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ベーカリー工房「ほっほ」
クリスマスオードブルクリスマスオードブル

●手作り牛すじ丼

土・日・祝＆冬季限定土・日・祝＆冬季限定

2017年福袋2017年福袋１月２日初売１月２日初売

無くなり次第終了となります。無くなり次第終了となります。

1,200円（税込）

3,000円（税込）
1,080円（税込）

700円（税込）

●ふらっと御膳

●鍋焼きうどん（漬物付）

●ほっほのパン福袋

土・日・祝のみ
各日11：30から販売

限定5食

5日前まで要予約

予約受付中‼

12月25日までの期間限定

※数に限りがございますのでお早めにどうぞ！ ＡＭ11：00から販売致します。

1月2日・3日の限定販売

1袋

※冬季限定 熱々うどんが
　身体を芯から温める!!

食堂ファーストフードコーナー

特産品売場

500円（税込）

●海産物福袋 1,620円（税込）
●レトルト食品福袋3,240円（税込）

●ふらっと福袋1,080円（税込）

★★★ 年末年始の営業★★★
12月31日
15：00
まで

1月1日

休業
1月2日

初売

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

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

次回の

とりみ亭

あぽん西浜

あぽん西浜 とりみ亭
休館日は12/27（火）です
サービスデーは 12/26（月）です

11：00～14：30
16：00～19：30

とりみ亭

（ラストオーダーは昼14：00、夜19：00となります）

クリスマス
　　　オードブル
3,000円

予約受け付け中!!予約受け付け中!! 5人前

特製

　大晦日23:30以降から粗品の進呈も
あります。
　その後、元旦の11:00からは新春行事
と、つきたてお餅の振る舞いがあります。
　各種福袋の販売もありますので、皆様、
奮ってご来館下さい。

毎年恒例の大晦日オールナイト営業

（
税
込
）

鳥海
温泉

山形県飽海郡遊佐町吹浦字西浜 2‒76
☎0234‒77‒3711

新春ディナーショー
期日 1月20日㊎ 会食／午後6時

開演／午後7時

会場

料金

「遊楽里」1F・鳥海文化ホール

東北6県ろ～る小!
（白崎映美：Vo＋伏見蛍：Gt）

前売り ￥13,000（お食事付・税込）
※宿泊ご希望の場合は、お一人様 6,000円（朝食付・税込）で承ります。

「遊佐町プレミアム旅行特産品ギフト」
御宿泊される皆様へ

期間 平成28年12月1日～平成29年3月15日まで
（期間中商品がなくなり次第終了）詳しくは当館まで

庄内弁の歌姫

朝倉さや
山形弁の歌姫

二大歌姫競演

平成29年

をお送りします！

年末年始中の各施設は以下のとおり休業・休館します。　「鳥海山・飛島ジオパーク」が日本ジオパークに認
定されたことを記念して、下記のとおり講演会を開催
します。講師は、日本ジオパークの認定審査において、
当地域の審査をしていただいた首都大学東京の菊地俊
夫先生からジオパークと地域振興について、また防災
の観点からは北海道大学名誉教授の宇井忠英先生より
ご講演いただきます。申し込みは不要ですので、ぜひ
ご参加ください！
●日時／12月21日（水）　午後２時～５時
●場所／鳥海温泉遊楽里　鳥海文化ホール
●内容／①開会セレモニー

②基調講演Ⅰ　菊地俊夫 氏（首都大学東京　
教授）

　演題「ジオパークと地域活性化」
③学習発表　にかほ市立上浜小学校６年生
　「ふるさとのキラリをみんなに広めよう
　　～「鳥海山・飛島」日本ジオパーク認定

おめでとう～」
④基調講演Ⅱ　宇井忠英 氏（北海道大学　
名誉教授）

　演題「岩屑なだれの発生とそれに伴う災
害」

●問／鳥海山・飛島ジオパーク構想推進協議会事務局
　　　☎0184-62-9777

祝！日本ジオパーク認定
鳥海山・飛島ジオパーク認定記念フォーラム 開催 年末年始の休業・休館日

施設名 休業・休館期間

遊佐町役場

12月29日㈭～１月３日㈫
※窓口臨時開設日：12月29日㈭・30日㈮
　午前８時30分～正午
戸籍・住民票・印鑑・課税・納税・所得等
の各種証明書の発行、マイナンバーカード
の交付業務および納税等の公金収納業務を
取り扱います。資産に関する証明（評価・
公課等）については発行できないものがあ
ります。通常の窓口業務内容とは異なりま
すので、ご了承ください。
※死亡届などの戸籍届は、年末年始休業期
間中も受け付けます。
※休業期間中のお電話は、☎72-3311（代
表）へ

生涯学習センター

12月29日㈭～１月３日㈫

町立図書館
子どもセンター
町内体育施設
各地区まちづくりセンター
旧青山本邸

スクールバス
12月29日㈭～１月３日㈫
※12月27日、28日、１月４日、５日の運
行は、土曜日と同様に、上りは７時便、下
りは12時頃の１便のみとなります。

デマンドタクシー 12月31日㈯～１月３日㈫
※29日、30日も運行します

ごみ収集
１月１日（日・祝）～１月３日㈫酒田地区広域行政組合

（ごみ処理施設）
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「第17回 山形ふるさとCM大賞」12月26日（月）午後７時～放送予定です。ぜひご覧ください。

　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
10月に75歳、11月に65歳になられた皆さまへ、12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／
10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
11月に65歳になられた方…介護保険料の納入通知書
●納付日／平成29年１月４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／金額に関して…町民課 課税係　☎72-5876
　　　納付に関して…町民課 納税係　☎72-5411

　売出し期間中、冬の市参加店で専用カードを配布し、
お買物500円毎に１個のスタンプを押します。スタン
プ10個集めて１回抽選ができます。
●売出し期間／12月22日（木）～31日（土）（10日間）
●抽選日時／平成29年１月４日（水）～５日（木）　午前
９時30分～午後５時
●抽選会場／ゆざっとプラザ（ＪＲ遊佐駅）１階、
ショッピングセンターエルパ
・景品として、「特等」旅行券、「１等」羽毛布団ほ
か高級食材セットや「商店賞」などを準備してい
ます。空くじなし。
・冬の市参加店や景品についての詳しい内容は、12
月20日新聞折り込みのチラシをご覧ください。

●問／遊佐町商工会　☎72-4422

　平成29年１月４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／平成29年１月４日（水）
　　　　固定資産税　　　　　　　４期
　　　　国民健康保険税　　　　　６期
　　　　介護保険料　　　　　　　６期
　　　　後期高齢者医療保険料　　６期
●問／町民課納税係　☎72-5411

【所得税の申告書にはマイナンバーが必要です】
　平成28年分以降の所得税の申告書には、マイナン
バー（個人番号）の記載が必要となります。マイナン
バーを記載した申告書を提出する際は、本人確認書類
の提示または写しの添付が必要です。
【申告書作成会場を２月16日（木）に開設します】
●開設場所／酒田税務署（酒田市光ケ丘2-2-36）
●開設期間／平成29年２月16日（木）～３月15日（水）
　　　　　　《土、日を除く》
※会場開設前は、申告書作成会場を設置しておりません。

●問／酒田税務署　☎33-1450
　　　 （自動音声でご案内します）

　平成29・30年度の競争入札参加資格審査申請の受け
付けを、次の要領で行います。なお、申請書類等につ
いて、町のＨＰにも掲載しています。
●受付期間／平成29年２月１日（水）～28日（火）
　※郵送、持参どちらも可
●受付時間／午前９時～11時30分、午後１時～３時
●業種区分／○建設工事○測量・建設コンサルタント
等○物品役務等
●問・受付場所／〒999-8301　遊佐町遊佐字舞鶴211
　総務課財政係　☎72-5880（内線216）

　平成29年３月12日、道路交通法の一部改正により、
高齢者の運転免許更新時の講習制度が変わります。75
歳以上の運転者の方は、高齢者講習の前に認知機能検
査を受検します。その結果によって、医師の診断書の
提出を求められる場合があり、診断書の内容により運
転免許の継続が判断されます。詳細は町ＨＰ（下記URL）
からダウンロードください。
URL：http://www.town.yuza.yamagata.jp/ou/somu/

kikikanri/pd0812150744.html
●問／総務課危機管理係　☎72-5895

　現在、隣県において高病原性インフルエンザが発生
しています。もし、野鳥が死亡しているのを発見しま
したら下記のとおり対応をお願いします。
○自宅の庭など、身近な場所で野鳥が死んでいるのを
見つけたら、素手で触らないでください。
○野外で、複数の野鳥が死亡しているところを発見し
た場合は、下記までご連絡ください。
●問／庄内総合支庁環境課
　　　☎（平日）0235-66-5706
　　　　（休日）0235-66-2111

75歳、65歳になられた皆さまへ

鳥インフルエンザが発生しています！

町税等納期のお知らせ

酒田税務署からのお知らせ

平成29年3月に高齢者の
運転免許講習制度が変わります

遊佐町競争入札参加資格
審査申請書の受付

「ゆざ冬の市」開催のお知らせ
～年末のお買物でスタンプを集めて、抽選会に参加しよう！～
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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

●業務内容／特別な支援を必要とする児童生徒の指導
補助
●任用期間／平成29年４月２日～平成30年３月30日内
の200日程度
●勤務場所／町立小中学校
●報酬額／日額報酬　9,000円　※通勤加算額別途
●勤務時間／１日　７時間45分
●資格要件／教員免許状
●採用予定人数／３名程度
●提出種類／①申込書②履歴書（写真貼付）③教員免
許状の写しを下記までご持参ください。
●応募締切／平成29年１月20日（金）
●問・申／教育課総務学事係　☎72-5891

　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／平成29年１月６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）

●日時／平成29年１月14日（土）、15日（日）　午前９時
～午後６時
●場所／駅前一区公民館
●入場料／無料
●問／上吉出　髙橋　☎080-7814-6213

●期間／12月25日（日）～平成29年１月３日（火）
●問／東北公益文科大学図書館　☎41-1177

●一般産業用機械装置等製造業／時間額798円
●電気機械器具等製造業／時間額782円
●自動車・同附属品製造業／時間額797円
●自動車整備業／時間額801円
●効力発生日／平成28年12月25日
●問／山形労働局労働基準部賃金室　☎023-624-8224

　白血病や再生不良性貧血等、治療が困難な血液疾
患の有効な治療法として、骨髄移植が行われていま
すが、移植には数万通りある白血球の型（ＨＬＡ型）
が一致しなければならず、ひとりでも多くの骨髄提
供者（ドナー）が必要とされています。
　町では、日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事
業において、骨髄・末梢血幹細胞を提供した町民の

方に助成を行います（休暇制度のある方を除く）。
ドナー休暇制度等休業補償がない場合のドナーの方
の負担を軽減するとともに、ドナー登録しやすい環
境を整備することを目的としています。
　助成の対象となる方は、骨髄等の提供のための通
院、入院等に対して、１日２万円、７日間を上限に
助成します。詳細については下記にお問い合わせく
ださい。
●問／健康福祉課健康支援係　☎72-4111

　庄内空港開港25周年記念助成事業第２弾「冬の得々
キャンペーン」として、6,000円相当の「得々券」を
助成するキャンペーンを行います。お得な冬にぜひ庄
内空港をご利用ください。
●期間／平成29年１月７日（土）～３月２日（木）搭乗分
●対象／２人以上で庄内空港－羽田空港間を庄内発着
で往復利用した方（先着300名）
●助成内容／庄内空港ビル内の店舗・レストラン限定
「得々券」6,000円／２名
　　（３人以上の場合は、１人当たり3,000円追加）
●申込方法／申込書に必要事項を記入し、２人以上分
のご搭乗案内、保安検査証、搭乗証明書のいずれか
を添えて、事務局へ郵送または持参してください。
※申し込みは予約段階ではできません。搭乗後の申
し込みとなります。

●問／庄内空港利用振興協議会事務局（庄内総合支庁
内３階）　☎0235-66-5689

　新しい年を迎え、１年を健康で元気に過ごせるよう
祈念して、初詣マラソン＆新年会を開催します。参加
者みんなで一緒にゆっくりと走りますので、老若男女
問わずお気軽にご参加ください。マラソンのみ、新年
会のみの参加も結構です。
●日時／平成29年１月１日（日・祝）、午前７時45分～
●日程／午前７時45分　生涯学習センター集合
　　　　午前８時　スタート
　　　　午前９時　大物忌神社初詣参拝、記念撮影
　　　　※お賽銭を忘れずにお持ちください。
　　　　午前10時　あぽん西浜にて新年会、もちつき
●参加費／１人2,000円（新年会参加者のみ。入浴代
が別途必要です）
●問／元旦初詣マラソン代表　髙橋春一
　　　☎72-5637または☎090-7799-5637

特別支援教育支援員募集庄内空港開港25周年記念助成事業
第2弾 冬の得々キャンペーン

宮崎県福祉作業所
「ひなたぼっこ」作品展

東北公益文科大学図書館の
年末年始休館日

山形県の特定（産業別）最低賃金が
改正されました！

「求職者のための相談会」
を開催します！

元旦初詣マラソン

遊佐町骨髄移植ドナーへの助成について
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がんばった人にマル

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11月分 ＊契約金額には、消費税が
　含まれています。

◎総務課
●西遊佐防災倉庫・車庫新築工事
期　間　平28／11／25～平29／3／21　契約金額　19,656,000円
契約者　有限会社菅原建設
［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
◎地域生活課
●町道船橋線　道路改良工事
期　間　平28／11／14～平29／1／31　契約金額　6,588,000円
契約者　伊藤建設株式会社
［その他の入札参加者］株式会社斎藤工業、株式会社髙橋工業所
●（仮称）まちなか駐車場造成工事
期　間　平28／11／9～平29／3／24　契約金額　32,940,000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28年度駅前二区地内配水管布設工事
期　間　平28／11／25～平29／3／10　契約金額　6,858,000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、株式会社髙橋工業所

○10月15日（土）、16日（日）
　第26回サンライズ杯争奪酒田飽海地区学童軟式野球大会
　　準優勝　遊佐野球スポーツ少年団
○10月16日（日）
　第37回崇武館空手道選手権大会
　　小学生低学年女子　形　　第５位　髙橋　心

み お

阿
　　小学生低学年女子　組手　第３位　髙橋　心

み お

阿
　　小学生中学年女子　組手　第５位　荒生　紗

さ き

季
　　幼児の部　形　　第５位　佐藤　　然

ぜん

　　幼児の部　組手　第３位　佐藤　　然
ぜん

○10月23日（日）
　第50回記念荘内空手道選手権大会
　　小学生３・４年男子　形の部　　敢闘賞　藤原　心

もと

紀
き

　　小学生３・４年女子　形の部　　敢闘賞　荒生　紗
さ き

季
　　小学生１・２年女子　組手の部　優　勝　髙橋　心

み お

阿
○11月３日（木）
　ミズノカップ１年生ソフトテニス大会
　　第２位　安藤菜々子・金野　華 ペア（遊佐中）
○11月13日（日）
　第27回山形県ジュニア選抜空手道選手権大会
　　中学３年女子　組手　第２位　藤原　美結（遊佐中）
　　中学３年女子　形　　第２位　藤原　美結（遊佐中）
　　小学３年男子　組手　第５位　藤原　心

もと

紀
き

（藤崎小）
○11月23日（水）、27日（日）
　第31回酒田飽海地区ミニバスケットボール選手権大会
　　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
　　　ベスト５　菅原　　華
　　　　　　　　高橋　　苺
○11月27日（日）
　第６回山形県少年少女剣道個人錬成大会
　　４年生女子の部
　　　優良賞　阿部　寧桜（神子免館道場）
　　５年生女子の部
　　　準優勝　阿部　　奏（高瀬道場）
　　５年生男子の部
　　　第３位　大宮　輝星（西遊佐道場）
　　　優良賞　土門　未來（西遊佐道場）
　　　敢闘賞　石垣　　壮（西遊佐道場）
　　　敢闘賞　金子　東磨（高瀬道場）
　　６年生女子の部
　　　第３位　鈴木　望愛（神子免館道場）
　　６年生男子の部
　　　敢闘賞　齋藤　大輔（神子免館道場）
　　中学２年生男子の部
　　　敢闘賞　須田　魁輝（神子免館道場）
※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。

●物件／宅地、建物など
●物件明細閲覧期間／平成29年１月５日（木）～２月23
日（木）
●閲覧場所／山形地方裁判所酒田支部１階閲覧室
●入札期間／平成29年２月16日（木）～23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　ＨＰアドレス http://bit.sikkou.jp/

●日時／12月28日（水）　午後５時～７時
●場所／酒田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）
●問・申／午前９時～午後５時（ただし土・日・祝日

を除く）※要予約
山形県司法書士会酒田支部　髙橋まで
☎43-4000

不動産競売のお知らせ 司法書士無料法律相談

遊佐厚生会
職 種 事務員／正規職員
人 数 １～２名

受 験 資 格 ①満35歳まで（Ｓ56．4．2以降生まれ）
②事務・経理業務経験を有する方尚可

試 験 内 容
一次試験：平成29年１月14日（土）・筆記試験
（事務系常識問題）
二次試験：平成29年１月28日（土）・面接試験

採 用 予 定 平成29年４月１日
申 込 期 間 平成29年１月10日（火）まで必着
交付・受付 遊佐厚生会事務局（月光園内）

提 出 書 類 ①受験申込書
②法人専用履歴書（遊佐厚生会ＨＰからダウンロードも可）

問 〒999－8523　遊佐町当山字上戸8-1
遊佐厚生会事務局　☎72－5611

順仁堂遊佐病院・訪問看護ステーションゆざ
職種・募集人員 看護師・准看護師　３名（新卒・既卒）・奨学生　３名

夜勤専従看護職員　２名
資 格 看護師・准看護師（＊奨学生は入学証明書）

給与・待遇
当法人給与形態による・昇給：年１回・賞与：年２回
住宅手当・通勤手当・年末年始特別手当等
雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険・厚生年金基金加入

応 募 手 続 履歴書（写真貼付）・卒業（見込み）証明書・各免許写（既卒）を
郵送またはご持参ください。ＨＰからも申し込みできます。

そ の 他

＊病院および訪問看護ステーション見学会を随時開催しております。
　個別での調整も行いますのでご連絡をお待ちしています。
＊休日：月９日以上（年間126日）
＊ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）に取り組んでおります。
＊奨学金制度（月額６万円）があります。
＊准看護師から看護師を目指している方の支援体制も整っています。

問
順仁堂遊佐病院　事務長　池田充まで
〒999-8301　遊佐町遊佐字石田7　☎72-2522
URL : http://www.yuza-hospital.jp/
E-mail : info@yuza-hospital.jp

▪雇用の広場


