
★�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

６月の納税
町県民税　１期

納期限・口座振替日 ： 7/1㈪
※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

６月のナイトサービス
6/27㈭　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。
※７月は29日㈪に実施します。
■問合せ：会計室☎0234−42−0193

固定資産税２期　国保税１期

納期限・口座振替日：7/31㈬
７
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	 ７件	（２７件）
●死 者 数	 ０人	（　０人）
●負傷者数	 ７人	（３１人）
●物損事故	２２件	（１６６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

7/7㈰、7/14㈰、7/15㈷
7/21㈰、7/28㈰

●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

　夏はぼんやり・まんぜん運転での事故が多
く発生します。疲れを感じたら車を止めてひ
と休み。体内に新鮮な空気を入れ、疲れをと
って安全運転をしてください。

7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。

5月

7/19㈮から8/18㈰まで
”明るいやまがた”夏の安全県民運動です。

庄内町のごみ量（単位：ｔ） 4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

30年度（Ａ）
令和

元年度（Ｂ）
増減

（Ｂ－Ａ)

もやすごみ 546.66 539.49 ▲7.17
粗大ごみ 41.07 43.35 2.28

不
燃
ご
み

資源ごみ 22.49 19.82 ▲2.67
埋立ごみ 13.19 10.94 ▲2.25
ペットボトル 4.42 4.37 ▲0.05
合計 627.83 617.97 ▲9.86

※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 5月

◎町営風力売電量	　　230,520kWh
◎町営風力売電金額	　4,797,121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…期間内は毎日開館します
狩川公民館…期間内は毎日開館します
余目第一公民館…7/17㈬夜間（17:00以降）
余目第二公民館…7/10㈬
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…7/18㈭※館内清掃日
総合体育館・屋内多目的運動場

・第二屋内多目的運動場…7/1㈪、7/15㈪
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…7/9㈫
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…6/24㈪
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…7/10㈬
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
カフェ余目製パン…毎週火曜日定休

6/21～7/20休館日等のお知らせ　町内交通安全関係団体等、約110人が参加。関係
団体の代表者の交通安全宣言の後、パレード車両が
出発し、交通安全の啓発が行われました。

春の交通安全出発式5/10

　３歳児43人と地域のおじいちゃん、おばあちゃん
が、野菜の苗植えを一緒に行いました。「おいしくな
あれ」と声をかけながら植えていました。

大きく育てと願いを込めて！
余目保育園地域交流会5/9

　晴天のもと、風車村で50人が和気あいあいと行い
ました。参加者たちは来年の春の収穫を楽しみにし
ながら打ち終わった原木を持ち帰りました。

きのこの菌打ち体験5/12

　親子２組が参加し、キッズカートの基本操作など
を楽しみながら習得していました。まだまだ受講者
募集中です！子どもたちの参加をお待ちしています。

カートソレイユ最上川で
キッズカートスクール開催中！5/12
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後期高齢者医療保険料の軽減割合が変わります

※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。

町内学校の卒業生による同窓会を応援します！

低所得者の保険料均等割額の軽減
　低所得者の後期高齢者医療保険料の均等割について、これまで９割軽減（平成30年度で約14％の方）となって
いた制度が、令和元年10月以降７割軽減に変わります。今までの９割軽減は暫定措置として特例的に実施されてき
ましたが、世代間の公平を図る観点などを踏まえ制度本来の仕組みである７割軽減に戻すことになりました。今年
度は、10月から7割軽減になることから、年間をとおして８割軽減に調整して納めていただくこととなります。
　医療保険を将来にわたり安心できる制度にするための見直しであることをご理解願います。

低所得者の保険料の均等割額の軽減（例：世帯の後期高齢者医療加入者全員が年金収入80万円以下の方）

平成30年度 令和元年度 令和２年度４月～９月 10月～翌３月

保険料の均等割の
軽減割合 ９割

９割 ７割
７割

年間をとおして「８割」となります。

ご負担いただく
保険料 年額4,100円 年額8,200円 年額12,300円

元被扶養者の保険料均等割額の軽減
　元被扶養者※１の後期高齢者医療保険料の均等割の軽減について、今までは加入期間にかかわらず、保険料均等割
の軽減（５割）が適用されていましたが、今年度からは、加入後２年間、保険料均等割の軽減（５割）が適用され
ます。保険料所得割額については引き続きご負担はありません。制度見直しへのご理解よろしくお願いします。
※１　�後期高齢者医療制度に加入する前日に、健康保険、共済組合などの被用者保険の被扶養者であった方

　今年度の保険料は、７月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」でお知らせします。

■問合せ：税務町民課国保係☎0234-42-0153

水害・土砂災害について、市町村が出す避難情報と、
国や都道府県が出す防災気象情報を５段階※１に整理しました

※１　各種の情報は、警戒レベル１～５の順番で発表されるとは限りません。状況が急変することもあります。
※２　災害が実際に発生していることを把握した場合に、可能な範囲で市町村が発令
※３　地域の状況に応じて緊急的または重ねて避難を促す場合に発令
■問合せ：環境防災課危機管理係☎0234-56-3395

＜避難情報等＞ ＜防災気象情報＞

警戒レベル５
すでに災害が発生している状況です。
命を守るための最善の行動を取り
ましょう。

災害発生情報※２

（町が発令）

警戒レベル４
速やかに避難先へ避難しましょう。
公的な避難場所までの移動が危険
と思われる場合は、近くの安全な
場所や、自宅内のより安全な場所
に避難しましょう。

避難勧告
避難指示（緊急）※３

（町が発令）

警戒レベル３ 避難に時間を要する人（高齢者、障
がい者、乳幼児等）とその支援者は
避難をしましょう。そのほかの人は、
避難の準備を整えましょう。

避難準備・高齢
者等避難開始
（町が発令）

警戒レベル２
避難に備え、ハザードマップ等に
より、自らの避難行動を確認しま
しょう。

洪水注意報　
大雨注意報等
（気象庁発表）

警戒レベル１ 災害への心構えを高めましょう。 早期注意情報
（気象庁発表）

警戒レベル 避難行動等 避難情報等

全員避難

高齢者等避難

【警戒レベル相当情報（例）】

国
土
交
通
省
、
気
象
庁
、
都
道
府
県
が
発
表

警戒レベル５相当情報

氾濫発生情報
大雨特別警報　等

警戒レベル４相当情報

氾濫危険情報
土砂災害警戒情報　等

警戒レベル３相当情報

氾濫警戒情報
洪水警報　等

これらは、住民が自主的に
避難行動をとるために参考
とする情報です。

わくわくエコ工作教室in風車村

●日時：7/14㈰�11:00～14:00
●場所：風車村（ウィンドーム立川）
●�内容：長―い流しそうめん、手作りアイスクリーム、水流を登る水
車、リボン風車作り、カブトムシ相撲大会、バルーンアート、ポッ
プコーン作りなど、どのブースも楽しめます。
●参加費：無料（カブトムシ相撲大会は300円）　
●申込期限（カブト虫相撲大会のみ）：7/5㈮まで（先着50人）　
　※カブト虫の生育状況により、受付人数を変更します。
　※カブト虫相撲大会以外は申込不要
■問・申込み：立川総合支所立川地域振興係☎0234-56-3361

　ふるさと庄内町への郷土愛の醸成と定住人口の増加を図るため、町内学校の卒業生による同窓会に補助金を交付
します。町外に離れて暮らしている仲間を呼んでの同窓会や、東京庄内会における同郷の仲間同士の交流にご利用
いただけます。

※�詳細な補助要件や補助金額、申請方法等は町ホームページでご確認ください。
■問合せ：企画情報課まちづくり推進係
　　　　　☎0234-42-0162
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東京庄内会で開催する同窓会
●条件：次の項目のすべてを満たす同窓会
①東京庄内会総会の会場で開催すること
②�町内の小学校・中学校の卒業生で、学級・学
年・学校・部活動単位で開催すること

③�4人以上の出席者で開催すること
④�出席者が、満21歳以上満62歳未満の方で構成さ
れること

●補助額：出席者１人あたり5,000円

町内で開催する同窓会
●条件：次の項目のすべてを満たす同窓会
①�町内の小学校・中学校の卒業生で、学級・学
年・学校・部活動単位で開催すること

②10人以上の男女混合の出席者で開催すること
③�出席者が、満21歳以上満39歳未満の方で構成さ
れ、独身者および県外在住者がそれぞれ２人以
上含まれること

●補助額：出席者１人あたり2,000円（上限40,000円）



健康体力づくり
＆ウォーキング

　ウォーキングの気持ちよい季節
になりました。一緒に楽しみませ
んか。

庄内町
からのお知らせ

日時 集合場所
１ 6/28㈮
10:10～11:00

立谷沢
公民館

２ 7/5㈮
10:10～11:00

清川
公民館

●�持ち物：飲み物、タオル、室内
用シューズ（雨天時）、ノルデ
ィックポール（お持ちの方）無
い方にはお貸しします。
※�申込不要
※�運動しやすい服装で参加くださ
い。（帽子、リュックサックな
ど適宜）
※�雨天時は公民館で筋力トレーニ
ングを行います。
※�体調の悪い方、医師から運動制
限を受けている方の参加はご遠
慮ください。
■問合せ：保健福祉課健康推進係
　　　　　�☎0234-42-0148

庄内町健康診査

　集団健診、庄内検診センター人
間ドック、子宮頸がん・乳がん検
診(集団検診)を申込みされた方に
は、健診日程に合わせ問診票等を
送付しています。
　これから健診を希望する方は、
問合せ先にご連絡ください。
【 特定健康診査(計測・腹囲・血圧・

内科診察・尿検査・血液検査)】
　高血圧や糖尿病などの引き金と
なる「メタボリックシンドロー
ム」を予防・改善するために、国
が定めた健診です。
　庄内町国民健康保険に加入の
40歳～74歳の方は、町の特定健
康診査を受けましょう。
【がん検診】無料です!!
　がんは早期発見・早期治療によ
り治癒率が高くなる病気です。定
期的にがん検診を受けましょう。
★�生活習慣病予防には若いうちか
ら積極的に健診を受けることが
大切です。20歳～39歳の方で
職場健診がない方は、ぜひ町の
若年者健診を受けましょう。
■�問合せ：保健福祉課健康推進係
　�(余目)☎0234-42-0148(立川)
☎0234-56-2904

元気でご長寿健康教室

　「元気でご長寿日本一のまちづ
くり」のため、公民館等で出前の
健康教室を開催しています。今年
度のテーマは、「フレイルを予防
しよう」です。フレイルとは、年
齢とともに心身の活力(筋力や認
知機能など)が低下して、要介護
状態に近づくことをいいます。
●�日時：原則平日の日中の開催
　　　（１時間程度）
●�内容：フレイルについて、フレ
イルのチェック、フレイルの予
防について
※�その他、ご希望のテーマがあり
ましたら対応します。
※�１集落につき、原則１回の開催
でお願いします。
■�問・申込み：保健福祉課健康推
進係(余目)☎0234-42-0148
　(立川)☎0234-56-2904

ひとり親家庭等の
子どもの無料学習支援事業

　学校の宿題や不得意科目の勉強
のお手伝いをする無料の学習支援
事業を行います。
●�対象：庄内町在住のひとり親家
庭や就学援助を受けている世帯、
学習塾の利用が経済的理由によ
り困難な世帯の小学生と中学生
●会場：余目第三公民館
●日時：毎週土曜日
　　　　14:00～16:00
●主催：山形県
●�支援内容：教師経験者２人と大
学生の支援ボランティア３人に
よる学習支援
●�申込み先：NPO法人山形県ひ
とり親家庭福祉会☎023-622-
5570　 023-674-0740
yamagata-hitorioya@shirt.ocn.ne.jp

■�問合せ：子育て応援課子育て支
援係☎0234-56-3393

庄内町戦没者追悼式

　ご遺族、ご来賓のみなさんのご
参列のもと、先の大戦の犠牲とな
られた方々の御霊に対し謹んで哀
悼の誠を捧げるため挙行します。
　遺族会の会員の方々には、すで
に個別に通知しています。一般の
町民の方々からも広くご参列いた
だきますようご案内します。
●日時：7/5㈮�10:00～
●場所：狩川公民館
■�問合せ：社会福祉協議会
　�☎0234-56-3373　保健福祉
課福祉係☎0234-42-0146

第22回第一学区
“かがり火まつり”出店者募集

●日時：7/13㈯�15:00～19:30
●場所：余目第一公民館
●�出店資格：営利を目的としない
個人またはグループ
●募集内容：１団体１区画
　�（1.5m×1.5m）を利用してで
きるものであれば何でもOK！
　例：�新鮮野菜・手作り小物やお

菓子販売のお店、フリーマ
ーケットなど

※�各自で敷物、日よけ、椅子、テ
ーブル等の準備をお願いします。
●申込期限：6/27㈭
■問・申込み：余目第一公民館
　☎0234-42-2019

男 女 共 同 参 画

6月23日～29日は「男女共同参画週間」です
　「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日である平成11年６月23日を踏まえ、毎年６月23日から29日
までの１週間を「男女共同参画週間」として、様々な取組みを通じ、男女共同参画社会について理解を深める
ことを目指しています。
　男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」
を実現するためには、みなさん一人ひとりの意識した取組みが必要です。この機会に考えてみませんか？

※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。

 

　「ランドセルを町からもらえるのは嬉しいけれ
ど、『男は黒、女は赤』と男女で決められてしまう」
と、庄内町出身の学生が言うのを耳にしたこと
があります。男女共同参画を考え始めた学生は、
疑問に感じるのです。なぜ男／女に分けて、そ
れぞれ別のもの（色）を割り当てるのでしょうか。
　たとえば、令和元年度生まれの１年生は〇
色、令和２年度生まれは△色のランドセル…で
はいけないでしょうか。正しい答があるわけで
はありません。ランドセルをきっかけに、男女
で分けること、男女で違うものを割り当てるこ
とが本当に必要なのかを問い直し、議論してみ
る、それが男女共同参画を考えるきっかけにな
るとお伝えしたいのです。さらに、ランドセル
を贈る順番が「男子が先、女子が後」であるとし
たら、「あいうえお順」（名簿順）でよいのではと考
えることにつながります。
　このように、男女で区別したり、異なる役割
を割り当てたりしてきた社会（学校、家庭、職場
など）のあり方が、なぜその通りでなければい
けないのかを問い直すことが、男女共同参画で
す。これまで通りやっていれば面倒がないと考
える方も少なくないでしょう。けれども、これ

まで通りのあり方が、「男女格差大国」（日本は世
界110位）といわれる事態を招いています。
　人口減少社会を迎えて、将来の庄内町を担う
子どもたちや若い世代が「性別にかかわりなく、
その個性と能力を十分に発揮することができる」
社会（＝男女共同参画社会）を生きることができ
るよう、身近なことから問い直してみませんか。
　男女共同参画週間（６月23日からの１週間）を
機に、家族や友人などと話題にしていただけれ
ば幸いです。

東北公益文科大学
大学院公益学研究科長
教授　　伊藤眞知子氏
庄内町男女共同参画社
会推進アドバイザー　

■問合せ：企画情報課企画調整係
　　　　　☎0234-42-3571

ランドセルから考える男女共同参画

令和元年度のキャッチフレーズ
「男女共同参「学」」

「知る　学ぶ　考える　私の人生　私がつくる」
※�「学び」を通じて、男性も女性も、一人ひとりが、多様なライフキャリアの形成と選択ができる社会の実現
に向けたキャッチフレーズがテーマになっています。
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昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性のみなさん
風しんの抗体検査・予防接種を無料で受けられます

　昭和37年４月２日～昭和54年４月１日の間に生まれた男性は、風しん
の公的な予防接種を受ける機会がなかったため、抗体保有率がほかの世代
に比べ低くなっていることから、令和４年3月31日までの期間に限り、全
国の医療機関で原則無料で定期接種を実施することになりました。風しん
に対する免疫をつけるため、この機会に抗体検査・予防接種を積極的に受
けましょう。
●�令和元年度対象者：昭和47年4月2日～昭和54年4月1日の間に生まれ
た男性
※�抗体検査・予防接種に必要なクーポン券を郵送でお届けしています。検
査の方法は、クーポン券に同封しているお知らせをご覧ください。
※�令和元年度の対象者以外の方で、クーポン券の発行を希望される場合は、
問合せください。
■問合せ：保健福祉課健康推進係☎0234-42-0170

令和２年度使用
小学校教科用図書展示会

●期間：6/27㈭まで
●時間：9:00～17:00（土日除く）
●場所：立川総合支所２階
　　　　展示コーナー
※�多数閲覧のうえ、ご意見をお願
いします。
■問合せ：教育課学校教育係
　　　　　☎0234-56-3318

Word実務実践講座

　Word2010の差込文書の活用
や文書校正、レイアウトなどを学
びます。（パソコンのバージョン
はWindows7です）
●�日時：7/16㈫、7/17㈬、
7/22㈪、7/24㈬、7/29㈪、
7/30㈫
　�夜間のみの開講(19:00～21:00、
２時間×全６回)です。
●�対象：Wordの基本操作や、文
書の編集などができる方
●場所：余目第三公民館
●�受講料：2,000円(テキスト代
含む)
●申込期限：7/8㈪
※�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
がありますのでご留意ください。
■問・申込み：余目第三公民館
　��　　　　　☎0234-42-0317

「成長に合わせた
おすすめ絵本」の研修会

　あの「勘太郎文庫」の大瀧雅士
先生と楽しく学びましょう
●日時：7/4㈭�10:00～11:30
　　　　9:45受付
●場所：余目第二公民館
●�内容：絵本の選び方・読み聞か
せ方について講義・実技
●講師：勘太郎文庫　大瀧雅士氏
● 対象：乳幼児の保護者、祖父母、
子育て応援ネットワーク会員、
ファミリーサポート会員、各関
係者
●託児：若干名
●申込期限：7/1㈪
●�主催：子育て応援ネットワーク
■�問・申込み：子育て支援センタ
ー☎0234-42-2268

保育園園開放　　

　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>
　7月は天気が良ければ水遊びを
行います。
●日時：7/17㈬、7/18㈭
　　　　9:30～11:00
●�持ち物：汚れても良い服、体を
拭くタオル、帽子
■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：7/8㈪～7/12㈮
　　　　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。

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：7/3㈬�17:30～20:00
●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

庄内町
からのお知らせ

国・県・市町村
からのお知らせ
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※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。

無料法律相談

●日時：7/5㈮�13:00～16:00
●場所：酒田市交流ひろば
●定員：先着６人
●弁護士：仲野純一
●受付期間：6/24㈪～
■ 問・申込み：酒田市まちづくり
推進課市民相談室

　☎0234-26-5726

2019年10月１日、消費税の軽減税率制度がスタート
事業者のみなさん、仕入税額控除の方式が変わります！

　消費税・地方消費税の税率10％への引上げと同時に、飲食料品（酒類・
外食を除く）と新聞（定期購読契約・週２回以上発行）に係る税率を８％
とする「軽減税率制度」が実施されます。
　新しい仕入税額控除の方式に対応するためには、帳簿・請求書・レシー
ト等の記載を複数税率に対応させる必要があります。
　中小企業・小規模事業者の方には、レジや受発注・請求書管理システム
の導入・改修について補助金を設けるなどの支援を行っています。ぜひご
活用ください。
　制度についての詳細は「軽減税率�国税庁」、補助金についての詳細は
「軽減税率対策補助金」で検索してください。
■問合せ：平日9:00～17:00
<制度について＞
消費税軽減税率電話相談センター
　フリーダイヤル☎0120-205-553
　ナビダイヤル☎0570-030-456（通話料がかかります）
＜補助金について＞
軽減税率対策補助金事務局　フリーダイヤル☎0120-398-111

田川高校再編・中高一貫に
かかる保護者等説明会

●日時：7/8㈪�19:00～20:30
●場所：響ホール
●�内容：田川地区の高校再編整備
計画（第２次計画）と庄内中高
一貫校（仮称）の概要説明

●�その他：説明会は、庄内地区２
市３町でそれぞれ開催します。
どの会場へも参加できます。

　�詳細は県ホームページをご覧く
ださい。

■�問合せ：県教育庁高校教育課高
校改革推進室

　☎023-630-2493

鶴岡養護学校
スクールボランティアセミナー

●日時：7/30㈫�9:15～15:00
●場所：鶴岡養護学校
●�対象：庄内地域在住の高校生と
大学生　30人程度

●�内容：学校紹介、ボランティア
に関する講義など

●費用：200円（昼食弁当代）
●申込期限：7/12㈮
■ 問・申込み：鶴岡養護学校
　☎0235-24-5995

海の生き物ふれあい体験

●日時：6/29㈯、6/30㈰
　　　　13:00～15:00
●場所：酒田海洋センター
● 内容：山形県沿岸に生息する海
の生き物に、直に触れて観察す
ることができるタッチプールや、
加茂水産高校の生徒による生き
物の解説等が行われます。

●費用：無料
■問合せ：県港湾事務所
　　　　　☎0234-26-5636

プラネタリウム
『ぴっかと夏のおほしさま』

　星と音楽のプラネタリウム・七
夕公開（子ども向け）です。
●日時：7/6㈯、7/7㈰
　①10:00　②11:00　③13:30
　④15:00
●場所：鶴岡市中央公民館
●�内容：七夕の歌やお話、夏の星
座解説など

●定員：各回先着78人
※�観覧券は投映開始20分前から
発売

●費用：３歳以上…60円
　　　　高校生以上…140円
■問合せ：鶴岡市中央公民館
　　　　　☎0235-25-1050

精神保健福祉相談
ひきこもり相談

　相談無料、秘密厳守です。お困
りの方はお気軽にご利用ください。

精神保健福祉相談
　「なんとなく元気がない」「精
神的に不安」「お酒による悩みが
ある」など、毎月１回の精神科医
師による相談（庄内総合支庁およ
び酒田農業技術普及課）のほか、
保健師による相談を毎日行ってい
ます。
　日時等の詳細は問合せください。

ひきこもり相談
●�日時：毎月第４火曜日（10月
のみ29日）13:30～15:30

●相談対応：保健師等

■�問・申込み：庄内保健所地域保
健福祉課精神保健福祉担当

　☎0235-66-4931



ご寄贈ありがとうございます

㈱NIPPO山形統括事業所　所長　中野久幸　様
JX－ENEOS　童話賞作品集　「童話の花束」　50冊
町内各幼稚園、小・中学校、図書館に配布させていただきました。
庄内たがわ農業協同組合　代表理事組合長　黒井德夫　様
5年生向け補助教材「農業とわたしたちのくらし」　100冊
町内小学校に配布させていただきました。
余目町農業協同組合　代表理事組合長　森屋要二　様
5年生向け補助教材「農業とわたしたちのくらし」　110冊
町内小学校に配布させていただきました。

各種団体
からのお知らせ

国・県・市町村
からのお知らせ

有
料
広
告

広報しょうない有料広告
募集中！

●広告の枠数：�最大で１日号は16枠・15
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

★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

ハナブサ醤油㈱
庄内町余目字町161
☎0234-43-3012

営業
正社員1名

8：00～17：30
8：00～12：15

170,000円
～

200,000円
随
時

㈱大商金山牧場
庄内町家根合字中荒田21-2

☎0234-43-8629

※0歳児～2歳児まで
「米の娘保育園」受入可能

経理事務
正社員1名

8：00～17：00

160,000円
～

174,000円 随
時

労務・総務事務職
正社員1名

一般事務
正社員1名 160,000円

社会福祉法人
みのり福祉会

特別養護老人ホーム
ソラーナ

庄内町南野字北野100-2
☎0234-44-2011
またはラ・ルーナ

看護職員（看護師または准看
護師）
正社員2名

7：30～16：30
8：30～17：30
9：30～18：30

203,500円
～

243,000円
随
時看護業務（看護師又は准看護

師）
契約社員2名

7：30～11：30
13：30～17：30
7：30～18：00の
間の4時間程

時給
1,200円

庄内町余目ふれあい
ホーム実施組織

愛康会
庄内町家根合字菖蒲島11
ふれあいホーム家根合
☎0234-42-1805

学童保育臨時指導員
パート２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
～850円

3.5H又は
3～4H程

随
時

第２回庄内町歌声喫茶

●開催日：6/25㈫�19:00～　●場所：やくけっちゃーの
●内容：ピアノにあわせてみんなで歌う集いの場
●参加費：500円（お茶菓子代等）
■�問合せ：庄内町歌声喫茶活

い
き粋

い
きクラッセの会☎090-5835-2773
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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

7/10
（毎月第２水曜日）

田澤　富雄
池田　博史

●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

7/2
（毎月第１火曜日）

佐藤　昭一
水尾　理恵

●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

7/16㈫ 19:00～
7/31㈬ 15:00～

※直近では6/28㈮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

世界バドミントンU15
庄内国際招待2019

　各大陸の強豪国の代表選手達が
世界の頂点を競う、中学生世代唯
一の世界大会です。
●日時：6/29㈯、6/30㈰
　　　　両日とも９:00～（予定）
●場所：鶴岡市小真木原総合体育館
★�豪華賞品があたる福引き付き招待
券を小真原総合体育館事務室、鶴
岡市役所総合案内で無料配布中
※�招待券なしでも当日無料入場で
きますが、招待券を

　お持ちの方優先
■問合せ：大会HPから

けんこうマージャン倶楽部
開催中です！

　指先や脳を使うマージャンは、
認知症予防、健康づくりに非常に
効果があります。
　マージャンに興味のある方、通
いの場で交流したい方、参加者随
時募集中です。参加無料、初心者
も大歓迎！社会福祉協議会でも、
生活支援コーディネーターが支援
しています。
●�日時：毎月２回（第１・第３水
曜日）10:00～12:00、13:00
～16:00

●場所：余目老人福祉センター
■�問合せ：けんこうマージャン倶
楽部（山田）☎0234-42-3720

　�町社会福祉協議会（志田）
　☎0234-56-3373

人工肛門・膀胱の装具交換に
関する「オストメイト研修会」

●日時：7/21㈰�10:00～12:00
●場所：日本海総合病院　講堂
●�内容：自分で交換できなくなっ
た時の対応について（講演）

　�医療従事者や製品メーカーの専
門的なアドバイスに加え、様々
なご心配にもお答えします。

●�対象：オストメイト、関心のあ
る方

●参加費：300円（資料、お茶代）
●申込期限：7/19㈮
■問・申込み：日本海総合病院�
☎0234-26-2001または庄内オス
トメイト家族会事務局（あだち）
☎0235-33-3533か090-7934-6512

危険物取扱者保安講習

　危険物取扱者免状を所持し危険
物業務に従事する方は、３年に１
度の受講が必要です。
●受付期間：6/24㈪～7/19㈮
※�受講案内と申請書は消防本部ま
たは最寄りの消防署（各分署)
にあります。

■問・申込み：山形県危険物安全
協会連合会☎023-632-5744

金峰少年自然の家
海浜カヌー塾

●�日時：海コース…7/6㈯　川コ
ース…7/7㈰　※各日先着30人

●�場所：金峰少年自然の家　分館
海浜自然の家

●申込期限：6/28㈮
※詳細はHPをご覧ください。
■�問・申込み：金峰少年自然の家�分
館�海浜自然の家☎0234-77-2166

労働保険料の申告・納付の
お手続きはお済みですか？

　労働保険料の申告・納付期限は
７月10日㈬です。まだ手続きが
お済みでない事業主の方は、お近
くの金融機関または労働基準監督
署で手続きを行ってください。
■問合せ：コールセンター
　☎0120-008-715

税務職員採用試験

●受験資格：
①�平成31年４月１日において高
校卒業後３年を経過していない
方および令和２年３月までに高
校を卒業する見込みの方

②�人事院が①に掲げる方に準ずる
と認める方

●申込期限：6/26㈬
● 申込方法：「国家公務員試験採
用情報NAVI」からのインター
ネット申込み

●第１次試験日：9/1㈰
■ 問合せ：仙台国税局人事第二課
試験研修係☎022-263-1111
（内線3236）人事院東北事務
局☎022-221-2022

※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。


