
★�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。

◎
庄
内
町
の
情
報

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

９月の納税
国保税３期

納期限・口座振替日 ： 9/30㈪
※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

９月のナイトサービス
9/27㈮　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。
※10月は28日㈪に実施します。
■問合せ：会計室☎0234−42−0193

町県民税３期　　国保税４期

納期限・口座振替日：10/31㈭
10
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	 ５件	（３９件）
●死 者 数	 ０人	（　０人）
●負傷者数	 ７人	（４７人）
●物損事故	 35件	（２５１件）
●飲酒運転	 ０人	（　１人）

【令和元年累計】

ワンポイント交通安全

10/6㈰、10/13㈰、10/14㈷、
10/20㈰、10/22㈷、10/27㈰

●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

　９月21日㈯～９月30日㈪まで「秋の交通安
全県民運動」期間です。また、９月30日㈪は
「交通事故死ゼロを目指す日」です。
　歩行者は、道路を横断するとき、車の来る
方を見て、手を上げて運転者に意思表示をし
ましょう。運転者は、道路を横断しようとし
ている歩行者が見えたら、一時停止し、手で
横断を促しましょう。

10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。

8月

庄内町のごみ量（単位：ｔ） 7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 8月

◎町営風力売電量	 　　54,200kWh
◎町営風力売電金額	　1,127,902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…9/24㈫
余目第二公民館…期間内は毎日開館します
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…9/30㈪、10/7㈪
図書館本館・内藤秀因水彩画記念館

…毎週月曜日休館、10/1㈫～10/6㈰
図書館分館…9/30㈪～10/6㈰
北月山荘…10/8㈫
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…9/30㈪
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…10/9㈬
クラッセ…期間内は毎日営業します
なんでもバザールあっでば…期間内は毎日営業します
レストランやくけっちゃーの…毎週火曜日定休
カフェ余目製パン…毎週火曜日定休

9/21～10/20休館日等のお知らせ
　こどもの居場所づくりを図ろうとボランティア“す
まいる”が初めて開催。14人の親子に地産地消の料理
を振る舞い、紙芝居の読み聞かせも行われました。

にこにこ食堂が開店8/3

　庄内町、酒田市、鶴岡市、三川町に住む13組の親
子が参加し、庄内浄化センターで沈澱池などの施設
見学や微生物の顕微鏡観察を行いました。

夏休み親子下水道教室8/2

　13人の子どもたちが挑戦。ベースとなるくまの型
につちださんといっしょに絵の具で色を塗り、世界で
１つだけのかわいらしいくまくんを作り上げました。

8/10

　山形県消防学校（三川町）で開催され、ポンプ車操
法の部で家根合班が優勝、小型ポンプ操法の部で貢
地目班が第５位と好成績を収めました。

消防操法庄内支部大会 つちだよしはる絵本原画展
立体くまくんをつくろう！8/4 年度及び
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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。

新ALTのフォルサム先生です！よろしくお願いします！

第４回月山龍神マラソン～名水百選・歴史の里・味覚マラソン～
全国のランナーに温かいご声援をお願いします！

　マシュー先生の後任として、新ALTのフォルサム先生が来町しました。

　今年も全国から800人のランナーをお迎えします。マラソン大会において、沿道応援はランナーを力づけるとと
もに、大会の盛り上がりに欠かせないものとして大変重要です。今年も、沿道いっぱいの応援でランナーを“おもて
なし”しましょう。
●開催日：10/13㈰�8:45競技開始　●スタート場所：清川グラウンド前（荘内藩清川関所）
●コース・スタート時間：

種目 スタート時間 コース
ハーフマラソン 8:45 スタート～生繰沢橋～木の沢集落～松の木・肝煎集落・片倉集落～清川河川グラ

ウンド～ゴール
10km 9:10 スタート～生繰沢橋～中島集落折返し～清川河川グラウンド～ゴール
５km 9:30 スタート～生繰沢橋～生繰沢集落～清川河川グラウンド～ゴール
３km 9:50 スタート～清川駅折返し～スタート～清川駅折返し～清河八郎記念館折返し～ゴール
親子ペア 10:15 スタート～清川駅折返し～ゴール　※飛龍が一緒に駆け抜けます。

●一般応援者駐車場：最上川河川敷（東興野）※会場までシャトルバスで送迎します。
●�交通規制：大会開催に伴い、コース周辺で交通規制を実施します。コース周辺のみなさんにはご迷惑をおかけし
ますが、ご理解とご協力をお願いします。

●通行止め区間：清川駅～本部スタート前　8:20～11:00
　　　　　　　　本部スタート前～成澤医院前　8:20～12:00
●応援グッズ：今号折込みの応援用小旗を作成し、当日、沿道での応援をお願いします。
●�お楽しみ：会場内のグルメ村では、地元特産品や郷土料理をはじめ、秋の味覚を取り揃えています。また、お子
様にはバルーンアートを準備しています。

■問合せ：月山龍神マラソン実行委員会（町観光協会）☎0234-42-2922　

Hello	everyone,
My name is Tim Folsom. I come from Virginia in the United States of 
America. I am the new ALT based out of the Shonai-machi Board of 
Education office. I will be working at Amarume Junior High School and Tachikawa Junior High 
School as well as the five elementary schools in Shonai. In addition to teaching English, my goal 
is to share American culture with the students in this town while also learning about Japanese 
culture. Before coming to Japan, in my home country, I worked for one year as a high school 
teacher, got a Master’s Degree from the University of Virginia, and worked for two years for 
my city’s local government. I look forward to making many new friends here, having many new 
experiences, and to calling Shonai my second home.

みなさん　こんにちは
私の名前はティム　フォルサムです。アメリカのバージニア州から来ました。私は庄内町教育委員会の新し
いALTです。町内の５つの小学校と余目中学校、立川中学校で働く予定です。
英語を教えることに加えて、アメリカの文化を生徒たちと共有したいと思っています。また、日本の文化に
ついても学びたいです。日本に来る前は、アメリカで１年間高校教師として働いて、バージニア大学で修士
号をとり、地元の役所で２年間働きました。庄内町を第二の故郷と呼べるように、ここでたくさんの友達を
作ったり、いろんな経験ができることを楽しみにしています。

新潟県・庄内エリアデスティネーションキャンペーン(ＤＣ)開催！

ひまわりマラソン2019　交通規制にご協力ください

■�問合せ：総合体育館（コメっち＊わくわくクラブ）☎0234-43-3347
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●日時：9/22㈰　雨天決行
　　　　8:30～受付開始
　　　　9:00～開会式
※�マラソン当日は右図のとおり
　一部交通規制がかかります。

※ツアーは最少５人で開催。７日前まで要予約。
※詳しくは「やまがた庄内観光サイト」で検索！
■問合せ：商工観光課観光物産係☎0234-42-2922

10/1㈫～12/31㈫ 「おいしい食の都庄内」
の美食・美酒を全国に発信！

　庄内町ではＤＣとして観光イベントを開催します。「食」を通じて町の歴史や文化を
体感するツアーに参加してみませんか！豪華賞品スタンプラリー・タクシー&レンタカ
ー割引特典も行っています。

山の恵みでリフレッシュ
きのこ採りハイキング（＆ヨガ）

　名人の案内で山に入り、
プレミアムなきのこを探す
ハイキングです。
●期間：10/1㈫～10/18㈮
　　　　9:00～14:00
●参加費：4,000円（昼食付）
●場所：北月山荘

幻の米　亀ノ尾
染物体験（＆新米御膳）ツアー

　亀ノ尾の二番穂を使い染色家
の指導で鶴岡シルクストールを
黄緑色に染める体験です。
●期間：11/1㈮～11/15㈮
●参加費：3,000円
●所要時間：約１時間30分
●場所：道の駅しょうない�

在来野菜のカラトリ芋　　　　　　
掘って編んで食べてツアー　　　　　　

　収穫を楽しみ、芋がらを編み、
地元食をいただきます。
●期間：10/15㈫～11/4（月・祝）
　　　　10:00～14:00
●場所：廿六木地内
●参加費：3,500円
　　　　（お土産・昼食付）

ぐるっと!しょうないまち‼スタンプラリ―

　観光施設やお店でスタンプを集め、庄内町の味覚
をゲットしませんか！抽選でおいしい町の特産品を
プレゼント！
●期間：12/31㈫まで

タクシー＆レンタカー割引キャンペーン

　観光目的で町外からお越しになる方限定、タクシ
ー＆レンタカー利用料金半額助成（上限3,000円）
●期間：12/31㈫まで

9:30～10:00

10:00～11:00
9:30～11:00
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庄内町
からのお知らせ

余目第一公民館
成人講座

カレイドフレーム講座
　刺繍用枠を使ったフラワーアレ
ンジメントです。
●日時：10/15㈫�19:00～20:30
●場所：余目第一公民館
●講師：五十嵐沙依氏

（HanaGoro～はなごろ～）
●参加料：1,500円（材料代）
●定員：15人（先着順）
●申込期限：10/8㈫

ちりめん細工講座
　ちりめんを使って「ねずみと宝
袋」を２日間で作ります。
●日時：10/14（月・祝）、10/19㈯�
　　　　13:30～16:30
●場所：余目第一公民館
●�講師：梅木美枝氏（日本玩具博
物館　ちりめん細工認定講師）

●参加料：1,650円（材料代）
●定員：15人（先着順）
●申込期限：10/1㈫
■問・申込み：余目第一公民館
　　　　　　��☎0234-42-2019

庄内南部・北部がん検診受診
向上対策キャンペーン

　クイズ参加者には景品のプレゼ
ントがあります。みなさんぜひお
越しください。
●日時：10/5㈯�10:00～16:00
●場所：イオンモール三川
●�内容：①がん検診に関する簡単
クイズ②測定機器による無料健
康チェック③がん情報に関する
ポスター、パネル展示④がん検
診に関する相談および健康相談
※参加無料
※�庄内南部・北部定住自立圏形成
協定事業
■問合せ：保健福祉課健康推進係
　　　　　☎0234-56-2904

休日に子宮頸がん検診、
乳がん検診を追加実施します

　今年度の健康診断の日程はすで
に周知していますが、休日に子宮
頸がん検診、乳がん検診を追加実
施します。すでに申込みされてい
る方でも申込内容の変更が可能で
すので、受診希望の方は連絡をお
願いします。
●日時：
　①10/5㈯�13:00～

（12:00～12:30受付）
　②10/20㈰�9:00～
　　　�　　�（8:00～8:30受付）
●�定員：①各７人②各８人
●場所：庄内検診センター
●対象：
【�子宮頸がん検診】令和２年３月
31日現在で20歳以上の方
【�乳がん検診】令和２年３月31
日現在で40歳以上の偶数年齢
の方
※�奇数年齢の方で昨年度乳がん検
診未受診の方は受診できます。
●申込期間：9/24㈫～9/27㈮
※定員になり次第締切
■�問・申込み：保健福祉課健康推
進係
　☎0234-56-2904、42-0148

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：10/12㈯�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

あそぼの日
おはなしでてこい！

●日時：10/4㈮�10:00～11:00
●場所：余目第二公民館
●�対象：０～４歳くらいのお子さ
んとお家の方
●�内容：おはなしらんどポップコ
ーンさんによる「おはなし会」
●申込期限：10/3㈭
■ 問・申込み：子育て支援センタ
ー☎0234-42-2268

親子ふれあいわくわくコンサート
ボランティアスタッフ大募集

　親子ふれあいわくわくコンサー
トの準備から当日までをサポート
＆盛り上げてくれるボランティア
スタッフを募集します。一緒にコ
ンサートを盛り上げましょう。
●日時：10/20㈰�8:30～11:30
●場所：余目第二公民館
●対象：高校生以上
●申込期間：9/20㈮～10/15㈫
■ 問・申込み：子育て支援センタ
ー☎0234-42-2268

在宅酸素療法者助成
医療機関通院交通費助成

４月分から９月分までの受付を行
います。

在宅酸素療法者助成
●�対象：呼吸器機能障害による身
体障害者手帳（1級及び2級を除
く）を所持し、医師の処方によ
り在宅酸素療法を行っている方
●�提出書類：支給申請書（入院や
施設入所等の療法休止期間を伺
います）
※以下は新規の場合のみ必要
　登録申請書、使用指示書（医療
機関の証明が必要）または使用証
明書（機器業者の証明が必要）

【共通事項】
●提出期限：10/3㈭必着
●�持ち物：身体障害者手帳、印鑑
※�前回該当した方には既に書類を
送付しています。新規で助成を
受ける方は、余目保健センター
にて予め書類を受け取り、医療
機関か機器業者より証明を受け
てください。
■ 問・提出先：保健福祉課福祉係
☎0234-42-0146

医療機関通院交通費助成
●対象：次のいずれにも該当する方
　�①�人工透析療法を受けるため、
医療機関に交通機関（自家用
車を含む。医療機関の送迎車
は除く）を利用して通院して
いる方

　�②�本人及び同居生計中心者の平
成30年分所得税非課税世帯の
方（19歳未満の扶養者の計算
については平成22年分以前の
計算方法を適用）

　�③�生活保護法等他の法令により
通院交通費の給付を受けてい
ない方

●�提出書類：申請書（自家用車の
場合は、片道の距離が必要）、
医療機関通院報告書（通院先医
療機関での証明必要）等

カートソレイユ最上川
町民カートタイムトライアル

●日時：9/29㈰�10:00～15:00
　①10:00～　②11:00～　　
　③12:00～　④13:00～
　⑤14:00～
　※�①～⑥の中からお好きな時間
帯をお選びください。（各時
間帯６人まで）

●場所：カートソレイユ最上川
●募集人数：先着30人
● 対象：庄内町民（身長145cm
以上、初心者大歓迎）

●�内容：ふるさと応援寄付金で購
入した最新カートを活用し、参
加者でラップタイムを競います。
上位入賞者には賞品も！

●料金：1,000円（保険料込）
■�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

庄内平野開拓の祖「北館大学
ゆかりの地」を歩きます

●日時：10/20㈰�8:30集合
●集合場所：ウィンドーム立川
● 内容：北館大学ゆかりの地を巡
って約10㎞位歩きます。

　※途中山道あり。
　※小雨決行、大雨中止
　（中止判断は前日に行います）
●�費用：1,000円（傷害保険、昼
食、資料代ほか）

　※別途電車代190円
●定員：先着20人
●申込期限：10/10㈭
●�主催：風車村エコランド実行委
員会

●後援：最上川土地改良区
■�問・申込み：風車村エコランド
実行委員会事務局（ウィンドー
ム立川内）☎0234-56-3361

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>
　保育園の園庭で園児と一緒に遊
びませんか
●日時：10/25㈮�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：10/7㈪～10/11㈮
　　　　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！

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：10/13㈰�9:30～11:30
●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

庄内町くるま座トーク
ご活用ください！

　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：午前９時～午後９時の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
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年金生活者支援給付金制度

　令和元年10月１日から年金生
活者支援給付金制度がはじまりま
す。公的年金等の収入や所得額が
一定基準以下の年金受給者の生活
を支援するために、年金に上乗せ
して支給されるものです。
●対象：
⑴�老齢年金を受給しており、以下
の要件をすべて満たしている方
　①65歳以上である
　②�世帯員全員が市町村民税が非
課税となっている

　③�年金収入額とその他所得額の
合計が約88万円以下である

⑵�障害基礎年金・遺族基礎年金を
受給しており、前年の所得額が
約462万円以下の方
●請求手続き
　対象となる方には、日本年金機
構から請求手続きの案内が９月上
旬から順次届きます。給付金の受
け取りには請求書の提出が必要で
すので、同封の請求書（はがき）
に記入し切手を貼って提出してく
ださい。
■�問合せ：日本年金機構（年金事
務所）給付金専用ダイヤル：
0570-05-4092（ナビダイヤ
ル）

庄内町
からのお知らせ

臨時職員募集

●職種：事務補助
● 職務内容：税申告相談業務に関
すること
●募集人員：若干名
●�任用期間：令和元年11月１日
から令和２年３月31日まで
●勤務時間：７時間45分
●�勤務地：役場税務町民課
●応募要件
　⑴�年齢・性別・住所不問、ただ
し、通勤可能な方

　⑵�パソコンの基本操作のできる
方（Word、Excel、Web検
索など）

　⑶�普通自動車運転免許を有する方
●申込方法：
　�登録申込書を、問合せ先または
役場総合案内、立川総合支所総
合支所係、清川出張所、立谷沢
出張所のいずれかへ提出してく
ださい。
　�申込書は提出先にあります。ま
た、町のホームページからもダ
ウンロードできます。
●申込期限：10/8㈫
● 選考方法：書類および面接試験
■�問・申込み：税務町民課住民税
係☎0234-42-0143

健康栄養教室
知っ得★クッキング

●日時：10/30㈬�10:00～13:00
●場所：余目保健センター
●内容：
　★�知っ得情報「高血圧症を予防
しよう！」

　★�クッキング「減塩コツコツう
す味献立」

●�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：10/23㈬
■�問・申込み：保健福祉課健康推
進係☎0234-56-3392

きらきらファミリーセミナー
手作りアクセサリー

　子育て中のみなさんの、リフレ
ッシュ講座です。
●日時：10/7㈪�10:00～11:30
●場所：余目第三公民館
●�内容：ヘアゴム・ヘアピン作り、
ティータイム
●�講師：牧のぞみ氏
　　　�（のんのんめいど）
●対象：子育て中の方15人
●費用：700円(材料代、茶菓代)
●託児：若干名(無料)
※講座、託児ともに要申込み
■�問・申込み：子育て支援センタ
ー☎0234-42-2268

母乳ミルク（助産師）相談

　助産師が授乳・育児に関する相
談をお受けします。
●�日時：10/2㈬、11/13㈬、
12/18㈬、1/15㈬、2/12㈬、
3/18㈬
　9:30～12:00（予約制）
●場所：余目保健センター
●�内容：助産師による母乳ミルク
に関する相談、育児相談全般
●�対象：産後のママと赤ちゃん
（庄内町在住の方）
●相談員：なんば助産院院長
●費用：無料
●申込期限：相談日の３日前まで

（人数制限あり）
●�持ち物：タオル３枚、母子健康
手帳、赤ちゃんの授乳用品等
■�問・申込み：保健福祉課健康推
進係（子育て世代包括支援セン
ター）☎0234-42-0147

国・県・市町村
からのお知らせ

エプロン男子フォトコンテスト
in Mogami

　家庭で男性が作った料理の写真
を募集します。食事となる料理で
あれば種類は問いません。作った
方とそのご家族・ご友人がお腹い
っぱいになる自慢の一品をご応募
ください。
●応募期限：10/31㈭
●応募条件：
・�県内在住の男性が作った料理で
あること。

・�他の写真コンテスト等で未発表
のもの。(SNS等への掲載は可)

・�申込みは1種類の料理で3カット
まで。複数ご応募いただく場合
は、分けてエントリーください。

●応募方法：応募フォ
　ーム（やまがたe申
　請）より応募くださ
　い。
※�応募フォーム、選考方法等その
他詳細については、県ホームペ
ージをご覧ください。

■�問合せ：最上総合支庁子ども家
庭支援課☎0233-29-1245

無料法律相談

●日時：10/4㈮�13:00～16:00
●場所：酒田市交流ひろば
●定員：先着６人
●相談員：仲野純一弁護士
●受付期間：9/24㈫～
■ 問・申込み：酒田市まちづくり
推進課市民相談室
　☎0234-26-5726

自分の気持ちを言葉で伝える
コミュニケーション術

　自分や相手のコミュニケーショ
ンパターンを知り、お互いを尊重
しながら伝えられるようになるコ
ミュニケーション術を学びます。
●日時：10/20㈰
　　　　入門編10:00～12:00
　　　　実践編13:00～15:00
●場所：三川町公民館
●�講師：中野満知子氏（オフィス
「想」ネットワーク代表）

●対象：庄内地域在住の女性30人
●�申込期限：10/13㈰(託児希望
の場合は10/6㈰)

※参加無料。託児あり。
※入門編のみの参加も可
■ 問・申込み：県男女共同参画セ
ンターチェリア

　☎023-629-7751
海の生き物ふれあい体験

　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。
●日時：10/5㈯、10/6㈰
　　　　13:00～15:00
●場所：酒田海洋センター(酒田市)
※参加無料
■問合せ：県港湾事務所
　　　　　☎0234-26-5636

減災防災について考える
水害・土砂災害パネル展

　最上川中流大規模氾濫時の減災
対策協議会では、最上地域等にお
ける水害・土砂災害を語り継ぎ風
化させないことで、減災について
あらためて考えていただきたく、
県内13市町村を巡回してパネル
展を実施しています。
●期間：9/21㈯～9/27㈮
●場所：狩川公民館
■ 問合せ：国土交通省新庄河川事
務所☎0233-22-0251

各種団体
からのお知らせ

がんについての知識を深めませんか
ワンストップ相談会

　がん患者さんの就労・美容・経
済問題などに専門職が解決のお手
伝いをします。また、多くの市民
の方々に正しいがんの知識を持っ
ていただきたいと考え、冊子やケ
ア用品などの展示も行います。
●日時：9/28㈯�10:00～14:00
●場所：酒田市総合文化センター
●�対象：一般の方（専門相談は、
がん患者さんとご家族に限る）

●�内容：がんにまつわる全ての相
談（治療に関する判断以外）、
がんについての情報提供

※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

亀治の背負いあげの会

　背中に背負って稲揚げをし、稲
揚げが終わった「背負いあげ」の
晩餐は最高のごちそうといわれて
いました。
　米の収穫がひと段落するこの時
期に、おいしいお米のルーツであ
る「亀ノ尾」と、その創選者であ
る阿部亀治の功績を顕彰し、「亀
ノ尾」を酒米とした日本酒と小皿
料理を味わう“亀治の背負いあげ
の会”を開催します。
●日時：10/19㈯�18:30～20:30
●場所：余目第四公民館
●�内容：「亀ノ尾」を酒米とした
日本酒と小皿料理を味わう

※前売券（2,000円）が必要です。
　問合せ先で販売しています。
■ 問合せ：和合の里を創る会事務
局（余目第四公民館内）

　☎0234-44-2162

森の案内人養成研修
参加者募集！

●日時：
　①10/6㈰�10:00～15:00
　②11/17㈰�9:30～16:00
●場所：眺海の森（酒田市）
●�内容(予定)：
　①�森と親しむ【自然観察】、森
で遊ぶ【木工クラフト】

　②�森で遊ぶ【ネイチャーゲー
ム】、野外活動の応急処置

●�対象：森林環境教育、森づくり
活動に興味のある高校生以上の
県内在住者10人程度

※参加無料
●申込期限：9/30㈪
■ 問・申込み：庄内総合支庁森林
整備課☎0235-66-5524
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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

社会福祉法人立川厚生会
特別養護老人ホーム

山水園
庄内町狩川字笠山433-3
☎0234-56-3522

デイサービスセンター山水
園
介護職員
契約社員1名

8：00～17：00
153,100円

～
161,700円

随
時

そば処　砂潟
庄内町廻館字盛利新田27-15

☎0234-43-4570

ホールおよび調理補助
パート1名 11：00～14：30 時給

800円～
随
時

㈱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

146,800円
～

187,920円
随
時

ハナブサ醤油㈱
庄内町余目字町161
☎0234-43-3012

しょうゆ・みそ等の製造工
パート1名

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

時給
800円
～880円

随
時

㈲サイトー電気
庄内町廿六木字三百地45-41

☎0234-42-2821

一般電気工事および消防設
備工事作業員
正社員1名

8：00～17：00
185,000円

～
250,000円

随
時

(医)徳洲会
介護老人保健施設徳洲苑

庄内町松陽1-1-6
☎0234-43-2477

令和２年８月31日まで

介護福祉士
産休代理１名 8：30～17：00

6：00～14：30
7：00～15：30
11：30～20：00

135,150円

随
時

介護員
産休代理１名 127,200円

※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）

各種団体
からのお知らせ

　彩り豊かな四季を味わい続けた３年間、正直、こ
こまで庄内が暮らしやすく、庄内を好きになるとは
思っていませんでした。自然のインタープリターと
なるべく庄内に来たものの、最初は山菜の「さ」の
字も知らず、イワナのさばき方さえわからず、月山
の高山植物の名前もわからない、そんな状態でした。
１年目は、環境を知るということで、立谷沢地区の
山の芋生産者の方々との交流や、月山ジオパーク構
想の研修への参加、地域事業のお手伝いをさせて

いただきながら、庄内町について学ぶとともに、様々な方と交流しました。
２年目は、北月山荘を拠点にイベントを多く行い、多くの方の力を借りて
ワークショップを開催して、地域の資源発掘などを行いました。３年目と
なった今年は、発掘した地域資源(主に自然体験)を北月山荘の「ウリ」にす
べく、少しずつ実現してきました。北月山荘は、やまぶどうの会の食堂を
はじめ、様々なところで人気が出ています。その秘訣は、地域の方の想い
だと思います。いろんな方の想いが重なって作られている場所。豪雪地帯
なので、苦労が絶えないことを目の当たりにしてきました。それでも美し
い自然の中で、自然を活かし、生活を営む人々の心がとても美しいと感じ
ました。観光要素だけでなく、山の恵みを享受するという文化を大切にし、
未来につなげていきたいと強く思うようになりました。道半ばであっとい
う間に３年が経ってしまい、正直もどかしい気持ちもあります。
　庄内町には協力隊があと７人います。それぞれ分野は違いますが、同じ
志を持った仲間。協力隊を卒業しても、彼等と連絡を取り合いながら、関
係人口として庄内町と関わっていきたいと思います。
　さまざまなところで協力いただいたみなさん、本当にありがとうござい
ました。

地域おこし協力隊の竹嶋碧さんが９月末で退任されます

竹嶋 碧 さん

こんなに大きな天然きのこを見た
のも初めてでびっくりしました。

KAIHINあきフェスタ

●日時：10/12㈯�9:00～14:00
● 内容：食体験、自然散策等
　※詳しくは当所HPをご覧ください。
●場所：海浜自然の家
●定員：先着120人
● 参加費：500円程度（体験する
活動により金額が異なります）

●申込期間：9/24㈫～10/4㈮
■問・申込み：金峰少年自然の家
　分館　海浜自然の家
　☎0234-77-2166

スポ・レクinしょうない
2019

●日時：10/27㈰�9:30～
　　　�（9:00～受付）
●場所：ほたるドーム
●申込期限：10/4㈮
●�内容：フライングディスク、ス
トラックアウト、ラダーゲッタ
ー、シャフルボード、ホールイ
ンワン、ボール運びリレーなど

※参加無料
※�申込書は、問合せ先のほか、町
内体育施設、各学区地区公民館
にあります。

■�問・申込み：総合体育館（コメ
っち＊わくわくクラブ

　☎0234-43-3347

秋季庄内町町民ゴルフ大会
参加者募集

●期日：10/14（月・祝）
●時間：8:00～
（アウト・イン同時スタート）

●場所：庄内ゴルフ倶楽部
●�参加資格：庄内町在住・在勤者
および出身者

●参加費：交流会まで��4,000円
　　　　　競技のみ　��3,000円
●プレー代：ビジター　7,500円

（税・食事代別）
●定員：100人
　※定員になり次第締め切り
●申込期限：10/7㈪
■問・申込み：庄内ゴルフ倶楽部
　☎0234-56-3326

セメントを練って基礎から作った
ピザ窯づくりは一生の思い出。
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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

10/9
（毎月第２水曜日）

今田　幸雄
小林　裕子

●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

10/1
（毎月第１火曜日）

秋庭　道雄
足達　健一

●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

10/15㈫ 19:00～
10/31㈭ 15:00～

※直近では9/27㈮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。


