
★�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

７月の納税
固定資産税２期　　国保税１期
納期限・口座振替日 ： 7/31㈬

※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

７月のナイトサービス
7/29㈪　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。
※８月は27日㈫に実施します。
■問合せ：会計室☎0234−42−0193

町県民税２期　国保税２期

納期限・口座振替日：9/2㈪
8
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	 ２件	（２９件）
●死 者 数	 ０人	（　０人）
●負傷者数	 ２人	（３３人）
●物損事故	 24件	（１９０件）
●飲酒運転	 １人	（　１人）

【令和元年累計】

ワンポイント交通安全

8/4㈰、8/11㈷、8/12振
8/18㈰、8/25㈰

●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

　夏祭り、ビアガーデン、お盆等でなにかと
お酒を飲む機会が多くなります。飲酒運転で
事故を起こせば、実刑、免許取消し、世間か
らの非難、損害賠償、家族の崩壊などがまっ
ています。飲酒運転は絶対にしないようにし
ましょう！

8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。

6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） 5月

■問合せ：環境防災課環境係☎0234-56-2909
※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 6月

◎町営風力売電量	　　223,930kWh
◎町営風力売電金額	　4,659,983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…8/13㈫17時以降
狩川公民館…8/13㈫17時以降、8/14㈬17時以降
余目第一公民館…7/22㈪、8/13㈫17時以降
余目第二公民館…8/13㈫17時以降、8/14㈬17時以降
余目第三公民館…7/23㈫
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…7/29㈪、8/5㈪、8/19㈪
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…8/13㈫17時以降、8/14㈬17時以降
北月山荘…8/13㈫
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…7/29㈪
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
　　　　　　　　　※7/23㈫～8/22㈭は毎日開館
農林漁業体験実習館…毎週水曜日休館
町湯…8/7㈬
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

7/21～8/20休館日等のお知らせ　余目ショッピングモールアピア駐車場で開催され
ました。植木や季節の花々、町特産の「庄内金魚」
などを求め、多くの来場客で賑わいました。

第50回
あまるめ植木・金魚まつり6/8-12

　認知症への理解を深めてもらおうと、余目中学校
２年生121人を対象に、５人の認知症キャラバンメ
イトが寸劇を交えながら講演しました。

認知症サポーター養成講座6/5

　余目第三小学校で開催され、同校６年の佐藤琉さ
ん（仲町）が「あいさつの絶えないみんなが笑顔な
町にしたい」と力強く宣言しました。

笑顔で元気なあいさつ運動
スタートアップイベント6/18

　これからの増水期の土砂災害に備え、庄内町消防
団第５～８分団を対象にカートソレイユ最上川周辺
で行われ、108人が参加しました。

水防工法講習会6/9 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 609.72 593.48 ▲16.24
粗大ごみ 41.94 52.42 10.48

不
燃
ご
み

資源ごみ 22.57 22.93 0.36
埋立ごみ 12.91 13.40 0.49
ペットボトル 7.65 7.78 0.13
合計 694.79 690.01 ▲4.78

前年度比較
４月以降

合計
▲23.41

12.76
▲2.31
▲1.76

0.08
▲14.64
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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>
　８月も天気が良ければ水遊びを
行います。
●日時：8/7㈬、8/8㈭
　　　　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

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。

庄内町
からのお知らせ

カートソレイユ最上川
キッズカートスクール

　ふるさと応援寄附金で購入した
キッズカートを活用し、小学１年
生～小学３年生までの子どもたち
（身長100cm～130cm程度）に
カートの楽しさを味わってもらい
ます。
●日時：8/4㈰�10:00～12:00
●定員：先着親子3組
●料金：１回2,000円（親子）
※�全３回の講習を実施し、修了後
カートを１人で楽しめるように
なります。
※�２回目以降の講習は、１回目の
受講者のみにご案内します。
■�問・申込み：カートソレイユ最
上川☎0234-42-2282
　商工観光課観光物産係
　☎0234-42-2922

夏の子ども映画会

日時を確認のうえ、お友達を誘ってお越しください。
●場所：余目第一公民館　●入場料：無料
※視聴覚室では飲食はできません

幼児向け　10:30～ 小学生向け　13:30～

7/26㈮ ざわざわ森のがんこちゃん　
ほか 河童のクウと夏休み（138分）

8/6㈫ ミッキーマウス　ほか 学校の怪談　３（96分）

8/16㈮ 忍たま乱太郎の宇宙大冒険　
ほか

ドラえもん「のび太と銀河超
特急」（99分）

■問合せ：余目第一公民館☎0234-42-2019

英会話喫茶

　「日常英会話を身に着けたい
方」や「英会話が好きな方」「英
文法を学び直したい方」など、一
緒に楽しみながら学んでみません
か。初心者の方でも大丈夫です。
● 期日：8/23㈮、8/30㈮、9/6㈮、
9/18㈬、9/25㈬
●時間：19:30～21:00
●場所：余目第三公民館
●講師：野口篤氏
●教材費：500円（全５回分）
●申込期限：8/19㈪
●定員：先着15人
●�受講条件：初回から参加可能な方
■�問・申込み：町国際交流協会
（企画情報課まちづくり推進係
内）☎0234-42-0228

Excel実務実践講座

　Excel2010のブックの管理や数
値の書式設定、データの集計・分
析などを学びます。（パソコンの
バージョンはWindows7です）
●�日時：8/19㈪、8/20㈫、
8/26㈪、8/27㈫、9/2㈪、
9/3㈫

　※�夜間のみの開講(19 :00～
21:00、２時間×全６回)です。

●�対象：Excelの基本操作や簡単
な表計算などができる方

●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：8/7㈬
※�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

子育て講演会

●日時：8/9㈮�13:30～15:00
●場所：余目第二公民館
●�内容：
　「地域で見守る子育て」
　～ともに子どもを支援するために～
●講師：東北公益文科大学
　　　　教授　竹原幸太氏
●申込期限：8/6㈫※当日参加可
※�参加無料。どなたでも参加でき
ます
■�問合せ：子育て応援課子育て支
援係☎0234-56-3393

あそぼの日

地域世代交流「高校生のお兄さん
お姉さんと遊ぼう」
　庄内総合高校JRC部のお兄さん
お姉さんが遊びに来てくれます。
●日時：7/31㈬�10:00～11:30
●場所：子育て支援センター
● 内容：絵本の読み聞かせ、触れあ
い遊びや玩具で一緒に遊びます。
※申込不要
地域世代交流「買い物ごっこで遊
ぼう」
　更生保護女性会のみなさんが、
手作りおもちゃを持って遊びに来
てくれます。
●日時：8/1㈭�10:00～11:00
●場所：子育て支援センター
●�内容：買い物ごっこ・ふれあい
遊び

※申込不要
■問合せ：子育て支援センター　
　☎0234-42-2268

児童手当の現況届は
お済みですか

　毎年６月に現況届の提出が必要
です。まだ、提出していない方は、
至急提出をお願いします。提出が
ない場合には、６月分以降の手当
が受けられなくなります。
＜児童手当＞
●�支 給 対 象：中学校卒業まで
（15歳の誕生日後の最初の３
月31日まで）の児童を養育し
ている方
● 手続き方法：お子さんが生まれ
たり、他の市町村から転入した
ときは、現住所の市町村に「認
定請求書」を提出（申請）して
ください。（公務員の場合は勤
務先）
　市町村の認定を受ければ、原則
として、申請した月の翌月分の手
当から支給します。ただし、出生
日や転入日（異動日）が月末に近
い場合は、申請日が翌月になって
も異動日の翌日から15日以内で
あれば申請月分から支給します。
■�問合せ：子育て応援課子育て支
援係☎0234-56-2235

町営住宅入居者募集

●�住宅名等：町営住宅南町団地
　�13号棟、14号棟（清川字上川原）
　１戸建(3DK・74.9㎡)
　駐車場１台有
●申込資格：
①同居親族のある方
　※単身で入居できる場合あり
②諸税等滞納のない方
③住まいがなく困っている方
④�世帯の月額所得が158,000円
以下である方

⑤連帯保証人の確保ができる方
⑥暴力団員でないこと
●家賃：17,000円から
●敷金：家賃３カ月分
●募集期間：通年
●入居時期：8月中旬以降
※詳細は町ＨＰをご確認ください。
■問・申込み：建設課都市計画係
　☎0234-42-0860

空家相談会（無料）

●日時：8/10㈯�13:00～16:00
● 場所：余目第三公民館
●�内容：空家の利活用や解体、相
続等のお悩みに応えるため、不
動産業や司法書士等の専門家に
よる空家相談会を開催します。
●�申込方法：電話で事前に申込ん
でください。
●�その他：登記簿や固定資産税課
税証明書をお持ちいただくとよ
り具体的な相談ができます。
※参加無料
■�問合せ：建設課都市計画係
　☎0234-42-0860

夜の図書館に遊びにきませんか？
ナイト・ライブラリー

　昨年好評だった「ナイト・ライ
ブラリー」を今年も開催します。
普段は入れない夜の図書館、記念
館のいつもと違う雰囲気を楽しん
でみませんか？ご家族やお友達と
ご一緒に、ぜひお越しください！
●日時：8/2㈮�19:00～21:00
　※こども上映会は19:30～
● 場所：町立図書館、内藤秀因水
彩画記念館

●�内容：本の貸出、返却、内藤秀
因水彩画記念館で開催中の「つ
ちだよしはる絵本原画展」の鑑
賞、こども上映会

※参加無料
■問合せ：町立図書館
　☎0234-43-3039

庄内町就職ガイダンス

　町、商工会、企業同友会では、
帰省中の方も含めて多くの方に町
内の事業所を知っていただくとと
もに、求職中の方の就職活動を支
援するため、「庄内町就職ガイダ
ンス」を開催します。求職中また
はUターンをお考えのご家族にも
ぜひお知らせください。
●�日時：8/16㈮�13:00～15:00
（12:30～受付）

●場所：響ホール
●�出展者：ハローワークを通じて
求人を行っている町内事業者

● 対象：学生及びその保護者、一
般求職者、UIJターン希望者

● 内容：各事業所の担当者が、企
業概要や特徴、募集する職種な
どを説明します。

■�問合せ：商工観光課商工労働係
☎0234-42-0138

大好評！こども上映会

2019.7.15 ◎ 2◎3 2019.7.15

※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。



国・県・市町村
からのお知らせ

令和元年度狩猟免許更新

●�受検資格者：県内に住所を有し、
狩猟免許の有効期限が令和元年
９月14日で満了する方

●講習日：8/16㈮
●場所：庄内総合支庁　講堂
※�申込方法等、詳細は県ホームペ
ージをご覧ください。

■�問合せ：庄内総合支庁環境課　
☎0235-66-5706

上級救命講習会

●日時：8/18㈰�9:00～18:00
　　　（8:40～受付）
●場所：ひらたタウンセンター
　　　（酒田市）
●対象：どなたでも
●定員：30人程度
●�内容：心肺蘇生法、大出血時の
止血法、窒息時の対応等（応急
手当全般）、自動体外式除細動
器（ＡＥＤ）の使い方（講習終
了後、上級救命講習修了証を交
付します。）
●講師：応急手当指導員
●�費用：300円（テキスト代、教
材費）
●�持ち物等：筆記用具、動きやす
い服装
●申込期限：7/29㈪
※定員になり次第締切
● 申込方法：問合せ先に申込書を
提出
※�申込書は、酒田地区広域行政組
合消防署ホームページからダウ
ンロードできるほか、最寄りの
消防署（分署）にもあります。
■ 問合せ：酒田地区広域行政組合
消防署☎0234-23-3131、ま
たは最寄りの消防署（分署）

無料法律相談

●日時：8/9㈮�13:30～16:30
●場所：酒田市交流ひろば
●定員：先着６人
●弁護士：渡辺倫子
●受付期間：7/23㈫～
■ 問・申込み：酒田市まちづくり
推進課市民相談室
　☎0234-26-5726

お忘れなく！
所得税の予定納税（第１期分）

　所得税の予定納税（第１期分）
の納期限は７月31日㈬です。税
務署から通知書・納付書が送られ
ている方は、期限内に納付してく
ださい。振替納税をご利用の方は、
前日までに口座の残高を確認して
ください。
■�問合せ：鶴岡税務署
　☎0235-22-1401（代表）

肝炎ウイルス夜間検査
（血液検査）

　７月22日から28日までは「肝
臓週間」、７月28日は「日本肝
炎デー」です。
　この機会に、肝炎ウイルス検査
を受けてみませんか。
●日時：7/23㈫�16:00～19:00
※�9:20～12:00は、B型・C型ウ
イルス性肝炎を含め、HIV（エ
イズ）、梅毒、性器クラミジア
検査も受けることが出来ます。

●場所：庄内保健所
※要予約。匿名・無料です。
※�通常は、毎週火曜日9:20～
12:00に行っています。

■ 問合せ：庄内保健所感染症対策
担当☎0235-66-4920

「やまがた縁結びたい」による
結婚なんでも相談会

●�日時：7/27㈯、8/4㈰、9/28㈯�
13:00～17:00
●�場所：やまがた出会いサポート
センター庄内支所（鶴岡市）
● 対象：結婚を希望する方（会員
でない方も可）
※相談無料　※要申込み
■�問・申込み：やまがた出会いサ
ポートセンター庄内支所
　☎0235-64-8895

鳥海イヌワシみらい館
夏休み体験プログラム

●日時：7/22㈪～8/18㈰
　9:30～11:30、13:30～15:30
●会場：鳥海イヌワシみらい館
● 内容：①アントラースプーン・
フォークづくり、②エコバッグ
作り、③ドリームキャッチャー
づくり、④蜜ろうそく作り、⑤
お鷹ぽっぽキーホルダーの絵付
け、⑥木のうちわに絵付け

※�①～④は週替わりで、⑤～⑥は
期間中毎日開催

●参加費：①400円②200円
　③300円④400円⑤⑥各300円
■問合せ：鳥海イヌワシみらい館
　☎0234-64-4681

こんな虫見たことある！？
～やまがた昆虫ラボ展示会～

　庄内昆虫同好会の会員が県内で
採集した1000種類にも及ぶ昆虫
標本や写真、映像が展示されます。
●期間：7/20㈯～8/18㈰
●�時間：9:00～16:30（最終入館
16：00）

●場所：鳥海イヌワシみらい館
※入館無料
■問合せ：鳥海イヌワシみらい館
　☎0234-64-4681

夏休み子ども科学教室
～イカの体の研究と加工体験～

●日時：8/2㈮�9:00～12:00
●�場所：おいしい魚加工支援ラボ
（山形県水産試験場・鶴岡市）

●対象：小学３～６年生と保護者
●�内容：イカの漁業・生態等の講
演、イカの解剖及び加工体験を
行います。

●定員：先着10組
●費用：�子ども１人あたり500円

（材料費）
■問・申込み：県水産試験場
　☎0235-33-4382

プラネタリウム一般公開

●�日時：7/28㈰、8/1㈭、8/2㈮、
8/3㈯、8/5㈪、8/14㈬
　10:00～
　「�銀河鉄道９９９　赤い星ベテ
ルギウス　いのちの輝き」

　11:30～
　「�それいけ！アンパンマン　星
の色と空の色」

　14:00～
　「�銀河鉄道９９９　赤い星ベテ
ルギウス　いのちの輝き」

●場所：鶴岡市中央公民館
●�内容：夏の星座解説（10分）
と各番組（約25分）
●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

大人のためのプラネタリウム

●日時：7/26㈮、7/31㈬、8/7㈬
　　　��①14：00～②19：00～
●内容：夏の星座解説(10分)
　『�かぐやとKAGUYA　月が地
球にくれた贈り物』（27分）

●場所：鶴岡市中央公民館
●定員：各日先着78人
●対象：高校生以上
●費用：140円
※�観覧券は投映開始20分前から
発売

■問合せ：鶴岡市中央公民館
　　　　　☎0235-25-1050

不動産競売

●物件：宅地、建物など
●物件明細書閲覧期間：9/5㈭まで
●閲覧場所・入札場所：

山形地方裁判所鶴岡支部
●入札期間：
　8/29㈭～9/5㈭17:00
■�問合せ：山形地方裁判所鶴岡支
部書記官室執行係

　☎0235-23-6676

入国警備官募集

●申込期限：7/25㈭まで
　　　　　�【受信有効】
●申込方法：インターネット申込み
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
■�問合せ：仙台出入国在留管理局
総務課総務係☎022-256-6076

各種団体
からのお知らせ

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：7/25㈭�13:00～15:00
●場所：日本海総合病院
　　　　２階　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
■�問・申込み：日本海総合病院　
がん相談支援センター

　☎0234-26-5282

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：8/3㈯�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

庄内町
からのお知らせ

■�問・申込み：企画情報課まちづ
くり推進係☎0234-42-0162

※�中心市街地循環線は「車外・後面」
には掲載できません。
※サイズ等の詳細は問合せください。

町営バスに
広告を掲載しませんか？

　役場から北月山荘間を運行して
いる幹線路線、主に余目地域を巡
回運行している循環路線、余目市
街地を運行してる中心市街地循環
線があります。町内を走るバスで、
事業をPRしてみませんか？

掲載位置 掲載料
車
外 片側面 2,500円／月

25,000円／年

車
内

運転席後部 2,000円／月

左右窓上部 １枠あたり
2,000円／月

●幹線路線バス：

掲載位置 掲載料

車
外

片側面 2,500円／月
25,000円／年

後面 3,000円／月
30,000円／年

車
内 運転席後部 2,000円／月

●循環路線バス：
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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。



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

㈲佐藤新聞店
ASA余目

庄内町余目字大塚83-4
☎0234-43-4825
どちらかでも可

朝刊配達スタッフ
パート1名 3：00～6：00

時給
1,000円～

随
時

集金スタッフ
パート1名

毎月25日から月
末の1週間程
時間は相談可

ケンチャンラーメン
余目店

庄内町余目字猿田20-28
☎0234-43-1109

ホール及び厨房補助
パート2名 11：00～14：00

時給
770円
～800円

随
時

庄内町余目ふれあい
ホーム実施組織

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

【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

高橋建興㈱
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

人工肛門・膀胱保有者の
オストメイトかふぇ

　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します。
●日時：8/17㈯�9:30～11:45
●場所：にこ・ふる（鶴岡市）
●�対象：オストメイトとそのご家
族・関心のある方

※参加無料
■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（あだち）

看護学生フレッシュ説明会
看護学校等進学説明会

●日時：7/27㈯�13:00～16:00
●場所：山形テルサ（山形市）
●�内容：各病院のブースでの職場
説明、県内看護学校等の教員に
よる学校説明・修学資金の説明、
山形方式・看護師等生涯サポー
トプログラムの説明コーナー、
訪問看護の紹介

●�対象：県内に就職を希望する看
護学生、看護職を目指す中高
生・一般の方および保護者など

※参加無料
■問合せ：（公社）県看護協会
　☎023-685-8033

福祉の仕事職場見学ツアー

　高齢者や障がい者施設の仕事に
ついて、見て・聞いて・学べる職
場見学ツアーです。無資格・未経
験の方でも福祉の仕事に興味のあ
る方であればどなたでも参加でき
ます。
●日時：8/6㈫�9:30～12:30
●�見学先：（福）恵泉会シニアサポ
ートともえ、鶴岡市立愛光園

■ 問・申込み：県福祉人材センター
☎023-633-7739

鶴岡地区歯科医師会
市民公開講座

● 日時：7/27㈯�14:00～16:00
（13:30～受付）

●場所：出羽庄内国際村
●�内容：「認知症と口腔ケア～お
口の健康と認知症～」

●�講師：日本歯科大学新潟生命歯
学部口腔外科学講座　田中彰教授

※入場無料
★口腔ケアセットプレゼント
■�問・申込み：鶴岡地区歯科医師
会☎0235-28-3565

港の風景画展～髙橋英彦が
描いた日本海 港の風景～

●期間：8/25㈰まで
●開館時間：10:00～17:00
●場所：酒田海洋センター（酒田市）
●入館料：無料
●休館日：月曜日（祝日の場合は開館）
■ 問合せ：県酒田海洋センター
　�☎0234-26-5642、県港湾事
務所☎0234-26-5636

ご存知ですか？
筆界特定制度

　「筆界特定制度」は、土地の筆
界（境界）トラブルを解決するた
め、法務局が現地における筆界の
位置を特定する制度です。
　隣接地との筆界が分からず困っ
ている方、筆界について隣地の所
有者と意見が一致せず困っている
方は、筆界特定制度をご利用くだ
さい。
■ 問合せ：山形地方法務局登記部
門筆界特定室☎023-625-1358

※ハローワーク酒田が発行する週刊求人情報は、次の場所でご覧いただけます。
役場総合案内・税務町民課、立川総合支所、各学区地区公民館、町商工会（コアアルザ）

金峰少年自然の家
海浜カヌー体験デー

●日時：8/24㈯�9:00～12:30
● 内容：カヌー体験（乗り方、操
作方法、ツーリング）

●場所：金峰少年自然の家　分館
　海浜自然の家（月光川～牛渡川）
●対象：高校生から一般成人
●参加費：190円（保険料）
●定員：先着20人
●�申込期間：7/19㈮～8/4㈰
9:00～17:00（7/21㈰の休所
日除く）

■問・申込み：金峰少年自然の家
　分館　海浜自然の家
　☎0234-77-2166

わくわくスターウォッチング

●日時・場所：19:00～20:30
　①�8/10㈯��遊佐町・鳥海パノラ

マパーク（旧稲川小）
　②8/11㈰�金峰少年自然の家
●�内容：「遊佐町や金峰で夏の星
空を楽しもう！」※雨天・曇天
時はクラフトを行います。

●�参加費：無料（雨天・曇天時は
クラフト代金として110円）

●定員：各先着40人
■�問・申込み：
　①海浜自然の家☎0234-77-2166
　②金峰少年自然の家
　　☎0235-24-2400

弁護士による
B型肝炎特措法無料相談会

●日時・場所：
　�8/3㈯�13:30～16:00　総合文
化センター（酒田市）

　�9/28㈯�13:30～16:00　庄内
産業振興センター（鶴岡市）

●�対象：集団予防接種でB型肝炎
になった人とその家族

※事前予約優先、受付15時まで
■�問合せ：全国B型肝炎訴訟新潟
事務所☎025-223-1130

各種団体
からのお知らせ

役場庁舎敷地内禁煙にご協力ください！

　改正健康増進法に基づき受動喫煙対策を推進し
ていくため、本年7月1日から本町役場庁舎等の敷
地内を全面禁煙としています。
　対象施設への来庁者のみなさんからも、ご理解、
ご協力をお願いします。

※�加熱式たばこについても紙たばこと同様の取り
扱いとします。

■問合せ：総務課総務係☎0234-42-0125

【対象となる施設】※敷地内全面禁煙

庄内町役場、立川総合支所、企業課庁舎、
余目保健センター、立川保健センター
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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

8/14
（毎月第２水曜日）

鶴巻　廣彌
吉田　健一

●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

8/6
（毎月第１火曜日）

秋庭　道雄
佐藤多賀子

●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

8/14㈬ 19:00～
8/30㈮ 15:00～

※直近では7/31㈬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

※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。


