庄内町交通事故発生状況
【令和元年累計】
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第5回庄内町立幼稚園
サッカー交流会
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「まるごと山形祭りだ！ワッ
ショイ！」に出場！

夏宵まつりでも観客を魅了した「花組second」
「遊心
連一番組」
「庄総一家」
「庄内総合高校」が出場しました。

北月山荘ロッジ内で舞踏公演が行われ、演者たち
の迫真ある演技と澄んだ音楽の演奏に観客たちは魅
入っていました。

10/9,11

余中生が被災地を支援
募金活動

南三陸町と山形県沖地震で被災した鶴岡市を支援

しようと生徒会執行部が企画。生徒有志51人が町内で
活動を呼びかけ、75,880円の善意が集まりました。

★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した。
■問合せ：余目保健センター☎0234-42-0147

ワンポイント交通安全

師走が近づくと何かと忙しくなり、運転に
もゆとりがなくなってきます。スピードを控
え、ゆとりをもった運転を心がけましょう。
また、忘年会等で飲酒の機会も多くなりま
す。飲酒運転は厳禁。飲んだら乗らない！乗
るなら飲まない！
12/11㈬から12/20㈮まで
飲酒運転撲滅・冬道の交通事故防止強化旬間です。

酒田市休日診療所

診療日

12月

12/1㈰、12/8㈰、12/15㈰、
12/22㈰、12/29㈰、12/31㈫

・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

山形市で開催され、庄内町からも「庄内飛龍會」と、

水鞠座公演
野奏－月の沢ハムレット！－

＜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）
521.52
36.99
24.59
10.16
3.17
596.43

令和
増減
元年度
（Ｂ－Ａ)
（Ｂ）
580.15 58.63
52.23 15.24
20.16 ▲4.43
10.91
0.75
6.52
3.35
669.97 73.54

9月
前年度比較
４月以降
合計
41.43
38.05
▲8.00
2.88
0.18
74.54

※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

10月

11月の納税
国保税５期
納期限・口座振替日 ： 12/2㈪
※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

12

固定資産税３期 国保税６期
納期限・口座振替日：12/27㈮

11月のナイトサービス
11/27㈬ 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。

※12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

11/21～12/20

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…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…11/25㈪

余目第二公民館…12/20㈮17:00以降

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…期間内は毎日開館予定です

総合体育館・屋内多目的運動場・第二屋内多目的運動場

…12/2㈪、12/16㈪

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…期間内は毎日開館します
響ホール…11/25㈪
町湯…12/11㈬

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、12/16㈪
カフェ余目製パン…毎週火曜日定休
北月山荘…12月～３月

主婦レストランやまぶどう
（北月山荘内）

…11/26㈫、
12月～３月

＜1500kW×1基＞

ウィンドーム立川…11/25㈪、12月～３月

◎町営風力売電金額

清川歴史公園…11/25㈪、12月～２月

◎町営風力売電量

303,700kWh
6,435,403円

■問合せ：環境防災課新エネルギー係
☎0234-56-3396

農林漁業体験実習館…11/27㈬、12月～３月
※今年度より、
北月山荘と風車村は12月～３月、清川歴史公
園は12月～２月まで休館します。

◎庄 内 町 の 情 報

町立幼稚園と清川保育園の年長児147人が一堂に
会し、サッカーボールを使ったボール遊びやミニサ
ッカーゲームで交流を深めました。
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●発生件数 ４件（４５件）
●死 者 数 ０人（ ０人）
●負傷者数 ４人（５３人）
●物損事故 2１件（２９８件）
●飲酒運転 ０人（ １人）

母子健康手帳交付日

月

10/4
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10月

庄内町
からのお知らせ
山形県後期高齢者医療広域連合

「医療費のお知らせ」について
山形県後期高齢者医療広域連合
が発行する「医療費のお知らせ」
は、これまで年３回発行していま
したが、今年度から年１回の発行
となります。

●対象：山形県後期高齢者医療広
域連合の被保険者
●発行時期：令和２年１月下旬

☎0237-84-7100
【確定申告
（医療費控除）につい
て 】鶴 岡 税 務 署 ☎ 0 2 3 5 - 2 2 1401庄内町税務町民課住民税
係☎0234-42-0143

内藤秀因記念第22回水彩画
公募展 入賞作品展

食生活や健康づくりに関するこ
とを学び、ご自分やご家族、地域

庄内町の名誉町民である画家、
故・内藤秀因氏の画業に対する情

の方々の健康づくりに役立ててみ
ませんか？
●期日：12/19㈭、1/17㈮、
２/13㈭、3/2㈪
●場所：余目保健センター
●時間：9:30～14:30

●内容：健康づくりに関する講話、
運動、調理実習
●受講料：テキスト代（消費税、
送料含む）、調理実習代１回
200円
●対象：町内在住で、原則４回受
講が可能な方
※講習会修了後は、食生活改善推
進員となり健康づくりの担い手
として活動していただきます。
●定員：先着10人
●申込期限：11/27㈬
■問・申込み：保健福祉課健康推
進係☎0234-43-0817
※申込みされた方に後日詳細をお
送りします。

終活講演会
住み慣れた地域で自分らしい暮
らしを人生の最期まで続けること

ができるよう、遺言・相続・葬儀
のことなど、自分と家族のために、
一緒に考えてみませんか？
●日時：11/26㈫ 13:30～15:00
●場所：余目第三公民館

ページへの
「いい

●内容：講演「最期まで自分らし
く生きるために」（講師／行政
書士 今田早百合氏）
●対象：どなたでも

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。

ィングノート」を差し上げます。
■問・申込み：保健福祉課高齢者
支援係☎0234-43-0490

Facebookで
情報発信しています！
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

3

◎ 2019.11.15

●申込期限：11/25㈪
※参加無料。参加者には「エンデ

熱やその画業を長く称えるため
に毎年開催されている「内藤秀因
記念水彩画公募展」。本年の応募

総数1,219点のうち、小学生の部、
中学生の部、一般の部の３部門で
の入賞作品計49点をご紹介しま

す。
●期間：11/23（土・祝）～12/28㈯
●開館時間：（平日）9:00～18:00

（土日）9:00～17:00
●休館日：毎週月曜日
●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

小学生の部 内藤秀因記念大賞

て】山形県後期高齢者医療広域
連合事業課給付係

食生活改善推進員
（愛称：ヘ
ルスメイト）
養成講習会

「ゴールへ一直線」
（島扇乙葉）

●記 載内容：平成31年１月から
令和元年10月までに受診した
医療機関等の診療年月・医療費
総額等
※この「医療費のお知らせ」を確
定申告（医療費控除）にご利
用いただく場合、「医療費の
お知らせ」に掲載されていない
請求遅れの医療費や令和元年
11月・12月診療分については、
医療機関等からの領収書に基づ
き作成した「医療費控除の明細
書」を記載し添付する必要があ
ります。
■問合せ：
【「 医 療 費 の お 知 ら せ 」に つ い

第13回あなたが選ぶ日本一おいしい米コンテストin庄内町 決勝大会

健康栄養教室
知っ得★クッキング
●日時：12/24㈫ 10:00~13:00
●場所：余目保健センター
●内容：

★知っ得情報
「脂質異常症を予防しよう」
★クッキング
「血液さらさらバランス献立」

●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、先着20人
●申込期限：12/17㈫
■問・申込み：保健福祉課健康推
進係☎0234-56-3392

つや姫やはえぬき、コシヒカリ等のおいしい米のルーツである「亀ノ尾」「森多早生」発祥の地として、消費者
の求める安全安心でおいしい米づくりを全国に情報発信するコンテストです。全国の自慢の米464点を全国の予選

審査員が実際に食べ比べ、高い評価を得た各部門上位の米計36点が決勝大会に登場。農業関係機関や食味のプロ、
つや姫レディ、一般公募による決勝審査員の実食審査により、「日本一おいしい米」が決定します。会場では、郷
土料理などの試食のほか、「亀ノ尾」「森多早生」の試食やこれらの米を使用した酒の飲み比べ、出品米のおにぎ
り食べ比べなどもあります。ぜひお越しください。
●日時：11/30㈯ 10:00～15:30 ●場所：JA庄内たがわ新余目支所
●内容：・決勝審査（メジャー部門、プレミアム部門及び高校生部門）
・試食コーナー（亀ノ尾、森多早生、出品米おにぎり
・特産品物販コーナー ほか
★同時開催：庄内町消費生活町民大会（郷土料理試食）

ほか）

酒の飲み比べ～地元酒蔵と幻の米「イ号」の日本酒コラボ～
■問合せ：あなたが選ぶ日本一おいしい米コンテスト実行委員会事務局（農林課農産係）☎0234-42-0169

町立図書館「Xmasブックウィーク」
●期間：12/10㈫~12/15㈰ ●場所：町立図書館、内藤秀因水彩画記念館
●開館時間：
【平日】9:00~18:00（12/13㈮のみ20:00まで）【休日】9:00~17:00 ※月曜日休館

本の詰め合わせ in Xmas
Xmasにおすすめの本の詰め合わせを貸出します！
応募者の方や図書館スタッフが選んだメッセージ付き
のブックセット…何が入っているかは開けてからのお
楽しみ！
●貸出期間：12/10㈫～
＜本の詰め合わせを選んでくれる方、大募集！＞

●募集期間：12/15㈰まで
●応募方法：図書館や公民館等に設置してある応募用
紙に、おすすめの本と、読む人に向けてメッセージ
をお書きください。電話やメールでも受付けします。

名探偵としょかんクイズ！
図書館からの挑戦状に挑め！出題されたクイズの答
えが図書館の中にちりばめられています。答えを探し

出して賞品をゲットしよう！
●参加方法：ブックウィークの期間中、小学生までの
お子さんに図書館カウンターで挑戦状を配付します。

ポップコーンのたのしいXmasおはなし会
読み聞かせサークル「ポップコーン」さんのちょっ
とスペシャルなおはなし会！クリスマスを楽しむ演目
をたくさんご用意してお待ちしています。
●日時：12/14㈯ 10:00～
●場所：内藤秀因水彩画記念館 ※申込不要

①ひと箱古本市

※参加無料

②リサイクル資料頒布会

個人でご提供くださる古本・図書館のリサイクル本
を「無料」で差し上げます！
●日時：12/15㈰ ①10:00～12:00 ②10:00～16:00
●場所：内藤秀因水彩画記念館
●お持帰りいただける冊数：
①出品者と個別相談 ②1人10冊まで
＜古本の出品者、大募集！＞
段ボール１箱分程度、ジャンルを問わず古本を出品
いただける方はご連絡ください。

●出品方法：12/10㈫まで電話申込み
※古本は無償での提供です。当日のご参加をお願いし
ます。提供できなかった本はお持ち帰り願います。

としょかんミニコンサート in Xmas
地域おこし協力隊の飯田陽子さんとあまるめ少年少

女合唱団のみなさんをお招きします。歌や絵本でクリ
スマスの世界を楽しみましょう！
●日時：12/13㈮ 18:30～19:30
●場所：町立図書館 ※申込不要
同時開催＜ナイトライブラリー＞
特別に、図書館・水彩画記念館を20:00まで開館！

■問・申込み：町立図書館☎0234-43-3039
sisho@town.shonai.yamagata.jp

※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。

2019.11.15 ◎
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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
2020年版しょうない町民手帳
11月20日販売開始！
胸ポケットに収まるサイズで使
いやすく、地域の情報や豊富な統

計資料など、お役立ち情報が満載
です。売切れ次第終了となるため、
お早めにお買い求めください！ご
予約は問合せ先まで。
※今年度は自治会等での申込受付を
行いませんのでご注意ください。
●価格：600円（税込）
●販売場所：
税務町民課町民係、企画情報課
企画調整係、立川総合支所総合
支所係、清川出張所、立谷沢出
張所
＜町内書店等＞
トミヤ書店、水戸久書店、上野
屋書店、みしまや薬局、あまる
めホッとホーム（余目駅）、な
んでもバザールあっでば（クラ
ッセ）、町内各コンビニ
■問合せ：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

不要！
申込み 無料！
保育園園開放
参加費

◀余目保育園

<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

HP

●日時：12/2㈪～12/6㈮
9:30～11:00
■問合せ：(福)和心 余目保育園
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庄内町男女共同参画社会
推進委員募集

利用には事前の登録が必要です。地区の民生委員（民生委員のいない地
区は行政区長）を通じて申請書を提出してください。

子ども・子育て会議では、町の
子ども・子育て支援に関する施策

●募集人員：４人
●応募資格：男女共同参画社会の

画」の進捗状況についても評価や
ご意見をいただきます。
●募集人員：２人以内

●任期：令和２年１月１日から令
和３年12月31日の２年間
●応募方法：次の２点を持参また

＜高齢者世帯等の除雪支援＞
●要援護高齢者世帯等：

⑴虚弱または障がいの状態にある一人暮らし高齢者世帯
⑵虚弱または障がいの状態にある高齢者夫婦世帯
⑶障がい者のみの世帯
⑷虚弱もしくは障がいの状態にある高齢者または障がい者の世帯

●対象になる世帯：
①～③すべてに該当する世帯

①町内に住所を有するおおむね満65歳以上の要援護者高齢者世帯等
②近隣に除雪等の生活支援者がいない世帯
③自力で除雪をすることが困難な世帯
●利用者負担：30分あたり60円（30分単位とし、30分未満は30分とす
る）※除雪実施時に、受託者に直接支払いただきます。

＜高齢者世帯等の雪下ろし支援＞
●対象世帯：
 の⑴～⑶いずれかに該当する世帯のうち、①～③すべてに該当する世帯
次

⑴虚弱または障がいのある高齢者（12月1日現在で満65歳以上の方）の
みで生活されている世帯
⑵障がいのある方のみで生活されている世帯
⑶虚弱または障がいのある高齢者および障がいのある方のみで生活され
ている世帯
①町民税非課税世帯
②自力で雪下ろしをすることが困難な世帯
③近隣に雪下ろし支援者がいない世帯
●支援限度回数：立谷沢地区３回、清川地区２回、狩川・余目地区１回
■問合せ：保健福祉課福祉係☎0234-42-0149

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？

☎0234-43-2308

庄内町子ども・子育て会議
委員募集

●利用者負担：3,500円（初回のみ支払い）

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

す。詳しくはホー
ムページをご覧ください。

高齢者世帯等の除雪支援
高齢者世帯等の雪下ろし支援

お金のトラブル
なんでも無料相談会

冬期間は町営バス
（幹線路線）
が区間運休します

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

北月山荘の冬季休業に伴い、町
営バス幹線路線（立谷沢余目線）
の北月山荘－瀬場間の運行を休止
し、瀬場を発着場所とします。運

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。
●日時：12/14㈯ 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

行時刻の変更はありません。
●期間：

12月１日～令和２年３月31日
※北 月山荘営業再開日（４月上旬
予定）から通常運行となります。
■問合せ：企画情報課まちづくり
推進係☎0234-42-0163

やその推進について、総合的に実
施状況を審査審議する場で、「庄
内町子ども・子育て支援事業計

●応募資格：次のいずれにも該当
する方
⑴庄内町の子育て支援に関心を
持っている方
⑵年間数回程度開催する会議に
出席できる方
※原則、平日の日中開催
⑶20歳以上の方
●任期：令和２年１月から２年間
●応募方法：次の２点を持参また
は郵送、FAX、メールでご提出
ください。（形式自由）
①申込書（住所、氏名、職業、
電話番号を記載したもの）
②自己推薦書または、子育て支
援について考えていること
●募集期限：12/5㈭必着
●採否告知：応募された方全員に
文書で採否をお知らせします。
■問合せ：子育て応援課子育て支
援係☎0234-56-3393
0234-56-2628
kosodate@town.shonai.yamagata.jp

オリジナルリースを
つくってみませんか？
●日時：11/24㈰ 10:00～11:00
●場所：ウィンドーム立川
●材料：事務局で準備しますが、
必要なものはご持参ください
●費用：300円

●定員：先着10人
●申込期限：11/20㈬
■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

人権なんでも相談所
（無料）

実現に関心を持っている方で、
年３回程度、夜間に開催する委
員会に出席できる方

は郵送、FAX、メールでご提出
ください。
①住所、氏名、生年月日、職業、
電話番号を記載したもの

②これからの男女共同参画社会
について考えていること（形
式自由）
●応募締切：12/4㈬
■問・申込み：企画情報課企画調
整係☎0234-42-3571
0234-42-0893
kikakuchosei@town.shonai.yamagata.jp

●期日・場所：
12/6㈮ 余目第二公民館
遊佐町総合福祉センター
12/9㈪ 酒田市地域福祉センター
12/10㈫ ひらたタウンセンター
●時間：10:00～15:00
●相談員：人権擁護委員

●相談内容：家庭内の暴力、近所
とのトラブル、境界問題等
※事 前申込不要。終了時間の30

分前まで会場にお越しください。
※相談無料。秘密は守られます。
※上 記以外にも、法務局で平日
8:30～17:15まで常設電話相談
を開設しています。
■問合せ：税務町民課町民係
☎0234-42-0133
酒田人権擁護委員協議会（山形
地方法務局酒田支局内）
☎0234-25-2221

使用料・手数料の見直しに関する基本方針
（案）
の
パブリックコメントを実施します
町における公共施設の使用料・手数料について、統一的な基準に基づ
く見直しを行い、受益者負担等の適正化を目的に、使用料・手数料の見
直しに関する基本方針（案）を作成しました。つきましては、広くご意

見をうかがうため、パブリックコメント（意見募集）を実施しますので、
ご意見をお寄せください。
●基 本方針（案）を閲覧できる場所等：役場総合案内、立川総合支所総
合支所係、各学区・地区公民館、響ホール、図書館、総合体育館、町
ホームページ
●意 見を提出できる方：町内に住所がある方、町内に事務所または事業
所を所有する個人・法人およびその他の団体、町内の事務所または事
業所に勤務する方、町内の学校に在学する方、この基本方針に関して

利害関係のある方
●提出方法：持参、郵送、FAX、Eメール等によりお寄せください。
※様式は問いませんが、住所、氏名、電話番号を明記してください。
※お 寄せいただいたご意見については、町の考え方とともに整理した
上で公表しますが、個別の回答および電話でのご意見等には応じか
ねますので、あらかじめご了承ください。

●募集期間：11/25㈪まで
■問・提出先：〒999-7781

庄内町余目字町132番地1

0234-43-2219
総務課改革推進係 ☎0234-43-0297
kaikakusuishin@town.shonai.yamagata.jp
2019.11.15 ◎
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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
12/3

（毎月第１火曜日）

秋庭

道雄

佐藤

晃子

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

立川心配ごと相談所

12/11

（毎月第２水曜日）

鶴巻

廣彌

加藤

容

●時間：13:30～16:00
●場所：立川老人福祉センター
■問合せ：☎0234−56−3373
※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

12/17㈫ 19:00～
※直近では11/29㈮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

庄内町
からのお知らせ
通所型サービスＢ事業等
（通いの場）
の説明会
新たにサロンを立ち上げたい、
または今の活動内容をもっと充実
させたいという団体の方々のため
に、支援制度があります。取組み
を希望する団体の担当者の方は出
席をお願いします。

＜事業内容＞
①週１回以上、高齢者の方（支援
を必要とする高齢者を含む）の
居場所(交流、趣味的活動、介
護予防に関する活動等)を開設
②１回当たりの実施時間は、おお
むね２時間以上の開設
③参加者を学区、集落単位などに
限定せず、広域的に受け入れる
もの
●日時：12/5㈭ 13:30～14:30
●場所：余目保健センター
●申込期限：11/29㈮
■問・申込み：保健福祉課高齢者
支援係☎0234-43-0490

今年度の健診
忘れずに受けましょう！
生活習慣病はほとんどの場合、
自覚症状がありません。目に見え
ない血管の状態を知るためにも、
ぜひ健診を受けましょう。
●期日・場所：
＜集団健診（20歳以上）＞
12/10㈫ 狩川公民館
12/11㈬ 余目第一公民館

12/12㈭ 余目第二公民館
12/13㈮ 余目第三公民館
12/14㈯ 余目第四公民館
＜人間ドック（40歳以上）＞

12/16㈪ 庄内検診センター
12/17㈫ 庄内検診センター
●検査内容：問診、身体計測、尿検
査、血圧、心電図、眼底検査、腹囲
測定（20～74歳）、内科診察（40
歳以上）、血液検査、肺・胃・大
腸・前立腺がん検診、子宮頸・
乳がん検診（人間ドックのみ）
※医療保険によって自己負担金が
異なりますので、変更手続き中
の方は、保険証が届いてから受
診してください。
■問・申込み：保健福祉課健康推
進係☎0234-42-0148

国・県・市町村
からのお知らせ
最低賃金が改正されました
山形県最低賃金

時間額790円（27円UP）

効力発生日：令和元年10月１日

この最低賃金は、県内で働くす
べての労働者に適用されます。
■問合せ：山形労働局賃金室
☎023-624-8224または最寄り
の労働基準監督署

糖尿病学習会
●日時：11/30㈯ 10:00～12:00
●場所：日本海総合病院２階講堂
●講師：糖尿病専門医、理学療法
士、管理栄養士
●内 容：糖尿病と運動について
（症状、生活管理や食事療法の
ポイント等）
※参加無料。申込不要。どなたで
も参加できます。
■問合せ：糖尿病友の会｢結和会｣
事務局（日本海総合病院栄養管

令和元年台風第19号
特別金融相談窓口
●日時：10/16㈬～当分の間
（平日のみ8:30～17:15）
●場所：県庁中小企業振興課内
（山形市）
●相談員：同課金融担当職員

●日時：12/1㈰
開場13:00 開演13:30
●場 所：酒田市公益ホール（東北
公益文科大学敷地内）
●内容：演奏を通じて、火災予防
の啓発を行います。「情熱大
陸」や「アフリカンシンフォニ
ー」などの演奏に交え、消防業
務、火災予防に関する講話を行
います。
※入場無料
■問合せ：酒田地区広域行政組合
消防本部予防課
☎0234-61-7113

★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）
職種・求人数

そば処 砂潟
ホールおよび調理補助
庄内町廻館字盛利新田27-15 パート１名
☎0234-43-4570

●日時：12/6㈮ 10:00～13:00

庄内町社会福祉協議会 訪問介護員
介護センターほほえみ 非常勤

センター☎0235-24-2340

余目タクシー㈲

庄内町余目字沢田127
タクシー乗務員
☎0234-43-2411
正社員1名
40歳未満の2種免許取得に助
成金制度有り

㈱下瀬鉄工場

庄内町余目字月屋敷194-3
☎0234-42-2078

㈲鈴木養鶏場

庄内町吉方字南深34
☎0234-44-2106

11：00～14：30
週３日程度
応相談

時給
800円～

8：30～15：30
時給
6：00～22：00の
920円～
6時間程度
1,020円
応相談

面接

8：30～0：30
17：30～11：00 195,124円
6：30～22：00
146,800円
～
187,920円

製缶工
正社員1名

8：00～17：00

鶏卵の洗卵・選別・包装
正社員1名

8：00～17：30 147,560円

2019.11.15 ◎
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随時

●費用：1,550円
●定員：先着16人
●申込期限：11/25㈪
■問合せ：鶴岡市中央公民館女性

パート2名

賃金

随時

●講師：庄内浜文化伝道師
阿部幸雄氏

庄内町余目字大塚1-2
☎0234-45-0585

勤務時間

随時

◎ 2019.11.15

●日時：12/6㈮ 13:00～16:00
●場所：酒田市交流ひろば
●定員：先着６人
●相談員：藤井正寿弁護士
●受付期間：11/25㈪～
■問・申込み：酒田市まちづくり
推進課市民相談室
☎0234-26-5726

随時

7

無料法律相談

随時

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

余目第四小学校にご寄贈い
ただきました。

鶴岡市中央公民館女性センター
男性料理教室
（和食）
●場所：鶴岡市中央公民館女性セ
ンター
●対象：鶴岡市、三川町、庄内町
に在住または在勤の男性

１台

第10回消防音楽隊
定期演奏会

事業所名（住所・電話）

広
告
欄

太田産商株式会社
代表取締役 太田正弘様
有限会社最上川ファーム
代表取締役社長 太田秀生様
グランドピアノ

■問合せ：県商工労働部中小企業
振興課☎023-630-2359

理室内）☎0234-26-2001

広報しょうない有料広告
募集中！

ご寄贈
ありがとうございます

