
発生状況 ７月 Ｒ４年累計
人身事故 １件 17件
死者数 ０人 1人
負傷者数 １人 17人
物損事故 26件 233件
飲酒運転 0人 0人

町営風車風力発電
　194.580kwh

9/21㈬～9/30㈮
まで秋の交通安全
県民運動です。

今月は、CO2を
101ｔ削減しま
した。

＜1500kw×１基＞

環境防災課温暖化対策係
　☎0234-43-0256

593.31㌧
（前年同月比 51.78㌧減）

※家庭系と事業系の
　一般廃棄物合計量

環境防災課環境衛生係
　☎0234-43-0248

環境とお財布にや
さしいマイボトル
を持ち歩こう。

ごみの量（７月）

要予約要予約

でスポーツ 元気
（一社）総合型スポーツクラブ
コメっちわくわくクラブ
☎0234-43-3347

会員随時
会員随時募集中！
募集中！

ギャラリー温泉町湯情報

〇パパ向けベビーマッサージ教室 in 町湯
　9/4㈰ 10:00～（ママも同伴可能）
▼今月の変わり湯▼
　9/17㈯、9/18㈰　かぼす風呂
　疲労回復やリラックスに効果的！
▼ギャラリーからのおしらせ▼
　9/21㈬までひまわり園さんの作品を展示、販売中
▼夏季営業時間のお知らせ▼
　９月までの期間は朝８時より営業します。
■問合せ：ギャラリー温泉町湯☎0234-43-2222

　9月15日の大名行列は、地元の小学生も参加し、
奴振りなどが「エイトー、マカッショー」という掛
け声とともに余目駅前から八幡神社までの通りを練
り歩く伝統の行事で、まつり最大の見どころとなっ
ています。豊作と安泰、発展を願い、地域を守る氏
神様へご奉仕するまつり。その形を色濃く残す余目
まつりへぜひお出かけください。
※ 今年は、カラオケ大会と相撲大会は中止となりま

す。新型コロナウイルス感染症の感染状況によっ
ては大名行列を中止する場合もあります。

●期日：9/14㈬～9/16㈮
●場所：余目八幡神社とその周辺
■問合せ：町観光協会☎0234-42-2922

余目まつり開催

10/29㈯～10/30㈰「楽しい山歩き」
青森　奥入瀬　参加者募集中！

●時間：6:00出発
●参加費：会員35,000円　非会員38,000円
●定員：35人（最少遂行人数25人）※定員に達し次第締切
● 申込期限：9/20㈫ ※総合体育館に設置の申込用紙に記入の上、参加料を添えて申

込みください。新型コロナウイルス感染症の状況により中止の場合もあります。

　全国各地から参加するランナーを、あなたの“笑顔
とおもてなし”でお迎えして、ぜひ大会を盛り上げて
みませんか。
● 日時：10/9㈰ 7:00～12:00
　（業務内容によって時間は変わります）
●場所：清川グラウンド～立谷沢川流域
● 申込方法：9/13㈫まで、月山龍神マラソン事務局

へ電話にて申込みください。
● その他：９月下旬に説明会を実施します。日時は

別途ご連絡します。大会当日は、スタッフジャン
パー、帽子、弁当を提供し、保険に加入します。

■ 問・申込み：月山龍神マラソン事務局（町観光協会
内）☎0234-42-2922

第７回月山龍神マラソン
ボランティアスタッフ大募集！！

風 車 市 場
庄内町の美味しいものStation

　今年の夏も日差しが厳しい日が続きましたね。夏が
過ぎて９月に入ると店頭に並ぶフルーツの種類が多く
なります。その中でも大粒系のぶどうは種類も豊富で
所狭しと並びます。シャインマスカット、クインニー
ナ、シャイニーレディー、天晴マイハート、スタッフ
の間で人気な晩生種シナノスマイルなど挙げ出したら
キリがありません。11月の初めまでさまざまな品種
のぶどうが楽しめます。そんなフルーツの中からぜひ
ご自分の“推し”をみつけにいらっしゃいませんか。
　10月に風車市場は６周年を迎えます。周年祭を盛
り上げるために準備していますのでお楽しみに。詳
しくはインスタグラムで情報発信します
ので、ぜひフォローしてください！
＃風車市場　で検索

～暑い夏を乗り越えたら～

■問合せ：風車市場☎0234-56-3039

＝場所　 ＝持ち物　 ＝対象　費＝費用
＝申込先、申込期間　 ＝問合せ先

※何も記載のないものは無料、申込不要です。

各種相談
相談名 日時等 場所・問合せ等

お金のトラブル
なんでも無料相
談会

9/10㈯
9:30~12:00

響ホール
環境防災課危機管理係

☎0234-43-0246

行政相談 10/5㈬
13:30~15:00

余目第四まちづくりセン
ター

総務課文書法制係
☎0234-42-0126

酒田市無料
法律相談

①9/27㈫
17:00～20:00
②10/7㈮
13:30～16:30

酒田市まちづくり推進課
酒田市まちづくり推

進課市民相談室☎0234-
26-5726
①9/13㈫～

　②9/22㈭～
※先着６人

精神保健福祉相談 9/15㈭
14:30～16:30

酒田農業技術普及課
庄内保健所地域保健

福祉課精神保健福祉担当
☎0235-66-4931
9/12㈪まで

弁護士による住ま
いに関する無料法
律相談

9/15㈭
13:30～16:00

庄内総合支庁
県営住宅指定管理者

株式会社西王不動産
☎0235-66-3210
9/14㈬まで

福祉のしごと・
保育のしごと
出張相談

①9/7㈬
10:00～15:00
②9/8㈭
10:00～15:00
③9/8㈭
10:00～12:00

①鶴岡市勤労者会館、
②ハローワーク酒田、③
マザーズジョブサポート
庄内
県福祉人材センター
☎023-633-7739

看護の仕事相談
会

①9/7㈬
10:00～15:00
②9/8㈭
10:00～15:00
③10/6㈭
10:00～12:00

①鶴岡市勤労者会館、
②ハローワーク酒田、③
マザーズジョブサポート
庄内
県ナースセンター
☎023-646-8878

全国一斉不動産
無料相談会

10/1㈯
10:00～16:00

鶴岡市勤労者会館
（公社）全日本不動産協
会山形県本部
☎023-642-6658

労働悩みごと相
談会

9/8㈭
12:30～13:30

村山総合支庁本庁舎
県労働委員会事務局審
査調整課
☎023-666-7784

町営風車稼働状況（７月）

交通事故発生状況（７月）

立谷沢まちづく
りセンター 毎日開館

清川まちづくり
センター 9/18㈰

狩川まちづくり
センター 9/12㈪

余目第一まちづ
くりセンター 9/12㈪

余目第二まちづ
くりセンター 9/16㈮

余目第三まちづ
くりセンター 9/9㈮

余目第四まちづ
くりセンター 毎日開館

総合体育館
屋内多目的運動場
第二屋内多目的
運動場

9/19㈪
10/3㈪

図書館本館
毎週月曜

9/23
（金・祝）

内藤秀因水彩画
記念館

令和５年
10月

まで休館
図書館分館 9/12㈪
響ホール 9/26㈪
町湯 9/14㈬
クラッセ 毎日営業
北月山荘（入浴） 毎週火曜

ウインドーム
立川

9/12㈪
9/26㈪
10/3㈪

農林漁業体験
実習館 毎週水曜

清川歴史公園
毎週月曜
※祝日の
場合は翌

平日
風車市場 毎日営業

公共施設の休館日等（９/6～10/5）

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止の影響により、状
況に応じて各施設の利用中止や利用制限が設けられ
る場合があります。

毎週火曜日　13時～16時
　　　　　　　　保健福祉課健康推進係☎0234-42-0164

町保健センター

母子健康手帳交付
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