くらしの情報
庄内町
からのお知らせ

新型コロナウイルスの影響により中止や延期になる場合があります。各種事業の参加に
あたっては十分な配慮をしていただくとともに、事前に主催者に可否の確認をしてください。

「パソコン講座」
基礎・インターネット入門
●内容：Windows10を活用して、
パソコンの基本操作や文字入力、

死亡した野生動物には
近づかないでください
豚熱に感染し、死亡したイノシ
シが県内各地で確認されています。
山菜採りなどで山に入り、野生動
物の死体を見つけたときは、触っ
たり近づいたりせず、通報をお願
いします。（可能な場合は町公
式LINEの下部メニュー「異常連
絡」から通報をお願いします）

※現地まで案内をお願いする場合
があります。また、畜舎や畜舎周
辺には近づかないでください。
■問・通報先：環境防災課環境衛
生係☎0234-43-0254
庄内総合支庁環境課
☎0235-66-5706

インターネットの活用方法など。
●日 時 ： 5 / 1 9 ㈭ 、 5 / 2 0 ㈮ 、
5/26㈭、5/27㈮、6/2㈭、
6/3㈮ 9:30～11:30（全６回）
●対 象：これからパソコンを始め
る方、パソコンを始めたばかり
の初心者の方
●場所：
余目第三まちづくりセンター

●受講料：2,000円
(テキスト代含む)
●持ち物：筆記用具、受講料
●定員：先着12人
●申込期限：5/12㈭
※申 込人数が少ない場合は講座を
開講しない場合があります。
※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。
■問 ・申込み：余目第三まちづく
りセンター☎0234-42-0317

まちづくりセンター
からのお知らせ
清川ライフアップセミナー
「ネイチャーセミナー」
2022
月日
内容
6/16㈭
高館山巡検
7/28㈭
戸沢村「浄の滝」
9/8㈭
朝日地域巡検
10/13㈭
立谷沢川流域巡検
●時間：8:30～16:00（予定）
●申込期間：5/2㈪～5/13㈮
8:30～17:15※土日・祝日不可
●定員：先着25人

●講 師：鳥海やわたインタープリ
ター協会 佐々木堅士氏
●対象：町在住の成人の方
※講 座によって参加費がかかりま
す。申込まれた方へ、開催前に
詳しい案内を送付します。
■問 ・申込み：立谷沢まちづくり
センター☎ 0234-59-2211
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●日程：全日程 10:00～12:00
6/22㈬ オリジナルバスソルト作り
7/20㈬
写経体験
いけいさんの沖縄を
9/21㈬
感じよう
10/19㈬ ボックスフラワー教室
かかとツルツル蜜蝋
11/16㈬
クリーム作り
12/21㈬ 季節のアレンジメント教室
●場所：清川まちづくりセンター
●対象：町在住の成人の方
●定員：20人

●申込期間：5/10㈫～5/13㈮
●そ の他：毎回参加が原則です。
講座によっては参加費がかかり
ます。※詳しくは会員の方へ各
講座開催前にご案内します。
■問 ・申込み：清川まちづくりセ
ンター☎0234-57-2211

●時間：全日２回上映
1回目 9:30～ 2回目 13:30～
●場所：
余目第一まちづくりセンター
●参加費：無料
●定員：各50人
●内容：
①5/20㈮「東京物語」

監督/小津安二郎
出演/笠智衆、原節子
②6/17㈮「ふんどし頭巾」
出演/内藤剛志、坂井真紀

■問・申込み：余目第一まちづく
りセンター☎0234-42-2019

国・県・市町村
からのお知らせ

鶴岡市中央公民館春季講座
つるおかおうち御膳料理教室
第１弾～羽黒地域（全１回）
●日時：5/31㈫ 10:00～13:00
●定員：先着15人
●講 師：鶴岡市食生活改善推進協
議会羽黒地域
●参加費：1,550円
暮らしの中で「書」を楽しむ

（全５回）
●日 時：6/9㈭、6/16㈭、6/23
㈭、6/30㈭、7/7㈭
10:00～12:00
●定員：先着12人
●講師：書研究桂泉会主宰

佐藤 嘉男氏
●参加費：3,250円
●対 象：鶴岡市、三川町、庄内町
に在住または勤務の方
●会場：女性センター
●申込期限：5/10㈫～5/24㈫

8:30～20:00※平日のみ
■問 ・申込み：鶴岡市中央公民館
女性センター☎0235-24-2340

ベビーマッサージ教室
in 町湯

山形県警察官募集

大人の映画会
試験区分

受験資格

学歴
大学を卒業した方、また
は令和５年３月31日ま
でに卒業見込みの方
警察官Aの受験資格に該
当しない方

年齢

申込期間

第１次
試験日

昭和62年４月２ 6/13㈪
7/10㈰
まで
日から平成17年
４月１日までに
7/15㈮～
警察官B
生まれた方
9/18㈰
（男女）
8/29㈪
昭和58年４月２
学歴不問（大学卒業でな 日から平成13年
４月１日までに
警察行政 くとも可）
4/28㈭～
生まれた方
6/19㈰
（大学卒
業程度） 大学を卒業した方、また 平成13年４月２ 5/25㈬
は令和５年３月31日ま 日以降に生まれ
た方
でに卒業見込みの方
警察官A
（男女）

■問合せ：庄内警察署☎0234-45-0110

庄内地区に設置する併設型
中高一貫教育校校名募集
●募集期間：6/1㈬～6/30㈭
●応募方法：①HPからの応募
②官製はがき〈6/30㈭消印有効〉
※校名案（ふりがな）、校名案
の趣旨、住所・氏名（ふりがな）、
電話番号を必ず記入ください。
●郵送先：〒990-8570
山形市松波二丁目八番一号
高校教育課高校改革推進室 宛
■問合せ：県教育庁
高校教育課高校改
革推進室
☎023-630-2493

『やまがた縁結びたい』によ
る結婚相談会
●日時：5/22㈰ 13:00～16:45
●場所：やまがたハッピーサポー
トセンター庄内支所
●対象：結婚を希望する方または
そのご家族（予約制）
●内容：婚活の仕方、お見合い相
手の紹介などの個別相談
●申込期限：5/18㈬
■問・申込み：やまがたハッピー
サポートセンター庄内支所
☎0235-64-8895

各種団体
からのお知らせ

英会話喫茶を開催します！
●日程：全５回 5/24㈫～6/21㈫
の毎週火曜日
●時間：19:15～20:30
●場所：
余目第二まちづくりセンター
●講師：尾形さわ氏
●教材費：500円（全5回分）
●申込締切：5/20㈮まで
●募集人数：先着15人
■問 ・ 申 込 み ： 町 国 際 交 流 協 会
（企画情報課まちづくり係内）
☎0234-42-0163

活き粋き歌声喫茶の会
●日時：5/20㈮ 18:30～
●場所：
余目第二まちづくりセンター

●参加費：１人500円
■問合せ：活き粋き歌声喫茶の会
問合せ事務局
☎090-5835-2773

●日時：5/20㈮ 10:00～12:30
●対象：0歳児＆ママ（先着10組）
●参 加費：2,500円※参加費、託児、
入浴、バスタオル(大人用)、シャン
プーバー、保険料などが含まれます。
●申込期限：5/16㈪
■問 ・申込み：ギャラリー温泉町
湯☎0234-43-2222

エジプト料理教室
エジプト風かわりご飯とスパイ
スサーモンチーズを作ります。
●日時：5/22㈰ 10:00～13:00
●場所：
余目第三まちづくりセンター
●講師：スルタン・ヌール氏
●持ち物：エプロン、三角巾、マスク
●参加費：500円
●定員：先着15人
●申込締切：5/13㈮
■問 ・ 申 込 み ： 町 国 際 交 流 協 会
（企画情報課まちづくり係内）
☎0234-42-0163

危険物取扱者試験、
準備講習会
【試験】
●日時：7/23㈯ 午前中

●場所：県立酒田光陵高等学校
●申込受付期間：
［電子申請］6/3㈮～6/13㈪
［書面申請］6/6㈪～6/16㈭
【準備講習会】
●日時：5/26㈭、5/27㈮
9:30～16:30

●内容：乙種第４類
●場 所：酒田地区広域行政組合消

防本部
※試 験案内、願書、申込み用紙は
消防本部、各消防署にあります。
●申込期限：5/20㈮
■問 合せ：酒田地区広域行政組合
消防本部予防課☎0234-31-7148
2022.5.1
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