
「プログラミングまち歩き
CAMP in 庄内町」

　１日目に町内の人気スポットを
巡るまち歩きをし、２日目にIT企
業の現役エンジニアからプログラ
ミングを学び、WEBサイト「庄
内町観光マップ」を作成します。
●日時：10/29㈯ 13:00～16:00
　　　　10/30㈰ 10:00～17:00
●場所：クラッセ集合
●対象：小学校高学年～大学生
●定員：10人
● 費用：2,000円（受講料、焼肉

ランチ、保険料込）
● 持ち物：撮影機器（スマホやカ

メラ）、PC（貸与可）
■ 問・申込み：町観光協会

☎0234-42-2922

住民税非課税世帯等への
臨時特別給付金

　今年度新たに住民税が非課税と
なった世帯は、住民税非課税世帯
などへの臨時特別給付金の対象と
なります。
　また、新型コロナウイルス感染
症の影響による家計急変があった
世帯は、申請により給付金の対象
となる場合があります。
●申請期限：9/30㈮
■�問合せ：税務町民課臨時給付金

担当☎0234-43-0485

身体障がい者巡回相談

　手足の不自由な方、耳の聞こえ
にくい方で、身体障害者手帳の交
付・程度変更、補装具の交付を希
望される方のご相談に応じます。
●日時：9/14㈬ 13:00～15:30
　（受付は15:00まで）※要予約
●場所：
　酒田市身体障害者福祉センター
●対象：18歳以上
● 持ち物：印鑑、健康保険証、身

体障害者手帳（現在お持ちの
方）、現在使用中の補装具

● 診療科目：肢体・聴覚（骨格構
造義肢・電動車いすの交付に関
する判定は除く）

※ 身体障害者手帳交付・程度変更
を希望する方は、写真（縦４㎝
×横３㎝、脱帽・上半身）も持
参ください。

■問・申込み：保健福祉課福祉係
　　　　　　☎0234-42-0146

まちづくりセンター
からのお知らせ

「パソコン講座」
Excel応用編

● 内容：Windows10を活用して、
オートフィルや関数を使ったデ
ータの集計。ビジネス資料の作
成などExcelの応用を学んでい
きます。

● 日時：10/6㈭、10/7㈮、10/13
㈭、10/14㈮、10/20㈭、10/21
㈮ 9:30～11:30 (全６回)

●場所：
　余目第三まちづくりセンター
● 対象：Excelの基本操作ができ

る方。Excelを今後活用したい
と考えている方。 

●定員：先着12人
●受講料：2,000円
　　　　　(テキスト代含む)
●申込期限：9/15㈭
※ 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

大人の映画会

●内容：
「殿、利息でござる！」（129分）
出演： 阿部サダヲ、瑛太、
　　　妻夫木聡、竹内結子　ほか
●日時：9/16㈮ 
　①9:30～　②13:30～
　③19:00（夜間上映します）
●場所：
　余目第一まちづくりセンター
● 定員：各50人（要予約）
●入場：無料
■ 問・申込み：余目第一まちづく

りセンター☎0234-42-2019

●日時：9/11㈰ 9:00～15:00
●対象：小学校１年生～３年生　
　（身長100㎝～130㎝程度）
●定員：先着親子３組
●料金：9,000円（親子）
※ 講習修了後カートを１人で楽し

めるようになります。
■ 問・申込み：商工観光課観光物

産係☎0234-42-2922
　 カートソレイユ最

上川☎0234-42-
2282またはQRコ
ードから申込みく
ださい。

キッズカートスクール

本格ピザ焼き体験を
してみませんか？

● 利用日時：11月末までの
　土日・祝 10:00～17:00
●場所：月の沢温泉北月山荘
● 内容：耐火レンガを使用したピ

ザ窯で本格的なピザ焼き体験が
できます。

● 費用：ピザ窯1,000円、かまど
１基500円、薪１束500円

●申込期限：利用の１週間前
■ 問・申込み：月の沢温泉北月山

荘☎0234-59-2137

庄内町
からのお知らせ

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。

休日に子宮頸がん検診
乳がん検診はいかがですか

　既に子宮頸がん検診・乳がん検
診を申込みしている方でも申込み
内容の変更が可能です。
●日時：10/15㈯
　　　　受付 12:00～12:30
●場所：庄内検診センター
　　　　※送迎バスはありません
●定員：各検診８人
● 対象：子宮頸がん検診　20歳以

上の方（令和５年３月31日現在）
　 乳がん検診　40歳以上の偶数年

齢の方（令和５年３月31日現在）
●申込期間：9/20㈫～9/27㈫
　※定員になり次第締切
● その他：奇数年齢で昨年度乳が

ん検診未受診の方は事前申請で
受診可能です。

■ 問・申込み：保健福祉課健康推
進係☎0234-42-0147

次期最終処分場の
建設候補地を募集します

　酒田地区広域行政組合では、現
在利用している最終処分場に代わ
る、新しい最終処分場の建設計画
を進めています。
　応募の検討にあたり質問、説明
会、視察などのご希望がありまし
たらご相談ください。受入れする
地域には、可能な範囲で地域振興
の要望に対応します。
●募集期限：11/30㈬
● 対象：土地所有者または地元自

治会など
● 募集要件：概ね10haの面積が確

保できること（山間が望ましい）
■問合せ：環境防災課環境衛生係
　　　　　☎0234-43-0248
　　　　　酒田地区広域行政組合
　　　　　☎0234-31-2882

第１回家庭教育・子育て応援
親子講座「ペンギンの森」

　トランポリンを親子で楽しみな
がら、家庭教育についても学べる
人気の講座です。
●日時：10/10（月・祝）
　　　　10:00～11:30
●場所：体操センター
●対象：
　３歳以上就学前の親子10組
※ 定員を超える申込みがあった場

合は抽選になります。
●内容：
　①親子トランポリン教室
　②家庭教育ミニ講話
　「かしこい子に育つ生活習慣」
●参加費：無料
●講師：県家庭教育アドバイザー
　　　　齋藤雅志氏
●申込期限：9/30㈮
■�問・申込み：町中央公民館
　（社会教育課社会教育係）
　☎0234-43-0183

マイナポイントの申込み
（無料スマホ教室）

●日時：
　①9/16㈮ 9:30～11:30
　②9/16㈮ 14:00～16:00 
　③9/21㈬ 14:00～16:00
●場所：①②役場B棟
　③狩川まちづくりセンター
● 対象：マイナンバーカードをお

持ちの方
●定員：各16人※先着順
● 持ち物：スマホ、マイナンバー

カード、マイナンバーカード取
得時に設定した数字４桁のパス
ワード、ポイントを申込む決済
サービスのID・セキュリティコ
ード、※本人名義の金融機関の
口座情報がわかるもの(公金受取
口座を登録する方のみ)

●申込期限：①② 9/9㈮
　　　　　　③ 9/14㈬
● 講師：ドコモ認定講師※どのキ

ャリア(ソフトバンクやauなど)
をお使いでも参加できます。

● その他：マイナポイントを申込
む決済サービスをあらかじめ決
めた上でご参加ください。

■ 問・申込み：企画情報課デジタ
ル推進係☎0234-
43-0297または右
QRコード(LINE)か
ら申込みください。

認定こども園園開放

　子育ての悩みなども相談できます。
●日時：9/28㈬ 9:30～11:00
● 対象：０歳から満４歳までの未

就園児と保護者
※ 事前申込みが必要です。
■ 問・申込み：（福）和心 認定こど

も園からふる☎0234-56-2436

９月はがん征圧月間です！
各種がん検診はお済みですか

　新たな生活習慣「ブレスト・ア
ウェアネス（乳房を意識する生活
習慣）」が提唱されています。自
分の乳房の状態に日頃から関心を
持ち、乳房を意識して生活するこ
とで、乳がんの早期発見・早期診
断・早期治療につながります。

【４つのポイント】
（1）ご自分の乳房の状態を知る
　★乳房のセルフチェック
　□乳房の変形や左右差がないか
　□ しこり・ひきつれ・へこみ・

ただれがないか
　□出血や異常な分泌物がないか
（2）乳房の変化に気を付ける
（3） 変化に気が付いたらすぐ医

療機関を受診する
（4） 40歳になったら２年に１回

乳がん検診を受ける
■問合せ：保健福祉課健康推進係
　　　　　☎0234-42-0147
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