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国・県・市町村
からのお知らせ

庄内町
からのお知らせ

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。
●日時：10/27㈰ 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

10月は「がん検診推進
強化月間」です

 

　多くのがんは早期に発見すれば
９割は治ります。早期発見には、
定期的にがん検診を受けることが
重要です。町は「がん検診無料」
です。まだ申込みされていない方
はご連絡ください。
【がんを防ぐための新12か条】
①たばこは吸わない
②他人のたばこの煙を避ける
③お酒はほどほどに
④バランスのとれた食生活を
⑤塩辛い食品は控えめに
⑥ 野菜や果物は不足にならないよ

うに
⑦適度に運動
⑧適切な体重維持
⑨ウイルスや細菌の感染予防と治療
⑩定期的ながん検診を
⑪ 身体の異常に気がついたら、す

ぐに受診を
⑫ 正しいがん情報でがんを知るこ

とから
■問合せ：保健福祉課健康推進係
　　　　　☎0234-56-2904

「しょうない町民手帳」
有料広告募集！

 

　毎年800部を発行する「しょう
ない町民手帳」に広告を掲載して
みませんか？
● 枠数：４枠程度（応募数によっ

て増減する可能性あり）
● 規格：
　1枠あたり縦60mm×横70mm
● 掲載料：町内の方は1枠5,000

円、町外の方は1枠10,000円
● 申込方法：10/18㈮まで申込書

に原稿を添えて申込みください。
■ 問・申込み：庄内町統計調査員

協議会事務局（企画情報課企画
調整係内）☎0234-42-0155

献血バスが来ます！
 

●期日：10/9㈬
●時間・場所：
　9:30～11:30 余目保健センター
　13:30～15:30 庄内警察署
※400ｍｌ献血にご協力ください。
（成分献血は実施しません）
※ 血液センターや協力団体の都合

により、日程が変更になる場合
があります。

■問合せ：保健福祉課福祉係
　　　　　☎0234-42-0149

福祉まちづくり講演会

～困ったときは「お互いさま」
　助け合えるまちづくり～
　いつまでも住み慣れた地域で暮
らし続けられる、助け合いの仕組
みについて一緒に考えてみません
か？
●日時：10/17㈭ 13:30～15:30
●場所：余目第四公民館
● 内容：【講演】「ずっとここで

暮らすために、助け合いの仕組
みをつくりませんか」

　（公財）さわやか福祉財団理事
　　　　　　　　　　鶴山芳子氏
　【地域活動紹介】
※参加無料
■ 問合せ：保健福祉課高齢者支援係

　　　　☎0234-43-0490
　  福祉係☎0234-42-0149

ワークショップ「組子細工の
コースターをつくろう」

　組子細工は小さな木のパーツを
釘を使わずに手で組み合わせて紋
様をつくる木工技術です。木の組
み方を学びながらコースターを制
作します。模様は繊細ですがつく
りは丈夫。自宅で職場で、年中お
使いいただけます。
●日時：10/26㈯ 10:00～12:00
● 対象：一般（小学生参加の場合

保護者同伴）
● 講師：渡部嘉一氏（木工同好会

匠の会会員）
●定員：先着10人
●費用：１作品500円
●持ち物：ハンカチ 
●場所：内藤秀因水彩画記念館
● 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・内藤秀因

水彩画記念館☎0234-43-3039

親子ふれあい 
わくわくコンサート

 

　親子向け事業として「オマチマ
ン・ツマチマンのコンサート」を
開催します。
●日時：10/20㈰ 10:30～11:30
●場所：余目第二公民館
● 対象：0歳以上の親子・家族　

100組程度
●参加料：無料
●申込期限：10/15㈫
　※定員になり次第締切
■ 問・申込み：子育て支援センタ

ー☎0234-42-2268

無料法律相談

●日時：10/29㈫ 16:00～19:00
●場所：酒田市交流ひろば
●定員：先着６人
●相談員：渡辺倫子弁護士
●受付期間：10/4㈮～
■�問・申込み：酒田市まちづくり

推進課市民相談室
　☎0234-26-5726

県営住宅入居者募集

●所在地：①②余目字大塚93-1
　　　　　③④狩川字山居22
※ いずれも3DK、一般用（③は単

身可）
●戸数：①④各2戸　②③各1戸
●概要：①1階、2階62.6㎡
　②3階64.2㎡　③2階58.0㎡
　④1階、3階58.0㎡
●受付期限：10/7㈪まで
　　　　　　10:00～17:00
●抽選日：10/15㈫
●入居時期：12月上旬
● 申込資格：現に同居または同居

しようとする親族がいて収入が
公営住宅法に適合する方

■ 問合せ：県営住宅指定管理者
　㈱西王不動産☎0235-66-3210

第68回山形県
自作視聴覚教材コンクール

　地域の自然・歴史・文化等に関
する学習に適した自作教材を募集
します。
● 公募部門：「学校教育」「社会教

育」「児童生徒作品」
● 種別：「映像教材」、「デジタル

コンテンツ」、「紙しばい」等
● 募集期間：12/6㈮～12/16㈪
　※当日消印有効
● 賞：部門ごとに最優秀賞・優秀

賞　計８点以内(ただし最優秀
は3点以内)、入選若干

●�審査発表：令和２年２月上旬に
県ホームページで発表

● 表彰式・発表会：令和２年２月
15日㈯

　※ 場所は県ホームページで発表
■ 問・応募先：庄内教育事務所社

会教育課☎0235-68-1983

悩みに寄り添う講座
「離婚」の二文字が浮かんだ時に

●日時：11/7㈭ 10:00～12:00
●講師：山口紗世子弁護士
●�場所：山形市男女共同参画セン

ターファーラ
●対象：男女30人（先着順）
※参加無料
※ 託児無料（１歳以上未就学児、

１週間前まで要予約、先着順）
※無料駐車場あり
■ 問・申込み：県男女共同参画セ

ンターチェリア
　☎023-629-7751

不動産競売

●物件：宅地、建物など
●物件明細書閲覧期間：

9/9㈪～11/7㈭
●閲覧場所・入札場所：

山形地方裁判所鶴岡支部
●入札期間：

　10/31㈭～11/7㈭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

裁判所見学会

●日時：10/16㈬ 13:15～15:15
● 場所：山形地方・家庭裁判所酒

田支部（酒田市）
●�内容：刑事裁判の傍聴もしくは

ビデオ視聴、裁判員制度説明、
裁判所施設見学など

●定員：先着30人程度
■ 問・申込み：山形地方裁判所酒

田支部庶務課
　☎0234-23-1234

鶴岡市中央公民館
女性センター講座

《彩り豊かなドライフラワーで
リース作り》
● 日時：11/20㈬ 10:00～12:00
● 講師：アトリエ虹の香房
　　　　渡部小枝氏
●定員：15人 ●参加料：2,550円

《行事食や郷土の味～櫛引地域～》
●日時：11/27㈬ 10:00～13:00
● 講師：鶴岡市食生活改善推進協

議会　櫛引地域
●定員：20人 ●参加料：1,550円

【共通事項】
● 場所：鶴岡市中央公民館女性セ

ンター
● 対象：鶴岡市・庄内町・三川町

に在住または在勤の方
●申込期限：10/8㈫～10/29㈫
■�問・申込み：鶴岡市中央公民館

女性センター
　☎0235-24-2340

庄内地域同期会
「ルーキーズカレッジ」

●日時：11/8㈮ 13:30～19:00
● 場所：ホテルリッチ＆ガーデン

酒田（酒田市）
● 内容：社会人の先輩によるゲス

トトーク、仕事と暮らしの現状
把握、キャリアデザインについ
てのワークなど

● 対象者：庄内地域内の企業・事
業所等の新社会人（１～３年目
程度）約50人

● 講師： 山 本 一 輝 氏（ I d e a 
partners代表）

●参加費：2,000円（交流会費）
●申込期限：10/31㈭
■ 問・申込み：庄内総合支庁地域

産業経済課産業振興担当
　☎0235-66-5487


