くらしの情報

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。

庄内町
からのお知らせ

まちづくりセンター
からのお知らせ

特別研究報告会
●日時：9/10㈯ 14:00～15:30
●場所：響ホール

ご相談ください！
町の人権擁護委員
人権擁護委員は相談者と一緒に
問題を考えます。ひとりで悩まず、
ご相談ください。
佐藤 清雄さん（御殿町）
小林 裕子さん（松野木）
佐藤 晃子さん（常 万）
佐々木真澄さん（上朝丸）
飯澤 藤夫さん（興 野）

阿部
勉さん（川 端）
齋藤 すぎさん（川 端）
■問合せ：税務町民課町民係
☎0234-42-0133

大人の映画会
●内容：
「わが母の記」（118分）

原作/井上靖
出演/役所広司、樹木希林、
宮崎あおい ほか

●日時：8/19㈮
１回目9:30～ ２回目13:30～
３回目19:00～
●場所：
余目第一まちづくりセンター
●定員：各50人（予約制）
●入場：無料
■問・申込み：余目第一まちづく
りセンター☎0234-42-2019

図書館ボランティア募集
新図書館OPENに向けたサポー
トスタッフを募集します！
●日 時：令和４年11月～隔週の
土・日曜日（予定）
午前の部：10:00～12:00
午後の部：14:00～16:00
※上記以外の曜日や時間帯での活

動希望者については、別途相談
●対 象：軽作業が可能な中学生以
上で、ボランティア活動に熱意の
ある方、活動内容に関心のある方
●内容：新図書館への本の移転作
業、開館までの準備作業、その
他新館オープンに向けた準備作
業のサポート
●募集人数：20人程度

●申込期間：8/2㈫～9/30㈮
●申込方法：参加申込書記入のう
え、町立図書館窓口またはメー
ルで送付ください。

■問 合せ：町立図書館☎023443-3039 tosho@town.
shonai.yamagata.jp
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陶芸に親しんでみませんか
陶芸講座 第Ⅰ弾
●日程・内容：
9/7㈬ 成形①（ポット制作）
9/14㈬ 成形②（自由制作）
10/5㈬ 釉薬・加飾

10/26㈬ 仕上げ
●時間：9:00～12:00
●場所：余目第
二まちづくり
センター
●持ち物：エプ
ロン・手ぬぐ

い２枚（汚れてもよいもの）
●定員：10人
●講師：勝木章子氏
（羽黒山椿窯主宰）

●参加費：2,000円程度（個人の
製作量により若干異なります）
●申込締切：8/18㈭
■問・申込み：余目第二まちづく
りセンター☎0234-42-2306

●定員：300人
●内 容：「清河八郎と尊攘派幕臣、
山岡鉄舟・高橋泥舟」
●報告者：東洋大学文学部教授
岩下哲典氏
●入場：無料※申込みが必要です。
■問・申込み：清川まちづくりセ
ンター☎0234-57-2211
 0234-572212
清河八郎記念

館☎0234-572104 spcp4yb9@pearl.
ocn.ne.jp

きよかわ探検塾「きよたん」
ちょい旅『月山ダム散歩』
月山ダムは、治水、河川環境の
保持、安定した水道水の供給、電
力の供給と様々な役割を担ってい
ます。巨大な建物の中を探検し、
たくさんの発見と驚きを見つけま
しょう！
●日時：8/25㈭ 10:00～14:00
●集合：清川まちづくりセンター
（10分前集合）
●コース：清川まちづくりセンタ
ー出発～月山ダム地域防災セン
ター～大梵字（昼食）～清川ま
ちづくりセンター
●対象：成人の方
●定員：20人（先着順）
●参加費：1,200円（食事代）
●申込期間：8/2㈫～8/17㈬
■問・申込み：清川まちづくりセ
ンター☎0234-57-2211

「パソコン講座」
Excel基礎編
●内 容：Windows10を活用し
て、初級から学んでいきます。
Excelの概要と基本操作や書式
設定、表の作成などを学びます。
●日時：9/1㈭、9/2㈮、9/7㈬、
9/8㈭、9/15㈭、9/16㈮
9:30～11:30 (全６回)
●場所：
余目第三まちづくりセンター
●対 象：文字の入力やマウスの操
作ができる方、Excelを今後活
用したいと考えている方
●持ち物：筆記用具、受講料
●定員：先着12人

●受講料：2,000円
(テキスト代含む)
●申込期限：8/17㈬
※申 込人数が少ない時は講座を開
講しない場合があります。
※締 切日以降のキャンセルはテキ
ストを購入いただく場合があり
ます。
■問 ・申込み：余目第三まちづく
りセンター☎0234-42-0317

消費税、地方消費税の中間申
告分の納付をお忘れなく！

消防設備士講習
●種別：①警報設備②警報設備
種別：①警報設備②警報設備
③消火設備
④避難設備・消火器
●日時
日時：①9/21㈬②10/4㈫
：①9/21㈬②10/4㈫
③10/5㈬④10/6㈭
●場所
場所：①庄内総合支庁
：①庄内総合支庁
②③④山形ビッグウイング
●申込期限
申込期限：8/12㈮
：8/12㈮
※申込書は、県庁消防救急課、各
総合支庁総務課、消防本部およ
び各消防署、山形県消防設備協
会にあります。
■問・申込み：
・申込み：（一社）
（一社）山形県消防
山形県消防
設備協会☎023-629-8477

甲種・乙種（全類）
・丙種危
険物取扱者試験・準備講習会
試験案内・願書・申込み用紙は
消防本部、各消防署にあります。
【試験】
●日時：10/15㈯ 午前中
●場所：県立酒田光陵高等学校
●受付期間：

8/26㈮～9/5㈪（電子申請）
8/29㈪～9/8㈭（書面申請）
【準備講習会（乙種第四類）】
●日時：9/1㈭～9/2㈮
9:30～16:30

●場所：

酒田地区広域行政組合消防本部
●申込期限：8/26㈮
■問・申込み：酒田地区広域行政
組合消防本部予防課
☎0234-31-7148

を提出期限までに提出しなかった
場合でも、８月31日㈬までに納
付する必要があります。振替納税

をご利用の方は、同封のパンフレ
ットで振替日を確認の上、前日ま
でに口座の残高をご確認ください。
なお、新型コロナウイルスの影
響などにより納付が困難な方は税
務署へご相談ください。
■問合せ：鶴岡税務署
☎0235-22-1401
海の

緊急
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海水浴シーズン到来！

【子ども向け】
●日時：8/12㈮、8/16㈫、
8/17㈬、8/21㈰
①10:00 ②11:30 ③13:30
④15:00
●定員：各回先着45人
●内容：

①③「それいけ！アンパンマン
ちびおおかみと月のふしぎ」

 ④「ポケットモンスター
②
ーロラからのメッセージ」
●費用：３歳以上
100円
高校生以上 200円

通報

８番

不開設の海水浴場や自然海岸で
の遊泳事故が増加しています。
管理された遊泳区域で遊泳しま
しょう。単独行動、飲酒後の遊泳
は避けましょう。
総合情報サイト
（ウオーターセーフティガイド）
海のレジャーを
安心して楽しむため
の情報を掲載！

プラネタリウム一般公開

国・県・市町村
からのお知らせ

税務署から中間申告書が送られ
ている個人事業者の方は、申告書

オ

【大人向け（中学生以上）】
●日時：8/21㈰ 16:00

●定員：先着45人
●内 容：「オーロラの調べ 神秘
の光を探る」
●費用：中学生
100円
大人（高校生以上）200円
●申 込方法：各日前日まで電話予
約
■問 ・申込み：鶴岡市中央公民館
☎0235-25-1050

■問合せ：酒田海上保安部交通課
☎0234-24-0055

不動産競売（酒田支部)
●物件：宅地、建物など
●閲覧期間：9/8㈭まで
●閲覧・入札場所：山形地方裁判
所酒田支部

※インターネットから物件情報が
見られます。
http://www.bit.courts.go.jp
●入札期間：9/1㈭～9/8㈭
17:00まで
■問合せ：山形地方裁判所酒田支
部書記官室執行係
☎0234-23-1233
2022.8.1
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