
ご寄附
ありがとうございます

 余目ロータリークラブ様

　ウクライナへの支援に役立て
てほしいと、町を通じて日本赤
十字社県支部に10万円をご寄
附いただきました。

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。

応急手当講習会
（上級救命講習）

●日時：8/7㈰ 9:00～18:00
● 場所：酒田地区広域行政組合消

防本部
●定員：先着30人
● 持ち物：マスク、筆記用具、動

きやすい服装、新型コロナウイ
ルス感染症に関するチェック票

● 内容：心肺蘇生法、大出血時の
止血法、傷病者管理法、外傷の
手当、搬送法、AEDの使い方
など

●講師：応急手当指導員
●費用：300円（テキスト代）
●申込期限：7/29㈮
● 申込方法：申込書を最寄りの消

防署へ提出してください。※申
込書、新型コロナウイルス感染
症に関するチェック票は酒田地
区広域行政組合消防本部ＨＰ、
最寄りの消防署にもあります。

■ 問合せ：酒田地区広域行政組合
消防本部救急課救急指導係

　☎0234-26-9411

自衛官採用試験（令和５年３月～４月採用予定）

募集種目 受付期間 試験日 試験場所（予定）
航空学生 9/8㈭まで 9/19㈪ 鶴岡合同庁舎

一般曹候補生 9/5㈪まで

1次 9/17㈯
※ どうしても都合がつか

ない受験者のみ9/16㈮
鶴岡合同庁舎

2次  10/9㈰～ 10/13㈭ 神町駐屯地（東根市）

自衛官候補生 9/5㈪まで

筆記試験 9/17㈯
※ どうしても都合がつか

ない受験者のみ9/16㈮
鶴岡合同庁舎

口述・身体検査
10/1㈮～ 10/6㈬
※10/3㈰除く

神町駐屯地（東根市）

■問合せ：防衛省自衛隊山形地方協力本部鶴岡出張所☎0235-22-0466

布ぞうりをつくってみよう！
小さくなった服でリサイクル

●日時：8/5㈮ 13:30～16:00
● 場所：鶴岡市中央公民館女性セ

ンター
● 対象：庄内町、三川町、鶴岡市

に在住の小学生とその保護者
●定員：10組
● 講師：手づくり工房かたかご　

　　　太田金子氏
● 参加費：600円
●申込期間：7/6㈬～7/20㈬
■ 問・申込み：鶴岡市中央公民館

女性センター☎0235-24-2340

お魚放流体験 in 庄内浜

　庄内でも水揚げされ、漁業者自ら
が資源維持に取り組んでいる魚（ト
ラフグ）について、今年も放流体験
に参加される親子を募集します。
●日時：7/30㈯ 10:30～11:30
※ 小雨決行、荒天の場合は8/6㈯

に延期。延期の場合は前日まで
に連絡します。

●場所：酒田港下瀬野積場
● 定員：親子50人程度（お子様に

オリジナルうちわプレゼント）
●参加費：無料
●申込期限：7/26㈫
■ 問・申込み：庄内総合支庁水産

振興課☎0234-24-6045

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

(有)余目衛生事業所
庄内町余目字下梵天塚43-6

☎0234-42-0628

一般廃棄物収集運
搬および

浄化槽保守点検
正社員１人

06030-3921421

町内一円

7：50
～

16：50

7:50
～

12:00
（月に１回土曜

日勤務あり）

235,125円
～

249,750円
日給9,600円

随
時

（有）佐藤新聞店
庄内町余目字大塚83-4

☎0234-43-4825

新聞の配達
(庄内町地区)

パートタイム１人
06030-4054521

町内一円
4：00

～
6：00

1,000円
～

1,200円

随
時

Rｅｓｔａｕｒａｎｔ
＆ｃａｆｅ 

Ｂｒｉｌｌａｎо
庄内町余目字三人谷地12-2

☎0234-42-3867

ホールスタッフ
兼調理補助

パートタイム２人
06030- 3752521

店舗

11：00
～

15：00

17：00
～

21：00
シフト制

830円
～

850円

随
時

ケーキ作り
兼ホールスタッフ
パートタイム１人
06030-3754321

★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）

各種団体
からのお知らせ

エクアドル料理教室

●日時：7/24㈰ 10:00～13:00
●場所：
　余目第三まちづくりセンター
●定員：先着15人
● 持ち物：エプロン、三角巾、マ

スク着用
●講師：上野夢子氏
●参加費：500円
●申込期限：7/15㈮
■ 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

賃金向上推進事業支援金

　事業所内の非正規雇用労働者の
賃金引上げを行った場合または正
社員に転換した場合、対象となる
女性労働者の人数に応じて、事業
者に対し支援金を支給します。
● 対象：中小企業または社会福祉

法人
＜賃金アップした場合＞

●�内容：事業所内の50歳未満の女
性非正規雇用労働者の労働時間
１時間当たりの賃金を30円以上
増額改定した場合 ３万円／人

●申請期限：
改定時期 提出期限

9/30㈮まで 11/7㈪
10/1㈯～令和５
年１月31日㈫

令和５年
３月６日㈪

＜正社員化した場合＞
●�内容：事業所内の50歳未満の女

性非正規雇用労働者を正社員に
転換した場合 10万円／人※就職
氷河期世代の方は加算あり

●申請期限：
改定時期 提出期限

7/31㈰まで 11/7㈪
8/1㈪～
11/30㈬

令和５年
３月６日㈪

■ 問合せ：県産業労働部雇用・産業
人材育成課働く女性サポート室☎
023-630-3245

国・県・市町村
からのお知らせ

第２回ワクワク
スターウォッチング

●日時：7/30㈯ 19:00～20:30
●場所：金峰少年自然の家
●定員；40人
● 内容：極大のみずがめ座流星群

を観察しよう。雨・曇天時「星
座ルームボード」※クラフト費
100円、当日集金します。

● 申込期間：7/3㈰ 9:00～
※金峰少年自然の家HPから申込み
■ 問・申込み：金峰少年自然の家

☎0235-24-2400

ボランティアコーディネーシ
ョン力３級検定

【事前・事後学習会】
●日時：8/17㈬、9/14㈬ 
　　　　19:00～20:30

【直前研修・試験】
●日時：9/11㈰ 9:00～17:00
●場所：酒田市公益研修センター
●定員：30人
● 内容：ボランティアの意義と新

しいつながりを生み出していく
コーディネーションについて

●費用：6,520円
●申込期限：7/20㈬
■ 問・申込み：東北公益文科大学

地域共創センター
　☎0234-41-1115

「かんたん本立てキット」を小学生の親子に配布します

● 対象：小学生（先着45個、１家庭につき１個）
●配布場所：田川建設労働組合（鶴岡市）
● 配布期間：7/26㈫から平日10:00～16:00
■ 問合せ：田川建設労働組合☎0235-22-2832

オストメイト研修会

●日時：7/17㈰ 10:00 ～ 12:30
●場所：酒田市総合文化センター
● 対象：人工肛門・膀胱保有者と

介護者、関心のある方どなたでも
● 内容：「講演 人生最後の治療方法

は自分で」、医療従事者や装具メ
ーカーの専門的なアドバイスに加
え、様々なご心配にお答えします。

●申込期限：7/15㈮
■ 問・申込み：日本海総合病院☎

0234-26-2001、 事 務 局（ あ
だち）☎090-7934-6512

地域がん診療連携拠点病院
公開講座

●日時：7/24㈰ 14:00～15:30
●場所：希望ホール
● 演題：「いきかた」準備～アクテ

ィブ・エンディングのすすめ～
● 講師：終活ジャーナリスト
　　　　金子稚子氏
■ 問合せ：日本海総合病院医事課

医事第一係☎0234-26-2001
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