
※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。
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国・県・市町村
からのお知らせ

各種団体
からのお知らせ

パークゴルフ講習会

　子どもからお年寄りまで楽しめ
る、安全で楽しい三世代交流スポ
ーツです。
●日時：6/13㈭ 9:00～12:00
　　　　　　　受付開始 8：40
●場所：酒田市八森パークゴルフ場
● 対象：パークゴルフに興味のあ

る方
●費用：370円
● 内容：座学(ルール・マナーに

ついて)・実技指導
●申込期限：6/10㈪
■ 問・申込み：酒田市パークゴル

フ協会事務局☎0234-24-0526

庄内地域
若者サポートステーション

　長い間働く機会がなかった方や、
働き出したいけど何から始めれば
いいのかなどの様々な悩みをもっ
ている方に寄り添い、自立に向け
た就労支援の窓口相談をしていま
す。お気軽にご連絡ください。
●場所：ジョブプラザさかた
　　　　(酒田市役所中町庁舎内)
●相談時間：10：00～18：00
　　　　　　(土日祝日除く)
■ 問合せ：庄内地域若者サポート

ステーション☎0234-23-1777

定期船とびしま
酒田港クルーズ

● 日時：7/6㈯ 18：00～19：00　
（荒天時は中止）

●乗船場所：酒田市定期航路事業所
●対象：18歳以上の方
● 定員：40人程度（応募多数の場

合は抽選）
● 費用：１人1,000円（当日現金

払い）
● 申込み：６/24㈪（必着）まで、

往復はがきに乗船人数（はがき
1枚につき2人まで）、乗船者氏
名、性別、住所、年齢、電話番号を
記入し、〒998-0036 酒田市船
場町二丁目5番15号 山形県港
湾事務所へ郵送

■問合せ：県港湾事務所
　　　　　☎0234-26-5636

無料法律相談

●日時：6/23㈰ 9:00～12:00
●場所：酒田市交流ひろば
●定員：先着６人
●弁護士：薬丸有希子
●受付期間：6/7㈮～
■�問・申込み：酒田市まちづくり

推進課市民相談室
　☎0234-26-5726

弁護士による
住まいに関する無料法律相談

●日時：6/20㈭ 13:30～16:00
●場所：庄内総合支庁
● 定員：先着４人※相談日前日ま

で要申込み
■�問・申込み：㈱西王不動産（県

営住宅指定管理者）☎0235-
66-3210

日本の楽器体験教室
～お箏を弾いてみましょう～

【箏特別講座】
●日時：6/29㈯15:30~16:15
●会場：響ホール
● 内容：箏・尺八・津軽三味線の

講話と演奏
●講師：高橋理香（箏曲演奏家）
　中村仁樹（作曲家・尺八演奏家）
　匹田大智（津軽三味線演奏家）
●対象：小学生～一般 先着15人
●受講料：無料
※ 2019年度文化庁芸術文化振興費

補助金（伝統文化親子教室事業）
そのほかにも、鶴岡市、酒田市、
三川町で箏講座を開催予定です。
詳しくは問合せください。
■ 問・申込み：山形箏曲彩音会

「箏講座係」☎090-5353-3381

助け合いの地域づくり勉強会 
～つなげる支え合い～

　住み慣れた地域で安心して暮ら
していくためには何が必要でしょ
うか。これから先を考え今からで
きることは何か、無理なく続けて
いける支え合いについて一緒に考
えてみませんか？
●日時：6/19㈬ 10:00～
●場所：余目第三公民館
● 内容：講演「無理なくできる支

え合いの地域づくり」
● 講師：mottoひょうご事務局長

栗木剛氏
■ 問合せ：町社会福祉協議会総務

福祉課福祉係☎0234-56-3373

庄内町生活援護金制度

●対象世帯：
①生活保護世帯
② 庄内町就学援助費支給要綱の認

定世帯
③ 生活保護に準ずる程度に困窮し

ていると認められる世帯
 （要綱による）
● 援護内容：生活援護金として８

月と12月に支給します。
※ 支給金額は、人数により異なり

ます。
● 申請方法：町社会福祉協議会

（余目・立川）にある申請書に
必要事項を記入・押印の上、担
当民生委員(不在の地区は行政
区長)さんのご意見をいただき、
７月１日㈪まで提出ください。

■ 問合せ：町社会福祉協議会立川
老人福祉センター☎0234-56-
3373

文化財活用事業 企画展
幕臣尊攘派 山岡鉄舟と清河八郎

　浪士組結成から清河八郎暗殺と
山岡鉄舟の軌跡 。桜田門外の変
から行動を共にした八郎と鉄舟の
足跡を辿る。
●期間：11/30㈯まで
●開館時間：10:00～17:00
●休館日：月曜日（休日は翌日）
● 入館料：大人400円・高校生

300円・中学生200円・小学生
以下無料

■問合せ：清河八郎記念館
　　　　　☎0234-57-2104

企画展　館収蔵品展
―歴史民俗資料館から―

　庄内町歴史民俗資料館の常設資
料（考古資料、砂金掘りの資料、
山 し ご と の 道 具 、さ い の 神 、
さし子）を展示しています。
●期間：7/21㈰まで
●開館時間：9:00～21:00
※ 7月18日㈭は清掃のため17:00

～21:00
●入館料：無料
■ 問合せ：和合の里を創る会事務

局（余目第四公民館）☎0234-
44-2162

庄内町部落・職場
バレーボール大会

●日時：7/7㈰ 9:00~
●場所：町総合体育館
● 内容：ソフトバレーボール
　　　 （男女混合）
●申込期限：６/21㈮
※申込書は総合体育館にあります。
■ 問合せ：町バレーボール協会☎

090-5590-4598(佐々木)

B型肝炎特措法
無料相談会

●日時：6/15㈯ 13:30～16:00
　　　（受付 15:00まで）
●場所：庄内産業振興センター　
　　　　マリカ東館(鶴岡市)
● 内容：集団予防接種でB型肝炎

になった人とその家族を対象と
した弁護士による無料相談会

※個人情報厳守
※事前予約優先、当日申込み可
■�問・申込み：全国B型肝炎訴訟

新潟事務所☎025-223-1130

すてっぷひろば

　発達が気になるお子さんを対象
に、親子で体育館や遊戯スペース
で自由に遊べる場です。お気軽に
ご来園ください。
●日時：6/23㈰ 10:00～11:30
●場所：県立鳥海学園(遊佐町)
●費用：無料　●予約：不要
■問合せ：鳥海学園
　　　　　☎0234-75-3334

がん患者・家族まなびあいと
患者サロン開催

　がん患者さんとその家族の方々
とともに病気に関する知識を深め、
交流する場を作りたいと思い、定
期開催しています。
●日時：6/11㈫ 14:00～15:00
●場所：日本海総合病院 2階講堂
●�対象：がん患者さんとその家族
● 内容：今後に役立つ意思決定に

ついて考えよう～自分の生き方
選択～

※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

発見！酒田みなとの探検隊

●日時：7/6㈯ 14：00～19：00
　（荒天時は内容を一部変更）
●場所：酒田港周辺
●対象：小学生とその保護者
● 定員：30組（応募多数の場合は

抽選）
● 内容：みなとの学習、消波ブロ

ックお絵かき体験、酒田港クル
ーズなど

● 費用：親子１組1,000円（当日
現金払い）

● 申込み：6/24㈪（必着）まで、電
話番号、住所、保護者・児童の氏
名、生年月日、性別を記入し、〒
998-0036 酒田市船場町二丁
目5番15号山形県港湾事務所へ
郵送、FAXまたはEメールにて

■ 問・申込み：県港湾事務所☎
0234-26-5636　 0234-22-
5216
ykowan@pref.yamagata.jp

河川内の樹木を伐採して
いただける方を募集します

●申込期間：６月上旬～随時
●伐採場所：最上川・赤川
● 伐採期間：８月上旬～令和2年

2月下旬まで
● 伐採木の取扱い：販売などの営

利目的でも可
● 申込方法：所定の応募用紙を提

出してください。詳細は、酒田
河川国道事務所のホームページ
をご覧ください。
■�問・申込み：酒田河川国道事務

所・河川管理課☎0234-27-3497


