
でスポーツ 元気
（一社）総合型スポーツクラブ
コメっちわくわくクラブ
☎0234-43-3347

会員随時
会員随時募集中！
募集中！

発生状況 ５月 Ｒ4年累計
人身事故 ２件 14件
死者数 0人 0人
負傷者数 ２人 15人
物損事故 22件 181件
飲酒運転 0人 0人

町営風車風力発電
　174,060kwh

7/22㈮～8/21㈰
まで“明るいやま
がた”夏の安全県
民運動です。

今月は、CO2を
90.7ｔ削減しま
した。

＜1500kw×１基＞

環境防災課温暖化対策係
　☎0234-43-0256

ギャラリー温泉町湯情報

●ベビーマッサージ教室 in 町湯
7/22㈮ 10:00～ 予約は問合せ先まで
▼今月の変わり風呂▼
7/16㈯、7/17㈰　ひのき玉風呂
町湯オリジナルひのき玉セットの販売もあります。
▼ギャラリーのおしらせ
7/20㈬までnenecoさんの作品（ポーチ・アクセサ
リーなど）を展示・販売中です。
■問合せ：ギャラリー温泉町湯☎0234-43-2222

　新型コロナウイルスの影響で２年連続中止となっ
ていた庄内町の新たな祭り「しょうない氣龍祭」が
8/11（木・祝）に開催することが決定しました！ 
　祭り当日は和心交差点～鶴岡信用金庫余目支店交
差点（県道44号線）間の通行止めを予定しています
ので、ご理解ご協力をお願いします。
　またしょうない氣龍祭のHPも公開さ
れました！お祭りの詳細情報を随時ア
ップしていきますので、ご覧ください。

しょうない氣龍祭のプレイベント
「龍の住むまち」の公演が決定！

　祭りの核となる、深川の飛龍伝説と立谷沢川流域
の龍神信仰を舞台化しました。祭り本番前にご覧に
なればより祭りを楽しめます。公演日など詳しくは
響ニュース欄をご確認ください。
■問合せ：商工観光課観光物産係☎0234-42-2922

いよいよ初開催！しょうない氣龍祭

コメっちテニススクール
立川開催中！

7/31㈰楽しい山歩き
鳥海湖

●コース：鉾立～鳥海湖周辺
●時間：8:00集合16:30到着予定
●定員：35人
●参加費：3,500円(入浴される方は別途入浴料)
※申込みは開始しています。

643.84㌧
（前年同月比 27.87㌧増）

※家庭系と事業系の
　一般廃棄物合計量

環境防災課環境衛生係
　☎0234-43-0248

もやすごみの約半
分は水分です。生
ごみは捨てる前に
もうひと搾り。

ごみの量（５月）

要予約要予約

氣龍祭公式HP

　清川歴史公園清川関所内で土、日、祝に営業して
いる「御食事処　御殿茶屋」では名物メニュー「御
殿セット」の内容をさらに充実させて提供します。
● 営業日：３月～11月の土日・祝日 11:00～14:00
● メニュー：御殿セット、東

風そば、手打ちそば、麦き
りなど

■ 問合せ：清川歴史公園清川
関所☎0234-25-5885

※ 平日も団体予約（10人程度
から）に限り受付けます。

清川歴史公園・御殿茶屋営業中！！

御殿セット
※ 小鉢の料理は季節に
　よって異なります

●日時：毎週土曜日 18:00～21:00
● 場所：庄内町テニスコート(体育センターすぐ側)
● 会費 ： 会費2,500円（年会費＋保険料）

別途参加費300円
※初心者の方も大歓迎です。

風 車 市 場
庄内町の美味しいものStation

　暑い日が続きますと何かと冷たいものをつい口に
してしまいますよね。そんな時、山菜の赤みずや枝
豆を食べたり、つめたい炭酸飲料よりはスイカを食
べて、体の調子を整えてみませんか？
　枝豆には疲労回復が期待できますし、赤みず（う
わばみそう）はビタミンB1、B2、Cが豊富で、腎機
能の改善やむくみとりにも期待できます。そんな赤
みずの味噌汁仕立てを7/17㈰に販売します。ぜひ食
べに来てください。
　他にも7/10㈰は、手作り小物やお菓子を販売する
ソーシャル風車市や、週末には綴喜真影さんのキッ
チンカーが来たりします。インスタグラ
ムでイベント情報を更新していますので、
ぜひご覧ください。＃風車市場　で検索

～体調管理には野菜山菜を～

■問合せ：風車市場☎0234-56-3039

＝場所　 ＝持ち物　 ＝対象　費＝費用
＝申込先、申込期間　 ＝問合せ先

※何も記載のないものは無料、申込不要です。

各種相談
相談名 日時等 場所・問合せ等

お金のトラブル
なんでも無料相
談会

7/16㈯
9:30~12:00

響ホール
環境防災課危機管理係

☎0234-43-0246

行政相談 8/3㈬
13:30~15:00

清川まちづくりセンター
総務課文書法制係

☎0234-42-0126

酒田市無料
法律相談

①7/26㈫
17:00～20:00
②8/5㈮
13:30～16:30

酒田市まちづくり推進課
酒田市まちづくり推

進課市民相談室☎0234-
26-5726
①7/12㈫～

　②7/26㈫～
※先着６人

就労・生活相談ダ
イヤル集中相談会

7/26㈫～29㈮
10:00～17:00

山形県求職者総合支援
センター
☎0800-800-7867

ひきこもり相談 7/26㈫
13:30～15:30

庄内保健所地域保
健福祉課精神保健福祉担
当☎0235-66-4931
7/25㈪まで

精神保健福祉相談 7/27㈬
10:00～12:00

庄内保健所地域保
健福祉課精神保健福祉担
当☎0235-66-4931
7/22㈮まで

福祉のしごと・
保育のしごと
出張相談

①7/13㈬
10:00～15:00
②7/14㈭
10:00～15:00
③7/14㈭
10:00～12:00

①鶴岡市勤労者会館、
②ハローワーク酒田、③
マザーズジョブサポート
庄内
県福祉人材センター
☎023-633-7739

借金返済に関する
相談窓口

月曜～金曜
（祝日除く）
8:30～12:00
13:00～16:30

山形財務事務所理財課
☎023-641-5201

空き家相談窓口
月曜～金曜
（祝日除く）
10:00～16:00

（公社）全日本不動産協
会山形県本部
☎023-665-0100

不動産開業相談
窓口

月曜～金曜
（祝日除く）
10:00～16:00

（公社）全日本不動産協
会山形県本部
☎023-642-6658

勤労者無料法律
相談

7/29㈮
15:00～19:00

東北労働金庫鶴岡支店
田川地区労働者福祉協
議会☎0235-22-3147
7/28㈭まで

町営風車稼働状況（５月）

交通事故発生状況（５月）

立谷沢まちづく
りセンター 毎日開館

清川まちづくり
センター 7/17㈰

狩川まちづくり
センター 7/11㈪

余目第一まちづ
くりセンター 7/12㈫

余目第二まちづ
くりセンター 7/19㈫

余目第三まちづ
くりセンター 7/15㈮

余目第四まちづ
くりセンター 毎日開館

総合体育館
屋内多目的運動場
第二屋内多目的
運動場

7/18㈪
8/1㈪

図書館本館 毎週月曜

内藤秀因水彩画
記念館

令和５年
10月

まで休館
図書館分館 7/11㈪
響ホール 7/25㈪
町湯 7/13㈬
クラッセ 毎日営業
北月山荘（入浴） 毎週火曜
ウインドーム
立川 毎週月曜

農林漁業体験
実習館 毎週水曜

清川歴史公園
毎週月曜
※祝日の
場合は翌

平日
風車市場 毎日営業

公共施設の休館日等（7/6～8/5）

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止の影響により、状
況に応じて各施設の利用中止や利用制限が設けられ
る場合があります。

毎週火曜日　13時～16時
　　　　　　　　保健福祉課健康推進係☎0234-42-0164

町保健センター

母子健康手帳交付
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