
●西遊佐防災倉庫・車庫建築工事
期　間　なし　契約金額　なし
契約者　なし

［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、伊藤建設株式会社、金子建業株式会社、協栄建
設株式会社、有限会社菅原建設

◎企画課
●平成28年度高瀬峡林道舗装工事
期　間　平28／11／2～平28／12／16　契約金額　3,888,000円
契約者　有限会社菅原建設

［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、ヤマ
五建設株式会社

◎産業課
●平成28年度町有林間伐・作業道整備業務委託
期　間　平28／10／5～平28／12／15　契約金額　1,620,000円
契約者　荒生木材有限会社

［その他の入札参加者］有限会社遠田林産、北庄内森林組合
●平成28年度秋季松くい虫被害木調査業務委託
期　間　平28／10／5～平28／11／30　契約金額　2,775,600円
契約者　北庄内森林組合

［その他の入札参加者］有限会社遠田林産、出羽庄内森林組合

◎地域生活課
●平成28年度遊佐特定環境保全公共下水道マンホールポンプ設置工事
期　間　平28／10／12～平29／2／22　契約金額　10,584,000円
契約者　環清工業株式会社

［その他の入札参加者］三和メイテック株式会社酒田営業所、敦井産
業株式会社酒田営業所、株式会社テイデイイー、東北電機鉄工株式
会社、株式会社メカニック、山形空調株式会社酒田支店
●平成28年度吹浦統合簡易水道事業直世配水場場内整備工事
期　間　平28／10／7～平29／1／31　契約金額　5,400,000円
契約者　ヤマ五建設株式会社

［その他の入札参加者］赤塚建設工業株式会社、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
●町道和田下長橋線栄橋補修工事
期　間　平28／10／14～平29／1／31　契約金額　6,048,000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
●町道遊佐稲川丸子線舗装補修工事
期　間　平28／10／14～平28／12／20　契約金額　25,596,000円
契約者　庄司建設工業株式会社

［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、株式会社髙橋工業所、土門建設
株式会社
●平成28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28／10／19～平29／2／28　契約金額　27,864,000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東北支店、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28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
地盤改良及び流量計室築造工事

期　間　平28／10／19～平29／2／28　契約金額　39,204,000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
会社髙橋工業所、土門建設株式会社
●平成28年度遊佐特定環境保全公共下水道実施計画業務委託（その１）
期　間　平28／10／27～平29／3／10　契約金額　10,368,000円
契約者　有限会社安野測量事務所

［その他の入札参加者］株式会社庄内測量設計舎、株式会社新光コン
サルタント庄内事務所、新和設計株式会社庄内営業所、株式会社大
和エンジニア、株式会社出羽測量設計
●平成28年度遊佐特定環境保全公共下水道管渠布設工事（第３工区）
期　間　平28／10／31～平29／3／10　契約金額　44,280,000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

◎教育課
●バス用スタッドレスタイヤ
期　間　平28／10／28～平28／11／18　契約金額　1,144,800円
契約者　有限会社西浜タイヤ

［その他の入札参加者］株式会社庄交コーポレーション酒田地区総括部、
有限会社齋藤モータース

○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
　　男子の部
　　第３位　吹浦ミニバスケットボールスポーツ少年団
○10月2日（日）
　第24回山形県少年少女スポーツ交流大会
　　ミニバスケットボール競技　男子
　　第３位　吹浦ミニバスケットボールスポーツ少年団
○10月8日（土）、9日（日）
　第43回酒田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　遊佐スポーツ少年団
○10月10日（月・祝）　遊佐町ロードレース大会
　※優勝者のみ掲載
　　小学校５年以下1.2kmロード
　　　男子　今野　涼太（藤崎小）
　　　女子　髙橋　　苺（吹浦小）
　　小学校６年生1.2kmロード
　　　男子　今野　快音（遊佐小）
　　　女子　菅原　　華（吹浦小）
　　中学１年３kmロード
　　　男子　伊藤　　翼（遊佐中）
　　中学１年２kmロード
　　　女子　高橋　理子（遊佐中）
　　中学2,3年３kmロード
　　　男子　伊藤　祐星（遊佐中）
　　中学2,3年２kmロード
　　　女子　今井　愛紺（遊佐中）
　　壮年（40歳以上）男子２kmロード
　　　髙橋　春一（上吉出）
　　一般男子７kmロード
　　　阿部　竜太（横町三）
○10月10日（月・祝）
　第11回鳥海あくみカップ
　　男子の部　優勝
　　あすなろPHENIXミニバスケットボールスポーツ少年団
　　女子の部　優勝
　　YUZAgirlsミニバスケットボールスポーツ少年団
○10月15日（土）
　平成28年度山形県新人体育大会テニス競技（北ブロック）
　　第３位　遊佐中学校男子ソフトテニス部
○10月15日（土）、16日（日）
　第12回日本海・酒田キャンプミニバスケットボール
交歓大会

　　男子の部　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
　　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
　　　　　　　ベスト５　菅原　華
○10月21日（金）
　山形県グラウンド・ゴルフ飽海ブロック第６回レディス大会
　　第２位　阿部　さつ枝（高瀬支部）
　　第10位　菅原　和子　（西遊佐支部）
○10月22日（土）、23日（日）、24日（月）
　全国障害者スポーツ大会
　　陸上　聴覚障害者男子２部
　　1,500メートル　第４位　池田　裕
　　200メートル　　第３位　池田　裕
○10月23日（日）
　第31回酒田地区少年少女バレーボール交流大会
　　準優勝　遊佐ビクトリーズスポーツ少年団
○10月23日（日）
　第50回荘内剣道錬成大会
　　小学校団体　第３位
　　　　　　　　遊佐町剣道スポーツ少年団Aチーム
　　　　　　　　　（土門・鈴木・髙橋・大宮・青山）
○10月30日（日）
　JFAレディース&ガールズサッカーフェスティバル
2016山形inさかた

　　第３位　ゆざ姫
○算数・数学チャレンジinやまがた
　　中学生の部　優秀賞　大宮　舞美

※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。


