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　響ホールで約200人が聴講。講師の東洋大学文学部の
岩下教授は、同志からの情報でペリー来航を事前に知っ
ていたと思われる清河八郎の人脈の広さを絶賛しました。

特別研究報告会
「清河八郎と尊攘派幕臣」9/10

　14日の前夜祭では、神事と神輿渡御が行われ、15
日には例祭のほか、３年ぶりに供奴行列が行われ「エ
イトーマカショ」の掛け声とともに町を歩きました。

9/14-16 奴振りなどが3年ぶりに復活！余目まつり

　庄内総合高校の1、2年生や一般の方など約100人
が参加。町内に本社や事業所のある15社が、企業概
要や仕事のやりがいなどを説明しました。

9/14 地元企業に就職しませんか？
庄内町就職ガイダンス

　町社会福祉協議会と町ボランティア連絡協議会が
共催。立川老人福祉センターで、親子などが新聞紙で
のスリッパづくりや空き缶での炊飯に挑戦しました。

防災について考えよう
BOUSAI☆GOを初開催9/10

12歳～高校３年生向けオミクロン株対応ワクチン接種　問合せ：保健福祉課健康推進係☎0234-42-0176

★�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。ぜひご覧ください！➡

全国大会出場おめでとうございます

佐藤一輝さん（余目二小５年・茗荷瀬）
太田咲彩さん（余目二小６年・上朝丸）
佐藤美悠さん（余 目 中 ２ 年・茗荷瀬）

　受験シーズンに先がけ、主に中学・高校生に向けたオミクロン株対応ワクチンの集団接種を行います。
●対象：12歳に到達した小学６年生から高校３年生までで、前回の接種から5か月が経過した方
●集団接種日時：11/25㈮、12/23㈮　両日とも受付12:45～15:30※別の集団接種日程では予約できません。
●集団接種会場：役場B棟
●ワクチン：ファイザー社のオミクロン株対応２価ワクチン
　阿部内科胃腸科医院、菅原医院での個別接種も可能です。希望する方はそれぞれの予約方法で申込みください。
●集団接種、菅原医院個別接種の予約方法：町公式LINEまたはコールセンター（☎0120-414-170）
●阿部内科胃腸科医院個別接種の予約方法：電話（☎0234-44-2121）や来院での予約
※15歳未満の方は保護者の同伴が必要です。

余目中陸上部
佐藤　遥さん（３年・茶屋町）
佐藤叶音さん（２年・仲　町）

佐藤　遥さん

JOCジュニアオリンピックカップ
第53回U16陸上競技大会

全国道場少年剣道選手権大会

みんなでつなごうリレーフェスティバル2022
U16の部　4×100ｍＲ

余目中卓球部
長谷部真奈さん（２年・中堀野）

JOCジュニアオリンピックカップ
2022年全日本卓球選手権大会
（カデットの部）

　広報しょうない10月１日号４ページの「LINEから申請チャレンジ！」STEP2（本人確認）の説明文に誤りが
ありました。正しくは「スマホにマイナンバーカードをかざし、本人であることを確認確認します。」となります。
　訂正してお詫び申し上げます。

お詫びと訂正



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。くらしの情報

特選

入選
作品名 学校・学年 名前

うちゅうのスプレーアート 立川小１年 すがわら いお
じゅんびできたよばん 余目一小１年 さとう りさ
おりたたみのつくえとイス 余目二小１年 さとう こうが
ようふくきめようルーレット 余目四小１年 こいずみ れいら
工作花火 余目二小２年 阿部 優亜
わりばしとう石マシン 余目二小２年 佐々木 奏汰
リモコンクレーン 余目一小２年 今野 隼斗
カチカチふりこと
とけいのこもの入れ 立川小２年 臼井 悠貴

おべん強ガチャガチャ 余目一小３年 五十嵐 想
りゅうのまつり 余目一小３年 松浦 一歩
日本地図　パズル 余目二小３年 髙橋 心和

作品名 学校・学年 名前
あかるいキャンプ 余目三小３年 古川 紗衣
NBA選手みたいに
練習できるコート 余目一小４年 藤井 暖

ビー玉ベルトコンベア 余目二小４年 大沼 祐月
かくしちょ金箱 余目四小４年 成澤 翔
楽しく遊べるABC 余目一小５年 髙橋 星夢
簡易スポットクーラー 余目二小５年 齋藤 心
自作わたあめ機 余目三小５年 本間 一輝
つまようじハウスの小物入れ 立川小５年 石﨑 朝光
ゆかた 余目一小６年 遠田 那柚
テンセグリティ　テーブル 余目二小６年 大沼 咲良
パーカー早がわきハンガー 余目二小６年 齋藤 宗介

※敬称略

※敬称略

クレーンゲーム
余目三小１年
すがさわ　きょうか
ひもを引っ張ると、
バケットが上下したり、
開いたりしてものをつかみます。

ペットボトルクリーナー
余目一小２年
成田　篤人
けしゴムのかすを
吸い込んで、
机をきれいにします。

ぼくの太陽けい
立川小３年
日向　奏元
わく星の大きさをかえ、
太陽の上にあるひもを
引っぱると電気がつきます。

お母さんを助ける
献立スロットマシーン

余目一小４年
石川　翔空
スロットを回すと、メニュー
を自動で決めてくれます。

どこでもごみ箱
余目二小５年
佐々木　悠翔
いつでも　どこでも
ゴミを捨てやすいように
工夫されています。

エコライフジャケット
余目一小６年
金内　颯
身近な材料を利用して
命を守ることができます。
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工 作 ・ 創 意 工 夫 展 入 賞 者

庄内町
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しょうないまちのわだいしょうないまちのわだい
SHONAI TOWN TOPICSSHONAI TOWN TOPICS

秋芸術の秋99//4 4 日 　当日は、芸術文化活動を行う団体16組によるダ
ンス、舞踊、詩吟や合唱の発表、箏やオカ
リナ、ピアノ連弾などのステージ発表で開
幕を祝いました。
　芸術祭は11月27日㈰まで、様々
な部門の展示や発表が響ホール
または狩川まちづくりセンターで行
われています。
■問合せ：社会教育課社会教育係
　　　　　☎0234-43-0194

緊急地震速報訓練および
シェイクアウト訓練

　地震・津波や武力攻撃などの災
害時に、全国瞬時警報システム
（Ｊアラート）から送られてくる
国からの緊急情報を確実にみなさ
んへお伝えするために、緊急地震
速報訓練とシェイクアウト（身を
守る行動）訓練を実施します。
●日時：11/2㈬ 10:00頃
● 内容：町内に設置してあるすべ

ての防災行政無線スピーカー
から「緊急地震チャイム音」、
「緊急地震速報。大地震です。
大地震です」と一斉に放送され
ます。

※ 緊急地震チャイム音が鳴ったら、
地震から身を守るための安全確
保行動（シェイクアウト：①ま
ず低く、②頭を守り、③動かな
い）を各人がいる場所で１分間
実施してください。

■問合せ：環境防災課危機管理係
　　　　　☎0234-43-0242

ソラーナ元気アップ教室
保健師による健康講話

●日時：11/1㈫ 13:30～15:30
●場所：ソラーナ
● 対象：町内在住の65歳以上の方
● 内容：保健師による「冬場の過ご

し方、入浴時の注意のお話」など
●参加費：200円（お茶代）
● 定員：先着20人
●持ち物：内履き、動きやすい服装
●申込締切：10/26㈬
■ 問・申込み：保健福祉課高齢者

支援係☎0234-43-0490

女性のなんでも相談所
（無料）

●日時：11/5㈯ 10:00～15:00
　※ 申込不要。最終受付14:30
●場所：酒田市地域福祉センター
●相談員：人権擁護委員
● 相談内容：夫やパートナーから

の暴力、ストーカー被害、家族問
題、職場における男女差別など

※ 上記以外にも、女性専用電話相
談窓口「女性の人権ホットライ
ン」も常時開設しています。

【女性専用電話】
　☎0570-070-810
　（山形地方法務局内）
■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

余目保育園園開放

　詳しくはHPをご覧ください。
※事前申込みが必要です。
●日時：11/7㈪～11/11㈮
　　　　9:50～10:50
● 対象：０歳から満４歳までの未

就園児と保護者
■ 問・申込み：（福）和心 余目保育

園☎0234-43-2308

第18回庄内町芸術祭
開幕記念式典＆発表

～追憶・悠久のまなざし～

in
響ホール
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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。くらしの情報

国・県・市町村
からのお知らせ各種団体

からのお知らせ

第15回活き粋き歌声喫茶の会

●日時：10/28㈮ 19:00～
●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

事務局☎090-5835-2773

第15回記念
ぷちキッズモダンダンス発表会

●日時：10/22㈯ 14:00開演
●場所：響ホール
● 作品：踊りの絵本「あらしのよる

に」、賛助出演コーラスポレポ
レ「地域の皆さんとご一緒に」

■ 問合せ：ぷちキッズモダンバレエサ
ークル☎090-8257-7312（富樫）

英会話喫茶を開催します！

● 日時：11/22㈫、11/29㈫、
12/6㈫、12/13㈫、12/20㈫

　19:15～20:30【全5回】
●場所：
　余目第二まちづくりセンター
●定員：先着15人
●講師：佐藤あゆ子氏
● 参加費：500円
●申込期限：11/11㈮
■ 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

年金受給者の生活を支援
年金生活者支援給付金制度

● 対象：⑴老齢年金を受給し、次の要件をすべて満たしている方
　 ①65歳以上　②世帯員全員が市町村民税が非課税　③年金収入額とそ

の他所得額の合計が約88万円以下
　⑵障害基礎年金・遺族基礎年金を受給し、前年の所得額が約472万円以下の方
● 請求手続き：日本年金機構から請求可能な旨のお知らせが送付された方

は、同封のはがきに記入し提出してください。※昨年対象となり、今年
度も対象となる方については手続きは不要です。

■問合せ：日本年金機構（年金事務所）年金ダイヤル☎0570-05-4092

【全６回】PC基礎・インターネット入門編
基本操作や文字入力、インターネットの活用方法

● 日時：11/10㈭、11/11㈮、11/16㈬、11/17㈭、11/24㈭、11/25㈮ 
　　　　 9:30～11:30
● 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方 
●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※人数が少ない場合は講座を開講しないことがあります。
● 申込期限：10/27㈭※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。
■場所、問・申込み：余目第三まちづくりセンター☎0234-42-0317

子育て応援ネットワーク主催
キッズ用品フリーマーケット

●日時：11/3（木・祝）
　　　　10:00～11:30
●場所：
　余目第一まちづくりセンター
● 内容：子ども用品限定のフリーマ

ーケット（出品、購入、ゆずり品）
●対象商品：
　・ 服、靴、帽子などで新品同様

の物
　・ 園児服、幼稚園や小学校の運

動着
　・ チャイルドシート、ベビーベ

ッドなど
●申込方法：
　 【出品する方】10/24㈪まで

問・申込み先に電話連絡
　 【ゆずり品のある方】10/26㈬

まで問・申込み先にお持ちくだ
さい。

　【購入する方】申込不要
※ チャイルドシートやベビーベッド

など大型の物を出品または譲りた
い方は搬入前にご連絡ください。

■ 問・申込み：子育て支援センタ
ー「こっころ」

　☎0234-42-2268

排水設備工事責任技術者登録
更新手続きをお願いします

　県下水道協会に登録している責
任技術者で、登録の有効期限が
令和５年（標記：平成35年）3月
31日までの方は、現在所属して
いる指定工事店所在地の市町村で
更新手続きが必要です。
● 必要な手続き：①登録更新の申

請②更新講習会の受講※書面に
よる開催となる場合があります。

●申請期間：11/1㈫～11/30㈬
■問・申込み：企業課下水道係

☎0234-42-0181

こころの健康づくり講座

　日々の生活の中で生じる「不
安・怒り」の感情と上手に付き合
う方法を知り、こころのセルフケ
アに活かしてみませんか。
●日時：11/9㈬ 9:50～11:00
●場所：役場B棟
● 講師：アンガーマネジメントフ

ァシリテーター　佐藤歓生氏
●参加費：無料
●申込期限：11/1㈫
■ 問・申込み：保健福祉課健康推

進係☎0234-42-0176

◆ご葬儀会場、お斎会場、控室など館内の施設をご案内いたします。
◆個別の事前相談、無料でのお見積もりも承ります。
◆オリジナルスイーツとお飲み物をご用意してお待ちしております。
◆イベントご来場のうえ、アークベル会員にご入会いただいた方に
　焼菓子のプレゼントがございます。

会場見学相談会会場見学相談会 10月29日㈯
10：00～13：00

セレモニーホール庄内 庄内町余目字土堤下37番地1
お問合せ☎0120-247633

【ご予約者優先】

クリスマスケーキの予約クリスマスケーキの予約
10月末まで「庄内町でお得にお買い物！
PayPayの利用で最大15％戻ってくる」
キャンペーンご利用でお得に購入！
保冷お出かけバッグ（2,268円以上）
シャンメリー1本（3,500円以上）
他にも特典あり！

更
に（

酒と仕出し　かねこ TEL 42-2149
FAX 42-2186

今年も是非当店で

マイナポイントの申込みの
無料スマホ教室

12月末までマイナンバーカード
の申請をすると、最大２万円相当
のマイナポイントがもらえる！
● 日時：10/20㈭、10/27㈭
　各9:30、10:30、14:00、15:00
●場所：役場B棟
● 対象・定員：マイナンバーカー

ドをお持ちの方各回先着10人
● 持ち物：スマホ、マイナンバ

ーカード、カード取得時に設
定した数字４桁のパスワード、
ポイントを申込む決済サービ
スのID、セキュリティコード、
本人名義の金融機関の口座番
号が分かるもの（公金受取口
座を登録する方のみ）

● 講師：ドコモ認定講師※どの
キャリアのスマホをお持ちで
も参加できます。

■ 問・申込み：企画情報課デジ
タル推進係☎0234-43-0297
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