
「やまがた縁結びたい」
結婚相談会

●日時：6/18㈯ 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（鶴岡市）
● 対象：結婚を希望する方または

その家族（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
●費用：無料
●申込締切：6/15㈬ 17:00
■ 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

消防救助技術訓練
一般公開

●日時：6/20㈪ 10:00～11:00
● 場所：酒田地区広域行政組合消

防本部
● 対象：どなたでも(１グループ

最大４人)
●定員：先着50人
● 申込期間：6/6㈪～6/17㈮ 
　平日9:00~17:00
　 ※雨天の際は中止します。当日

8:30以降に問合せください。
■ 問・申込み：消防本部総務警防

課警防係☎0234-31-7124

くらしの情報 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。

国・県・市町村
からのお知らせ

各種団体
からのお知らせ

福祉系高校修学資金

　以下の費用をお貸しします。
修学準備金
※入学金を除く ３万円（入学時）

介護実習費 ３万円（年額）
国家試験受験対
策費用 ４万円（卒業時）

就職準備金 20万円（卒業時）
● 対象：福祉系高校在学中で、卒

業後、山形県内で介護や福祉の
仕事に就業予定の方※卒業後１
年以内に介護福祉士の登録を行
う必要があります。大学などに
進学した場合も、卒業後に介護
や福祉の仕事に就く必要があり
ます。

● 返還の免除：福祉系高校卒業後
１年以内に介護福祉士の登録を
行い、県内で３年間、介護や福
祉などの仕事に従事した場合。

■ 問・申込み：（社福）山形県社会
福祉協議会山形県福祉人材セン
ター☎023-633-7739

アルバイトをする前に
労働条件を確かめましょう

　厚生労働省では、多くの新入学
生がアルバイトを始める４月から
７月までの間「アルバイトの労働
条件を確かめよう！」キャンペー
ンを実施しています。
　詳しくは、厚生労働省HPの「確
かめよう、労働条件！」をご覧く
ださい。
■ 問合せ：山形労働局雇用環境・

均等室☎023-624-8228
　庄内労働基準監督署
　☎0235-22-0714

不動産競売（酒田支部)

●物件：宅地、建物など
● 閲覧期間：6/16㈭まで
● 閲覧・入札場所：山形地方裁判

所酒田支部
※ インターネットから物件情報が

見られます。
　http://www.bit.courts.go.jp
● 入札期間：6/9㈭～6/16㈭

17:00まで
■ 問合せ：山形地方裁判所酒田支

部書記官室執行係
　☎0234-23-1233

星と音楽のプラネタリウム
七夕公開(子供向け)

●日時：6/25㈯、7/3㈰
　①10:00 ②11:30 ③13:30
　④15:00
●場所：鶴岡市中央公民館
●�内容：七夕の歌やお話、夏の星

座解説など
● 定員：各回先着30人
●費用：３歳以上　　100円
　　　　高校生以上　200円
● 申込方法：6/13㈪から各日前

日まで電話予約
■ 問・申込み：鶴岡市中央公民館

　　　　　　☎0235-25-1050

「食と農のビジネス塾」
一般公開講座

●�日時：6/16㈭ 13:30～16:40
●場所：響ホール
● 内容：物質・エネルギー利用型

地域資源利用論
●講師；渡辺昌規氏（農学部）
■ 問合せ：山形大学農学部内地域

定住農業者育成コンソーシアム
事務局☎070-2011-5615

国際理解講座『世界を知ろ
う！エクアドル編』

●日時：6/26㈰ 13:30～15:00
　交流会 15:00～16:30
●場所：
　余目第二まちづくりセンター
●講師：上野夢子氏
● 内容：エクアドルでJICA海外協

力隊の作業療法士として活動し
た経験談や現地の暮らしを紹介

●参加費：無料
●交流会費：500円
● 参加方法：会場参加またはオンラ

イン参加※交流会は会場参加のみ
● 申込方法：会場参加、オンライ

ン参加ともに電話またはQRコ
ードから事前申込みが必要です。

●申込期限：6/17㈮
■ 問合せ：町国際交流協会（企画

情 報 課 ま ち づ く り 係
内）☎0234-42-0163

令和４年度
庄内町生活援護金制度

● 対象：生活保護世帯、庄内町就
学援助費支給要綱の認定世帯、
生活保護に準ずる程度に困窮し
ていると認められる世帯(要綱
による)

● 内容：生活援護金として８月に
支給します。※金額は人数によ
って異なります。

● 申請方法：社会福祉協議会に備
付けの申請書に必要事項を記
入・押印し、担当民生委員(不
在地区は自治会長)の意見をも
らい7/1㈮まで提出。

■ 問・申込み：社会福祉協議会
立川老人福祉センター☎0234-
56-3373

不動産競売（鶴岡支部)

●物件：宅地、建物など
● 閲覧期間：7/21㈭まで
● 閲覧・入札場所：山形地方裁判

所鶴岡支部
※ インターネットから物件情報が

見られます。
　http://www.bit.courts.go.jp
● 入札期間：7/14㈭～7/21㈭

17:00まで
■ 問合せ：山形地方裁判所鶴岡支

部書記官室執行係
　☎0235-23-6676

事業所名（住所・電話） 職種・求人数・求人番号 就業場所 勤務時間 賃金 面接

㈱庄内ゴルフ倶楽部
庄内町狩川字小堤8-21

☎0234-56-3322

接客・サービス員
パートタイム２人

～ 11/30採用
（次年度の再雇用

契約可）
06030-2823321

ゴルフ場
内レスト
ランホー

ル

9：30～14：30
の間の4時間程度

週4～5日程度
時間額900円 随

時

㈱エフ・ワン
庄内町余目字大塚27
☎0234-42-3455

婦人服製造
正社員２人

06030-1191821
本社

8：30
～

17：00

140,000円
～

150,000円

随
時現場事務対応

正社員１人
06030-2114321

（社福）
庄内町社会福祉協議会

庄内町余目字大塚1-2
☎0234-45-6585

訪問介護
（契約職員）

フルタイム１人
06030-1982021

本社
6：00～

22：00の間の8
時間シフト制

149,700円
～

162,030円
随
時

訪問介護員
【非常勤職員】

パートタイム２人
06030-1601821

介護セン
ターほほ

えみ

8：30～15：30
または

6：00～21：59の
間の6時間程度

920円
～

1,020円

★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）

まちづくりセンター
からのお知らせ

「パソコン講座」
Word基礎講座

● 内容：Windows10を活用し
て、初級から学んでいきます。
Wordの概要と基本操作や書式
設定、表の作成を学びます。

● 日時：6/23㈭、6/24㈮、6/30
㈭、7/1㈮、7/7㈭、7/8㈮ 

　9:30～11:30 (全６回)
● 対象：文字の入力やマウスの操

作ができる方、Wordを今後活
用したいと考えている方

●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：6/14㈫まで
※ 申込人数が少ない時は講座を開

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

県営住宅６月募集

●所在地：①~③余目字大塚93-1
　　　　　④狩川字山居22
　　　　　※ いずれも３DK
●概要：①４階62.6㎡
　　　　②２階62.6㎡
　　　　③１階64.2㎡
　　　　④１階58.0㎡
●受付期間：6/2㈭～6/8㈬
　※10:00～17:00受付
● 入居申込資格：現に同居または

同居しようとする親族があり収
入が公営住宅法に適合する方

● 抽選会：6/15㈬※入居時期は
８月上旬

■ 問合せ：県営住宅指定管理者㈱
西王不動産（庄内総合支庁内）

　☎0235-66-3210
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