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鳥海山・飛島ジオパーク構想
ガイド養成講座(初級編)と公開講座のお知らせ

₅

₁₅
毎月₁回₁5日発行

ジオパー

ク認定の
発表は
今年９月
です

鳥海山・飛島ジオパーク構想推進協議会では、昨年に引き続き、ジオパークの見どころ「ジオサイト」を案
内するガイドの養成講座を開催します。ガイドはジオパークの柱です。私たちのふるさとを学び、来訪者や地
域の子どもたちに伝えてみませんか。
●期日／₆月19日
（日）～11月中旬まで（土日開催、全10回程度）
●内容／座学、ワークショップ、フィールドワーク等
●対象／鳥海山・飛島の自然や歴史に関心があり、受講後にガイドとして活動可能な方
●定員／40人程度
●費用／昼食代、飛島渡航費など（受講料は無料）
●募集締切／₆月14日（火） ※定員になり次第締め切ります。
●問・申込み／鳥海山・飛島ジオパーク構想推進協議会事務局（秋田県にかほ市役所象潟庁舎内）
☎0184－62－9777
日時・会場
内
容
講
師
オリエンテーション
協議会研究員
6/19
（日）
岸本 誠司 氏
鳥海山・飛島ジオパーク構想の概要
1 午前₉時30分～午後₃時30分
秋田大学
にかほ市象潟公民館
講義「鳥海山の雪のはなし」
本谷
研氏
7/10
（日）
フィールドワーク
秋田大学
2 午前₉時30分～午後₃時30分
「鳥海山のジオパークを体験しよう」
林 信太郎 氏 ４回目以降の
鳥海山ジオサイト
日程・内容は
8/20
（土）
または8/21（日）
フィールドワーク「飛島のジオの多様性」 協議会研究員
3
飛島ジオサイト
※渡航費負担あり
岸本 誠司 氏 調整中です

☆さなぶり歌謡ショー☆

【期間】〜 6 月 30 日まで
【日時】5/29（日） 13：00 〜 14：30
【予約】3 日前までご予約ください
【出演】庄内芸能ボランティアサークル「心」 【送迎】町内送迎します（２名様より）
【料金】当日大広間無料開放 送迎バスあり
入浴券のみ お買い求めください
とりみ亭 定番人気メニュー

さらに ６月には

りらっくすストレッチ教室

を開催します

初心者 ご高齢者 どんどんご参加ください

ご不明な点はあぽん西浜までお問合せください

遊佐町役場

人気 No.1
トンタン麺

830円

とりみ特製
遊佐カレー

750円

ファーストフードコーナー

アイスコーヒー

雪のような
新食感アイス

次回の休館日は 5/23（月）です
次回のサービスデーは 5/26（木）です

とりみ亭 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）

☎（₀234）72－33₁₁

円

500円

（税込）

☎71‑7222

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

営業
時間
営業
時間
営業
時間

元祖とび魚ラーメンのお店

十六羅漢 ☎77‑3330

サンセット

12,500円円

（税込・入湯税込）

日帰りプラン 飲み放題付

6,500円円

（税込）

スノーアイス
各

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たい放題 イラストはイメージです
イス・テーブルのお席もご用意できます。

（マンゴー・ストロベリー・チョコ）
チョコ）

道の駅 鳥海

あぽん西浜 とりみ亭

250

（税込）

宿泊プラン

営業
時間

8：30〜18：00
9：00〜18：00
9：00〜17：30
9：00〜17：00

※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。
※40歳未満10名様以上の開催には遊佐町
から助成金があります。

送迎ご希望の方はご相談くださいませ

期

間

5/14
（土）
7/15
（金）

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
鳥海
温泉
☎0234 77 3711

〒₉₉₉－83₀₁ 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴2₁₁

里のおす
遊楽

広告

【日時】
6/4（土）6/11（土）6/18（土）7/2（土）の計４回
10：30 〜 11：30 の１時間
【料金】
Ａコース 1,000円（税込）「教室」+「入浴」+「休憩」
Ｂコース 900円（税込）「教室」+「入浴」
Ｃコース 600円（税込）「教室のみ」

道の駅鳥海ふらっと

〜

大平山荘

ご予約受付中

新緑日帰りプラン
【料金】お一人様 2,500円（税込）

あぽん西浜

同級会プラン

ガイド養成講座初回の午前の部を公開講座とし、市民の皆様にジオパークを紹介します。ぜひお気軽にお出
でください。
●期日／₆月19日
（日） 午前10時30分～正午
●会場／にかほ市象潟公民館 ₂Ｆホール
●内容／「鳥海山・飛島ジオパーク構想の概要」協議会専任研究員 岸本 誠司 氏

お

し

春の粗大ごみ収集
●収集日／蕨 岡：₅月23日（月）
遊 佐：₅月24日（火）
稲 川：₅月25日（水）
西遊佐：₅月26日（木）
高 瀬：₅月27日（金）
吹 浦：₅月30日（月）
●時間／朝８時まで（前日には出さないでください）
●収集場所／集落ごみステーション
●一個あたりの料金／重さ50㎏未満 400円
重さ50㎏以上 800円
出して良い粗大ごみ（例）
自転車、ストーブ、ラジカセ、こたつ、電気毛布、
炊飯器、電子レンジ、机、ふとん、畳、シャベル、
スキー用品、物干し竿
出して悪い粗大ごみ（例）
エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、パソコン、自
動車部品、建築廃材、農・漁業用具、ドラム缶、消
火器、風呂浴槽
※ご家庭の『遊佐町ごみ分別一覧表』で確認してください。
※粗大ごみは各集落の環境推進員がとりまとめます。
粗大ごみを出す際は、環境推進員の指示に従ってく
ださい。
※粗大ごみには集落名、氏名を記入した用紙を必ず貼
ってください。
※粗大ごみは、自分で直接処理場に持ち込むことが
できます。詳しくは酒田地区広域行政組合（☎31－
2882）にお問合せください。
ご注意ください
今年度分の各集落ごみステーションからの粗大ご
み収集は、今回のみとなります。
●問／地域生活課環境係 ☎72－5881

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。また、
作業で多量の水を使用するため作業区域外にお住まい
の方も節水のご協力をお願いします。
●日時／₅月23日
（月）午後₉時～24日（火）午前₂時頃
まで
●作業区域／
蕨 岡 地 区：上小松、下小松、上長橋、下大内、水上
遊 佐 地 区：七日町、六日町、五日町、駅前一区、
駅前二区、十日町、八日町、下長橋
稲 川 地 区：千本柳、田中、出戸、田地下
西遊佐地区：下藤崎一区、下藤崎二区
◎該当する集落については、作業の詳細についてのチ
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

ら

せ
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三十路成人式実行委員募集
今年度で第₇回を迎える2016三十路成人式（でっけ
ど）実行委員を募集します。
対象は、今年度30歳（昭和61年₄月₁日～昭和62年
₃月31日生まれ）を迎える遊佐中学校卒業生です。
●申込方法／遊人会メールまたはフェイスブックページ

www.facebook.com/yuujinkaiへ メ ッ セ ー ジ で 氏 名
と生年月日をお送りいただくか、企画課まちづくり
支援係までご連絡ください。

※「遊人会」とは…三十路成人式で得た「繋がり」
や「気づき」を忘れないようにと、第１回三十路
成人式で結成された遊佐町民同窓会です。
●問／遊人会メール

yuujinkai@gmail.com

企画課まちづくり支援係

☎72－4524

75歳になられた皆様へ
75歳になると後期高齢者医療保険料の支払い義務が
新たに発生します。今月は₃月に75歳になられた皆様
へ₅月13日付で納入通知書の発送を行いますので内容
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／₃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

●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／金額に関するお問合せ・・・
町民課 課税係

☎72－5876

納付に関するお問合せ・・・
町民課 納税係

☎72－5411

平成28年 経済センサス－活動調査
を実施します！
統計調査へのご協力をお願いします。
●調査期日／₆月₁日現在

●対象／すべての事業所・企業

●調査内容／名称、所在地、開設時期、従業者数、主
な事業内容、売上及び費用、事業別売上金額等

●調査方法／県知事より任命された調査員が直接事業
所を訪問し、配布・回収いたします。

【₅月中旬～下旬ごろ】 調査票配布
【₆月上旬～中旬ごろ】 調査票回収
※インターネットを使ってオンライン回答を行う事
も可能です！（オンライン回答をした事業所には、
調査員は回収にいきません）
●問／総務課情報統計係

☎72－5893

めざそう つなごう 語りあおう 鳥海山・飛島ジオパーク構想 ●問／企画課企画係 ☎72－4523

（3）
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遊佐町消防団春季消防大演習
₅月28日
（土） 午後₁時～

町政座談会
町民がくらしやすいまちづくりをすすめるため、地

消防団員が日頃の訓練の成果を披露します。ぜひ、

域の様々な課題について率直な意見交換を行います。

ご覧ください。

どなたでも参加できます。

●場所／遊佐中学校グラウンド

●日時・会場／

※雨天時は、遊佐町民体育館で行います。

●内容／規律訓練・消防操法・はしご乗り演技・表彰
式ほか

●問／総務課危機管理係

☎72－5895

地

区

実 施 日

会

場

稲

川 ₅月23日（月）稲川まちづくりセンター 和室

遊

佐 ₅月24日（火）生涯学習センター ２階 研修室

高

瀬 ₅月25日（水）高瀬まちづくりセンター ２階 講座室

吹

浦 ₅月27日（金）吹浦まちづくりセンター ２階 研修室

西遊佐 ₅月30日（月）西遊佐まちづくりセンター 和室
蕨

岡 ₅月31日（火）蕨岡まちづくりセンター ２階 研修室

開催時間は、午後₆時30分～₈時30分です。
各地区とも町長以下三役および課長全員とまちづく
り地域担当職員が出席します。
●問／企画課企画係

☎72－4523

交通災害共済の受付が
はじまります
交通災害共済は、会員の皆様が、不幸にして交通事
故に遭い、災害を受けた場合に見舞金を差し上げ、お

自動車の不正改造は犯罪です！
自動車は、生活に欠かせない移動手段となっている
のみならず、娯楽の道具としても認識されています。
しかしながら、不正改造を施された車両が存在し、国
民生活の安全・安心を脅かしていることが問題となっ
ています。国土交通省では「不正改造車を排除する運

互いを助け合うための制度です。申込み用紙は、₆月
初旬に各ご家庭へ郵送します。
●加入資格／本町に住民登録をしている方（就学のた

め他市町村の住所を有する学生の方も加入できます）

●共済会費／会員一人年額400円

●共済期間／₇月₁日～平成29年₆月30日

●支給対象／一般道路で起きた車両等（自転車を含む）
による交通事故で、₁日でも通院されれば見舞金の

動」を全国的に展開しており、特に₆月を強化月間と

支給対象になります。ただし、警察に届出のない事

して重点的な取り組みを行っています。皆様もぜひ不

故は支給に制限があります。

正改造の排除にご協力ください。
詳しい情報はこちらから
●問／国土交通省東北運輸局

www.tenken-seibi.com
山形運輸支部

検査・整備・保安部門

☎023－686－4714

庄内自動車検査登録事務所

☎0235－66－4119

月光川ダム・サイレン吹鳴
下記日程で月光川ダムの管理演習を行います。
午前₉時から午後₅時の間に、月光川沿いの各警報
局においてサイレンを数回鳴らします。
火事などと間違われませんよう、ご理解ご協力をお
願いします。
●期日／₅月27日
（金）

●問／庄内総合支庁河川砂防課ダム管理担当
☎0235－66－5634

●共済見舞金／共済見舞金

₂万円～100万円（死亡、

後遺障害、入院・通院日数などにより支給区分があ
ります）
※平成27年度は19名、合計131万円の共済見舞金が
支給されました。

●申込み方法／必要事項を記入した申込書を持参のう
え、下記金融機関で会費を納入してください。

取扱金融機関…ＪＡ庄内みどり遊佐支店、ＪＡ庄内
みどり吹浦支店、荘内銀行遊佐支店、
きらやか銀行遊佐支店、きらやか銀行
遊佐駅前支店（午前９時～午後３時）
※役場では申込書・会費の受け付けは行ないません。
●申込み期間／₆月₁日（水）～₆月30日（木）
●問／総務課危機管理係

☎72－5895

※詳しくは、申込書と一緒に郵送されるパンフレッ
トをご覧ください。

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
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農地中間管理事業による農用地等の
借り手を募集します

「学生・UIJターン 庄内就職面接会」
の開催

公益財団法人やまがた農業支援センターでは、農地

●日時／₆月25日（土） 午後₁時～₄時30分まで
●会場／いろり火の里「なの花ホール」（三川町）
●対象者／平成29年₃月大学・短大・高専・専門学校・
能力開発専門校卒業予定者及び平成26年₃月以降の
卒業者、UＩＪターン希望者
●参加企業／庄内地域に就業場所を有する企業約60社
参加予定
●実施内容／就職希望者と企業採用担当者との個別面談
●主催／庄内地域雇用対策連絡会議、ハローワーク酒田・鶴岡
●問／庄内総合支庁地域産業経済課 産業振興担当
☎0235－66－5484

中間管理機構として、農地中間管理事の推進に関する
法律第17条の規定により、以下のとおり農用地等の借
受希望者を募集します。
●応募方法／
農用地等の借受希望者の募集・受付は遊佐町農業
委員会で行います。申込用紙は遊佐町農業委員会に
ありますので、所定の事項を記入のうえ、提出くだ
さい。
●募集期間／₅月16日（月）～12月28日（水）
●取りまとめ日／₁回目

₆月30日（木）

₂回目

12月28日（水）

●募集区域／遊佐町全域
※借受希望区域が他市町村の場合は、当該市町村へ
の申込みとなります。
●申込みに当たっての留意点／
①農地中間管理事業を利用して、平成29年度からの
農地の利用を希望する場合は、１回目の取りまと
め日までにご応募ください。
②応募いただいた場合、一部内容をインターネット
等で公表しますので、あらかじめご承諾いただく
必要があります。
●問／農業委員会事務局

☎72－5890／ FAX72－5896

Mail：nokan@town.yuza.yamagata.jp

平成28年度 身体障がい者巡回相談の
実施について
山形県身体障がい者更生相談所が、巡回による医学
の判定や検査、相談と指導等を行います。
●日時／₆月₁日
（水）、₉月23日（金）、11月18日（金）
受付時間はいずれも午後₁時～₃時まで
●場所／酒田市身体障害者福祉センター
（酒田市北今町3－8

☎26－3715）

●対象／18才以上で次に掲げる事項を必要とされる方
①聴覚、平衡、音声言語及び肢体の各障がい程度の
検査
②補装具の交付及び再交付並びに修理に関する医学
判定
③専門的知識及び技術を要する更生相談及び指導
※₉月23日と11月18日は、骨格構造義肢及び電動車
いす交付に関する相談も併せて実施します。
●持ち物／身体障害者手帳（新規の方は健康保険証）、
認印
●問／健康福祉課福祉子育て支援係

☎72－5884

デマンドタクシー
お得な回数券を販売します
デマンドタクシーの利用促進のため、₆月₁日から
₆月30日までの間、回数券を11枚から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₈月31日までとなります。
※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

平成28年度 町民協働公園づくり
補助事業
●事業内容／公園遊具の整備や公園施設の設置に要す
る経費の一部を補助します。
●補助対象公園／集落で維持管理を行い、敷地の利用
権限が10年以上集落で確保されている公園
※町が設置管理している公園は対象外
●補助対象経費／以下の新設、補修、交換、移設、撤
去に要する₅万円以上の経費
₁．遊具（点検委託料も対象）
₂．公園に必要な付帯施設（例：東屋、ベンチ、水
飲み、屋外時計、トイレ、花壇等）
●補助率／
₁．遊具の場合
補助対象経費の3/4以内（上限100万円）
₂．公園に必要な付帯施設の場合
補助対象経費の1/2以内（上限70万円）
※₁と₂の併用も可（上限100万円）
●留意事項
・集落の代表者による申請をお願いします。
・原則、申請～事業実施～補助金交付を28年度内完
了とします。
・予算がなくなり次第、受付終了となります。
●問・申請先／地域生活課管理係 ☎72－5883

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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ゴーヤの種 および 苗の配布 の おしらせ
【緑のカーテンプロジェクトその1】

～あなたも『緑のカーテン』で笑エネライフ にチャレンジしてみませんか～
緑のカーテンは、ツル性の植物で作る自然のカーテンのことです。夏の直射日光を遮り、周辺の温度の上昇
を抑えてくれるため、省エネ・節電の効果を高めます。
町では、エネルギーを使わない省エネ対策として、多くの町民の皆さんが緑のカーテンに取組めるように、
引き続きゴーヤの種とさらにプラスしてゴーヤの苗を希望者へ無料でお配りします。限定100本、先着50名
様申込み順となります。

身近なところから緑のカーテンに挑戦して地域に広めていきましょう。

●対

象／一般町民・町内事業所

●配布内容／ゴーヤの種１袋 と 苗２本 および 育て方マニュアル
●配布期間／₅月18日（水）～26日（木） ※土・日をのぞく。
※種および苗がなくなり次第終了します。

※種をまく時期は、₅月下旬頃が適しています。
●配布場所／地域生活課環境係内
「遊佐町地球温暖化対策地域協

議会
（エコすまいる・ゆざ）緑の
カーテンプロジェクト」事務局
☎72－5881
☞ “緑のカーテンからできたゴー
ヤをおいしく食べるレシピ” な
ども募集します。
平成27年度

ゆざ健康マイレージ対象事業

献血にご協力ください

皆様からの安心で安全な血液により、たくさんの命
が救われております。
町内での第₁回目の献血を実施します。
●期日／₆月12日
（日）

●時間／午前₉時30分～11時30分
午後₁時～₃時30分

藤崎小学校での取り組み

50歳からの
女性のための「ハッピーウォーキング講座」
～より美しく年を重ねるために～ 参加者募集
●対象／50歳以上の健康な女性
●日程（全₅回）
日

時

1

6月 1日（水）

2

8日（水）

行可能）をお持ちの方が400ml献血にご協力いただ

3

22日（水）

くと、₅ポイント貯まります。

4

29日（水）

5

7月 6日（水）

●会場／遊佐ショッピングセンターエルパ

※ゆざ健康マイレージポイントカード（当日会場で発

※今年度の献血日程については、町のホームページを
ご覧ください。
※受付でお申し出いただくと、骨髄バンクのドナー登
録を行うことができます。
●問／献血に関して…健康福祉課健康支援係
☎72－4111

骨髄バンクに関して…庄内保健所医薬事担当
☎0235－66－4738

内
容
ウォーキングのための靴選び＆
フットケア＆マッサージ
足首、膝、股関節のストレッチと
強化
姿勢よく歩くために上半身、肩甲
骨まわりのチェック！
小ボールを使って歩行筋群の
トレーニング
体幹を整え、正しいフォームで
ウォーキングを！

●時間／午後₁時30分～₃時
●場所／町民体育館

●講師／健康運動指導士

佐藤しおり 氏

●参加費／無料

●問・申込み／₅月30日（月）まで

健康福祉課健康支援係

☎72－4111

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

お

し

エイズ（HIV）夜間特別検査
（無料・匿名検査）のお知らせ
₆月₁日から₆月₇日は「HIV検査普及週間」です。
エイズ・HIVに関心を持ち、HIV検査の浸透・普及を
図る週間です。
現在、HIV感染者・エイズ患者は、日本国内で１日
約₄件のペースで報告されています。心配なことやわ
からないことなどありましたら、気軽にお電話をおか
けになり、エイズ（HIV）検査をお受けください。
●日時／₅月31日
（火） 午前₉時30分～午後₈時

※午前₉時30分～正午はHIVを含め、クラミジア、

ら

せ

号
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参加しませんか

第24回遊佐町音楽祭 出演団体募集!!

町内音楽サークルの練習成果発表と交流を兼ね
て、今年も「第24回遊佐町音楽祭」を開催します。
次の要項で参加出演団体及び個人を募集します。
皆さまからの応募をお待ちしております。
●開催日時／₈月21日（日） 午後₁時30分
●会場／生涯学習センターホール
●発表時間／一団体10分以内
●参加資格／遊佐町民を主たる構成員とする個人
及びサークル
●申込締切／₅月31日（火）まで

Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎の検査を実施します。
●場所／庄内総合支庁

東庁舎（庄内保健所）₂階

健康相談室

●その他／電話での事前予約が必要です。検査後、約
１時間で結果をお知らせします。

●問／庄内保健所

☎0235－66－4920（担当直通）

世界禁煙デーキャンペーン
●日時／₅月31日
（火） 午前10時～午後₃時
●場所／イオンモール三川

₁階アスビー前

●内容／健康チェック・クイズ（景品有り）など

肺年齢測定や健康・禁煙相談、喫煙に関するパネ

ル展示も行います。
●対象／どなたでも無料で参加できます。
●問／庄内保健所保健企画課

☎0235－66－5476

※₅月31日は「世界禁煙デー」、₅月31日～₆月₆日
は「禁煙週間」として、国を挙げてたばこ対策を推
進しています。

人権なんでも相談所開設の
ご案内
ひとりで悩まないで、まずはご相談ください。人権
擁護委員が相談をお受けします。秘密は厳守されます
ので、ご安心ください。
●相談内容／夫婦・家族間のいざこざ、DV、老人・

子どもへの虐待、体罰、近所とのトラブル、土地の
境界問題、登記など。

●日時／₆月₁日
（水） 午前10時～午後₃時

受付時間は、終了時間の30分前まで。予約不要です。

●場所／遊佐町総合福祉センター

このほかに、同日時に庄内町余目第二公民館、酒

田市地域福祉センターでも開設します。遊佐町在住
の方であっても、こちらで相談することもできます。
●問／酒田人権擁護委員協議会・山形地方法務局酒田
支局

☎25－2221

豊かな海づくり活動を
支援します
山形県沿岸域総合利用推進会議では、豊かな海づく
りに向けた地域が主体となった取組みへの支援を行い
ます。
●対象／庄内地域の自治会、ＮＰＯ法人、学校など
●対象事業／海洋資源を活用した体験学習や、庄内沿
岸の環境保全、沿岸域の利活用の促進に向けた取組
みなど
●補助金額／事業費の₂分の₁、上限₅万円（予算の
範囲内で採択）
●申込み／₅月31日（火）まで庄内総合支庁観光振興室、
「山形県沿岸域総合利用推進会議」事務局へ郵送
住所：三川町大字横山字袖東19－1 ☎：0235－66－5493
●申請書は町・庄内総合支庁ホームページからダウン
ロードできます。
●申請後、₆月開催の審査委員会への出席が必要です。

認定こども園杉の子幼稚園 すぎのっこ広場
●日時／₅月27日（金） 午前₉時～11時
●場所／認定こども園 杉の子幼稚園ホ－ル
※参加無料
●対象／子育て中の方ならどなたでも
（親子でどうぞ）
●内容／手遊び、ふれあい遊び、エプロンシアター、
絵本、たのしいおりがみ
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

めざそう つなごう 語りあおう 鳥海山・飛島ジオパーク構想 ●問／企画課企画係 ☎72－4523
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酒田市無料法律相談
酒田市では、弁護士による無料法律相談を実施します。
●日時／日弁連交通事故相談（申込：直接会場へ）
₅月27日
（金） 午後₁時～₄時

無料法律相談
₅月29日
（日） 午前10時～午後₁時
₆月10日
（金） 午後₁時～₄時
●場所／交流ひろば₂階研修室
●その他／

○住所、氏名、連絡先及び相談内容について、職員
が確認させていただきます。
○相談は原則として本人のこととしていますが、親
族の方によるご相談も受付しています。その場合
は、事実関係が確認できるよう、あらかじめ本人
から詳細を確認しておいてください。また、関係
する書類などがございましたらご持参ください。
○事業者からのご相談はお受けできません。
○相談内容によっては別の機会の弁護士相談もあり
ますので、お問合せください。（多重債務及び契
約トラブルなど消費生活に関わるもの）

●申込み方法／電話による申込みで、先着順に受付け
（先着₆名）

※申込受付日以前の予約受け付けはできません。
●問・申込み／酒田市まちづくり推進課市民相談室
☎26－5726

障がい者を支援する事業所の
製品販売会のお知らせ
障がい者が利用する就労継続支援Ｂ型事業所等の製
品を販売します。
●日時／₅月26日
（木） 午前11時30分～午後１時00分
●場所／役場正面玄関ホール
●販売する製品等
（予定）／
参加事業所
ＮＰＯ法人
わいわい・かんとりー

販売する製品
鉢植え、陶芸作品（豆皿、小
物、茶わん等）、さをり製品、
エコたわし、清涼飲料水

障がい福祉サービス事業所 シフォンケーキ、クッキー、
たぶの木
チーズケーキバー、ロールケー
キ、コロッケ、鶏五目ごはん
障がい福祉サービス事業所 木工（流木花台・万能台）、
陶芸、
いっぽ
山野草

●問／健康福祉課福祉子育て支援係

☎72－5884

酒田特別支援学校
学校公開日のお知らせ
●日時／₅月24日
（火） 午前₈時15分～午後₃時20分
●場所／山形県立酒田特別支援学校
●問／酒田特別支援学校

☎34－2026
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山形県求職者総合支援センター
『出張相談会』
●日程／₆月₃日（金）、₇月₁日（金）、₈月₅日（金）、
₉月₂日（金）
時間はいずれも午後₁時～₄時
●相談会場／トータル・ジョブサポート酒田（酒田産
業会館₁階）
●相談内容／求職者の生活、住まい、就職活動などの
悩み
●相談方法／面談による相談。予約不要、当日会場へ
お越しください。
●費用／相談無料
●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）

鳥海山高山植物観察山行
鳥海山登山ツアーを、観光ガイドがご案内します。
●日時・参加費／
①＜₇合目御浜＞大平～鉾立コース
【一般者
（中級）向け】
₆月19日（日） 午前₈時～午後₄時 参加費3,500円
②＜₇合目御浜＞大平～鉾立コース
【一般者
（初級）向け】
₇月₂日
（土） 午前₈時～午後₄時 参加費3,500円
③＜山頂縦走＞湯ノ台～鉾立コース
【健脚者
（上級）向け】
₇月16日（土） 午前₅時～午後₆時30分
参加費4,000円
●定員／各コース先着30名
●集合場所／ＪＲ遊佐駅・鳥海温泉 遊楽里・十六羅
漢駐車場
※バスで登山口まで移動
●参加資格／
・登山に必要な装備を不足なく携行できる方
・ガイドの指示に従うことのできる方
・健康な方
●申込み方法／参加申込書に参加費を添えて、遊佐鳥
海観光協会へお申込みください。参加申込み書は、
観 光 協 会 ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.yuzachokai.
jp）よりダウンロードしていただくか、観光協会窓
口へ設置してあります。
●申込み締切／ツアー催行日の10日前まで
※各コース定員になり次第締め切ります。
●問・申込み／遊佐鳥海観光協会
☎72－5666 FAX72－3999

『広報ゆざ』縮刷版を販売します
平成17年₁月～平成26年12月までの10年分の広報の
縮刷版第₅巻を発刊しております。冊子のほか、持ち
運びや閲覧に便利なDVD－Rもあります。
●販売価格／冊子3,000円 DVD－R1,000円
●購入方法／企画課企画係までお越しいただくか、代
金と送料（冊子590円、DVD－R360円）を現金書留
にてお送りください。
※縮刷版第３巻、第４巻（４巻はCD－R付）も3,500円
で販売しています。
●問／企画課企画係 ☎72－4523 FAX72－3315
Email:koho@town.yuza.yamagata.jp

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
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▪雇用の広場

社会福祉法人遊佐厚生会

介護員
（夜勤有り）
種 ※勤務形態について希望があれば相談に応
じます。
雇 用 形 態 有期職員（１年更新）※正職への登用制度有り
人
数 ４名
遊佐厚生会経営施設
・障がい者支援施設
勤 務 先
・特別養護老人ホーム
・老人デイサービスセンター 他
給 与 待 遇 遊佐厚生会「臨時職員取扱要綱」による
不問
資
格 ※介護初任者研修修了者
（ヘルパー２級）で
あれば尚可
選 考 方 法 随時面接
締 め 切 り 採用者決定次第締切
履歴書
（資格保有者は写し添付）
を郵送また
はご持参ください。
応 募 手 続 ※履歴書は法人用のもの有り
（遊佐厚生会
ホームページよりダウンロード可）
。
但し、市販の者でも可。
〒999－8523 遊佐町当山字上戸8－1
問・提出先
遊佐厚生会事務局
（月光園内） ☎72－5611
職

職
人

鳥海高原ファーム

種 事務員（パソコン経験必要）
数 １名
週５日 １日４～５時間
勤務条件
通勤手当 雇用 労災
給 与 待 遇 時給750円
資
格 普通自動車免許（AT限定可）
選 考 方 法 面接
締 め 切 り 採用者決定次第締切
そ の 他 休日 土・日・祝日
遊佐町杉沢字嶽ノ腰446－2
問
鳥海高原ファーム ☎72－3085

入札結果４月分

＊契約金額には、消費税が
含まれています。

編集 遊佐町広報委員会
発行 遊佐町長 時 田 博 機
印刷 株 式 会 社 光 印 刷

◎産業課
●平成27年度保全松林健全化整備事業（衛生伐）業務委託
（作業区その２）
（明許）
期 間 平28／4／15～平28／7／8
契約金額 19,008,000円
契約者 有限会社 遠田林産
［その他の入札参加者］北庄内森林組合、出羽庄内森林組合
●平成28年度春季松くい虫防除事業（町単）（作業区その２）
期 間 平28／4／15～平28／7／8
契約金額 4,536,000円
契約者 有限会社 遠田林産
［その他の入札参加者］北庄内森林組合、出羽庄内森林組合
◎地域生活課
●平成28年度 白井新田簡易水道資産管理台帳作成業務委託
期 間 平28／4／20～平28／8／31
契約金額 2,160,000円
契約者 株式会社 新光コンサルタント庄内事務所
［その他の入札参加者］株式会社 庄内測量設計舎、新日本設計 株式
会社 庄内営業所、新和設計 株式会社 庄内営業所、有限会社 安野
測量事務所
◎総務課
●広野地内防火水槽改修工事
期 間 平28／4／21～平28／7／20
契約金額 2,430,000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、
有限会社 一道建設、金子建業 株式会社、有限会社 菅原建設、ヤマ
五建設 株式会社
●下大内防火水槽改修工事
期 間 平28／4／21～平28／7／20
契約金額 2,246,400円
契約者 有限会社 石川工業
［その他の入札参加者］赤塚建設工業 株式会社、有限会社 石山工業、
有限会社 一道建設、金子建業 株式会社、有限会社 菅原建設、ヤマ
五建設 株式会社
◎教育課
●生涯学習センター空調機器改修工事
期 間 平28／4／28～平28／9／15
契約金額 45,900,000円
契約者 山形空調株式会社 酒田支店
［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、東北電化工業 株式会社 酒田営業所、
東北電機鉄工 株式会社、東北メンテナンス工業 株式会社
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くらしの無料相談所（予約不要）
借金、悪徳商法のトラブル、相続、成年後見制度の
活用などの相談に応じます。
●日時／₆月₄日（土）、午前₉時30分～正午
●場所／酒田市交流ひろば₂階
●費用／無料（駐車券出ます）

●問／ NPO法人ライフサポート庄内

佐藤☎33－4378

司法書士無料法律相談
●日時／₅月25日（水） 午後₅時～₇時
●会場／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、成年後見等

など

（秘密は厳守します） ※要予約
●問・申込み／午前₉時～午後₅時まで
（土・日・祝日除く）
山形県司法書士会酒田支部

高橋☎43－4000

がんばった人にマル
○３月19・20日（土・日）
第21回遊佐カップ中学校選抜バスケットボール大会
準優勝（男子の部） 遊佐中男子バスケットボール部
優秀選手賞 富樫 慧士（遊佐中）
第三位（女子の部） 遊佐中女子バスケットボール部
優秀選手賞 佐藤 和泉（遊佐中）
○３月28～30日（月～水）
東日本大震災復興支援第29回都道府県対抗ジュニア
バスケットボール大会2016
山形県代表男子選抜チーム 富樫 慧士（遊佐中） 出場
○４月２日（土）
平成28年度第22回興武館杯争奪剣道大会
小学校個人戦『４年生以下』
第₃位 本間 幹野 藤崎剣道スポーツ少年団
小学校個人戦『５・６年生』
優勝
青山
響 藤崎剣道スポーツ少年団
準優勝 大宮 輝星 藤崎剣道スポーツ少年団
ベスト₈
土門 未来 藤崎剣道スポーツ少年団
石垣
壮 藤崎剣道スポーツ少年団

₄年
₆年
₅年
₅年
₅年

○４月17日（日） 第31回飛鷲旗争奪少年剣道大会
個人低学年の部
敢闘賞 ベスト₈
本間 幹野 遊佐町剣道スポーツ少年団
個人高学年の部
敢闘賞 ベスト₈
青山
響 遊佐町剣道スポーツ少年団
		
今野 快音 遊佐町剣道スポーツ少年団
個人女子の部
敢闘賞 ベスト₈
鈴木 望愛 遊佐町剣道スポーツ少年団
○４月23日（土） 第28回庄内グラウンドゴルフ交流大会
第４位 石原 惣治 蕨岡支部
※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。
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