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奥の細道　鳥海ツーデーマーチ奥の細道　鳥海ツーデーマーチ

₈

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

詳しくはホームページをご覧ください
http://www.yamagata-yurari.com/

お気軽に
お問合せくださいTEL.0234‒77‒3711 FAX.0234‒77‒3722

鳥海
温泉 遊楽里

あぽん西浜
とりみ亭 道の駅鳥海

ふらっと

↓酒田

↑秋田

R7

＊宿泊プランは、休前日1,000円増しになります
＊お申込みは、10名様以上でお願いいたします
＊グラウンドゴルフ場の手配、送迎もいたします
＊バス送迎いたします
＊隣接の日帰り温泉「あぽん西浜」を無料で
　ご利用いただけます

社団法人山形県平成28年度老人クラブ連合会「高齢者保養旅館」指定
鳥海温泉
遊楽里 シルバープランシルバープラン レディース

プラン

日帰り

3,300円3,300円3,300円3,300円8,000円8,000円

15,000円15,000円
4,000円4,000円8,000円8,000円 お一人様

１泊２食
ご利用時間 10：00～15：00

ご利用時間
10：00～15：00

連泊するとさらにお得!!

カラオケサービス
&

お銚子またはジュース、ウーロン茶 １本付
手ぶらでOK！バスタオル・フェイスタオル付き
アメニティセットもついてきます！
（クレンジング・洗顔・ボディソープなど）

お食事＆個室休憩＆温泉入浴付き
送迎ご希望のお客様はご相談下さい

宿泊プラン 日帰りプラン
（
税
込
）

（
税
込
）

15,000円15,000円２泊５食
（
税
込
）

4,000円4,000円（
税
込
）

⬇⬇⬇

あぽん西浜 とりみ亭
次回の休館日は8/22（月）です
次回のサービスデーは8/26（金）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 平牧メニュー始めました

てまり寿司プラン
★ お食事・入浴・休憩 ★
大平山荘

※町内送迎します
　（２名様より）
※具材は仕入れ
　状況により変わります

2,500円（税込）

1,200円

【料金】お一人様
【期間】８月21日～10月下中旬まで
【予約】３日前までご予約ください

ロースカツ定食
1,100円
冷しゃぶ定食

1,080円
春巻き定食

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

8：30～18：00営業
時間

9：00～17：30営業
時間

食堂・ラーメン味の駅 9：00～18：00営業
時間

鳥海ツーデーマーチ出店
9/3・4の両日 6：00～17：009/3・4の両日 6：00～17：00

イカ焼き販売イカ焼き販売

軽食、芋煮、お土産品
など販売
軽食、芋煮、お土産品
など販売

会場でお待ちしております♪会場でお待ちしております♪

道の駅鳥海ふらっと

鮮魚直売所「元気な浜店」

＊各出発時間の15分前から出発式を行います。（演
奏：蕨岡小学校マーチングバンド、遊佐中学校吹
奏楽部、鳥海太鼓保存会）

＊₃日は午後₀時30分から、₄日は正午からスター
ト地点にてアトラクションを行います。（時間は
予定）

　ツーデーマーチは遊佐の自然を全国に紹介する絶好の機
会です。
　きれいな自然環境の中で気持ち良く歩いていただくために、
歓迎の心を込めて町内全域の一斉清掃にご協力をお願いします。
●清掃場所／自宅周辺、道路端・公園、海岸等
●問／地域生活課環境係　☎72－5881

　ウォーカーへの給水やゴール時のサポ
ートなど、ツーデーマーチを一緒に盛り
上げてくれるスタッフを募集します‼
₁～₂時間のボランティアも大歓迎です。
●問／鳥海ツーデーマーチ事務局
　　　☎72－4114

　出演団体：吹浦スポーツ民踊会、遊め組、鳥海太
鼓保存会、遊佐町総合型スポーツ文化クラブ

「遊
ゆ

ʼｓ
ず

」
●参加料／町民1,000円（高校生以下無料）　
　※どちらか１日のみ、および両日参加の場合も同額
●問／鳥海ツーデーマーチ事務局　☎72－4114

みんなで遊佐町の大自然を歩こう！

東北で唯一の日本マーチングリーグ

町内美化清掃日　8月28日（日） ボランティアスタッフ募集

9月3日（土）【緑と庄内砂丘・日本海コース】
距 離 受　付 スタート ゴール
40㎞ 午前６時～ 午前７時15分

午前11時
～

午後４時

20㎞ 午前７時～ 午前８時30分
10㎞ 午前８時～ 午前９時
5㎞ 午前８時～ 午前９時

9月4日（日）【水と鳥海山麓、自然コース】
距 離 受　付 スタート ゴール
30㎞ 午前６時～ 午前７時15分

午前11時
～

午後３時

20㎞ 午前６時～ 午前８時
10㎞ 午前８時～ 午前９時
5㎞ 午前８時～ 午前９時

コース スタート・ゴールは両日とも遊佐町民体育館前広場です。

９月３日（土）
　　４日（日）

第24回

当日参加
大歓迎
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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

　月光川河川公園付近の河川敷においてマムシの目撃
情報が多数報告されています。河川敷等の散歩の際に
は、足もとに充分注意し、サンダル等は控えましょう。
目撃した際には刺激しないように距離を取って離れて
ください。
●生態について／

　₇月～₈月は特にマムシに咬まれる被害が多い時
期です。
　マムシは夜行性といわれていますが、昼間でも、
半日陰の雑木林や河川敷等のじめじめした水辺の草
むらでは餌を求めて活動したり、木の根や岩陰に潜
んでいることがあります。
●問／地域生活課環境係　☎72－5881

　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／₉月₅日（月）　午前₈時30分～午後₀時30分

頃まで
●作業区域／旭ヶ丘、上吉出、中吉出、舞台、野沢上、

野沢中、野沢下
◎作業が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

　町では、遊佐町エネルギー基本計画に基づき、地球温暖化防止や地域経済の活性化、エネルギーに関する意
識啓発等を図るため、再生可能エネルギー設備を設置する経費に対して助成を行います。
　県の再生可能エネルギー設備導入事業費補助金や、町の住宅支援制度と合せて受けることができます。
●対象者／次のすべてに該当する方

①町内に住所を有し（実績報告書の提出時までに本町に転入する予定である個人を含む）、かつ、町内の住宅、
事業所または農業用施設等に設備を設置する方

②太陽光発電設備については、電力会社と太陽光発電余剰電力受給契約を締結する方
③町税等（国民健康保険税を含む）の滞納がない方
④工事着工前に申請し、交付決定日以降に工事着工する方
⑤補助金交付要綱に基づき、遅くとも平成29年₃月末日までに実績報告が可能な方
●対象設備／補助金の交付の対象となる設備要件の表によるものとします。ただし、県内施工業者が施工する

工事によって新たに設置または増設するものとし、未使用品であることとします。（中古品は対象外）
●補助の対象となる設備の種類及び補助金の額

●申請の受付／随時受け付けします。（予算の額に達した時点で、受付終了する場合があります。）
　工事着工前に、補助金交付申請書を提出してください。
●問・受付／地域生活課環境係　☎72－5881　FAX72－3318
　様式等は、地域生活課環境係で用意しています。また、町のＨＰからダウンロードすることもできます。

※ＣＯＰ：冷暖房器具等のエネルギー消費効率をチェックするための指数

マムシに注意しましょう！水道管清掃作業のお知らせ

応援します！　環境にやさしいこと　創エネ生活
平成28年度　遊佐町再生可能エネルギー設備導入事業費補助金

再生可能エネルギー
設備の種類 設備の要件 設備の用途 交付の

対象者
補助金額又は
補助率（上限）

太陽光発電設備 ①太陽光発電による電気が、当該太陽光発電
設備が設置される住宅または事業所におい
て消費され、連系された低圧配電線に、余
剰の電気が逆流されるもの

②太陽電池の公称最大出力10kw未満である
こと

住宅用
事業所用 個人、法人

１kwあたり
30,000円

（上限150,000円）

木質バイオマス燃焼機
器（ペレット・チップ・
薪・モミガライトスト
ーブおよび各ボイラー

－

住宅用
事業所用
農業用施設用
等

個人、法人 ₃分の₁
（上限50,000円）

太陽熱利用装置 集積面積₂㎡以上 住宅用 個人 10分の₁
（上限25,000円）

地中熱利用装置 ＣＯＰ（※）3.0以上 住宅用 個人 10分の₁
（上限100,000円）

風力発電設備 東北電力の系統に連系されたもの 住宅用 個人 10分の₁
（上限100,000円）
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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／10月15日（土）　午後₂時30分～₄時
　　　　（開場　午後₂時～）
●会場／生涯学習センターホール
●出演／高木　豊 氏（元 プロ野球選手　現 野球解説者）
●入場料／一般500円、高校生以下無料〈全席自由〉
●チケット取扱場所／

〈遊佐町〉生涯学習センター、町立図書館、町民体
育館、各地区まちづくりセンター、ブックスほんま

〈酒田市〉みずほ八文字屋、マリーン₅清水屋
〈鶴岡市〉八文字屋ヱビスヤ店
〈にかほ市〉育英書店象潟店
●問／生涯学習センター　☎72－2236

●日時／11月13日（日）　午後₁時～₃時30分
●場所／協同の社ＪＡ研修所
　　　　山形市東古舘123番地　☎023－643－1238
●講習会／希望者を対象に受験講習会を開催します。
●申込受付期間／₉月₁日（木）～₉月30日（金）
●問・申／地域生活課下水道係　☎72－5894

　遊佐町の定住促進・住環境対策の一環として、町
有地に若者・子育て世帯の定住に資する賃貸住宅（ア
パート、マンション、戸建て）を建て、経営してい
ただく希望者を募集します。
　町有地を活用するため「土地を取得する費用」や

「土地の固定資産税」が軽減される制度です。より
多くの方に遊佐に住んでいただくため、たくさんの
ご応募をお待ちしております。
●貸付の対象となる町有地／

●整備可能な建築物等／
　アパート・マンション・一戸建ての賃貸住宅（併
用住宅は不可）
●対象／法人・個人は問いません。
●貸付条件／

費用負担／賃貸住宅の整備に要する費用（設計・
建築費等）は借受人の負担。

　　　　　維持管理も借受人の負担。家賃収入は
借受人。

貸付期間／定期借地権による50年（終了時、現状
回復）

賃　　料／固定資産税価格の₄／100（年額）

●その他／
・提案内容により敷地の分割も可能です。ただし、

敷地の有効活用のため、敷地分割については協
議させていただきます。

・賃貸住宅の建築にあたっては、「遊佐町定住賃
貸住宅新築支援金事業」の利用もできます。（₁
戸当り120万円/上限1,000万円）

●募集期間／
応　募　登　録：₈月15日（月）～₉月₂日（金）
応募資料の提出：₉月12日（月）～₉月30日（金）
選 定 委 員 会：10月上旬予定
審 査 結 果 通 知：10月中旬予定

※応募状況により、日程を変更することがあります。
応募要項等は、下記窓口にて配布します。また、
町ＨＰでもダウンロードできます。
●問・応募先／企画課企画係　☎72－4523

平成28年度遊佐町生涯学習センター文化講演会
高木豊講演会　開催

山形県下水道協会
第26回排水設備工事責任技術者の県内統一試験

町有地でアパート経営をしませんか？
町有地の貸付に関する
プロポーザル募集を行います

所在地 面積 備考

遊佐字五所ノ馬場₄－₁ 約2,000㎡ 旧ゆざ交通跡地

　例年₇月・₈月の夏場は、暑さからくる気の緩みや
疲れが原因のボンヤリ運転などにより多くの事故が発
生しています。その結果、対向車線にはみ出しての正
面衝突や道路外への落下などの事故で、重傷事故や死
亡事故につながっています。前をよく見て運転に集中
することを心がけ、歩行者を守りましょう！詳細は町
ＨＰ下記URLでご確認ください。
URL：http://www.town.yuza.yamagata.jp/ou/somu/
kikikanri/pd0725092131.html
●問／総務課危機管理係　☎72－5895

「うっかり・ボンヤリ運転」による
夏型交通事故を防止しましょう！ 
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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

　₈月31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。通知書の発
送は₈月15日（月）を予定しておりますので、内容ご確
認のうえ、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／₈月31日（水）
　　　　町県民税　　　　　　　　₂期
　　　　国民健康保険税　　　　　₂期
　　　　介護保険料　　　　　　　₂期
　　　　後期高齢者医療保険料　　₂期
●問／町民課納税係　☎72－5411

　町では₄月から遊佐町国民健康保険加入者と他保険
の被扶養者の方を対象に特定健診を実施しております。
健診を申し込まれていない方で、健診を希望される方
は下記までお申し込みください。健診内容・日程等は
健康カレンダーまたは町ＨＰをご覧いただくか、下記
までお問い合わせください。また、遊佐町国民健康保
険加入の40歳～69歳の方で、町の特定健診に申し込み
をされていない方には、後日、町が委託した業者から
ハガキと電話による健診の受診についてのご案内があ
りますので、ご理解とご協力をお願いします。
●問／健康福祉課健康支援係　☎72－4111

　のら猫に無責任に餌付けをすることで、数が増えす
ぎ結果として動物自体を苦しめることになります。飼
い猫として責任を持って家の中で飼えない場合は安易
に餌付けをしないでください。
●問／地域生活課環境係　☎72－5881

●開催日時／₉月₃日（土）　午前₉時～午後₄時
●会場／山形県農業総合研究センター水田農業試験場
●内容／試験圃場の案内
　　　　研究成果の展示
　　　　米・米粉パン・お餅・おにぎりの試食
　　　　産直組織の出店販売
　　　　クイズに答えて「つや姫」プレゼント
　　　　参加者へのプレゼント（しおり、つや姫）
●問／山形県農業総合研究センター水田農業試験場
　　　☎0235－64－2100

　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
₆月に75歳、₇月に65歳になられた皆様へ、₈月15日
付で納入通知書の発送を行います。内容をご確認のう
え、納め忘れのないようお願いします。
●送付物／
　₆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
　₇月に65歳になられた方・・・
　　　　　　　　介護保険料の納入通知書
●納付日／₈月31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

　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

町税等納期のお知らせ

平成28年度遊佐町住民健診について

のら猫に餌付けをしないで！！

水田農業試験場参観デー
～「特Ａ」の里やまがた　おいしいお米を

食べてみよう、見てみよう～

75歳、65歳になられた皆様へ

サンデー窓口のご案内
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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

◆犬を散歩させるときはマナーを守りましょう
　犬を散歩させるときは、必ずフンの回収用具を持
参し、飼い主が責任を持ってフン・尿の後始末をし
てください。
　小型犬やおとなしい犬でも、何かの拍子に人をか
んだりすることがあります。公共の場所では必ずリ
ードをつけてください。
◆飼い犬には迷子札をつけましょう

　所有者を明確に示すことで大切な命を守ることが
できます。もしものことを考えて迷子札をつけるよ
うにしましょう。
※狂犬病予防法で、飼い主は鑑札と狂犬病予防注射

済票をつけることが義務づけられています。
◆迷子犬の場合はすぐに保健所へ連絡を

　迷子犬・負傷動物は保健所で保護することになっ
ています。飼っている動物がいなくなった時は、庄
内保健所（☎0235－66－5662）にご連絡ください。
　一人ひとりがマナーを守って、人も動物も住みよ
い社会にしましょう。
●問／地域生活課環境係　☎72－5881

　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

　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巻を発刊しました。冊子のほか、持ち運び
や閲覧に便利なＤＶＤもあります。
●販売価格／冊　子　　3,000円
　　　　　　ＤＶＤ　　1,000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 360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付）も3,500円

で販売しています。
●問／企画課企画係　☎72－4523　FAX72－3315
　　　E-mail：koho@town.yuza.yamagata.jp

　旧車、クラシックカーをお持ちの方の参加をお待ち
しています。
　フェラーリ、ランボルギーニ、ポルシェ等参加予定！
●日時／₉月₄日（日）　午前10時～午後₂時
●対象車両／昭和の時代に生産された₃輪・₄輪車両
　※年式を問わないスーパーカー特別枠もあります。
●場所／鳥海温泉遊楽里駐車場　特設会場
●参加料／展示₁台につき1,000円（見学は無料）
●出展申込締切／₈月21日（日）　（見学は申込み不要）
●問／遊佐町クラシックカー愛好会事務局　佐々木
　　　☎080－1678－2714　FAX72－5124

●日時／10月₁日（土）～29日（土）
　　　　午前₉時30分～午後₀時30分　毎週土曜日
●場所／霞城セントラル15階会議室
　　　　（山形市城南町₁－₁－₁）
●内容／

・女性や若者を対象に、“私だからできる起業”・“私
ならではの視点で起業” ビジョンの実現をお手伝
いするセミナーです。

・事業主の皆様にも、さらに事業の成長のヒントを
伝えるセミナーです。

・毎回セミナー終了後個別相談にも応じます。
●対象者／起業や事業発展をめざす方（女性、若者、

高齢者）
●受講料／無料
●定員／先着順50名
●問・申／山形県よろず支援拠点
　　　　　☎023－647－0708

●日時・種別・会場／
　10月₆日　警報設備　山形県消防学校
　10月11日　警報設備　山形ビッグウイング
　10月12日　消火設備　山形ビッグウイング
　10月13日　避難設備・消火器　山形ビッグウイング
●受付期間／₈月18日（木）～₉月₂日（金）
●申込書入手先／県庁危機管理課、山形県各総合支庁

総務課、各消防本部、山形県消防設備協会
●問・申／一般社団法人山形県消防設備協会
　　　　　山形市鉄砲町₂－19－68
　　　　　☎023－629－8477

犬の飼い主の皆さんへ

点検・整備ではじめよう
安心クルマ生活

『広報ゆざ』縮刷版を販売します

第８回クラシックカーミーティング
出展車・参加者募集！

よろずチャレンジセミナー
参加者募集

消防設備士講習のご案内
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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

　ゆうすいカフェとは…認知症の方やご家族、地域の
方などどなたでも参加でき、情報交換や交流を目的と
したカフェです。
　何でも話せる息抜きの場として、情報交換の場とし
て集い、ゆったりとした時間を過ごしませんか？記念
すべき第１回は、認知症のお母様の介護をされてきた
“わっしーさん” こと鷲田良平さんより、自身の介護

体験のお話をしていただく予定です。
●日時／₈月30日（火）　午後₂時～₄時
●メニュー／コーヒー・お茶（お菓子がつきます）
●参加費／100円
●場所／ゆうすい喫茶コーナー
　　　　次回は₉月27日（火）　午後₂時～
　　　　（毎月第₄火曜日に開催します）
　　　　お手伝いできる方募集中です！
●問／地域包括支援センターゆうすい　☎71－2130

●日時／₈月23日（火）　午後₁時～₃時
　　　　（第₁回目は公開講座となります）
●会場／酒田市総合文化センター
●定員／300名
●対象者／一般の方から介護系の職種に従事されてい

る方。その他、関心・興味をお持ちの方、どなたで
もご参加いただけます。
●内容／『家族で治そう認知症』の著者、竹内孝仁教

授をお招きして、家族が治せる認知症について講演
会を行います。塾生も併せて募集します。
●参加費／無料
●問・申／庄内認知症あんしん生活実践塾 事務局
　　　　　☎22－3057

　鶴岡高等養護学校では、自立と社会参加に向けて
日々の教育実践に取り組んでいます。そこで、広く地
域の方々に本校を知っていただくため、下記のとおり
り学校公開を実施します。関心のある方はぜひご来校
いただき、本校の様子をご覧ください。
●日時／₉月22日（木）　午前10時～正午
　　　　※事前申込み不要
●内容／

①ほのぼのふれあいバザー（花・木工製品・皿・巾
着袋・ぽち袋などの販売）

②作品づくり（希望の方は、当日午前11時まで受け
付けしてください）

　受付簿にご記入後、案内図をもとにご自由に参観
してください。当日、校内案内を希望される方は事
務室に声をかけてください。
●対象／特別支援教育などに関心をお持ちの方、障が

い者雇用を考えている事業所の方、地域の方、その
他一般の方など
●問／県立鶴岡高等養護学校川田（教頭）または堀（教務）

まで　☎0235－22－0581　※詳細はＨＰをご覧ください

●業務内容／農業生産基盤の整備および農業用排水施
設の維持管理
●採用人数／若干名
●受験資格／次の各号のすべてに該当する方

①昭和63年₄月₂日から平成11年₄月₁日までに生
まれた方で、高等学校を卒業した方および平成29
年₃月末に高等学校卒業見込みの方

②遊佐町内に居住または居住見込みで心身ともに健
康な方

③普通自動車運転免許取得の方。（平成29年₃月末
まで取得見込みの方)

●申込受付期間／10月₃日（月）～17日（月）の
　午前₈時30分～午後₅時15分【土.日は除く】
　＊郵送は10月17日（月）までの消印に限る
●提出書類／お問い合わせください
●提出方法／持参または郵送
●採用選考試験／
　第₁次試験　教養試験・一般性格診断検査：
　　　　　　　　　　　　11月20日（日）
　第₂次試験　面接試験：12月₄日（日）　
●採用および待遇／採用：平成29年₄月₁日
　待遇：本区就業規程および職員給与規程による
　＊採用後の試用雇用期間あり
●募集要項／本区総務課またはＨＰに掲載
●問・受付先／〒999－8301　遊佐町遊佐字京田36
　　　　　　　月光川土地改良区　総務課☎72－3131

　森の作業で爽やかな汗を流しませんか
●期日／₉月₄日（日）　午前₉時30分～正午
　　　　受付午前₉時
●場所／金峰少年自然の家
●対象／高校生～成人
●費用／150円程度（保険、飲み物） 
●内容／下草刈り・草花観察も実施
●申込締切／₈月30日（火）
●問・申／山形県金峰少年自然の家
　　　　　☎0235－24－2400

認知症カフェを開店します！
ゆうすいカフェ（仮称）

庄内認知症あんしん生活実践塾
（全６回）

鶴岡高等養護学校
ほのぼのふれあいバザー＆学校公開

月光川土地改良区職員募集

第２回　森のボランティア
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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

　こころの病気のこと、ご本人との関わり方について
悩んでいませんか？家族教室は、こころの病を抱えた
方のご家族が学び合い、語り合う場です。日頃悩んで
いてもなかなか周りの人には話せないことを、他のご
家族の方々とお話ししてみませんか？
●日時／₁回目：₈月18日（木）　午後₃時～₅時
　　　　₂回目：₉月₇日（水）　午後₁時30分～₄時
●場所／₁回目：庄内総合支庁講堂₁号₂号会議室
　　　　　　　　（庄内総合支庁₄階）
　　　　₂回目：庄内総合支庁12・13号会議室
　　　　　　　　（庄内総合支庁₁階）
●内容／₁回目：講演『パーソナリティ障害の特徴、
　　　　　　　　対応方法』、質疑応答、情報交換
　　　　₂回目：意見交換会
　　　　　　　　『家族の接し方について考えよう』
●参加費／無料
●定員／先着25名程度
●申込締切／₁回目：₈月12日（金）
　　　　　　₂回目：₈月31日（水）
●問・申／庄内保健所　地域保健福祉課
　　　　　（庄内総合支庁内）
　　　　　精神保健福祉担当　☎0235－66－4931

●日時／₈月24日（水）　午後₅時～₇時
●場所／酒田勤労者福祉センター₂Ｆ
●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（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

●日時／₉月24日（土）　午後₁時～₄時
●場所／酒田市総合文化センター内 酒田市中央公民館
●内容／公開講座「考えよう！健康と福祉」
●対象／県民一般　定員75名
●受講料／無料
●申／電話、ハガキ、ファックス、メールで受け付け

します。住所、氏名、電話番号を記入のうえ、₉月
₉日（金）まで下記問い合わせ先までご連絡ください。

　※託児サービスをご希望の方はご相談ください。
●問／山形県立保健医療大学　担当：附属図書館
　　　☎023－686－6671　FAX023－686－6679
　　　E-mail：kanri@yachts.ac.jp

　東北財務局山形財務事務所では、借金返済に関する
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）
　　　　山形財務事務所１階理財課
●受付／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
（原則として）

●問／山形財務事務所理財課　☎023－641－5178

●申込期間／₇月27日（水）～₉月₅日（月）
●問／社会福祉法人　山形県社会福祉事業団
　　　事務局　総務課　☎023－623－9127
　なお、受験申込書は役場健康福祉課（☎72－5884）
にもあります。

こころの病を抱えた方の
家族教室

司法書士無料法律相談

山形県立保健医療大学公開講座

「借金返済に関する相談窓口」のご案内

平成28年度　社会福祉法人
山形県社会福祉事業団　職員募集

募集職種 採用予定人数
一般職職員（主事） ₁～₂名程度

一般職職員（援助員） 10名程度

一般職職員（調理師） ₁名程度

総合職職員
（栄養士：管理栄養士に限る） ₁名程度

看護師（准看護師可） ₈名程度

理学療法士 ₁名程度

作業療法士 ₄名程度
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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

がんばった人にマル入札結果７月分 ＊契約金額には、消費税が
　含まれています。

◎総務課
●遊佐地区防災倉庫整備工事
期　間　平28／7／13～平28／11／30　契約金額　16,524,000円
契約者　金子建業株式会社

［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、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
●平成28年度上吉出集落防災資機材等備蓄庫整備工事
期　間　平28／7／13～平28／11／30　契約金額　7,560,000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、伊藤
建設株式会社、金子建業株式会社、協栄建設株式会社、株式会社斎
藤工業、有限会社菅原建設
●平成28年度漆曽根集落防災資機材等備蓄庫整備工事
期　間　平28／7／13～平28／9／30　契約金額　3,132,000円
契約者　土門建築

［その他の入札参加者］有限会社和夫建築、榊原建築、菅原工務店、
総合建設業ドモン、雅建築、南山佐藤建築
◎教育課
●蕨岡小学校教職員用ノートパソコン
期　間　平28／7／5～平28／8／18　契約金額　724,248円
契約者　山形サンダー株式会社酒田支店

［その他の入札参加者］株式会社大谷事務機、株式会社管理システム、
キューブワン情報株式会社、株式会社日情システムソリューションズ、
株式会社メコム酒田支店
●遊佐町立遊佐中学校暖房設備改修工事
契約者　なし

［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、新日本
空調株式会社山形庄内営業所、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、山形空調株式会社酒田支店
◎地域生活課
●白木あかしや公園遊具等整備工事
期　間　H28／7／26～ H28／11／30　契約金額　8,316,000円
契約者　金子建業株式会社

［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、有限会社菅原建設、ヤマ五建設株式会社
●広畑橋架け替え事業及び町道畑西線道路改良工事に伴う用地測量
　業務委託
期　間　H28／8／1～ H28／12／20　契約金額　24,840,000円
契約者　株式会社出羽測量設計

［その他の入札参加者］株式会社石川測量事務所、株式会社庄内測量
設計舎、株式会社大和エンジニア、有限会社安野測量事務所
◎企画課
●大平山荘防火シャッター改修工事
期　間　H28／8／2～ H28／10／28　契約金額　4,428,000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、伊藤建設株式会社、
金子建業株式会社、協栄建設株式会社、株式会社斎藤工業

○７月10日（日）
　酒田市市民大会シングルス（硬式テニス）
　ベテラン男子の部　準優勝　倉坂　一男（杉沢北）
○７月17日（日）
　第27回　和道会庄内地区空手道交流大会
　小学生１，２年生女子　組手
　　　　　　　　　　　優勝　髙橋　心阿（みお）
　小学生３，４年男子　形
　　　　　第４位（ベスト₄）　小野寺　宋羽（そう）
　小学生１，２年生男子　形
　　　　　　　　　　第₅位　佐藤　然（ぜん）
　小学生団体　組手
　　　　　　第２位　遊佐Ａ　荒生　翔馬（しょうま）
  　　　　　　　　　　髙橋　湊（みなと）
  　　　　　　　　　　髙橋　敦飛（たいと）
○７月22日（金）
　第25回山形県グラウンド・ゴルフ飽海ブロック大会
　第₅位　佐藤　慶治（西遊佐支部）
○７月22日（金）～25日（日）　山形県中学校総合体育大会
　【剣道】
　女子団体戦　優勝　　　※全国大会・東北大会出場
　女子個人戦　第₃位　渡部　真依　※東北大会出場
　【野球】　　　優勝　　　※東北大会出場
　【ソフトテニス】
　男子団体戦　第₃位
　【陸上】
　男子3000M　第₅位　鈴木陽佑　※東北大会出場
○７月28日（木）
　八森温泉ゆりんこ20周年記念グラウンド・ゴルフ大会
　女子　第₁位　佐藤　みや子（吹浦支部）
　男子　第₇位　佐藤　重幸　（吹浦支部）
　　　　第₉位　伊藤　勇　　（西遊佐支部）
○７月31日（日）
　酒田市市民大会ダブルス（硬式テニス）
　ベテラン男子の部　優勝　倉坂　一男（杉沢北）
○７月31日（日）
　岩松・吉野杯飽海地区予選会（ソフトテニス）
　第₁位　尾形里菜・石川ひな子
　第₃位　石垣愛海・高橋煕妃
　県大会　団体出場
※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。

　身近なアイデア作品を応募してください。皆さまの
創造的でアイデアに富んだ作品をお待ちしています。
●期間／10月21日（金）～23日（日）　午前10時～午後₄時
●会場／新庄市民プラザ₂階ギャラリーほか
　　　　〒996－0084　新庄市大手町₁番60号
　　　　☎0233－22－4200
●申込締切／所定の申込書に必須事項を記入し、必要

ある場合は写真・図面を添付して₉月16日（金）まで
下記問い合わせ先まで持参または送付してください。
●問／一般社団法人山形県発明協会
　　　☎023－644－3316　FAX023－644－3303
　　　〒990－2473　山形市松栄二丁目₂番₁号
　　　URL：http://yamagata-i.sakura.ne.jp/

　特許や商標などの知的財産に関する悩みや課題の解
決を支援します。
●相談内容／特許や商標などの出願手続き方法や費用、

先行技術や先願商標の調査方法、知的財産権による
技術等の保護手段、知的財産権で保護を図りながら
ブランド確立　など
●相談専用電話番号／☎023－647－8130
●窓口開設時間／午前₈時30分～午後₅時15分
　　　　　　　　（土日・祝日・年末年始を除く）
●相談料／無料（秘密厳守）
●問／一般社団法人山形県発明協会　☎023－647－8130
　　　URL：http://yamagata-i.sakura.ne.jp/sub3.html

第51回山形県発明くふう展作品募集知財総合支援窓口のご案内


