
★�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。
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母子健康手帳交付日
＜日時＞ 毎週月曜日／13：00～16：00
　　　　毎週火曜日／ 9：00～12：00
＜場所＞ 余目保健センター
★�上記以外でも事前連絡で随時交付します。（土日祝日、年末年始
を除く）
※平成31年４月から、余目保健センターのみでの交付となります。
■問合せ：余目保健センター☎0234-42-0147

５月の納税
固定資産税　１期

納期限・口座振替日 ： 5/31㈮
※前日までに残高の確認と入金をお願いします。

■問合せ：税務町民課納税係
　　　　�☎0234−42−0136
　　　　　　　　�42−0137

５月のナイトサービス
5/27㈪　17:15～19:00

　毎月27日（休日の場合は別に定めた日）に夜間窓口で
税金やガス・水道料金等を納付いただけるように、会計室
でナイトサービスを実施しています。
※６月は27日㈭に実施します。
■問合せ：会計室　☎0234−42−0193

町県民税１期

納期限・口座振替日：7/1㈪
６
月

庄内町交通事故発生状況

酒田市休日診療所　診療日

●発生件数	 ６件	（２０件）
●死 者 数	 ０人	（　０人）
●負傷者数	 ６人	（２４人）
●物損事故	40件	（１４４件）
●飲酒運転	 ０人	（　０人）

【令和元年累計】

ワンポイント交通安全

6/2㈰、6/9㈰、6/16㈰
6/23㈰、6/30㈰

●診察受付時間：8:30～11:30
　　　　　　　�13:00～16:30
●場所：酒田市船場町二丁目1-31
　　　　市民健康センター別館
■問合せ：☎0234−21−5225（診療日のみ）
※�平日は酒田市健康課健康係
　☎0234−24−5733（8:30～17:15）へ

　高齢者の交通事故が増加しています。安全不
確認やうっかり、ぼんやり運転が主な原因です。
常に緊張感をもってハンドルを握ってください。
　また、自転車利用者も交差点や一時停止のあ
る場所では、必ず一時停止し、左右の安全を確
かめて通行してください。

６月

・急病や軽いけがのときにお越しください。
・保険証を忘れずにお持ちください。

４月

5/11㈯から5/20㈪まで
春の交通安全県民運動です。

庄内町のごみ量（単位：ｔ） ３月

■問合せ：環境防災課環境係☎0234-56-2909

年度及び
増減

ごみ種類　　

平成
29年度
（Ａ）

平成
30年度
（Ｂ）

増減
（Ｂ－Ａ)

もやすごみ 522.18 479.24 ▲42.94
粗大ごみ 39.69 37.86 ▲1.83

不
燃
ご
み

資源ごみ 21.34 19.38 ▲1.96
埋立ごみ 9.71 11.32 1.61
ペットボトル 4.09 4.05 ▲0.04
合計 597.01 551.85 ▲45.16

※ごみの量は、家庭系と事業系の一般廃棄物合計量です。

町営風車稼働状況 ４月

◎町営風力売電量	　　105,070kWh
◎町営風力売電金額	　2,186,506円
■問合せ／環境防災課新エネルギー係
　　　　　☎0234-56-3396

＜1500kW×1基＞

立谷沢公民館…期間内は毎日開館します
　　　　　　　※開館日も17:15以降は事前予約が必要
清川公民館…5/19㈰
狩川公民館…期間内は毎日開館します
余目第一公民館…5/22㈬
余目第二公民館…6/2㈰17:00以降
余目第三公民館…期間内は毎日開館します
余目第四公民館…期間内は毎日開館します
総合体育館・屋内多目的運動場

・第二屋内多目的運動場…6/3㈪、6/17㈪
図書館本館・内藤秀因水彩画記念館…毎週月曜日休館
図書館分館…期間内は毎日開館します
北月山荘…6/11㈫
主婦レストランやまぶどう（北月山荘内）…毎週火曜日定休
響ホール…5/27㈪
清川歴史公園…毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）休館
ウィンドーム立川…毎週月曜日休館
農林漁業体験実習館…毎週水曜日休館
町湯…6/12㈬
クラッセ…期間内は毎日営業します
レストランやくけっちゃーの…毎週火曜日、6/17㈪
カフェ余目製パン…毎週火曜日定休

5/21～6/20休館日等のお知らせ　約20人が参加し、工事の概要や進捗状況等の説明
を受けた後、実際に工事現場に移動して見学が行わ
れました。

新庁舎建設工事
工事現場見学会4/13

　安藤組グループの社員、計100人ほどが、県内外
の各事業所周辺などで実施しました。15年ほど前から
通学路などをきれいに保とうと毎年行っています。

安藤組グループ
クリーン清掃活動4/6

　来場者は、同社の敷地内に咲く満開のしだれ桜を
眺めながら、鶴岡玉琴会による琴の演奏に耳を傾け、
振る舞われた孟宗汁やおしるこを味わっていました。

ハナブサ醬油㈱で観桜会4/19 前年度比較
４月以降

合計
▲105.23
▲17.39
▲11.47

7.46
5.27

▲121.36

　町生活支援コーディネーターの志田恵梨子さんを講
師に、移動・外出に不便さを感じている人がいる中で、
住民が主体となる制度と仕組みについて学びました。

高齢者の「暮らしの足」を考える
移動支援担い手養成講座4/19
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令和元年度　献血日程

※400ml献血にご協力ください。（成分献血は実施しません）
※㈱桜本製作所でも実施しますが、一般の方はご遠慮いただいています。
※血液センターや協力団体の都合により、日程が変更になる場合もございます。
■問合せ／保健福祉課福祉係　☎0234-42-0149

※2019年４月より、本庁舎は「役場」、立川庁舎は「立川総合支所」と表記しています。

第15回庄内町芸術祭参加者
募集！

　日頃の芸術活動の成果を発表してみませんか？町民
のみなさんの多数のご参加をお待ちしています。
●期間：9/1㈰～11月下旬（約３カ月間）
●�参加対象：�町内で芸術文化活動に携わる団体および

個人
●参加基準：
　①�出演・展示等の参加者は町内在住者であること。
団体の場合は概ね８割が町内在住者で構成されて
いること。（町芸文協加盟団体を除く）

　②�事業開催に際し、広く一般に広報周知すること。
（ポスター、チラシ等）

　③�響ホール大ホールでのステージ発表は、概ね５時
間までとすること。（会場によって異なります）

●申込期限：6/4㈫
●�申込方法：響ホールまたは問合せ先に参加申込書を
提出※参加申込書は各学区地区公民館にもあります。

■�問合せ：第15回庄内町芸術祭実行委員会事務局
　　　　　（社会教育課文化スポーツ推進係内）
　　　　　☎0234-56-3312

若者定住促進住宅入居者募集

●�位置・戸数：余目字町181-5（表町１戸）
● 住宅概要：木造平屋１戸建（２LDK、面積81.15㎡）
　　　　　　駐車場有（２台分）
●家賃・敷金：［家賃］48,000円/月
　　　　　　　［敷金］144,000円（家賃の3カ月分)
●募集期限：5/17㈮～5/31㈮（必着）
●入居可能日：6月下旬以降
●申込資格：
（１）�本町に定住しようとする方（町内に住宅を取得

後、引き続き５年以上居住すること）
（２）�本町に住宅を所有していない方で、次に該当する方
　　　①�町内に新たに自ら所有する住宅を取得しよう

とする方
　　　②�同居しようとする親族のある方
（３）�申込者及び同居親族の年齢が、平成31年4月1

日現在で満41歳未満であること　など
※�応募者多数の場合抽選（町外からの応募者を優先）
※詳しくは町HPをご覧いただくか、問合せください。
●内覧会：5/26㈰�9:30～12:00
　　　　　※要事前申込
■問・申込み：建設課都市計画係☎0234-42-0860

庄内町
からのお知らせ

余目第一公民館　成人講座
「味噌」を作ろう

　「あなただけの家の味」を作っ
てみませんか？手作り味噌で毎日
の食事をまちどおしく！
　１人５キロの味噌を仕込みます。
●日時：6/14㈮�13:30～15:30
●場所：余目第一公民館
●講師：㈱みどりサービス
　　　　マルノー山形
●参加料：3,500円（材料代）
●定員：10人（先着順）
●申込期限：5/31㈮
●持ち物：エプロン、三角巾
■問・申込み：余目第一公民館

☎0234-42-2019

Word・Excel
初級～中級講座

●�日時：6/13㈭、6/14㈮、
6/20㈭、6/21㈮、6/27㈭、
6/28㈮
※�午前のみの開講（9:30～11:30、
２時間×全６回）です。
●場所：余目第三公民館
● 内容：文字の入力や編集、表の
挿入と編集、数式や関数の入力
と自動入力の方法など、Word
とExcelの概要と基本操作を学
びます。（パソコンのバージョ
ンはWindows7です）
●�受講料：2,000円
　　　　（テキスト代含む）
●申込期限：6/4㈫
※�申込人数が４人以下のときは講
座を開講しない場合があります。
　�また、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
がありますのでご注意ください。
■問・申込み：余目第三公民館

☎0234-42-0317

農地中間管理事業による農地の
借受希望者・貸付希望者募集

　農地中間管理機構（公益財団法
人やまがた農業支援センター）を
通して、農用地を借りたい方、貸
したい方を募集します。（すでに
登録されている方は、改めて申込
みをする必要はありません。）
●募集区域：庄内町全域
●募集期間：
・借りたい方…5/15㈬～12/13㈮
・貸したい方…随時募集
※�7月末日まで申込みした分は、
要件を満たせば今年度の機構
集積協力金の対象となります。
（交付要件が変わる場合もあり
ます。）
※�申込内容の一部は、農地中間管
理機構のホームページで公表さ
れますのでご了承ください。
■�問・申込み：町農業再生協議会
（農業委員会事務局内）
　☎0234-42-0172

園開放のお知らせ

　対象は０歳から満４歳までの未
就園児と保護者です。お家の方の
都合に合わせてお越しください。
　この機会にぜひ保育園に遊びに
来てみませんか？
<狩川保育園>
　今年度も狩川保育園で6月～2
月に園開放を行います。毎月広報
しょうない15日号で開催日をお
知らせします。
●日時：6/5㈬�9:30～11:00
■問合せ：狩川保育園
　　　　　☎0234-56-2436

◀
余
目
保
育
園
HP

<余目保育園>
　期間中に絵本や
紙芝居、歌などの
イベントもありま
す。詳しくはホー
ムページをご覧ください。
●日時：6/3㈪～6/7㈮
　　　　9:30～11:00
■問合せ：(福)和心　余目保育園
　　　　　☎0234-43-2308

申込み不
要！

参加費無
料！

子育ての悩みなども気軽に相談
してください。
お待ちしています。

期日 会場または主催団体 時間 備考

5/30㈭
コアアルザ（安藤建設㈱主催） 9:00 ～ 12:00

余目ライオンズクラブ共催
立川総合支所 14:30 ～ 15:30

7/11㈭
JAあまるめ 9:30 ～ 11:30
庄内余目病院 13:30 ～ 15:30

10/9㈬
余目保健センター 9:30 ～ 11:30

余目ライオンズクラブ共催
庄内警察署 13:30 ～ 15:30

11/21㈭
JAあまるめ 9:30 ～ 11:30
庄内余目病院 13:30 ～ 15:30

1/29㈬
JA庄内たがわ新余目支所 9:30 ～ 11:30
コアアルザ 13:30 ～ 15:30 余目ライオンズクラブ主催

2/27㈭
余目保健センター 9:30 ～ 11:30
庄内警察署 13:30 ～ 15:30

3/18㈬ 庄内余目病院 13:30 ～ 15:30

月の沢温泉北月山荘の
営業内容が変わります

●営業日：
［11月末まで］
　・毎月第二火曜日定休日
　・�お食事処やまぶどうは毎週火
曜日定休日

　※�12月から３月の期間は休業
します。

●�送迎：ご希望の方に送迎を行い
ます。詳細は問合せください。
●�対象：４～９人で宿泊（食事付
き）予約の方
●�乗り場：各学区地区公民館、役
場、立川総合支所、余目駅、狩
川駅、清川駅
■�問合せ：月の沢温泉北月山荘
　　　　　☎0234-59-2137

古文書解読講座（中級編）

　古文書をとおして自分たちの生
まれ育った地域の歴史や文化につ
いて、学んでみませんか。中級者
向けの講座ですが、新規参加者に
も理解できる内容で開催します。
●�日時：6/23㈰、7/14㈰、
8/25㈰、9/22㈰、10/20㈰、
11/24㈰�13:30～15:30
●場所：余目第四公民館
●対象：町内在住・在勤の方
●定員：20人
●�内容：庄内町に関する古文書等
を教材とし解読
●参加費：無料
●申込期限：6/14㈮
■�問・申込み：
　社会教育課文化スポーツ推進係
　☎0234-56-3312
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国・県・市町村
からのお知らせ

2歳・３歳のひろば
お友だちと音楽あそび！

●日時：5/24㈮�10:00～11:00
●場所：余目第二公民館
●�内容：音楽を通して体を動かし
て遊びます。
●講師：我妻小巻氏
　　　（ヤマハ音楽教室）
● 対象：2歳から3歳のお子さん
とお家の方
●�持ち物：水分補給の飲み物持
参・動きやすい服装
● 申込期限：5/22㈬
■問合せ：子育て支援センター
　　　　　☎0234-42-2268

無料法律相談

●日時：6/7㈮�13:00～16:00
●場所：酒田市交流ひろば
●定員：先着６人
●弁護士：加藤栄
●受付期間：5/27㈪～
■ 問・申込み：酒田市まちづくり
推進課市民相談室

　☎0234-26-5726

日弁連交通事故無料相談

●日時：5/24㈮�13:30～16:00
●�場所：酒田市役所2階まちづく
り推進課
●弁護士：海野寛康
※申込不要
■ 問合せ：山形県弁護士会
　☎023-635-3648

お金のトラブル
なんでも無料相談会

　借金問題、相続・財産問題から
悪徳商法・契約トラブルなどのご
相談について、行政書士や消費生
活アドバイザーが解決策を見つけ
るお手伝いをさせていただきます。
　個人情報や秘密は厳守しますの
で、安心してご相談ください。
●日時：6/1㈯�9:30～12:00
●場所：響ホール
※予約不要、受付順
■問合せ：環境防災課危機管理係
　　　　　☎0234-56-2227

男の厨房
～ダンディ ’s キッチン～

　男性の料理教室、今年も開催し
ます！料理の基本を学んでみませ
んか？
●�日時：6/20㈭、8/8㈭、10/3㈭、
12/5㈭�10:00～13:00
●定員：15人
●参加費：各回1,000円程度
●場所：余目第二公民館
●申込期限：5/28㈫
■問・申込み：余目第二公民館

☎0234-42-2306

各種団体
からのお知らせ

試験区分 受験資格 申込
期間

第１次
試験日学歴 年齢

警察官A

大学を卒業した方
または平成32年３
月までに卒業見込
みの方

昭和59年４月２
日から平成14年
４月１日までに
生まれた方

4/23㈫
～

6/17㈪

7/14
㈰

警察官B 警察官Aの受験資
格に該当しない方

7/19㈮
～9/2㈪

9/22
㈰

警察行政
（大卒程度）

大学を卒業した方、
または平成32年３
月までに卒業見込
みの方

昭和55年４月２
日から平成10年
４月１日までに
生まれた方

5/10㈮
～

5/30㈭

6/23
㈰

山形県警察官等募集

■問合せ：庄内警察署☎0234-45-0110

さかた産業フェア2019
出展企業募集

　地元企業が技術や製品を地域内
外へと発信する「さかた産業フ
ェア2019」を開催します。地域
産品のPR・販路拡大・若者や他
企業とのつながりの場としてぜひ、
出展をご検討下さい。
●�日時：10/26㈯、10/27㈰の
２日間　9:30～15:30

●場所：酒田市国体記念体育館
● 対象：酒田市、三川町、庄内町、
遊佐町に事業所がある企業（申
込多数の場合は出展内容を考慮
のうえ、選考により決定）

●�募集内容：①出展（地域内で製
造されている製品の展示・販売、
製造技術並びに設備の紹介等）
②広告協賛（大型LEDビジョン
による企業広告の映像紹介）

●申込期限：5/31㈮
※�申込用紙は、酒田商工会議所、
酒田ふれあい商工会、問・申込
み先にあります。酒田市ホーム
ページからダウンロードするこ
ともできます。用紙にご記入の
うえ、申込みください。

■�問・申込み：酒田市商工港湾課
企業立地・産業振興係

　☎0234-26-5361

医療用ウィッグと乳房手術後
補整下着の合同相談会

　医療用ウィッグ・乳房手術後補
整下着の合同相談会を開催します。
当院に通院以外の方でも、地域に
お住まいのみなさんを対象にして
いますので、ぜひご参加ください。
●日時：5/23㈭�13:00～15:00
●場所：日本海総合病院　講堂
● 対象：がん治療中で脱毛が心配
な方、乳房手術後の方

●�内容：各専門店のアドバイザー
が相談にのります。

※参加無料、申込不要
■�問合せ：日本海総合病院がん相
談支援センター

　☎0234-26-5282

鶴岡養護学校
学校見学会

●日時：6/20㈭�9:45～11:50
●場所：県立鶴岡養護学校
● 内容：学校の概要説明、授業参
観、校舎・寄宿舎・食堂などの
施設見学
●�対象：知的な発達に遅れのある
お子さん（幼児、児童、生徒）
の保護者、特別支援学校に関心
のある教育機関、福祉行政、医
療機関等の関係者
●申込期限：6/3㈪
■問合せ：鶴岡養護学校
　　　　　☎0235-24-5995

菁莪茶会

●日時：5/26㈰
●受付時間：9:30～14:30
●場所：菁莪庵（八幡公園内）
●入席券：400円
■問合せ：紫光会（佐藤）
　　　　　☎0234-42-2481

人工肛門・膀胱保有者の
オストメイトかふぇ

●日時：6/11㈫�14:00～16:00
●場所：日本海総合病院
● 内容：心配ごとや普段工夫して
いることなどの情報を交換し合
い、毎日の生活の質の向上を目
指す

●�対象：オストメイトとそのご家
族・関心のある方

※参加無料、申込不要、入退室自由
■�問合せ／庄内オストメイト家族
会事務局☎0235-33-3533ま
たは090-7934-6512（阿達）

女性のための全国一斉
労働相談ホットライン

●日時：6/3㈪、6/4㈫
　　　　10:00～19:00
●相談電話：フリーダイヤル
　　　　　　☎0120-154-052
●相談方法：電話相談
●�相談内容：職場のパワハラ、セ
クハラ、マタハラ、解雇、賃金
カット、未払い賃金、休暇など、
労働に関すること

※相談無料
■問合せ：連合山形
　　　　　☎023-625-0555

経済センサス-基礎調査
ご協力のお願い

　この調査は、調査員が全国すべ
ての事業所の活動状態を実地に確
認し、新たに把握した事業所など
一部の事業所には調査票を配布し
ます。２カ月を１期とし、３期に
わたって調査を進めます。調査へ
のご理解・ご回答をよろしくお願
いします。

＜調査の概要＞
●�調査日：
［第１期］2019年6月～7月
［第２期］2019年８月～９月
［第３期］2019年10月～11月
●調査対象：すべての民営事業所
　�ただし、個人経営の農・林・漁
業など、一部の事業は除く
●�調査方法：調査員が調査対象事
業所の名称、所在地および活動
状況を外観等から確認し、調査
員用端末に入力します。新たに
把握した事業所など一部の事業
所には、調査票を配布します。
■問合せ：企画情報課企画調整係
　　　　　☎0234-42-0155

庄内町
からのお知らせ

読み聞かせボランティア等
研修会

　読み聞かせの基礎的なことから、
最新の方法まで楽しく学びましょ
う！
●日時：6/8㈯�18:30～20:00
●場所：響ホール
●�講師：本間俊美氏（読育アドバ
イザー）
●�対象：これから読み聞かせをは
じめたい方、基本を学び直した
い方、絵本選びや読み聞かせボ
ランティアへの取組みについて
学びたい方など、読み聞かせに
興味のある方
●定員：30人程度
●参加費：無料
●申込期限：5/31㈮
■問・申込み：町立図書館

☎0234-43-3039
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　庄内へ来てあっという間の３年間が終わりまし
た。人生初めての雪国暮らし。関東住まいではで
きない体験を沢山させていただきました。結論か
ら申し上げますと私は関東へ戻ります。みなさん
のご期待にお応えすることができず申し訳ありま
せん。嫌いになったから関東へ戻るのではありま
せん。むしろ、今まで築いてきた人間関係を思う
と、庄内にいる人たちの方がハートフルで好きで
す。そのため、いずれUターンならぬNターンはし

たいという思いもあります。
　初めて庄内へ来たとき、春の終わりにも関わらず寒かったのを覚えてい
ます。委嘱状交付の前日、民宿源助さんで一泊し、私が関東から来たこと
を伝えると、翌日必要な食器や道具を譲ってくれたことを鮮明に覚えてい
ます。ほぼ手ぶらでやってきたので、町民の方からの沢山のおすそ分けで
家具が揃っていったことに「この町の人たちは本当に人がいいな」と思っ
たことも覚えています。
　地域おこし協力隊最後の企画は将棋親睦会となりました。年末、将棋を
指す人が多いことを知り、指す場所が少なくなってきたことを聞いたので、
北月山荘で毎週行おうと思ったのがきっかけです。約半年間、継続出来て、
庄内将棋連盟の方々とコラボで開催することも出来ました。今後も温泉と
食事と場所を提供する様々な企画を通じて、人と人が交流する場所が増え
たらとても嬉しく思います。
　当たり前に接していると忘れてしまいがちですが、本当に優しくて、で
も少しシャイな人が多い町だと思います。ここで過ごした経験を忘れませ
ん。またいつか、庄内へ戻りたいと思います。
　３年間ありがとうございました。　　　　　　　　　　　　　�栗原麗人

有
料
広
告

★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）

事業所名（住所・電話） 職種・求人数 勤務時間 賃金 面接

㈱下瀬鉄工場
庄内町余目字月屋敷194-3
☎0234-42-2078

製缶工
正社員1名 8：00～17：00

138,240円
～

172,800円
随
時

髙橋建興㈱
庄内町余目字大乗向67-46
☎0234-28-9113

とび・土木工事全般
正社員3名 8：00～17：00

180,000円
～

350,000円
随
時

余目タクシー㈲
庄内町余目字沢田127
☎0234-43-2411

40歳未満の2種免許取得に助
成金制度有り

タクシー乗務員
正社員1名

8：30～0：30
17：30～11：00
6：30～22：00

195,124円 随
時

庄内町余目ふれあい
ホーム実施組織

愛康会
庄内町廿六木字三百地6-1
ふれあいホームひまわり内
☎0234-42-3587

【就業場所】庄内町小学校区4
カ所のいずれか

学童保育臨時指導員
パート4名

令和元年8月31日まで

15：00～18：30
(月～金の平日)

7：00～13：00
13：00～19：00
(学校休校日はシ
フト制）

時給
800円

3.5H又は
3～4H程

随
時

広報しょうない有料広告
募集中！

●広告の枠数：�最大で５日号は16枠・20
日号は８枠

●広告の規格：１枠�縦45㎜×横86㎜
●掲載料：町内の方は１枠につき　5,000円
　　　　　町外の方は１枠につき10,000円
■問・申込み：掲載希望広報発行日の２カ
月前まで、申込書に広告の原稿を添えて、
企画情報課情報発信係☎0234-42-0157へ

広
告
欄

ソフトテニス教室

●日時：6/1㈯、6/8㈯、6/15㈯、6/22㈯�19:00～21:30
　　　　6/4㈫、6/11㈫、6/18㈫�19:30～21:30
●場所：屋内多目的運動場�●内容：初心者向けの体験教室�●参加費：無料
●�申込方法：事前に総合体育館に申込むか、直接会場にお越しください。
●�持ち物：運動しやすい服装、ラケット、タオル、飲み物、運動に適した靴
●�その他：①貸しラケットも若干あり。②高校生以下は保護者同伴。
　　　　　③スポーツ傷害保険は各自で対応してください。
●主催：余目ソフトテニスクラブ
■問・申込み：総合体育館☎0234-43-3347

地域おこし協力隊の栗原麗人さんが５月末で退任されます

くるま座トーク
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庄内町社会福祉協議会
心配ごと相談所開設日

余目心配ごと相談所

6/12
（毎月第２水曜日）

今田　幸雄
加藤　　容

●時間：13:30～16:00
●場所：立川老人福祉センター
■問合せ：☎0234−56−3373

立川心配ごと相談所

6/4
（毎月第１火曜日）

秋庭　道雄
高梨　道明

●時間：13:30～16:00
●場所：余目老人福祉センター
■問合せ：☎0234−43−3066

※�都合により相談員が変わる場合が
あります。
　�どんな相談にも応じていますので
気軽にご相談ください。また、電話
による相談も受け付けています。

総合体育館
トレーニング室利用者講習会

6/13㈭ 19:00～
6/28㈮ 15:00～

※直近では5/29㈬に行います。
●場所：総合体育館研修室
■問合せ：総合体育館
　　　　�☎0234−43−3347

　町民のみなさ
んが自ら企画し
開催する座談会
や学習会等に、
町の職員を派遣
します。
●�対象：町内に在住・在職または在学する５人以上
の方で構成された団体等

●�時間：9:00～21:00の２時間以内
●場所：町内に限ります
● 費用：職員等の派遣料は無料です。ただし、会場
使用料や材料費など、くるま座トークに要する費
用は、開催する団体等で負担願います。

■�問・申込み：企画情報課情報発信係
　　　　　　　☎0234-42-0157

栗原 麗人 さん

※2019年４月より、本庁舎は「役場」、立川庁舎は「立川総合支所」と表記しています。


