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　南中山中学校の生徒190人が、町グリーン・ツーリ
ズム推進協議会員の田んぼで田植えに挑戦。泥の感触
に歓声を上げながらも、丁寧に苗を植えていました。

仙台市の中学生が
教育旅行で田植えに挑戦！5/10

　㈱グローバルマシーンの敷地内で、すくすく保育
園と余目保育園の園児が、毛ばたきでりんごの花に
花粉をつけるお手伝い。秋の収穫が楽しみです。

大きくなーれ！と願いを込めて
りんごの受粉をお手伝い5/6

　進路決定前の３年生を対象に行われ、町内の企業な
どが同校に出向き、仕事の説明や魅力紹介だけでなく、
人生の先輩として生徒にアドバイスしていました。

5/18

　北月山アドベンチャーくらぶの子どもたち約20人
が、杵と臼を使い力いっぱいもちつきに挑戦。自分
でついた餅の味は格別だったようです。

響く「よいしょー」の掛け声
アドベンチャーもちつき大会

なりたい職業はあったかな？
余目中学校　職場体験学習5/15

新型コロナウイルス感染症に関する相談先
ワクチン接種について 発熱等の症状がある場合

庄内町ワクチン接種予約・相談
専用フリーダイヤル
☎0120-414-170
8:30～17:00（日曜日除く）

新型コロナ受診相談センター
☎0120-88-0006かかりつけ医に電話相談

かかりつけ医がいる かかりつけ医がいない 夜間休日

感染症対策 へのご協力をお願いします

換気こまめな
手洗いマスク着用 ゼロ密

６月23日～29日は「男女共同参画週間」です

新型コロナワクチン【４回目】接種情報　７月から開始します

　対象は60歳以上で３回目接種から５か月以上経過する方です。接種券は順次送付します。
　18歳以上59歳以下の方でも、基礎疾患を有する方と新型コロナウイルスに感染した場合に重症化
リスクが高いと医師が認める方は、４回目接種の対象となります。かかりつけ医療機関に相談し、接
種券が必要な場合は町公式LINE（右QRコード）またはコールセンター（☎0120-414-170）で申込
みください。
※なお、予防接種が受けられる期間は厚生労働省により示されています。接種を希望する方は早めにご予約ください。

令和４年度のキャッチフレーズ

「あなたらしい」を築く、「あたらしい」社会へ

　男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実現
するためには、みなさん一人ひとりの意識した取組みが必要です。この機会に考えてみませんか？

■問合せ：企画情報課企画調整係☎0234-42-0155

しょうないガールの井戸端会議開催
	 ～地域盛り上げ隊員募集！！～

●�対象：自分のアイデアや特技を活かして、庄内町の
魅力を発信していきたい町内在住・在勤女性（20代～
50代）５人程度※謝礼、交通費の支給はありません。

●申込期限：7/15㈮
●�申込方法：LINEを開いて、右QRコー
ドを読み込んで申込みください。

　ひとりで悩んでいませんか？日常生活の中
で抱えるさまざまな悩みや不安など、
お気軽にご相談ください。
【一般相談】☎023-629-8007
●日時：月～木・土曜 9:00～17:00
　　　　　金・日・祝日 13:00～17:00
【男性ほっとライン】☎023-646-1181
※男性相談員があなたの悩みをお聞きします。
●日時：毎月第１・第２・第３水曜19:00～21:00

▲LINE▲Twitter ▲Facebook▲町HP

町からのさまざまな情報を
掲載しています

町公式SNSをご利用ください
★�このほかにも、町ホームページの「しょうない写真館」に町の話題を掲載しています。ぜひご覧ください！→

楽しく町をクリエイト！



新型コロナウイルスの影響により中止や延期になる場合があります。各種事業の参加に
あたっては十分な配慮をしていただくとともに、事前に主催者に可否の確認をしてください。くらしの情報
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女性も活躍中！鳥獣被害対策
実施隊員になりませんか？

　鳥獣による農作物や人身被害の
防止を図るため、鳥獣被害対策実
施隊を設置しています。
　隊員は現在29人（うち女性2
人）で、捕獲、追払いなどの活動
を行っています。
　農作物被害を減少させたい方、
狩猟に興味のある方の入隊をお待
ちしています。
※�狩猟免許取得経費に対する補助
金もありますので、問合せくだ
さい。
■問合せ：環境防災課環境衛生係
　　　　　☎0234-43-0254

庄内町
からのお知らせ

ご寄贈
ありがとうございます

金内勝彦様（三ケ沢）
木製足踏み消毒スタンド	7台
各まちづくりセンターに配置し
ました

㈱NIPPO山形統括事業所様
童話作品集「童話の花束」50冊
小中学校と図書館に配布しました

余目保育園・
認定こども園園開放

　対象は０歳から満４歳までの未
就園児と保護者です。※両園とも
事前申込みが必要です。
＜余目保育園＞
　期間中に絵本や紙芝居、歌など
のイベントがあります。詳しくは
HPをご覧ください。
●日時：7/4㈪～7/8㈮
　　　　9:50～10:50
■問・申込み：（福）和心�余目保育園
<認定こども園からふる>
　子育ての悩みなども相談できま
す。お気軽にご相談ください。
●日時：7/8㈮�9:30～11:00
■�問・申込み：（福）和心�認定こど
も園からふる☎0234-56-2436

事業所名（住所・電話） 職種・求人数・求人番号 就業場所 勤務時間 賃金 面接

（福）和心
庄内町余目字下大塚39-1
☎0234-43-2612

保育士および
保育教諭
正社員１人

06030-�3142621

当法人運
営３園の
いずれか

7：00～19：00の
間で８時間

【シフト勤務】

179,400円
～

383,000円

書
類
選
考

★詳細な問合せは、各事業所へ直接お願いします。
★企業等からの求人情報への掲載依頼は、
　商工観光課商工労働係まで（☎0234-42-0138）

※開示請求、訂正請求、削除請求、目的外利用等中止請求はありませんでした。
■問合せ：総務課文書法制係☎0234-42-0126

【個人情報保護条例の運用状況（令和３年度）】
個人情報取扱事務の届出(登録)件数 162	件

情報公開請求件数　　　　　　　（イ＋ロ） ８�件
公開決定件数　　　　　（イ） ８�件

全部公開件数 ８�件
一部公開件数 ０ 件

非公開決定件数　　　　（ロ） ０ 件
内文書不存在件数 ０ 件
内存否応答拒否件数 ０ 件

不服申立て件数 ０ 件

　町情報公開条例および町個人情報保護条例に基づく運用状況をお知らせします。
【情報公開条例の運用状況（令和３年度）】

情報公開条例および個人情報保護条例の運用状況の公表

しょうない町民手帳は
発行を終了します

　「しょうない町民手帳」は、
現在販売している2022年版を
もって発行を終了します。な
お、掲載していた地域の情報
や豊富な統計資料については、
町HPなどに掲載していきます。
2022年版絶賛発売中!!

■�問合せ：町統計調査員協議
会事務局（企画情報課企画調
整係内）☎0234-42-0155

風車村イベント情報

ブルーベリー摘み取り体験
●日時：6/25㈯～7月中旬
　10:00～12:00、13:00～15:00
　※月・水・木曜日休み
　（受付は終了の30分前まで）
●受付：農林漁業体験実習館前
●�料金：500円（１回１パック持
帰り）

※�いずれも申込不要。天候や生育状況により期間変更などもあります
のでご了承ください。

■�問合せ：ウインドーム立川☎0234-56-3361

ラベンダー摘み取り体験
●�日時：6/25㈯～7月中旬
　10:00～12:00、13:00～15:00
　※月・水曜日休み
　（受付は終了の30分前まで）
●受付：農林漁業体験実習館前
●料金：300円

ラベンダースティック
つくり体験

●日時：6/26㈰�9:30～12:00
●会場：ウインドーム立川
●�料金：400円
　　　（摘み取り料、リボン代）

ソラーナ元気アップ教室
参加者募集

①７月から始めたい方
●	対象：第四学区、狩川地区にお
住まいの65歳以上の方※介護認
定を受けている方などは除く。
●�内容：軽い運動、脳トレ、介護
予防の講話など
●	日時：毎週火曜日�13:30～15:30
●参加費：毎回200円（お茶代）
●�定員：10人程度
※�以前教室に参加していた方と送
迎が必要な方（要相談）も応募
可能ですが、新規の方を優先す
るため、申込者が多数の場合は
参加できない場合があります。
●参加期間：原則１年間
●申込締切：6/29㈬

②歯科衛生士による健康講話
●日時：7/12㈫�13:30～15:30
●�対象：町内にお住まいの65歳
以上の方※教室の参加者以外の
方も参加できます。
●�演題：目指せ�むせない食生活
●参加費：200円（お茶代）
●定員：先着20人
●�持ち物：内履き、動きやすい服装
●申込締切：7/1㈮
【共通事項】
●場所：ソラーナ
■�問・申込み：保健福祉課高齢者
支援係☎0234-43-0490
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