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～３月３日まで
総菜パンを
多数御用意して
おります♪

71-7222 8：30～17：00（3/1より～18：00）
9：00～17：00（3/1より～18：00）

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

9：00～17：00（3/1より～17：30）営業時間

営業時間

ベーカリー工房「ほっほ」

●いちごムース●いちごムース ●おひなさまコロコロパン ●３月１３日は
サンドイッチの日♪

食　堂 特産品売場

200円200円（税込）

（税込）750円750円
●とり天丼●とり天丼

ファーストフードコーナー
土日祝日
限定

土日祝日
数量限定

好評予約
受付中です♪
好評予約
受付中です♪程よい酸味が春を感じさせる♪

甘いタレとサクサクの
とり天の相性は抜群!!
甘いタレとサクサクの
とり天の相性は抜群!!

道の駅 鳥海

好評販売中につき
ハンガリーデー開催！！
好評販売中につき
ハンガリーデー開催！！
２月19日（日）限定
試食を御用意しております♪

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2/27（月）です
サービスデーは 2/26（日）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）

あぽん西浜将棋大会第４回
・日　時 ２月26日（日）
・時　間 10：00～15：00（受付開始9：30）
・会　場 あぽん西浜別館大広間
・参加費 1,000円（昼食・参加賞含）

テレビで紹介
　され大反響!!

750円750円
遊佐カレー

初心者から上級者まで老若男女問わず、
皆様奮ってご参加下さい

初心者から上級者まで老若男女問わず、
皆様奮ってご参加下さい

鳥海
温泉

山形県飽海郡遊佐町吹浦字西浜 2‒76
☎0234‒77‒3711

5,000円
10,800円

歓送迎会プラン歓送迎会プラン

おひなさまプラン

予約
受付中

手ぶらで
OK

日帰り

御宿泊歌い放題・飲み放題付

3,300円3,300円3,300円3,300円

飲み放題メニュー 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。
カラオケ無料で御利用できます。

2つのコースよりお選びください。

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

平成29年3月1日～4月21日まで

休前日￥1,080（税込）増しです。

平成29年3月1日～3月31日まで平成29年3月1日～3月31日まで
お食事・個室休憩・ご入浴【2名様からの御予約となります】

会席コース パーティーコース

女性限定
季節限定

お一人様

バスタオル・フェイスタオル・アメニティ付きです。
ご利用時間10：00～15：00です。
送迎ご希望の方はご相談下さい。

（税込）

（税込・入湯税込）

（税込）

　山形県では、県内の店舗、事業所から協賛をいただ
き、県内で活動する消防団員を応援し、消防団の活性
化を図る「やまがた消防団応援事業」を実施していま
す。
　県内の店舗や事業所の皆さまには、この事業の目的
に賛同いただき、「やまがた消防団応援事業所」への
登録をお願いします。
●事業内容／消防団員へ「消防団カード」を交付し、

消防団員が「やまがた消防団応援事業所」として登
録いただいた県内の店舗や事業所などでカードを提
示すると、各種割引サービスなどの特典が受けられ
るものです。
※サービスの種類、内容は各事業所で設定いただき

ます。
※サービス等の提供に必要な費用は各事業所の負担

となります。
●登録方法／事業目的と内容に賛同いただき、登録い

ただける方は登録申請・決定の後、登録証が交付さ
れます。詳細は下記までお問い合わせください。

●問／総務課危機管理係
　　　☎72-5895

ご意見を募集します
遊佐町一般廃棄物処理基本計画（素案）

（ごみ処理基本計画）
　遊佐町では、平成29年度からの「遊佐町一般廃棄物
処理基本計画（ごみ処理基本計画）」を策定しています。
これまでの取り組みを踏まえて、ごみの減量と適正な
処理を計画的に推進するため、ご意見を募集します。
●意見募集期間／２月15日（水）～３月８日（水）
●意見提出対象者／

・町内に居住する方
・町内に事務所または事業所を有する個人、法人、

その他の団体
●資料の閲覧先／地域生活課、生涯学習センター、各

地区まちづくりセンター、町ＨＰ
●意見の提出方法／

・所定の様式によります。様式は、資料の閲覧先で
配布しています。持参、郵送、FAX、電子メー
ルのいずれかの方法で提出してください。

・必ず住所、氏名、または名称、連絡先（電話番号
等）を明記してください。

●提出された意見の取り扱い／提出されたご意見は、
計画策定にあたっての参考とさせていただきますが、
質問等に対する回答は行いません。また、ご意見の
概要等は住所、氏名などの個人情報を除き、公表す
ることがあります。あらかじめご了承ください。

●問・提出先／地域生活課環境係　
　☎72-5881　FAX72-3318
　〒999-8301　遊佐町遊佐字舞鶴211
　Email：kankyo@town.yuza.yamagata.jp

やまがた消防団応援事業所
登録募集
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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

青色申告を始めましょう！
　政府の農林水産業・地域の活力創造本部において、
青色申告を行なっている農業者を対象とした収入保険
制度の導入が決定されました。新たに青色申告を始め
るためには、個人の場合、平成29年３月15日までに、
最寄りの税務署に「青色申告承認申請書」を提出する
必要があります。この申請を行なえば、平成29年分の
所得から、青色申告を行なうことができます。（申告
時期は平成30年２～３月）
●問／東北農政局 山形県拠点
　　　☎023-622-7231（山形市松波一丁目３番７号）

「求職者のための相談会」を開催します !
　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／３月３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）

オールやまがた2018ハローワーク
学生企業説明会

●開催日／３月６日（月）　午後１時～４時30分
●会場／山形ビッグウィング（山形市平久保100）
●参加企業／山形県に本社または就業場所を有する企

業（120社程度参加予定）
（企業ごとに設置されたブースで説明を受けること
ができます）

●対象者／平成30年３月卒業予定の学生
●問／山形労働局職業安定部職業安定課
　　　（☎023-626-6109）・県内各ハローワーク・
　　　山形県商工労働観光部雇用対策課
　　　（☎023-630-2711）

平成29年度独立就農者育成研修事業
研修生の募集について

　農業経営者のもとで就農に必要な実践的技術、知識
等を習得したい新規就農希望者を募集します。
●募集期間／２月６日（月）～３月３日（金）
●募集人数／就農予定時45歳未満の研修生…20名程度
　　　　　　就農予定時45歳以上の研修生…４名程度
●問・申／公益財団法人やまがた農業支援センター　

新規就農支援課
　　　　　〒990-0041　山形市緑町一丁目３番30号
　　　　　☎023-641-1117

町税等納期のお知らせ
　２月28日（火）は国民健康保険税、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／２月28日（火）
　国民健康保険税　　　　　８期
　介護保険料　　　　　　　８期
　後期高齢者医療保険料　　８期
●問／町民課納税係　☎72-5411

75歳、65歳になられた皆さまへ
　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
12月に75歳、１月に65歳になられた皆さまへ、２月15
日付で納入通知書を発送します。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／

12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
１月に65歳になられた方……介護保険料の納入通知
書

●納付日／２月28日（火）
●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

水道メーター検針員の募集について
　欠員が発生するため、水道メーター検針員を募集し
ます。
●業務内容／水道メーターの検針（松山、西浜、菅野、

吹浦、箕輪、落伏　約780件で開閉栓等により変動）
●募集人員／１名
●募集要件／業務地域が広いため普通自動車免許を有

することが望ましい。
●任用期間／平成29年４月１日～平成30年３月31日
　特に申し出がない場合は次年度以降の更新をします。
●待遇／業務委託費　検針１件あたり82円（源泉控除

前、冬期間割増有り）
　780件の場合は63,960円になります。
●勤務時間／毎月20日ごろから目安として10日間程度
　「日出後日没前」（水道法第17条規定）
●申請時提出書類／履歴書（任意様式）
●応募締切／２月27日（月）
●雇用決定／応募が複数あった場合は個別に連絡しま

す。
●問・申／地域生活課上水道係　☎72-5887
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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

「学生・ＵＩＪターン
庄内就職説明会」開催

●日時／３月11日（土）　午後１時～４時30分まで
●会場／小真木原総合体育館３階アリーナ（鶴岡市）
●対象者／平成30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、既卒者で未
就職の方、及び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
100社参加予定

●実施内容／企業内容全般についての説明
●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

「JR遊佐駅」営業時間変更のお知らせ
　ＪＲ遊佐駅の窓口での乗車券等の販売については、
昨年７月から遊佐鳥海観光協会で行っていますが、近
年の利用状況を考慮し、ＪＲダイヤ改正が実施される
３月４日から下記のとおり営業時間が変更（短縮）に
なります。ご利用者の皆さまには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。
●変更日／３月４日（土） ※ＪＲダイヤ改正実施日
●営業時間／午前８時20分～午後６時

（この時間外の乗車券のお求め、精算は、
車内及び降車駅でお願いします）

※ＪＲ乗車券、定期券のお求めは、引き続き遊佐駅（遊
佐鳥海観光協会）をご利用ください！

●問／産業課産業創造係　☎72-4522

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／３月２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
●参加する事業所と販売する製品等（予定）

●問／健康福祉課福祉子育て支援係　☎72-5884

遊佐町社会資本整備総合交付金事業の
事後評価（原案）を公表します

　平成24年度から平成28年度にかけて社会資本整備総
合交付金事業を活用して、遊佐町総合運動公園、遊佐
町子どもセンター、稲川・西遊佐まちづくりセンター
等を整備しました。
　このたび、この事業における数値目標の達成状況や
今後のまちづくり方策等についてまとめた事後評価
（原案）を作成しＨＰに掲載しておりますので、ご意
見等をお聴かせ願います。なお、事後評価（原案）は
企画課まちづくり支援係でもご覧になれます。
●問／企画課まちづくり支援係　☎72-4524

朗読を楽しむ会
　春の足音が聞こえはじめる３月。午後のひとときに、
名作文学を心地よい朗読で楽しみませんか？　朗読で、
より深く広がる物語の世界を、ぜひあなたにも。
●日時／３月４日（土）　午後２時～３時30分
●場所／町立図書館　視聴覚講座室
●参加無料／事前申込不要
●内容／藤沢周平、壺井栄ほかの作品朗読
●読み手／朗読サークル　秋桜の会
●問／町立図書館　☎72-5300

こころの健康相談統一ダイヤルの
受付拡大

●期間／３月１日（水）～７日（火） 午前９時～午後５時
※期間中は土日も相談を受け付けしています。
※上記期間以外は、「こころの健康相談統一ダイヤ

ル」「心の健康相談ダイヤル」のいずれも、土日
祝祭日・年末年始を除く午前９時～正午、午後１
時～５時まで相談を受け付けしています。

●相談番号／☎ 0
お こ な お う

5 7 0－0
まもろうよ

6 4－5
こ こ ろ

5 6
※PHS電話、IP電話、プリペイド式携帯電話、列車

公衆電話からは接続できません。
※「心の健康相談ダイヤル」（☎023-631-7060）に

おいても、相談を受け付けしています。
●心の健康インターネット相談／県精神保健福祉セン

ターのＨＰからアクセスできます。
URL：http://www.pref.yamagata.jp/ou/kenkofukushi/

091013/kakusyusoudan.html
　または「山形　心の健康　インターネット相談」
で検索

●問／山形県健康福祉部地域福祉推進課
　　　☎023-630-2268

参加事業所 販売する製品

ＮＰＯ法人
わいわい・かんとりー

陶芸品、さをり織り商品、アクリルた
わし＆くつしたカバー、委託商品（鮭
加工品他）

多機能型事業所
ゆうとぴい

手すき和紙のポチ袋、手すき和紙のメ
ッセージカード、さしこの布巾、さし
このコースター、松ぼっくり細工、額
（はがきサイズ、Ａ４サイズ）

障がい福祉サービス
事業所
たぶの木

クッキー、タルト、シフォンケーキ、
ロールケーキ、チーズケーキ、ガトー
ショコラ
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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

自衛官等募集（陸・海・空自衛官）
【自衛官候補生】任期制自衛官

⃝対象／18歳以上27歳未満の男性（29年３月末日現
在）

⃝受付／３月１日（水）まで
⃝試験／３月５日（日）
⃝採用数／約30名（県内）
⃝入隊／29年３月下旬

【予備自衛官補】技能公募
⃝対象／18歳以上で、指定された各種国家資格（衛

生、語学、法務、情報処理、通信、放射線管理、
船舶等に関する国家資格）を有する男女
（年齢上限は応募国家資格により異なり概ね53歳

～55歳未満）
⃝試験／４月14日（金）～18（火）の間の指定された１

日
⃝採用数／約200名（全国）

●問／自衛隊酒田地域事務所（酒田市上安町一丁目）
　　　☎27-3532

春季休業期間中の公益大図書館開館予定
　２月13日（月）～４月２日（日）は、本大学の春季休業
期間です。期間中の図書館の休館日および開館時間は
下記のとおりとなります。
●開館時間／平日：午前10時～午後６時
　　　　　　土日：午前９時～午後４時30分
●休館／２月20日（月）～３月１日（水）（蔵書点検のため）

３月中の日曜日・祝日（３月12日、19日、20
日、26日）
※３月５日は開館

●問／東北公益文科大学図書館
　　　☎41-1177　FAX41-1173

上級救命講習会のお知らせ
　心肺蘇生など応急手当に関する講習会を行います。
●日時／３月12日（日）　午前８時30分～午後５時
●場所／酒田市飛鳥字契約場35番地　ひらたタウンセ

ンター（集会室）
●対象／どなたでも
●定員／30人程度　※定員になり次第、締め切ります。
●内容／心肺蘇生法、大出血時の止血法、窒息時の対

応等（応急手当全般）、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）
の使い方（講習終了後、上級救命講習修了証を交付
します。）

●講師／応急手当指導員
●費用／700円（テキスト代、教材費）
●持ち物等／筆記用具、動きやすい服装
●申し込み／３月３日（金）まで、申込書を下記または

最寄りの消防署へ提出してください。
※申込書は、酒田地区広域行政組合消防署ＨＰから

ダウンロードするか、最寄りの消防署にあります。
●問／酒田地区広域行政組合消防署　☎23-3131

支援活動員募集
　被害者支援をさらに強化するため、ボランティア活
動員を募集します。
●募集内容／年齢25歳以上（性別は問いません）10名
●支援内容／電話相談や裁判・病院への付き添いなど

の直接支援
※医療・教育・福祉・司法分野での経験のある方は

歓迎します。
●募集期間／３月１日（水）～４月15日（土）
●応募方法／事務局へ電話でご連絡ください。申込書

を送付します。
●研修の受講・認定／支援活動員候補者の方は、支援

活動員として必要な研修を受講します。研修を修了
した方は支援活動員に認定され、支援業務に従事で
きます。

●問／やまがた被害者支援センター
　　　☎023-642-3571　FAX023-676-5630

山形県立農林大学校｢研修生」募集!!
　これから農業を始めようとする方、また新分野の導
入・農産加工に取り組む方を対象にした研修生を募集
します。
●コース／新規就農支援研修、農業ビジネス支援研修
●研修期間／１年間（平成29年４月～平成30年３月）
●募集人員／新規就農50名、新分野導入・農産加工20

名
●研修先／農業関係試験研究機関、先進農業経営者、

農林大学校等
●受講料／無料（但しテキスト・傷害保険・宿泊等の

必要経費は自己負担）
●問／山形県立農林大学校 研修部
　　　☎0233-22-8794　FAX0233-23-7537
　　　E-mail :kenshu@ynodai.ac.jp

山形県立鶴岡南高等学校通信制の
課程生徒募集

　通信制の課程は、学年がなくマイペースで学習がで
きる高等学校です。学習は月２～３回程度の登校授業
と自宅学習で進めます。高校在学経験者は、修得した
単位を本校卒業に必要な単位に含めることができます。
　また、科目履修生も募集しています。
●願書受付期間／３月１日（水）～３月23日（木）　午後

４時
●募集定員／普通科　80名
●修業年限／３年以上
●選考方法／書類選考によります。学力検査はありま

せん。
●その他／個別の説明会を行っています。詳細は下記

まで電話でお問い合わせください。
●問／山形県立鶴岡南高等学校通信制の課程教務課　

　　☎0235-22-2673
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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

都市計画審議会開催のお知らせ
　遊佐町都市計画審議会が次のとおり開催されます。
●名称／平成28年度第１回遊佐町都市計画審議会
●開催日時／２月28日（火）　午後１時30分～３時30分
●開催場所／役場議事所
●議題／酒田都市計画区域、八幡都市計画区域及び遊

佐都市計画区域の整備、開発および保全の方針の変
更について（山形県決定）

●所管課名／地域生活課管理係
●傍聴／会議の傍聴は申し込み不要ですが、傍聴席が

満席となった場合は先着順とします。
●問／地域生活課管理係　☎72-5883

第18回「こころの健康電話相談」
●日時／３月５日（日）　午前９時～午後５時
●相談電話番号／☎023-624-3007
●内容／経験豊かな臨床心理士が相談に応じます。
　※相談は無料ですが、通話料がかかります。
●問／山形県臨床心理士会

司法書士無料法律相談
●日時／２月23日（木）　午後５時～７時
●場所／酒田市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）

●予約／要予約。土日、祝日を除く午前９時～午後５
時に下記までお申し込みください。

●問・申／山形県司法書士会酒田支部　髙橋
　　　　　☎43-4000

「借金と心の無料相談会（予約制）」の
ご案内

　東北財務局山形財務事務所では、下記日程で弁護士
による「借金返済」、保健師による「心の問題」につ
いて相談会を開催します。当所相談員への事前相談（電
話可）が必要です。相談無料・秘密厳守です。避難さ
れている方もご利用ください。
●日時／３月６日（月）　午前９時30分～午後４時30分
●会場／山形財務事務所（山形市緑町二丁目15-3）
●受付期間／３月２日（木）まで（土日・祝日を除く）

※遠方の方、当日お越しになれない方も、常設相談
窓口へご相談ください。
東北財務局山形財務事務所相談窓口
☎023-641-5201
平日（祝日・年末年始を除く）午前８時30分～午
後４時30分（原則として）

●問・予約先／山形財務事務所　理財課
　　　　　　　☎023-641-5201

鳥海イヌワシみらい館　学習・観察会
「闇夜の猛禽フクロウ」

●日時／３月11日（土）　午後５時～８時
●場所／鳥海イヌワシみらい館
●対象／小学生以上（中学生以下は保護者同伴） 
●定員／先着15名
●内容／夜活動するフクロウの学習会。屋外活動もあ

りますが、フクロウを必ず観察できるものではあり
ません。

●講師／長船裕紀氏（自然保護専門員）
●費用／一人300円 
●申し込み期限／３月９日（木）　午後５時まで（土日

は休館となります）
●問・申／猛禽類保護センター活用協議会
　　　　　☎64-4681　Mail :moukin@raptor-c.com

平成28年度文翔館企画展
「赤れんがの建物たち～その３～」
　重要文化財に指定されている全国各地の赤れんがの
建物たちをご紹介します。
●日時／２月３日（金）～３月３日（金）　午前９時～午

後４時30分
　※２月20日（月）は休館日となります。
●場所／文翔館３階ギャラリー（山形市旅篭町3-4-

51）
●入場料／無料
●問／山形県郷土館「文翔館」　☎023-635-5500

山響とみんなで創る音楽会in庄内町
　山形交響楽団と地元の学生や合唱団との共演で創り
上げる音楽会！合唱あり、吹奏楽ありの楽しいステー
ジです。ぜひご来場ください。
●日時／３月20日（月）　午後２時15分開場、３時開演
●場所／庄内町文化創造館　響ホール
●料金／【前売券】一般1,100円、高校生以下500円
　　　　【当日券】一般1,300円、高校生以下700円

※前売券に残席がある場合のみ、当日券を販売しま
す。

※未就学児の入場はご遠慮ください。臨時託児所（無
料・要予約・１歳以上可・定員あり）をご利用く
ださい。

●チケットの取り扱い／
【酒田市】みずほ八文字屋、マリーン５清水屋
【その他】ローソンチケット【Ｌコード：21482】、チ

ケットぴあ【Ｐコード：317-804】、e＋、公文協　
公演情報＆TICKETS、チケ探

●問／庄内町文化創造館　響ホール　☎45-1433
　　　山形県郷土館　文翔館　☎023-635-5500
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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

女性司法書士による
女性のための相談会

　相続、成年後見、借金問題・悪質商法、会社などの
法人の立ち上げ、ＤＶや養育費の支払いなどの家族間
の問題等の相談に対応します。
●日時／３月３日（金）　午前10時～午後３時30分
●場所／山形県司法書士会館　２階会議室
●相談方法／女性司法書士による面接相談
●相談料／無料
●予約／不要ですが、ご予約いただければお待たせせ

ずに対応できます。
●問／山形県司法書士会
　　　☎023-642-3434　FAX023-624-8078

不動産競売のお知らせ
●物件／宅地、建物など
●物件明細書閲覧期間／３月２日（木）～４月20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／４月13日（木）～４月20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/

山形大学医学部附属病院
肝疾患相談室のご案内

　肝炎・肝硬変・肝がんなど肝臓の病気でお悩みの患
者さんやそのご家族からのあらゆる相談にお応えしま
す。肝疾患に関する医療情報の提供、専門医療機関の
紹介など無料で対応します。また、相談内容に応じて
医師面談（予約制）を行います。お気軽にご相談くだ
さい。
●電話相談受付／毎週月・木（祝日を除く）午後１時

～４時
●電話番号／☎023-628-5881
●医師面談／毎週月（午前９時～正午）予約制
●問／山形大学医学部附属病院　医療支援課
　　　☎023-628-5022

入札結果1月分 ＊契約金額には、消費税が
　含まれています。

◎総務課
●インターネット系導入用ノートパソコン
期　間　なし　契約金額　なし
契約者　なし
［その他の入札参加者］NECネッツエスアイ株式会社山形営業所、株
式会社管理システム、キューブワン情報株式会社、株式会社メコム
酒田支店、山形ソリューションビジネス株式会社
◎企画課
●平成28年度遊楽里自動火災報知設備更新工事
期　間　平29／1／26～平29／3／29　契約金額　10,152,000円
契約者　株式会社山形ビルサービス　庄内支社
［その他の入札参加者］株式会社三立酒田営業所、荘内防災工業株式
会社、株式会社セフティ両羽、株式会社日本海防災

がんばった人にマル
○12月17日（土）、18日（日）

第41回山形県ミニバスケットボール交歓大会 スミセイ
カップ

　　ベスト８　あすなろPHENIXミニバスケットボールスポーツ少年団
○１月７日（土）～９日（月）

第27回北都銀行杯争奪スカイドーム少年サッカー８人
制チャンピオンズ大会

　　第３位　酒田ＴＣ11　髙橋　佳吾（藤崎小５年）
　　　　　　　　　　　　友野　晃伸（蕨岡小５年）
　　　　　　　　　　　　横瀬　奏風（蕨岡小５年）
○１月８日（日）
　第37回遊佐町新春バスケットボール大会
　　優勝　遊佐中学校　女子バスケットボール部
○１月９日（月）
　第39回酒田市少年少女総合卓球大会
　　個人戦　第３位　加藤　　涼（高瀬小６年）
○１月21日（土）、29日（日）
　第６回酒田バスケットボールフェスタ
　　優勝　遊佐中学校　女子バスケットボール部
　　　優秀選手　佐藤　綾音
　　　優秀選手　齋藤　玲奈
　　　優秀選手　赤塚　　愛
○１月28日（土）
　第43回庄内地区選抜バスケットボール大会
　　優勝　遊佐中学校　女子バスケットボール部
※大会結果については、各競技団体より掲載依頼のあった

ものについて掲載しております。

株式会社ゆざ食彩工房
職 種 福祉施設における調理業務
募 集 人 員 １名
年 齢 不問
勤 務 地 遊佐町内
給 与 当社規定による（経験により優遇）
待 遇 内 容 交通費　当社規定による
締 切 決まり次第締め切りとなります。

そ の 他
調理が好きな方大歓迎。栄養士、調理師資格があれ
ばなお可。
詳細は面接時。

問 遊佐町比子字白木23－367　株式会社ゆざ食彩工房
代表取締役　広瀬　順一　☎75－3766

認定こども園杉の子幼稚園
職 種 保育教諭
募 集 人 員 １～２名
受 験 資 格 保育士および幼稚園教諭有資格者
試 験 日 ３月４日（土）
試 験 場 所 認定こども園杉の子幼稚園
試 験 内 容 作文および面接

受験申し込み ２月28日（火）まで下記あてに
履歴書を持参または郵送。

問 〒999－8301　遊佐町遊佐字高砂83
認定こども園杉の子幼稚園　☎72－2345（担当：池田）

▪雇用の広場


