
★�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した。
■問合せ：余目保健センター☎0234-42-0147

10月の納税
町県民税３期　国保税４期

納期限・口座振替日 ： 10/31㈭
※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

10月のナイトサービス
10/28㈪　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。
※11月は27日㈬に実施します。
■問合せ：会計室☎0234−42−0193

国保税５期

納期限・口座振替日：12/2㈪
11
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	（４１件）
●死 者 数	 ０人	（　０人）
●負傷者数	 ２人	（４９人）
●物損事故	 26件	（２７７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

11/3㈰、11/4振、11/10㈰、
11/17㈰、11/23㈷、11/24㈰

●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

　夕暮れが日ごとに早くなり、夕暮れ時から
夜間にかけて高齢者被害の重大事故が多発す
る時期です。ドライバーは早めの点灯、スピ
ードダウンを心がけ、歩行者・自転車は必ず
夜行反射材を身につけましょう。

11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。

9月

庄内町のごみ量（単位：ｔ） 8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 9月

◎町営風力売電量	　　156,810kWh
◎町営風力売電金額	　3,263,216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…11/17㈰
狩川公民館…期間内は毎日開館します
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…11/3㈰17:00以降、11/12㈫
余目第三公民館…11/18㈪
余目第四公民館…10/26㈯、11/6㈬※館内床清掃日
総合体育館・屋内多目的運動場・第二屋内多目的運動場

…10/21㈪、11/4（月・振）、11/18㈪
図書館本館・内藤秀因水彩画記念館

…毎週月曜日休館、10/22（火・祝）
図書館分館…期間内は毎日開館します
北月山荘…11/12㈫
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…10/28㈪
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…11/13㈬
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

…10/21㈪、10/22（火・祝）、11/11㈪、11/12㈫
カフェ余目製パン…毎週火曜日定休

10/21～11/20休館日等のお知らせ
　佐藤仁南三陸町長から原田町長へ、震災からの復興
状況の報告と支援活動への感謝の言葉があり、感謝状
と南三陸杉で作られた感謝の楯が手渡されました。

南三陸町長が来町し、感謝状
と記念品をいただきました9/3

　開幕記念発表として８組が多彩な発表をしました。
芸術祭は「穏やかな波紋　広がる未来」をテーマに、
発表や展示が11月30日まで開催されています。

第15回庄内町芸術祭
開幕式典・記念発表9/1

　第三学区内で全集落による避難訓練をはじめ、消
防団による火災防ぎょ訓練、避難所開設・受入訓練、
炊き出し訓練などが行われました。

9/8 有事に備えて
庄内町総合防災訓練

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 645.73 658.81 13.08
粗大ごみ 28.54 32.29 3.75

不
燃
ご
み

資源ごみ 23.70 25.40 1.70
埋立ごみ 7.93 9.63 1.70
ペットボトル 10.02 3.41 ▲6.61
合計 715.92 729.54 13.63

前年度比較
４月以降

合計
▲17.20

22.81
▲3.57

2.13
▲3.17

1.00

11/1㈮から11/10㈰まで
高齢者の交通事故防止推進強化旬間です。

　学童保育所のふれあいホーム家根合で、同所児童
や田川民話の会の会員が昔話の語りなどを披露。庄内
弁を使いながら、身振り手振りで表現していました。

9/11 んだば、語ってみっがの。
家根合宿
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庄内町
からのお知らせ

健康体力づくり
＆ウォーキング

●日時：11/21㈭�10:10～11:00
●場所：総合体育館
● 内容：向陽台＆松陽またはほた
るドームをウォーキング

●�持ち物：飲み物、タオル、室内
用シューズ

※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
お貸しします。

※�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

大人の映画会Ⅲ
上映作品「母べえ」（133分）

　監督は山田洋次、出演は吉永小
百合、浅野忠信、笑福亭鶴瓶ほか。
●日時：11/13㈬
　　　　①9:30～　②13:30～
●場所：余目第一公民館
※入場無料、申込不要
■問合せ：余目第一公民館
　　　　　☎0234-42-2019

排水設備工事責任技術者
登録更新受付

　山形県下水道協会に登録してい
る責任技術者で、登録の有効期限
が令和２年（平成32年）３月31日
までの方は、現在所属している指
定工事店所在地の市町村で更新手
続きが必要です。
●�該当者：登録有効期限が令和2
年（平成32年）3月31日までの方
●�必要な手続き：①登録更新の申
請　②更新講習会の受講
● 申請期間：11/1㈮～11/29㈮
■問・受付場所：企業課下水道係

☎0234-42-0181

パートタイム職員募集

●職種：事務補助
●�職務内容：統計調査業務に関す
ること（資料の作成や整理など）

●募集人数：１名
●�任用期間：令和元年12月１日
から令和２年３月31日まで
●勤務時間：9:00～16:00
●勤務地：役場企画情報課
●�応募要件：①年齢、性別、住所
不問、ただし通勤可能な方②パ
ソコンの基本操作のできる方
（Word、Excelなど）③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・申
込み先へ提出してください。申
込書は問・申込み先にあるほか、
町HPからダウンロードできま
す。
●申込期限：11/8㈮
●選考方法：書類選考および面接
■�問・申込み：企画情報課企画調
整係☎0234-42-0155

「がん検診精密検査」は
お済みですか？

　令和元年度のがん検診で、「要
精密検査」と判定された項目の精
密検査はお済みですか。
　“早期発見、早期治療のための
がん検診”精密検査は必ず受けま
しょう。
　精密検査受診時は、検診結果に
同封されていた「精密検査ハガ
キ」を必ずご持参ください。精密
検査ハガキをなくした方は、再発
行しますのでお知らせください。
■問合せ：保健福祉課健康推進係
　　　　　☎0234-56-2904

パソコン活用講座

　Windows7を使って、CDや
USBの使い方、データの整理や管
理、便利な機能などを学びます。
●�日時：午前の部（9:30～11:30、
２時間×全６回）

　�11/14㈭、11/15㈮、11/21㈭、
11/22㈮、11/28㈭、11/29㈮

●�対象：マウスの操作、簡単な文
字の入力などができる方

●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：10/31㈭
※�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

あそぼの日
音楽あそび

●日時：11/7㈭�10:00～11:00
(9:45～受付)

●場所：余目第二公民館
●講師：おんがくハウス(鶴岡市)
●内容：音楽に合わせたリズム遊び
●�対象：お子さんとお家の方どな
たでも

●申込期限：11/6㈬
■�問・申込み：子育て支援センタ
ー☎0234-42-2268

高齢者向け優良賃貸住宅
入居者募集

　県が高齢者向けの優良な住宅と
して認定したもので、管理主体は
民間事業者です。
●募集住宅：マーベラス向陽台
（余目字館之内）１階１戸
●住宅概要：１ＬＤＫ　44.5㎡
　※�エレベータ設備有、室内バリ
アフリー、24時間緊急通報
装置の設置有り

●�入居資格：自力で生活できる
60歳以上の単身者または夫婦
世帯等
●家賃：月63,000円
　※�所得に応じて家賃の補助が受け

られます。（家賃補助適用後の
入居者負担額は月35,000円～）

　※�別途、管理費が月5,000円、
駐車場を利用する場合１台あ
たり月2,000円かかります。

●募集期間：10/15㈫～
※詳細は町HPをご覧ください。
■問合せ：建設課都市計画係

☎0234-42-0860
㈱小野工務店☎0234-21-7321

「未来に伝える山形の宝」
パネル展

　県内の地域に残る有形・無形の
様々な文化財の紹介をします。
●日時：10/30㈬～11/7㈭
　�9:00～21:30（最終日は15:00
まで）

●場所：響ホール
■ 問合せ：社会教育課文化スポー
ツ推進係☎0234-56-3312

住民票、マイナンバーカードに
旧姓（旧氏）が併記できるようになります

　令和元年11月５日㈫から、本人からの申請により住民票とマイナンバ
ーカードに旧姓（旧氏）が併記できるようになります。マイナンバーカー
ドに旧姓（旧氏）が併記されることで、旧姓（旧氏）が各種証明に使える
ようになります。詳しくは総務省ＨＰ（http://www.soumu.go.jp/main_
sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html）をご覧ください。
■問合せ：税務町民課町民係☎0234-42-0133
　　　　　立川総合支所総合支所係☎0234-56-3389

マイナンバーカードの受取りが
予約制となります

　マイナンバーカードの受取りは、
令和元年11月５日㈫から予約制
とさせていただきます。
●�予約方法：マイナンバーカード
を申請された方は、交付通知書
（はがき）が届きましたら、受
取り希望日の３日前までに電話
で予約してください。
●�予約・受取可能な日時：

8:30～17:00（平日のみ）
※�交付には１人当たり15分程度
の時間がかかります。
■問・予約先：
　税務町民課町民係
　☎0234-42-0133
　立川総合支所総合支所係
　☎0234-56-3389

ほっとひと息カフェ
～認知症カフェ～

　家族の介護をしている方や、物
忘れが気になる・心配という方や
その家族、誰かとおしゃべりした
い方など…認知症についての相談
や情報交換などをしませんか。
●日時：
　①10/24㈭�13:00～14:30
　②10/26㈯�13:30～15:30
　③11/1㈮�13:30～15:00
　（入退室自由）
●�場所：
　①北月山荘
　②グループホームやまゆり
　③道の駅しょうない
●申込期限：開催日の２日前まで
※参加無料
■�問・申込み：保健福祉課高齢者
支援係☎0234-42-0176

　地域包括支援センター
　☎0234-45-1030（余目）
　☎0234-51-2505（立川）

狩川公民館
狩川地区展

　狩川地区で活躍しているみなさ
んの作品を展示します。書道、写
真、手芸、陶芸、菊花など力作ぞ
ろいです。ぜひご鑑賞ください。
●日時：10/31㈭～11/4（月・振）
　�9:00～21:00（最終日は15:00
まで）

●場所：狩川公民館
■問合せ：狩川公民館
　　　　　☎0234-56-3308

余目第一公民館　成人講座
庄内しめ縄講座

　手作りのしめ縄で新年を迎えて
みませんか？
●日時：12/8㈰、12/9㈪
　　　　9:00～17:00
●場所：余目第一公民館
●参加料：1,500円（材料代）
●定員：先着15人
●申込期限：10/30㈬
●持ち物：参加者に後日連絡
■問・申込み：余目第一公民館

☎0234-42-2019

令和元年度庄内地区
県・市町合同公売会

●日時：11/16㈯
　下見・入札…9:30～11:00
　開札…11:00～
●場所：鶴岡市勤労者会館
●�内容：庄内地区の各市町、庄内
総合支庁が県税・町税滞納者か
ら差押えした物件を公売します。

※�詳細は町ホームページをご覧く
ださい。

■問合せ：税務町民課納税係
　　　　　☎0234-42-0137
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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。



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：11/6㈬�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

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：11/13㈬、11/14㈭
　　　　�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

申込み不
要！

参加費無
料！

国・県・市町村
からのお知らせ

各種団体
からのお知らせ

無料法律相談

●日時：11/8㈮�13:00～16:00
●場所：酒田市交流ひろば
●定員：先着６人
●相談員：加藤栄弁護士
●受付期間：10/29㈫～
■ 問・申込み：酒田市まちづくり
推進課市民相談室

　☎0234-26-5726

第110回収蔵品展
「憧憬　―異国への旅―２」

　館収蔵品より、内藤秀因が70
代、80代のときに描いたヨーロ
ッパ各地の風景画を中心に、約
50点をご紹介します。また、30
代での留学について回顧した『欧
州留学記』も併せて展示します。
●日時：11/17㈰まで
● 開館時間：9:00～19:00
　※11月の平日は18:00閉館
　※土日は17:00閉館
●休館日：

毎週月曜日、10/22（火・祝）
●場所：内藤秀因水彩画記念館
●入館料：無料
■�問合せ：町立図書館（内藤秀因
水彩画記念館）☎0234-43-3039

内藤秀因「ヴェニス」

令和元年度認知症講演会
～もっと知りたい！認知症のこと～

　「もしかしたら認知症かも…」
「どうすれば予防できる？」など、
認知症のことで気になったり、不
安になったりしていませんか？
　今後に備えるために、認知症の
ことを学びましょう。
●日時：11/8㈮�13:30～15:00
●場所：余目第四公民館
●�内容：
　�寸劇（認知症キャラバン・メイ
ト）、講演「認知症の正しい理
解、早期発見について（仮）」
（荘内病院神経内科主任医長　
丸谷宏先生）
●対象：どなたでも
※参加無料、申込不要
■�問合せ：保健福祉課高齢者支援
係☎0234-42-0176

庄内町
からのお知らせ

家庭教育・子育て応援
親子講座「ペンギンの森」

　仕事と家庭の両立や家事・育児
でせわしない毎日の中、なかなか
ゆっくり子どもとふれあう時間が
ないと感じているお父さん、お母
さん！ぜひ参加してみませんか。
●日時：11/17㈰�9:30～14:00
●場所：狩川公民館
●対象：３歳以上就学前の親子
　　　　10組
●�内容：親子で挑戦！庄内の食材
を使った時短料理ﾞ「満たされ
た胃袋は幸せを招く♡」
　・親子で調理・食事
　・賢く丈夫な子に育てる食事の話
　・フリートーク
●参加費：1,000円（１家庭）
●講師：余目ホテル　河村奈美氏
（NPO日本食育インストラクター）
●申込期限：11/13㈬
■�問・申込み：中央公民館（社会
教育課社会教育係）
　☎0234-56-3320

第44回陸上自衛隊
第６音楽隊定期演奏会

●日時：11/9㈯
　　　　13:00開場　14:00開演
●場所：天童市市民文化会館
● 応募方法：メールまたは往復ハ
ガキで応募してください
※入場無料
※�詳細はポスター、チラシ、問合
せ先ホームページをご覧くださ
い（「第６師団」で検索）
●申込期限：10/24㈭必着
■�問・申込み：陸上自衛隊第６師
団司令部広報室
☎0237-48-1151（内線5374）

不動産競売

●物件：宅地、建物など
●物件明細書閲覧期間：

10/17㈭～11/28㈭
●閲覧場所・入札場所：

山形地方裁判所酒田支部
●入札期間：

11/21㈭～11/28㈭17:00
■�問合せ：山形地方裁判所酒田支
部書記官室執行係

　☎0234-23-1246

家族の借金と家計に関する
無料相談会

● 日時：10/29㈫、10/30㈬、
10/31㈭�8:30～16:30

●場所：山形財務事務所（山形市）
※来所相談希望の場合は要予約
■ 問・申込み：山形財務事務所理
財課☎023-641-5201

鶴岡市中央公民館女性センター
かがやき女性塾

●�日時：①11/12㈫、②11/21㈭、
　③11/28㈭
　いずれも19:00～20:30
●�内容：
　①�お悩み解決へのお手伝い　終
活の理想と現実（講師／アク
サン総括　大瀧美智広氏）

　②�今から考える女性のためのワ
ークライフバランス（講師／
キャリアコンサルタント　伊
藤美智子氏）

　③�これからも輝いて生きるため
のヒント（講師／㈱Bマイン
ド　代表取締役　関根近子氏）

●定員：先着25人
●参加料：1,650円（全３回合計）
●�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
に在住または勤務先のある方

●申込期限：10/29㈫まで
■ 問・申込み：鶴岡市中央公民館
女性センター

　☎0235-24-2340

鶴岡市中央公民館
プラネタリウム一般公開

＜子ども向け＞
●�日時：11/3㈰、11/9㈯、11/17㈰
　10:00、11:30
　「�それいけ！アンパンマン　星
の色と空の色」

　1�4:00
　「�銀河鉄道９９９　赤い星ベテ
ルギウス　いのちの輝き」

●�内容：秋の星座解説（10分）
と各番組（約25分）

●費用：３歳以上…100円
　　　　高校生以上…200円
＜大人向け＞
●�日時：11/6㈬、11/13㈬、
11/15㈮�①14:00②19:00

●�内容：秋の星座解説(10分)と番
組『かぐやとKAGUYA　月が
地球にくれた贈り物』（27分）

●対象：高校生以上
●費用：200円
【共通事項】
●場所：鶴岡市中央公民館
●定員：各回先着78人
※�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

工事で発生した伐採木を
無償提供しています

　最上川と赤川の河川工事等で発
生した伐採木を無償で提供します。
●�伐採木の規格等：オニグルミ、
ヤナギ、ハリエンジュ等の幹や
枝、径５～10㎝程度、長さ１m
～1.5ｍ程度

●�対象：個人で利用する方のみ（譲
渡・販売等は不可）

※�随時申込受付中。ただし、無く
なり次第終了します。

※�詳細は酒田河川国道事務所の
HPをご覧ください。

■問合せ：
　酒田出張所☎0234-22-3604
　飽海出張所☎0234-57-2077
　赤川出張所☎0235-23-2032

第12回ぷちキッズ
モダンダンス発表会

●日時：11/3㈰
　　　　14:00開場　14:30開演
●場所：響ホール
●�作品：栄光の風2019、四季の
うた、仮面舞踏会ほか

※入場無料（全席自由）
■�問合せ：ぷちキッズ・モダンバ
レエサークル（富樫）

　☎0234-45-1063

第23回専門家９士業による
なんでも相談会

●日時：10/27㈰�11:00～16:00
（最終受付15:30）

●�場所：マリカ東館３階第２研修
室（鶴岡市）

●相談方法：面談相談
●�参加団体：弁護士会、司法書士
会、税理士会、社会保険労務士
会、土地家屋調査士会、不動産
鑑定士協会、行政書士会、建築
士会、社会福祉士会

※相談無料、申込不要
■問合せ：山形県司法書士会
　☎023-623-7054

ムページをご覧ください。
●日時：11/5㈫～11/8㈮
　　　　9:30～11:00
■問合せ：(福)和心　余目保育園
　　　　　☎0234-43-2308
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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。
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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

余目タクシー㈲
庄内町余目字沢田127
☎0234-43-2411

40歳未満の2種免許取得に
助成金制度有り

タクシー乗務員
正社員1名

8：30～0：30
17：30～11：00
6：30～22：00

195,124円 随
時

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

㈲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
採用から１年間

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

162,600円

随
時

介護員
産休代理１名 154,500円

㈲鈴木養鶏場
庄内町吉方字南深34
☎0234-44-2106

鶏卵の洗卵・選別・包装
正社員1名 8：00～17：30 147,560円 随

時

各種団体
からのお知らせ

地域学や地域づくりを学ぶ
地域学交流集会

●日時：11/30㈯�10:30～16:00
●場所：遊学館（山形市）
●�内容：レクチャーフォーラム、
実践交流ラウンドテーブルなど

※参加無料、託児無料（要申込み）
■�問・申込み：山形県生涯学習セ
ンター☎023-625-6411

がん患者・家族まなびあいと
患者サロン

●日時：11/5㈫�14:00～15:00
●場所：日本海総合病院
　　　　第２会議室
●対象：がん患者さんとそのご家族
●�内容：最新の放射線治療につい
て

※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

医療用ウィッグと乳房手術後
補整下着の合同相談会

●日時：10/24㈭�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（当院に
通院以外の方でも参加可）

● 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

第39回こころの
フェスティバル

＜作品展＞
●期間：10/23㈬～10/25㈮
●�場所：酒田勤労者福祉センター
（酒田市）

＜講演会＞
●日時：10/31㈭�14:00～15:30
●�場所：霞城セントラル（山形市）
●�演題：「イライラとうまく付き
合うためのアンガーマネージメ
ントのすすめ」

（講師／田辺有理子氏）
■�問合せ：第39回こころのフェ
スティバル事務局（山形さく
ら町病院相談室☎023-631-
2315または愛陽会三川病院相
談室☎0235-68-0150）

人工肛門・膀胱の
トラブル研修会

●日時：11/17㈰�10:00～12:00
●場所：日本海総合病院２階講堂
●�内容：講演「ストーマ合併症と
対応について」ほか、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、さまざまなご
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：11/15㈮
■�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また
は☎090-7934-6512

弁護士によるB型肝炎特措法
無料相談会

●日時：11/2㈯�13:30～16:00
（15:00まで受付）

●場所：酒田市中央公民館
●�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
＜電話相談＞
●日時：11/16㈯�10:00～13:00
●�内容：給付金支給手続きに関す
る相談

※相談無料（通話料はかかります）
■�問・電話相談窓口：全国B型肝
炎訴訟新潟・山形・福島事務所

　☎025-223-1130

失語症を知っていますか？

～失語症の理解とコミュニケーシ
ョンの実践～
●日時：11/9㈯�14:00～
●�場所：東北公益文科大学公益ホ
ール

●�対象：一般の方、医療・介護・
福祉・行政関係者の方

●�内容：研修会、交流会、相談コ
ーナー

※参加無料、申込不要
■�問合せ：山形市まなびのへやバ
ンビーナ松原

　☎080-4175-5618

保育士再就職支援研修会

　保育士として再就職を考えてい
る方、保育の仕事に興味のある方、
ぜひご参加ください。
●日時：10/30㈬�12:30～16:30
●�場所：いろり火の里なの花ホー
ル（三川町）

●�内容：保育の現状と取組みにつ
いての説明、事例報告、講演、
保育事業所との相談会等

※参加無料
■�問・申込み：山形県福祉人材セ
ンター☎023-633-7739

奨学金に関する相談会

●日時：11/15㈮�10:00～20:00
　　　　11/16㈯�10:00～17:00
●�相談方法：電話相談（両日、予
約不要）および弁護士による面
談相談（11/16㈯午後のみ、要
予約）

　※�弁護士による面談相談は大手
門パルズ（山形市）で行います。

■�相談先・申込み：生活あんしん
ネットやまがた

　☎0120-39-6029

防災行政無線を用いた緊急地震速報訓練
およびシェイクアウト（身を守る行動）訓練

　地震・津波や武力攻撃などの災害時に、全国瞬時
警報システム（Ｊアラート）から送られてくる国か
らの緊急情報を確実にみなさんへお伝えするために、
緊急地震速報訓練とシェイクアウト訓練を実施しま
す。
●日時：11/5㈫ 10:00頃
●�内容：町内に設置してあるすべての防災行政無線
スピーカーから「緊急地震チャイム音」、「緊急
地震速報。大地震です。大地震です」と一斉に放
送されます。
※�緊急地震チャイム音が鳴ったら、地震から身を守
るための安全確保行動（シェイクアウト：①まず
低く、②頭を守り、③動かない）を各人がいる場
所で１分間実施してください。
■問合せ：環境防災課危機管理係☎0234-56-3395
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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

11/13
（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

11/5
（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

11/14㈭ 19:00～
11/29㈮ 15:00～

※直近では10/31㈭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。


