庄内町交通事故発生状況

2019

8月15日
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風車村で開催され、長さ約60mの「なが～い流し
そうめん」やエコ工作教室、カブト虫相撲大会に県
内外から500人が訪れ、大盛況の１日となりました。

7/19

庄内町町民大会

たくさんいたよ！
メダカ捕獲会

家根合集落の水田で、田んぼに放されたメダカを

越冬用の保全池へ戻す目的で開催されました。約30
人がメダカの捕獲を楽しみました。

★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。

★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

ワンポイント交通安全

歩行中のスマホ操作はとても危険です。ま
た、運転中のスマホ操作は道路交通法違反で
す。
「ながらスマホ」で大事故が起きています！
被害者にも加害者にもならないよう「ながら
スマホ」は絶対にやめましょう。
9/21㈯～9/30㈪まで
秋の交通安全県民運動です。

８月の納税
町県民税２期

国保税２期

納期限・口座振替日 ： 9/2㈪
※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

国保税３期
納期限・口座振替日：9/30㈪

８月のナイトサービス
酒田市休日診療所

診療日

9月

9/1㈰、9/8㈰、9/15㈰、9/16㈷、
9/22㈰、9/23㈷、9/29㈰

・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。

●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

庄内町のごみ量（単位：ｔ）
年度及び
増減
ごみ種類
もやすごみ
粗大ごみ
資源ごみ
埋立ごみ
ペットボトル
合計
不燃
ごみ

「”明るいやまがた”夏の安全県民運動」
「社会を明る
くする運動」
「青少年育成」町民大会が響ホールで開
催され、約250人が参加しました。

わくわくエコ工作教室

＜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

平成
30年度
（Ａ）
527.73
35.20
23.96
11.31
2.74
600.94

令和
増減
元年度
（Ｂ－Ａ)
（Ｂ）
501.24 ▲26.49
32.41 ▲2.79
23.18 ▲0.78.
12.36
1.05
2.94
0.20
572.13 ▲28.81

6月
前年度比較
４月以降
合計
▲49.9
9.97
▲3.09
▲0.71
0.28
▲43.45

※ごみの量は、家庭系と事業系の一般廃棄物合計量です。

■問合せ：環境防災課環境係☎0234-56-2909

町営風車稼働状況

7月

8/27㈫ 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。

※９月は27日㈮に実施します。
■問合せ：会計室☎0234－42－0193

休館日等のお知らせ

8/21～9/20

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…9/15㈰
狩川公民館…9/2㈪

余目第一公民館…期間内は毎日開館します
余目第二公民館…9/13㈮
余目第三公民館…9/11㈬

余目第四公民館…9/10㈫※館内床・窓清掃日
総合体育館・屋内多目的運動場

・第二屋内多目的運動場…9/2㈪、9/16㈪

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…9/2㈪
北月山荘…9/10㈫

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…8/26㈪

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

＜1500kW×1基＞

町湯…9/11㈬

◎町営風力売電金額

レストランやくけっちゃーの…毎週火曜日定休

◎町営風力売電量

216,080kWh
4,496,624円

■問合せ：環境防災課新エネルギー係
☎0234-56-3396

クラッセ…期間内は毎日営業します
カフェ余目製パン…毎週火曜日定休

◎庄 内 町 の 情 報

学芸員と一緒に立谷沢地区を巡り、龍神信仰の歴
史や砂金掘り体験、砂防堰堤の見学などで立谷沢川
の魅力を満喫しました。

7/14

５件（３４件）
０人（ ０人）
７人（４０人）
26件（２１６件）
０人（ １人）

母子健康手帳交付日

９月

龍神と砂金が宿る
立谷沢川探検ツアー
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●発生件数
●死 者 数
●負傷者数
●物損事故
●飲酒運転

【令和元年累計】

7月

庄内町
からのお知らせ

きよかわ探検塾
「きよたん」
～龍神伝説の謎を解け！
ミステリーバスツアー～

ヨガで心とからだを
整えましょう
妊婦さんと子育て中の方、一緒
に楽しみましょう。
●日時：9/6㈮ 10:00～12:00
(9:45～受付)
●場所：余目保健センター

年10月～R2年3月までの妊婦
さん）
、
興味のある子育て中の方
●持ち物：タオル・水分補給用飲
み物
※ヨガマットは準備します
●参加費：100円(茶菓子代含む)
※託児無料（若干名・先着順）
●申込期限：8/30㈮
※プ レママカフェ(産前産後サポ
ート事業)・きらきらファミリ
ーセミナー共催事業です。
■問 ・申込み：プレママ…保健
福祉課健康推進係☎0234-420147、子育て中の方…子育て支
援センター☎0234-42-2268

山形県若者定着奨学金返還
支援事業＜市町村連携枠＞
県と町が連携して日本学生支援
機構奨学金の返還を支援します。
●募集人数：１人
●申込期限：9/13㈮
17:00（必着）

※申込者が募集人員に達した場合
は、その時点で締め切りとさせ
ていただきます。
※対象や助成金額、申込方法等詳
細は、町ホームページをご覧く
ださい。
■問・申込み：企画情報課企画調
整係☎0234-42-0155
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◎ 2019.8.15

ートがあり一つ一つに文字が記さ
れています。その文字をつなぐと
ある言葉に。あなたは分かります
か？
午後は清川歴史公園を探索しま
す。昼食を取った後にガイドさん

が清河八郎に関する見どころを案
内します。
この機会にぜひご参加ください。
●日時：9/20㈮ 9:00～15:00
●集合：清川公民館
●コース：清川公民館出発～㊙～
清川歴史公園
●対象：成人の方
●定員：先着20人
●参加費：昼食代700円
●申込期限：8/30㈮
■問・申込み：清川公民館
☎0234-57-2211

楯山公園内休憩茶屋を
運営してくれる方を募集
●期 間：令和２年４月中～下旬
（２週間程度）
●時間：8:30～17:00
※桜 まつり開催の２日間は21時
まで
●場所：楯山公園休憩所

●内容：休憩施設等の管理と茶屋
の運営（飲食の提供）
●その他：営業による利益は本人
の所得となります。飲食の提供
には営業許可の取得が必要とな
ります。
※詳細は問合せください。
●申込期限：9/30㈪

■問・申込み：立川総合支所立川
地域振興係☎0234-56-2213

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>
保育園の園庭で園児と一緒に遊
びませんか
●日時：9/19㈭ 9:30～11:00
■問合せ：狩川保育園
☎0234-56-2436
<余目保育園>
期間中に絵本や

ボランティア大募集！！

10月13日㈰に第４回月山龍神マラソンが開催されます。マラソンの運
営には地域ボランティアの力が欠かせません。マラソンのお手伝いをして

いただけるボランティアを募集します。あなたの“笑顔とおもてなし”でラ
ンナーと大会を盛り上げましょう。
●日時：10/13㈰ 7:00～12:00（業務内容によって時間は変わります）
●場所：清川グラウンド~立谷沢川流域
●説明会：8/29㈭ 19:00～ 狩川公民館
●待遇：スタッフジャンパー、帽子と弁当を提供、保険加入

■問合せ：月山龍神マラソン事務局（町観光協会内）☎0234-42-2922

阿部亀治記念
◀余目保育園

●内容：ヨガ（中村朱先生）、妊
婦さんと先輩ママとの情報交換
●対 象：プレママ（予定日がR元

荒ぶる立谷沢川。その様は龍に
見立てられ、荒ぶる川を鎮めるた
めに石碑を建立。その周辺にプレ

第４回月山龍神マラソン

不要！
申込み 無料！
参加費
保育園園開放

紙芝居、歌などの
イベントもありま
HP
す。詳しくはホー
ムページをご覧ください。
●日時：9/2㈪～9/6㈮
9:30～11:00
■問合せ：(福)和心 余目保育園
☎0234-43-2308
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。

健康栄養教室
知っ得★クッキング
●日時：9/20㈮ 10:00～13:00
●場所：余目保健センター
●内容：
★知っ得情報「メタボリックシ
ンドロームを予防しよう！」
★クッキング「からだ改善ヘル

シー献立」
●持ち物：エプロン、三角巾、米
1/2合
●参加費：実費（調理材料代）
●対象：健康づくりに関心のある方
●定員：先着20人
●申込期限：9/13㈮

■問・申込み：保健福祉課健康推
進係☎0234-56-3392

第１回和合の里フォトコンテスト

おいしいお米のルーツ「亀ノ尾」とその創選者である阿部亀治が生まれた和合の里の暮らしや歴史・文化風景を
見つめ、その功績を顕彰し未来につなげよう。
●募集テーマ：農村に息づく暮らしや歴史・文化風景など「和合の里」の魅力を映し出す一枚
●応募部門：一般の部および小学生の部（いずれもカラープリント）
●応募資格：日本国内居住でアマチュアの方に限ります。
●応募方法：応募票に必要事項を明記し、写真の裏に貼って直接持参するか、郵送してください。
●応募期間：9/2㈪～9/30㈪（必着）
●応募作品の著作権・使用権：応募作品の著作権は撮影者に帰属しますが、入賞・入選作品の展示、広報等のため
の出版物への掲載、発行する刊行物への掲載の権利は、和合の里を創る会に帰属するものとします。
※詳しくは「阿部亀治記念第１回和合の里フォトコンテスト応募要項」をご覧ください。
■問・応募先：和合の里を創る会事務局（余目第四公民館内）☎0234-44-2162

マシュー先生ありがとうございました！
To the people of Shonai Town
Five years have come and gone. I am sad to leave Shonai
Town, but I will cherish the many wonderful memories of my
time here. I enjoyed climbing Yamagata’s mountains, eating
the delicious food of the Shonai plain, and meeting many
interesting people. Though I am returning to America, Shonai
Town will always feel like home. Thank you for welcoming me
into your lives.

庄内町のみなさんへ
庄内町に来てから、５年が経ちました。庄内町から離れることが悲し
いですが、たくさんのすばらしい思い出ができたので、これからも大
切にしたいと思います。山を登ったり、庄内平野のおいしい物を食べ
たり、いろいろな面白い人と出会ったりして嬉しかったです。アメリ
カに帰りますが、庄内町はいつもふるさとのように感じると思います。
みなさんが温かい心で歓迎してくださって、本当にありがとうござい
ました。

平成26年７月28日から本町
ALT（外国語指導助手）として、
町内の幼稚園・小中学校等で、
本場の英会話を子どもたちに教
えてくれたマシュー先生（ファ
レル・マシュー・チャンシー）
が５年間の任期を終え、アメリ
カに帰国することになりました。
地域活動や国際交流事業にも
積極的に参加し、明るい笑顔
で、多くの町民のみなさんとも
交流・ふれあいを重ねていただ
きました。

※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。

2019.8.15 ◎
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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。

庄内町
からのお知らせ
山形県下水道協会
排水設備工事責任技術者試験
第29回県内統一試験が行われ
ます。
●日時：11/17㈰ 13:00～15:30
●場所：協同の杜ＪＡ研修所
（山形市）
●申込期間：9/2㈪～9/30㈪
※希望者を対象に受験講習会を開
催します。
■問・申込み：企業課下水道係
☎0234-42-0181

風の町コンサート

東京吹奏楽団

庄内町特別演奏会

●日時：10/2㈬ 19:00開演
（18:30開場）
※観覧無料（要整理券）
●場所：響ホール
●整理券配布：
9/2㈪ 10:00～（響ホール）
※先着順（１人２枚まで）
●主催：町教育委員会、響ホール
事業推進協議会
●協賛：㈱カリカワ
■問合せ：響ホール
☎0234-45-1433

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：9/4㈬ 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
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◎ 2019.8.15

健康体力づくり
＆ウォーキング

庄内町くるま座トーク
ご活用ください！

消費税および地方消費税の中間
申告分の納付をお忘れなく！

鶴岡高等養護学校 学校公開Ⅱ
＆ほのぼのふれあいバザーⅠ

林業退職金共済制度
（林退共）
の退職金請求

●日時：9/13㈮ 10:10～11:00
●場所：余目第四公民館

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

税務署から中間申告書が送られ
ている方は、申告書を提出期限ま

●日時：8/30㈮ 10:30～11:30
●内容：施設見学、授業参観（職

林退共は、林業界で働く方のた
めの退職金制度です。以前、林

※申込不要
※運動しやすい服装・靴で参加くだ
さい。
※ノルディックポールをお持ちの
方は持参ください。無い方には

れた団体等
●時間：午前９時〜午後９時の２
時間以内

振替納税をご利用の方は、同封
のパンフレットで振替日を確認の
うえ、前日までに預貯金口座の残

がい者雇用を考えている事業所
の方など
■問合せ：鶴岡高等養護学校

当たりのない方は、退職金を受け
取っていない可能性があります。
詳しくはHPをご覧ください。
http://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/
■問合せ：（独）勤労者退職金共
済機構林業退職金共済事業本部

●内容：田んぼどまんなかをウォ
ーキングでリフレッシュ！
●持ち物：飲み物、タオル

お貸しします。
※雨天時は公民館ホールで筋力ト
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
☎0234-42-0147

文学講座～庄内の怪談～
庄内地方は、出羽三山信仰や城
下町の文化、気候風土などを背景
とした、県内有数の怪談の産地と
言われています。古今の怪談を紹
介しながら、庄内の魅力を再確認
していきます。
●日時：9/7㈯ 13:00～15:00
●会場：響ホール
●演題：「庄内の怪談・その豊か
さと奥深さ」
●講師：黒木あるじ氏（作家）

●定員：30人
●参加費：無料
●申込方法：町立図書館カウンタ
ーまたは電話受付（月曜休館）
■問合せ：町立図書館
☎0234-43-3039

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

●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

Facebookで
情報発信しています！
ページへの「いい
ね！」や記事のシェ
アをぜひお願いしま
す。
※友達申請やコメントはお返しし
ていませんので、あらかじめご
了承ください。

でに提出しなかった場合でも、提
出があったものとみなされますの
で、納付する必要があります。

高をご確認ください。
■問合せ：鶴岡税務署
☎0235-22-1401

大切な人を自死でなくされた方へ

個別相談会・つどい

＜個別相談会＞
●日時：9/5㈭、11/7㈭
13:30～15:30
●場所：庄内総合支庁地域保健福
祉課
●内容：精神科医師による個別相談
※要予約
＜つどい（ゆりの会）＞
●日時：9/17㈫、11/25㈪、
1/24㈮、3/10㈫ 13:30～15:30
●場所：庄内総合支庁32号会議室
●内容：わかち合い、ミニ講話など
■問・申込み：庄内保健所地域保
健福祉課☎0235-66-4931

不動産競売

●日時：9/6㈮ 13:00～16:00
●場所：酒田市交流ひろば
●定員：先着６人

●相談員：伊原茂弁護士
●受付期間：8/27㈫～
■問・申込み：酒田市まちづくり
推進課市民相談室
☎0234-26-5726

☎0235-22-0581

イヌワシと猛禽類の
秋の渡りを見よう
●日時：9/7㈯ 9:00～14:00
●集合場所：秋田県にかほ市「鳥
海山鉾立登山口」
●定員：先着20人
●対象：一般・親子（中学生以下
は保護者同伴）
●参加費：300円（保険、資料代）
●講師：伊藤智樹氏（猛禽類保護
ネットワーク）、五十嵐和一氏
（認定ジオガイド）
●申込期限：9/5㈭17:00
●持ち物：双眼鏡（貸出あり）、
昼食、飲み物、雨具
●服装：長袖長ズボン、帽子※標
高1,200m付近の活動につき体
温調整のしやすい服装
■問・申込み：鳥海イヌワシみら
い館☎0234-64-4681

国・県・市町村
からのお知らせ

無料法律相談

業）、製品販売
●対象：特別支援教育や本校の教
育活動に関心をお持ちの方、障

ご存知ですか？
「中退共」
の退職金制度

●物件：宅地、建物など
●物件明細書閲覧期間：

「中退共」は、中小企業のため
の国の退職金制度です。掛金は全

山形地方裁判所酒田支部
●入札期間：
9/26㈭～10/3㈭17:00
■問合せ：山形地方裁判所酒田支

ぜひ中退共におまかせください。
詳しくはHPをご覧ください。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/
■問合せ：（独）勤労者退職金共

8/22㈭～10/3㈭
●閲覧場所・入札場所：

部書記官室執行係
☎0234-23-1246

額非課税で国の助成もあり、社外
積立だから管理も簡単。退職金は

済機構中小企業退職金共済事業
本部☎03-6907-1234

業の仕事に従事されたことがあ
り、林退共制度に加入していた方
で、退職金請求手続きをしたお心

☎03-6731-2889

各種団体
からのお知らせ

消防設備士講習
●種別：①②警報設備、③消火設
備、④避難設備・消火器
●日時：①10/4㈮、②10/8㈫、
③10/9㈬、④10/10㈭
●場 所：①庄内総合支庁、②～④
ビッグウイング（山形市）
●受付期間：8/19㈪～8/30㈮
※申込書は、県庁消防救急課、県

各総合支庁総務課、各消防本部、
山形県消防設備協会にあります。
■問・申込み：（一社）県消防設
備協会☎023-629-8477

お金のトラブル・相続・
成年後見ナイター相談所
●日時：8/22㈭ 17:30～20:00

●場所：酒田市交流ひろば
●内容：借金、悪徳商法のトラブル、
相続、成年後見制度の活用など
●費用：無料（駐車券出ます）
※予約不要
■問 合せ：NPO法人ライフサポ
ート庄内☎0234-33-4378
2019.8.15 ◎
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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。

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
9/3

（毎月第１火曜日）

佐藤

昭一

水尾

理恵

立川心配ごと相談所

横山

栄子

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

町内小学校に配布させていただきました。
★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）

㈲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

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

ハナブサ醤油㈱
庄内町余目字町161
☎0234-43-3012

高橋建興㈱

庄内町余目字大乗向67-46
☎0234-28-9113

阿部内科胃腸科医院
庄内町南野字南浦95-1
☎0234-44-2121

職種・求人数

朝刊配達スタッフ
パート1名

集金スタッフ
パート1名

勤務時間

賃金

面接

3：00～6：00

毎月25日から
月末の1週間程
時間は相談可

時給
1,000円～

11：00～14：00

時給
770円
～800円

8：00～12：00
13：00～17：00
8：00～17：00
の4時間程度

時給
800円
～880円

とび・土木工事全般
正社員3名

8：00～17：00

180,000円
～
350,000円

准看護師
正社員1名
パート相談可

8：30～18：00 185,000円
8：30～13：30
～
8：30～16：30 220,000円

ホール及び厨房補助
パート2名

しょうゆ・みそ等の製造工
パート1名

はじめてのフィッシング
●日時：9/21㈯ 9:00～16:00
●内 容：漁港防波堤での海釣り

（サビキ釣り）体験
●場所：海浜自然の家、吹浦漁港
湾内

●対象：海釣り初心者の小学生～
中学生とその家族
●参加費：500円（保険料、えさ

随時

※直近では8/30㈮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

黒井德夫様

随時

9/17㈫ 19:00～
9/27㈮ 15:00～

代表理事組合長

随時

総合体育館
トレーニング室利用者講習会

139冊

随時

※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。

各種団体
からのお知らせ

随時

（毎月第２水曜日）

こども雑誌「ちゃぐりん」
庄内たがわ農業協同組合

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

9/11

ご寄贈ありがとうございます

代、仕掛け代等）
●定員：先着30人
●申込期間：8/30㈮～9/13㈮
9:00～17:00（休所日（9/2㈪、
9/9㈪）を除く）
●申込方法：電話申込後、３日以内
に参加申込書を郵送またはFAX
■問・申込み：金峰少年自然の家
分館 海浜自然の家
☎0234-77-2166

海浜自然の家
第49期指導員養成講座
●日時：9/22㈰ 9:00～14:00
●内容：海浜自然の家の指導員と
して必要な指導の考え方や支援
方法・実技等の研修を行います。
 域における青少年教育活動の
地
指導者を育成します。

広報しょうない有料広告
募集中！

有 料 広 告

●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
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◎ 2019.8.15

広
告
欄

●場所：海浜自然の家
●対象：地域の社会教育活動に関
心をお持ちの方（18歳以上60
歳程度まで。高校３年生も可）
●参加費：190円（保険料）
●定員：15人程度

●申込期間：8/27㈫～9/8㈰
（休所日（9/2㈪）は除く）
■問・申込み：金峰少年自然の家
分館 海浜自然の家
☎0234-77-2166

借金返済に関する相談窓口

司法書士無料相談所

相談員が借金の状況等をお伺い
し、必要に応じて、弁護士等の専

●日時：9/19㈭、10/17㈭、
11/21㈭ 18:00～20:00

【相談専用電話】
☎023-641-5201
【受付】

センター（東根市）、フロー
ラ・SAGAE（寒河江市）
■問・申込み：山形県司法書士会

門家に引き継ぎます。相談は秘密
厳守・無料です。お気軽にご相談
ください。

月曜日～金曜日
（祝日、年末年始除く）
8:30～12:00、13:00～16:30

●相談方法：面談 ※要予約
●場所：山形県司法書士会館（山
形市）、さくらんぼタントクル

総合相談センター
☎023-642-3434

■問合せ：山形財務事務所理財課
☎023-641-5178

県立保健医療大学公開講座
「考えよう！健康と福祉」

人工肛門・膀胱保有者の
オストメイトかふぇ

●日時：9/7㈯ 13:00～16:00
●場 所：マリカ東館第２研修室
（鶴岡市）
●内容：講義①人の動きの不思議
②脳卒中の予防と最新リハビリ
テーション
●定員：50人 ●費用：無料
■問・申込み：県立保健医療大学
☎023-686-6671

心配事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：9/8㈰ 13:30～16:00
●場所：日本海総合病院１階相談室
●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（あだち）

医療用ウィッグと乳房手術後
補整下着の合同相談会
毎月１回開催しており、当院に

通院以外の方でも参加できます。
●日時：8/22㈭ 13:00～15:00
9/19㈭ 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、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

山形県未来の科学の夢絵画展
山形県発明くふう展 作品募集
【第54回山形県発明くふう展】
●テーマ：日常生活を豊かにする
ために、自然法則を科学的に観
察し、それを利用した新規で独
創性に富んだ作品

●応募期限：9/17㈫
●展示期間：10/18㈮～10/20㈰
●展示会場：南部体育館（上山市）
【第16回山形県未来の科学の夢
絵画展】
●テーマ：未来の科学の夢や、科学
技術の発達により楽しく生活し

ている未来の世界を描いた作品
●応募期限：10/31㈭必着
●展示期間：12/10㈫～12/15㈰
●展 示会場：山形県産業科学館
（山形市）

■問合せ：（一社）山形県発明協
会☎023-644-3316
2019.8.15 ◎
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