
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

●ベビーマッサージ教室 in 町湯　※要予約
　2/24㈮ 10:00～ ママ向けベビーマッサージ
▼今月の変わり湯▼
　2/18㈯、2/19㈰ オレンジ風呂　
▼ギャラリーからのおしらせ▼【展示販売】
　2/15㈬まで　工房結さんの木工小物作品
　 2/18㈯～3/15㈬　アトリエすずべさんのイラス

ト作品・ポストカードなど
　2/18㈯～2/19㈰　似顔絵屋出店
■問合せ：ギャラリー温泉町湯☎0234-43-2222

「体育センター」一般開放

　毎月第２・４日曜日の9:00～18:00の利用になります。（予約・占有はできません）
なお小学生以下の利用の際は、必ず保護者が付き添っていただくようお願いします。
　上記曜日以外で部落行事や軽スポーツなど、平日の日中もぜひご利用ください。
スタッフの指導も承りますので、お気軽にご相談ください。

なんでもバザール あっでば
なんでもバザール あっでば

庄内町新産業創造館

　なんでもバザールあっでばのお買い物お届けサー
ビスです。
　2,500円以上お買上げで無料配達！当店で買い物
された商品をご自宅までお届けいたします！！
　店内オススメ商品などご紹介します。お気軽に電
話にてご相談ください。
　行く時間がない。歩くのが大変。雪道が心配。荷
物が重くて持って帰れない！そんな時にも……「イ
グゼ便利便」ご利用ください。
　詳しくは店頭スタッフにお尋ねください。
LINE・Instagram・Twitter・FacebookのSNSに
て店内情報を随時発信中！

「イグゼ便利便」利用してみませんか？

■問合せ：なんでもバザールあっでば
　　　　　☎0234-42-1777

＝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。

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 毎日開館

狩川まちづくり
センター 毎日開館

余目第一まちづ
くりセンター 毎日開館

余目第二まちづ
くりセンター 毎日開館

余目第三まちづ
くりセンター 毎日開館

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

2/6㈪
2/20㈪

図書館本館
毎週月曜

2/23
（木・祝）

内藤秀因水彩画
記念館

令和６年
４月

まで休館
図書館分館 毎日開館
響ホール 2/27㈪

町湯 2/7㈫
2/8㈬

クラッセ 毎日営業

北月山荘（入浴）
金・土
日・祝
営業

ウインドーム
立川

3/31㈮
まで

冬季休業

農林漁業体験
実習館

3/31㈮
まで

冬季休業

清川歴史公園
2/28㈫

まで
冬季休業

風車市場 毎日営業

公共施設の休館日等（2/6～3/5）

※ 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

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

2/11（土・祝）
9:30~12:00

響ホール
環境防災課危機管理係

☎0234-43-0246

弁護士による
無料法律相談

２/22㈬
13:30～15:30

余目老人福祉セン
ター☎0234-43-3066
2/13㈪～ 2/20㈪
※先着４人

酒田市無料
法律相談

①2/19㈰
9:00～12:00
②3/3㈮
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
①2/10㈮～

　②2/21㈫～
※先着６人

ひきこもり相談 2/28㈫
13:30～15:30

庄内保健所地域保
健福祉課精神保健福祉担
当☎0235-66-4931

精神保健福祉相談 2/15㈬
13:30～15:30

庄内保健所地域保
健福祉課精神保健福祉担
当☎0235-66-4931
2/10㈮まで

空き家相談窓口
月曜～金曜
（祝日除く）
10:00～16:00

（公社）全日本不動産協
会山形県本部
☎023-665-0100

不動産開業相談
窓口

月曜～金曜
（祝日除く）
10:00～16:00

（公社）全日本不動産協
会山形県本部
☎023-642-6658

借金返済に関する
相談窓口

月曜～金曜
（祝日除く）
8:30～12:00
13:00～16:30

山形財務事務所理財課
☎023-641-5201

福祉のしごと・
保育のしごと
出張相談

①2/8㈬
10:00～15:00
②2/9㈭
10:00～15:00
③2/9㈭
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

①2/8㈬
10:00～15:00
②2/9㈭
10:00～15:00
③3/2㈭
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

発生状況 12月 Ｒ４年累計
人身事故 ６件 35件
死者数 ０人 1人
負傷者数 ６人 36人
物損事故 37件 360件
飲酒運転 １人 ２人

冬期間は車間距
離を十分に保ち、
スピードを落と
し、急激な操作
は避けましょう。

環境防災課温暖化対策係
　☎0234-43-0256

486.83㌧
（前年同月比 24.62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

お菓子やティッシ
ュの箱もリサイク
ルして、ごみを削
減しましょう。

ごみの量（12月）

町営風車稼働状況

交通事故発生状況（12月）

　町営風車は９月中旬に発生したオイル漏れにより停
止しておりましたが、１月より稼働を再開しました。

　２月3日㈮から日にち限定で宿泊・日帰り入浴・食
堂の営業を再開します。
　日ごろのご愛顧への感謝を込め、「冬の特別感謝プ
ラン」を用意しました。引き続き、やまがた旅割キャ
ンペーンも利用できますので、みなさまのお越しをお
待ちしています！
【宿泊】
● 料金：１泊２食付　大人

6,500円、子ども4,700円
● 営業日：金・土・日・
　祝前日
【日帰り入浴】
●料金：大人　　400円　
　　　　子ども　220円
● 営業日・営業時間：金・土・日・祝日　
　10:30～16:30（16:00 最終受付）
【食堂「お食事処　月うさぎ」】
● 料金：月うさぎ御膳　1,500円（限定10食）
　※前日まで要予約☎090-5828-4863
　※うどんやそばなどの当日メニューもあります。
●営業日・営業時間：金・土・日・祝日
　11:30～14:00（13:30 ラストオーダー）
※詳しくは月の沢温泉北月山荘HPにて確認ください。
※営業日と営業時間は２月、３月のものになります。
■問合せ：立川総合支所立川地域振興係
　　　　　☎0234-56-2213

月の沢温泉北月山荘
「冬の特別感謝プラン」

※特別プランの
料理の一例です
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