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広
告

遊佐町役場　☎（₀234）72－33₁₁　〒₉₉₉－83₀₁ 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴2₁₁

広 報
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UA
RY

₂₀₁₇
No.₅₁₅ ₁₅₃

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

桜の宴プラン桜の宴プラン
5,000円 10,800円

歓送迎会プラン歓送迎会プラン

日帰り 御宿泊

お一人様

桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン桜の宴プラン
8080808080000 女子限定

お食事・個室休憩・ご入浴

歌い放題・飲み放題付

●送迎はご相談下さい。
●カラオケ無料で御利用できます。

●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。

2つのコースよりお選びください。

平成29年3月1日～4月21日まで

平成29年4月1日～4月28日まで

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。

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
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送迎はご相談下さい。
カラオケ無料で御利用できます。
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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。

休前日￥1,080（税込）増しです。

会席コース パーティーコース

（税込） 3,300円
（税込）

（税込・入湯税込）

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

次回の

あぽん西浜

あぽん西浜 とりみ亭
休館日は3/27（月）です
サービスデーは
3/20（月）～3/26（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）

日頃のご愛顧に感謝を込めて
１週間（3/20～3/26）　　　　　　　

で還元させて頂きます

（時間）8:00～20:00
（対象）ご入浴の幼児・小学生様

・日にち ３月26日（日）
小学生ご入浴無料
わなげゲームで景品当たる！

春休み特別企画春休み特別企画
★あぽん西浜お子様の風呂の日★★あぽん西浜お子様の風呂の日★

★あぽん西浜お客様感謝週間★★あぽん西浜お客様感謝週間★

特典1
特典2

とりみ亭でお食事のお子様に
「おまけ」ついてます！

特典3

スタンプ２倍スタンプ２倍

庄内豚のボリューム! !ご飯との相性は抜群です♪

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

500円（税込）
●庄内豚の生姜焼き丼

●菜の花とたまごのサンド
●エビとアスパラのスプリングサンド
●いちご大福サンド

新作パンや
惣菜パンを
多数御用意
しております

新作パンや
惣菜パンを
多数御用意
しております

●ポテトサンド

ファーストフードコーナー

土・日・祝日限定

ベーカリー工房
「ほっほ」

春のサンドイッチフェアー春のサンドイッチフェアー

●筍と焼豚
　マヨロール

　犬の飼い主には、飼い犬（生後91日以上）の登録、
毎年₁回（₄月から₆月）の狂犬病の予防注射、犬
の鑑札と注射済票を犬に装着することが、狂犬病予
防法により義務付けられています。平成29年度の集
合注射は下記日程で実施しますので、飼い主の方は
責任を持って受けるようにしましょう。
●料金／登録済の犬（注射料のみ）　　　3,200円
　　　　未登録の犬（登録料と注射料）　6,200円
●持ち物／①郵送されたハガキ
　　　　　②フン処理の袋
　　　　　　（会場で犬が
　　　　　　　フンをした
　　　　　　　場合のため）

　きれいでさわやかな生活空間を保つため、集落周辺
の道路、公園等の清掃にご協力ください。集落等団体
の清掃にはごみ袋を提供しますので、代表の方は地域
生活課にお申し込みください。

●問／地域生活課環境係
　　　☎72－5881

　ポイ捨てされたペットボトル、空き缶、空きびんは
汚れているためリサイクルできません。下表のように
分別して町指定ごみ袋に入れ、集落の環境推進員を通
じてごみステーションに出してください。

●日程／

●問／地域生活課環境係　☎72－5881

＊狂犬病予防注射は１頭１針で実施しています。
＊会場へは、犬を制御できる方が連れてきてください。
＊犬が死亡したときは、下記へご連絡ください。
＊鑑札・注射済票は犬の首輪に付けてください。
＊上記の集合注射を受けない場合は、動物病院等で必ず注射を受けてください。

月　日 場　所 時　間

₄月₄日（火）
しらい自然館
野沢公民館
生涯学習センター

午前 9：15～ 9：45
午前10：00～10：30
午前11：00～11：30

₄月₅日（水） 稲川まちづくりセンター西遊佐まちづくりセンター
午前 9：30～10：00
午前10：15～10：45

₄月₆日（木） 吹浦防災センター高瀬まちづくりセンター
午前 9：30～10：15
午前10：45～11：15

₄月₇日（金） 蕨岡まちづくりセンター開畑公民館
午前 9：30～10：00
午前10：15～10：45

₄月₈日（土） 生涯学習センター 午前10：00～11：00

犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ

春の清掃にご協力を！ ごみの分別方法にご注意ください

ごみの種類 分別区分
ペットボトル、紙類、布類、ゴム類、
ビニール・プラスチック類、木くず もやすごみ

空き缶、空きびん、金属くず、
ガラスくず、せともの 埋立ごみ



お し ら せ 号
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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

　町内に土地や家屋を所有している納税者の方は下記
の期間中、町内の土地や家屋の今年度評価額などを字
地番順の縦覧帳簿でご覧になることができます。また、
町内に固定資産をお持ちの方は下記の期間中は無料

（コピーが必要な場合を除く）で、その資産の課税台
帳をご覧になることができます。閲覧は下記の期間以
外でも可能ですが、その際は有料となっております。
●期間／₄月₃日～₅月₁日（土・日・祝日を除く）
●時間／午前₈時30分～午後₅時15分
●場所／町民課課税係
●手数料／縦覧帳簿：縦覧は無料（コピー不可）
　　　　　課税台帳の閲覧：無料
　　　　　（コピーが必要な方は一枚10円をいただきます）
●対象者／
　縦覧：町内に土地・家屋を所有し、固定資産税を
　　　　納税している方（または同居の家族等）
　閲覧：町内に固定資産を所有している方
　　　　（または同居の家族等）
●持ち物等／運転免許証等の身分証明書（代理人の方

は委任状、借地・借家人や資産を処分する権利のあ
る方は、他に権利関係が分かる書類も）
※固定資産課税台帳の閲覧は通常どおり行っていま

すが、縦覧期間中は今年度分に限り、無料で閲覧
することができます。証明が必要な方は通常の手
数料がかかります。（一枚400円）

●問／町民課課税係　☎72－5412

　皆さま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。町内での今年度最後の献血を
実施します。
●日時／₃月26日（日）　午前₉時30分～11時30分、
　　　　　　　　　　　午後₁時～₃時30分
●会場／遊佐ショッピングセンターエルパ

※輸血される方の負担の少ない400ml全血献血にご
協力ください。

※今後の献血日程については、町HP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

　環境影響評価法に基づく手続きを実施している秋田
県由利本荘市鳥海町百宅地区を事業実施区域とする

「鳥海ダム建設事業」に係る環境影響評価準備書及び
同要約書を縦覧します。また、縦覧する準備書に関す
る説明会を開催します。
●縦覧場所／地域生活課
　　　　　　生涯学習センター
　　　　　　庄内総合支庁１階　総合案内窓口
●縦覧期間・時間／
　₃月17日（金）～₄月17日（月）まで（土日、祝日を除く）
　午前₈時30分～午後₅時15分まで

※生涯学習センターは、午前₈時30分～午後₉時まで
　（月曜日は午前₈時30分～午後₅時）
●意見書の提出について／

　準備書及び同要約書について環境の保全の見地か
らの意見をお持ちの方は、書面に住所・氏名・準備
書の名称・意見（理由含む）を記入の上、縦覧場所
に備え付けの意見書箱に入れていただくか、₅月₁
日（月）までに問い合わせ先に郵送ください（当日消
印有効）。また、ＦＡＸ、電子メールでも受け付け
しますので、₅月₁日（月）までに提出してください。
E-mail：thr-chokai01@mlit.go.jp
●説明会の日時および会場／
　生涯学習センター３階視聴覚室
　₃月24日（金）　午後₇時～₈時30分まで
●問／〒015－0074　秋田県由利本荘市桜小路32番₁号
　　　国土交通省東北地方整備局鳥海ダム工事事務所
　　　工務課　☎0184－23－5120　FAX0184－23－5451

　準備書および同要約書は、遊佐町、鳥海ダム工事
事務所のHPからも縦覧できます。

●申込期間／₃月31日（金）～₄月12日（水）
●受験資格・申込方法／ HPでご確認ください。
　国家公務員試験採用情報NAVI
　（http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm）
●第１次試験日／₆月11日（日）
●問／仙台国税局人事第二試験研修係
　　　☎022－263－1111（内線3236）

●受付開始日／
　持家住宅リフォーム支援金、定住住宅新築支援金、
定住住宅取得支援金、定住賃貸住宅新築支援金のい
ずれも₄月₃日（月）から受付開始。

　平成29年度も住宅支援事業を実施します。様式の配
布についても受付開始日を予定しています。平成29年
度については、予算に達し次第受付を終了する場合が
ありますので、あらかじめご了承願います。
●問／地域生活課管理係　☎72－5883

固定資産の価格等の縦覧と
課税台帳の閲覧献血にご協力ください

子吉川水系鳥海ダム建設事業
環境影響評価準備書及び同要約書の

縦覧及び説明会について

平成29年度国家公務員
「国税専門官採用試験」

平成29年度 住宅支援制度
受付日のお知らせ
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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

　町では、看護師・准看護師を養成する学校等に在学
する方に、修学等に必要な奨学金の貸し付けを行いま
す。奨学金の貸し付けを希望される方は、ぜひご活用
ください。
●対象者（次の①②のすべてに該当する方）／

①　平成29年₄月₁日以降に保健師助産師看護師法
第21条または第22条に規定する文部科学大臣、厚
生労働大臣、都道府県知事が指定した大学、学校、
養成所に在学する方

②　①の大学、学校、養成所を卒業後に町内医療施
設、福祉施設等の看護師・准看護師として勤務す
る意志のある方

●奨学金の金額／月額50,000円以内
●貸付期間／在学する学校等の正規の修学期間内
●償還期間・猶予・免除／

　貸し付け終了後、₃年以内の期間で償還していた
だきます。ただし、学校等を卒業した日から₁年以
内に看護師等の免許を取得し、₃年以内に町内医療
施設、福祉施設等に勤務する意志のある方は、₃年
間償還が猶予されます。また、免許取得後₃年以内
に町内医療施設、福祉施設等に勤務し、₃年間継続
した場合は奨学金の償還が全額免除（勤務した期間
が₃年未満の場合は一部免除）されます。
●募集人数／若干名
●申込方法／

　奨学金貸付申込書に必要事項を記入の上、必要書
類を添えて健康福祉課健康支援係に提出してくださ
い（郵送可）。奨学金貸付申込書は健康支援係にあ
ります。町HPからダウンロードすることもできます。
●申込期間／₄月₃日（月）～28日（金）必着
●問／健康福祉課健康支援係　☎72－4111

　町では平成25年₁月に生活クラブ連合会と庄内みど
り農協との₃者で「地域農業と日本の食料を守り、持
続可能な社会と地域を発展させる共同宣言」を締結し
ました。この共同宣言に基づき、₃者が連携して、農
業振興や環境、まちづくり分野の課題解決のための活
動を推進しています。このたび、₃者主催による講演
会を開催しますので、お知らせします。
●日時／₄月₅日（水）　午後₃時～₅時
●場所／エルパ₂階　パレス舞鶴
●講師／山形大学農学部教授　小沢亙氏
●申込／₃月30日（木）まで下記にお申し込みください。
●問・申／企画課企画係　☎72－4523

　小中学校の春休み中のスクールバスの運行については、
下記時刻のみとなります。
●期間／₃月19日（日）～₄月₆日（木）
　　　　※日曜・祝日を除く
●運行時刻／朝₇時便および昼12時便
　　　　　　（稲川線は運行しません。）

※詳細な運行時刻については、₃月15日広報折込の
時刻表をご覧ください。

　なお、₄月₇日以降は通常運行へ戻ります。
●問／教育課総務学事係　☎72－5891

　デマンドタクシーご利用の際は、利用日の₂週間前
から、利用便の₁時間前までにご予約いただくようお
願いしています。₄月より、デマンド予約センターの
受付時間が下記のとおり変更となりますので、ご理解
とご協力をお願いします。
●受付時間／午前₈時30分～午後₄時30分
　※平成29年₄月₃日（月）より変更となります。
●予約先／ＪＲ遊佐駅内デマンド予約センター
　　　　　☎71－1233
●問／産業課産業創造係　☎72－4522

　酒田市千石町一丁目にある消防署（本署）が酒田市船
場町一丁目に移転します。
●日時／₄月₁日（土）
●場所／酒田市船場町一丁目₁番36号
　　　　旧酒田市営船場町駐車場跡地
●電話番号／☎23－3131（変更ありません）

●問／酒田地区広域行政組合
　　　消防本部予防課総務係　☎61－7119

　最近、スクールバス
の遊佐駅前バス停やバ
ス転回所への、遊佐駅
利用者の駐車が見られ
ます。遊佐駅前では、
月曜日から土曜日まで、
午前₈時ごろおよび午
後₃時、₄時、₅時（土
曜日および長期休業中
は、朝と正午ごろ）に、
バス₈台程度が転回お
よびバス停への停車を
行っております。
　バスへの安全な乗車
および運行のため、利
用者駐車場への駐停車
をお願いします。
●問／教育課総務学事係　☎72－5891
　　　産業課産業創造係　☎72－4522

看護師・准看護師をめざす方へ
奨学金の貸付について

共同宣言事業講演会
「６次産業化と地域定住農業者育成」

春休み中のバス運行

「デマンド予約センター」
受付時間の変更について

消防署（本署）移転のお知らせ

遊佐駅施設を利用される方へ

利用者
駐車場

こ
ち
ら
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

自転車置場

職員
駐車場

遊
佐
駅

バ
ス
停

駐
車
禁
止

バ
ス
停

バス転回所

至 定期航路事業所 

至 寿町 

至 松山 

日本政策金融公庫
酒田支店 

出入口
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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

　酒田市内の高等学校に通学する際に利用できる乗合
タクシーを運行しています。
●運行日／各高校の登校日
　　　　　（長期休暇期間中は運行しません）
●運行時間／
　（行き）　遊佐町内（午前₇時ごろ発）→
　　　　　　　　　　酒田市内（午前₇時40分ごろ着）
　（帰り）　酒田駅 → 遊佐町内
　　　　　①午後₄時30分発、午後₅時10分ごろ着
　　　　　②午後₇時発、午後₇時40分ごろ着
　※詳しい時刻表は登録いただいた方にお渡しします。
●利用登録／利用登録書を産業課産業創造係へ提出の

上、定期利用料をお支払いください。登録書は産業
課内に設置しています。
●乗降場所および料金／

●問／産業課産業創造係　☎72－4522

　平成11年₄月₂日～平成20年₄月₁日生まれの方が
いるご家庭に、子育て支援医療証を郵送します。
　医療証の有効期限は平成29年₄月₁日から平成30年
₃月31日までとなります。ひとり親家庭等医療証、重
度心身障がい（児）者医療証をお持ちの方には、子育て
支援医療証は郵送されません。

※平成29年₄月受診分より、学校管理下のケガなど
で日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度
の対象となる場合は医療証を使用せず、災害共済
給付制度を活用することとなります。

※16歳～18歳までの方で進学などにより町外の寮等
に住所を移した場合であっても、保護者の別居監
護とみなされる場合は対象となります。

　　その場合、申請が必要となりますので、在学の
証明になるもの（在学証明書、合格通知書、生徒
手帳など。写しで可）、対象者の健康保険証、印
鑑を持参の上、国民健康保険係窓口までおいでく
ださい。

※医療証は県外では使用できません。一度自己負担
分をお支払いいただくことになります。医療証未
提示により自己負担分を支払った場合なども含め、
領収書、印鑑、振込先のわかる物、対象者の健康
保険証を持参の上、国民健康保険係へ申請してく
ださい。

●問／健康福祉課国民健康保険係　☎72－5875

　町では、運転免許証を所有しない高齢者および運転
が困難な障がいを有する方の社会参加や生活圏の拡大
を進めるため、タクシー利用券を交付しています。
●交付要件／

　町内に住所を有し、かつ現に居住している方で、
次のいずれかに該当している方。
①：平成29年度内に65歳以上となる方で運転免許証
（原付含む）を所有していない方

②：下記の障がいを有する方
⑴身体障害者手帳の所持者で

ア）上肢障害₁級～₃級の方
イ）下肢・体幹及び重複障害₁級～₅級の方
ウ）視覚・内部障害（心臓、腎臓、肝臓、呼吸

器）₁級～₆級の方
⑵療育手帳の所持者及び養護学校に通学している方
⑶精神障害者保健福祉手帳の所持者

●年間交付枚数／
　交付要件①に該当する方：24枚／年
　交付要件②に該当する方：28枚／年
●申請方法／

　印鑑、②に該当する方は手帳を持参し、健康福祉
課福祉子育て支援係へおいでください。
●問／福祉子育て支援係　☎72－5884

高校生通学乗合タクシーを
ご利用ください

子育て支援医療証更新の
お知らせ

平成29年度
遊佐町福祉タクシー事業の
利用券交付について

運行ルート
乗　降　場　所

片道定期券（円） 往復定期券（円）

行き 帰り １ヶ月 ３ヶ月 １ヶ月 ３ヶ月

菅里体育館前バス停
出戸バス停

3,500 9,000 6,000 17,000 

十里塚公民館前
田地下公民館前
藤崎小学校前バス停
旧西遊佐まちづくり
センター前バス停

3,000 7,500 5,000 14,000 

上藤崎四つ角バス停
青塚口バス停
白木バス停
茂り松公民館前

2,500 6,000 4,000 11,000 

泉町９→酒田駅→
大通り商店街

（注）帰りは酒田駅始発となります。
その他の場所からは乗車できません。

　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
₁月に75歳、₂月に65歳になられた皆さまへ、₃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／₁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
　　　　　₂月に65歳になられた方　…
　　　　　　　　　　　　　介護保険料の納入通知書
●納付日／₃月31日（金）
●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せ　…
　　　　　　　　　　　　町民課課税係　☎72－5876
　　　納付に関するお問い合せ　…
　　　　　　　　　　　　町民課納税係　☎72－5411

75歳、65歳になられた皆さまへ
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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

広
告

遊佐町総合型スポーツ文化クラブ「遊'ｓ」 クラブ会員募集中！
遊佐町総合型スポーツ文化クラブ

「遊’s」（ゆず）とは？

〇遊佐町民が主体となって運営を行っています。
〇平成28年度山形県認証の総合型地域スポーツクラブです。
〇平成29年度ゆざ健康マイレージ対象事業となります。
　ただし、20歳以上の方が対象です。

月曜日 水曜日 金曜日

火曜日 木曜日 サークル

火曜日 木曜日 サークル

火曜日 金曜日

楽らく健康体操 みんなでマット運動 バドミントン

キッズチャレンジダンス ヨーガ・セラピー 多種目部「一服」

自然体ソフト＆バレー 初心者将棋 ※マイレージ
　事業対象外 カローリング部

ランニング（短距離・長距離） カラダづくり（　　　）

【定期開催教室及びサークル活動のご案内】　無料体験実施中！

【お問い合わせ】

【講　師】　畑中千賀子氏
【会　場】　蕨岡まちづくりセンター
　　　　　吹浦防災センター（まちづくりセンター）

【時　間】　蕨岡　13時30分～14時30分
　　　　　吹浦　15時30分～16時30分

【回　数】　月４回

【講　師】　遊佐ジュニアR.G.
【会　場】　遊佐町民体育館
【対　象】　小学生
【時　間】　19時～20時
【回　数】　月３回

【講　師】　遊佐バドミントン愛好会
【会　場】　遊佐町民体育館
【対　象】　小学生～成人
【時　間】　19時～20時
【回　数】　月３回

【講　師】　伊藤みふゆ氏
【会　場】　遊佐町生涯学習センター
【対　象】　小学生
【時　間】　18時15分～19時15分
【回　数】　月３回

※１．各教室ごとに毎月教室参加費をいただいております。金額については事務局にお問い合わせください。
※２．高校生以上の参加は、教室参加費の他、年会費6,000円（月額500円相当！）をいただいています。
※３．ゆざ健康マイレージ事業については、健康支援係にお問い合わせください。（☎72－4111）

【講　師】　佐藤健志氏
【会　場】　遊佐町生涯学習センター
【対　象】　成人
【時　間】　10時～12時
【回　数】　月２回

【会　場】　遊佐町民体育館
【対　象】　「遊ʼs」クラブ会員
【時　間】　未定（※サークルリーダーが決定）
【回　数】　月３回
【内　容】　ニュースポーツ等、毎回様々なスポーツを楽しみます。
　　　　　無理なく、スポーツで交流しましょう！

【講　師】　遊佐クラブ
【会　場】　藤崎小学校体育館
【対　象】　子ども（園児年長～小学生）と大人（家族）
【時　間】　19時～20時
【回　数】　月３回

【講　師】　金内光弘氏
【会　場】　遊佐町生涯学習センター
【対　象】　小学生～成人
【時　間】　16時30分～18時
【回　数】　月３回

【会　場】　遊佐町民体育館
【対　象】　「遊ʼs」クラブ会員
【時　間】　未定（※サークルリーダーが決定。現在募集中。）
【回　数】　月３回
【内　容】　初めての方、障がいのある方も気軽に楽しめるスポーツ
　　　　　です。大会等に参加できるように練習していきます。

メール：mail@yuza-yuzu.com
ホームページ：http://www.yuza-yuzu.com

【講　師】　菅原達矢氏・高橋英勝氏
【会　場】　遊佐町民体育館等
【対　象】　小学生～中学生
【時　間】　18時30分～19時30分
【回　数】　月２回

【講　師】　伊藤みふゆ氏
【会　場】　遊佐町生涯学習センター等
【対　象】　成人
【時　間】　10時30分～11時30分
【回　数】　月３回

遊佐町総合型スポーツ文化クラブ「遊’s」事務局
　080‒9630‒2015

体幹、筋肉、
柔軟性アップ

スポーツ振興くじ助成事業

　絶滅危惧種であり、渡り鳥として知られる猛禽類「サ
シバ」の観察会を行います。
●日時／₄月15日（土）　午前₈時30分～正午
●場所／酒田市 
●対象／どなたでも 
●定員／25名
●講師／長船裕紀氏
●費用／一人300円 
●申し込み／₄月13日（木）午後₅時まで下記にお申し

込みください。
●問・申／猛禽類保護センター活用協議会
　　　　　☎64－4681　E-mail：moukin@raptor-c.com

　蕨岡修験と文化・文化財の信仰の歴史と足跡をたどる
ウォーキングイベントです。蕨岡修験の道を歩くコース
とW坂の桜と上寺探訪コースがあります。小雨決行！
●日時／₄月16日（日）

午前₈時50分集合、₉時出発式、₉時20分出発～
午後₀時30分ゴール
●場所／蕨岡まちづくりセンター前広場集合
●募集／₃月15日（水）～₄月10日（月）　先着200人
●参加費／無料

蕨岡修験道ウォーク スタッフ募集
●募集人員／15人（高校生以上）
●役割／受付、接伴など
●勤務日時／₄月16日（日）　午前₈時～午後₁時
●問・申／蕨岡まちづくりセンター　☎72－2231

　地元、金俣の挽きたてのそば粉を使って、四人一組
でそば打ち体験をします。その後、自分で打ったそば
の試食を行います。
●日時／₃月28日（火）　午前10時～午後₁時
●場所／四季の森　しらい自然館
●対象／一般
●受講料／1,500円
●持ち物／エプロン、タオル
●申し込み／₃月23日（木）まで下記にお申し込みくだ

さい。定員20名。 ※定員になり次第締切。
●問・申／四季の森しらい自然館 内
　鳥海山おもしろ自然塾推進協議会事務局　☎72－2069

　観閲式や観閲行進、戦闘訓練や装備品の展示などを
行います。また、今年初となるオートバイドリルも披
露されます。
●日時／₄月16日（日）　午前₈時～午後₃時
●場所／陸上自衛隊神町駐屯地
　　　　（東根市神町南₃丁目₁－₁）
●問／第₆師団広報室　☎0237－48－1151（内線5374）
　　　ＨＰは『第₆師団』で検索

猛禽類保護センター活用協議会　猛禽類観察会
「里山の猛禽　サシバ」

「未来に伝える山形の宝」
蕨岡修験道ウォーク参加者募集

鳥海山おもしろ自然塾　「そば打ち体験教室」

第６師団創立55周年・
神町駐屯地創立61周年記念行事
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がんばった人にマル
○１月29日（日）
　第55回遊佐町剣道大会
　　〈団体の部〉
　　小学校団体
　　　優勝　　山形YDK（齋藤・鈴木・土門・阿部・本間）
　　　準優勝　ハッピーズ（今野・白崎・大宮・石垣・齋藤）
　　　第３位　剣道スポ少（青山・髙橋勝・髙橋亜・髙橋優・石垣・佐藤）
　　中学校団体　優勝　　遊佐中A
　　　　　　　　準優勝　遊佐中B
　　地区対抗戦　優勝　　遊佐剣友会
　　　　　　　　準優勝　蕨岡剣友会
　　　　　　　　第３位　西遊佐・稲川剣友会
　　〈個人の部〉
　　小学４年男子　優勝　　本間　幹野
　　　　　　　　　準優勝　齋藤　聖高
　　小学５年男子　優勝　　土門　未來
　　　　　　　　　準優勝　大宮　輝星
　　　　　　　　　第３位　髙橋　優太
　　小学６年男子　優勝　　青山　響
　　　　　　　　　準優勝　齋藤　大輔
　　　　　　　　　第３位　今野　快音
　　小学５年女子　優勝　　佐藤　里桜
　　　　　　　　　準優勝　阿部　泰
　　　　　　　　　第３位　石垣　麻結
　　小学６年女子　優勝　　鈴木　望愛
　　　　　　　　　準優勝　髙橋　亜唯子
　　　　　　　　　第３位　白崎　楽羅
　　中学校男子　　優勝　　髙橋　亨修
　　　　　　　　　準優勝　阿部　響
　　　　　　　　　第３位　川俣　敬輔
　　中学校女子　　優勝　　土門　淑
　　　　　　　　　準優勝　池田　鈴
　　　　　　　　　第３位　渡部　希衣
〇２月４日（土）、５日（日）
　第69回全庄内スキー選手権大会
　　大回転競技　高校生以上一般男子の部
　　　優勝　　佐藤　修一
　　　第３位　菅原　輝夫
　　回転競技　小学生低学年女子の部
　　　第５位　菅原　雅（高瀬小２年）
○２月５日（日）
　第46回遊佐町卓球選手権大会
　　男子経験者個人戦の部　優勝　　阿部　達也
　　　　　　　　　　　　　準優勝　土井　勝
　　　　　　　　　　　　　第３位　高橋　知俊
　　　　　　　　　　　　　第３位　渋谷　大雅（遊佐中）

　　男子未経験者個人戦の部
　　　準優勝　加藤　涼（高瀬小）
　　　第３位　伊藤　聖捺（遊佐スポ少）
　　　第３位　太田　敦仁（高瀬小）
　　女子経験者個人戦の部
　　　準優勝　齋藤　楓菜（遊佐中）
　　女子未経験者個人戦の部
　　　優勝　髙橋　彩香（遊佐スポ少）
　　　準優勝　伊藤　あゆみ（遊佐スポ少）
　　　第３位　齋藤　詩（遊佐スポ少）
　　団体戦の部
　　　優勝　　KATO
　　　準優勝　サンシャインピーヤ（遊佐中）
　　　第３位　スポ少親の会
○２月11日（土）
　第58回遊佐町小中学校スキー大会
　　小学校男子低学年　優勝　　佐藤　鷲摩（藤崎小３年）
　　小学校男子高学年　優勝　　菅原　悠聖（遊佐小５年）
　　　　　　　　　　　準優勝　渋谷　悠斗（遊佐小５年）
　　　　　　　　　　　第３位　菅原　羽堯（高瀬小５年）
　　小学校女子　　　　優勝　　菅原　爽乃（遊佐小３年）
　　　　　　　　　　　準優勝　菅原　雅（高瀬小２年）
　　　　　　　　　　　第３位　丸山　和（藤崎小３年）
○２月11日（土）
　第48回遊佐町民スキー大会
　　　特別賞　杉の子幼稚園　高橋　太陽
　　男子（青年） 
　　　優勝　　佐藤　修一
　　　準優勝　菅原　輝夫
　　　第３位　小野寺　真
○２月18日（土）
　第28回庄内ジュニアGSL大会
　　小学生女子
　　２年生の部　優勝　　菅原　雅（高瀬小）
　　　　　　　　準優勝　髙橋　こころ（高瀬小）
　　３年生の部　第４位　菅原　爽乃（遊佐小）
　　小学生男子
　　４年生の部　第４位　佐々木　優生（遊佐小）
　　　　　　　　第５位　佐藤　優斗（遊佐小）
　　５年生の部　第３位　渋谷　悠斗（遊佐小）
○２月19日（日）、26日（日）
　第14回酒田飽海地区ミニバスケットボール新人大会
　　男子の部
　　　準優勝　吹浦ミニバスケットボールスポーツ少年団
　　女子の部
　　　準優勝　YUZAgirlsミニバスケットボールスポーツ少年団

※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。

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

入札結果2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PC
期　間　平29／2／6～平29／3／10　契約金額　4,934,520円
契約者　株式会社管理システム

［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、
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
◎教育課
●遺跡出土資料収納用ラック
期　間　平29／2／6～平29／3／17　契約金額　791,985円
契約者　有限会社藤井教材社

［その他の入札参加者］株式会社大谷事務機、オビサン株式会社庄内
支店、カメラのこんの、後藤家具店

障害者支援施設　吹浦荘
募 集 職 種 生活援助員（契約職職員）

雇 用 期 間 平成29年４月１日から平成30年3月31日
（契約更新可能性有り）２名

業 務 内 容 施設利用者の生活支援全般
（夜間業務　月３回位　有り）

必 要 資 格 特になし

給 　 　 与 日額7,100～7,760円+通勤割増分　賞与年2回
（実績に応じて、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当有り）

就 業 期 間 週40時間（夜勤を含む変則勤務）
（午前6時30分から午後9時までのうちの8時間勤務）

問 ・ 申 障害者支援施設　吹浦荘　☎76－2516
担当　伊藤、小松

順仁堂遊佐病院
職種・募集人員 介護員　若干名（正職員）
資 格 介護福祉士または介護職員初任者研修修了者（見込み可）

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
＊変則二交代勤務（日勤のみ希望も可）

問 ・ 申

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

　₂月・₃月は、さけの稚魚放流の時期です。稚魚を
海鵜やその他害鳥から守るため、その間、ロケット花
火を使用します。鉄砲の音と誤解をする場合がありま
すが、近隣住民の皆さまのご理解をお願いします。
●問／箕輪鮭漁業生産組合　☎77－2275

さけ稚魚放流時の害鳥駆除用
花火使用へご理解を！

●日時／₄月29日（土）　午前10時～午後₃時
●内容／・芭蕉の足跡<三崎街道>
　　　　・春の特別ランチ(遊楽里)
　　　　・鳥海ブルーライン<雪の回廊見学>
　　　　・金峰神社、蚶満寺（秋田県にかほ市）
●料金／3,000円
●問／ NPO法人遊佐鳥海観光協会　☎72－5666

鳥海ブルーライン【雪の回廊】と
芭蕉の足跡【三崎街道】を辿るバスツアー


