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　町内幼稚園と小中学校でJA庄内たがわ新余目支
所・立川支所、JAあまるめから提供いただいたつや
姫と豚肉を使用してお楽しみ給食が行われました。

庄内町の恵みを堪能！
お楽しみ給食12/14

　地域ボランティアの指導でバンド復活。４～６年
生24人が学年ごとのアンサンブルやアンコールを含
む６曲を披露し、約50人の観客を魅了しました。

12/16 立川小学校金管バンド
クリスマスコンサート

　１年生13人と２年生21人が、歯科校医である奥山歯
科診療所の飯渕義晃歯科医師から、むし歯の治療の仕
方や予防のための正しい歯磨き方法などを聞きました。

12/8 正しい歯磨きで歯
は

っぴーに！
立川小学校で歯医者さんのお話

　清川まちづくりセンターで７組が参加。清川御殿
茶屋の齋藤満さんを講師にそば打ち体験を行い、自
分たちで打ったそばを食べながら交流しました。

そば打ちしながら情報交換
第２回　移住者交流会12/11

余目第四小学校

★�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！➡

新型コロナワクチン・インフルエンザ予防接種情報　問合せ：保健福祉課健康推進係☎0234-42-0176
　現在、国が定めている新型コロナウイルスワクチンの接種期間は、令和５年３月31日までです。希望する方は、
期間内に接種を受けるようにしましょう。
　また、高齢者インフルエンザ予防接種費用助成は、次の通り助成期間が延長となりました。希望する方はこち
らも忘れずに接種しましょう。
●助成期限・助成額：1/31㈫　期間中１回のみ1，700円
※任意インフルエンザ予防接種費用助成（対象：子ども、妊婦など）は、12月28日㈬で終了しました。

庄内町
からのお知らせ

町営バス（はっぴーバス）を
ご活用ください

町営バスに広告を掲載しませんか？
　広告の規格、掲載料は次のとおりです。町中を走るバスで事業をPRし
てみませんか。

掲載位置 規格 掲載料

車外
片側面 縦500mm×横1,000mm以内 2,500円／月

25,000円／年
後面

（循環路線のみ） 縦380mm×横1,000mm以内 3,000円／月
30,000円／年

車内
運転席後部 A３（縦297mm 横420mm） 2,000円／月
左右窓上部

（幹線路線のみ） B３（縦364mm 横515mm） １枠当たり
2,000円／月

※その他詳細については問合せください。
バス乗車を体験してみませんか？はっぴーバス出前講座
　町営バスやデマンドタクシーについて、集落のサロンや老人クラブなど
町民のみなさんが開催する会合に職員が出向いて説明します。
　一度乗ってみたいけれどどこに行けるのかわからないという場合は、乗
車体験コースの提案も可能です。よりバスが利用しやすくなるようお手伝
いしますので、お気軽に問合せください。
■問合せ：企画情報課まちづくり係☎0234-42-0162

テーマは「ひな祭り」　フラ
ワーアレンジメント親子教室

　町内産ストックなどの綺麗な花で
オリジナルの作品を作りましょう！
●日時：2/18㈯ 10:00～11:30
●場所：
　余目第四まちづくりセンター
● 対象：町内の小中学生とその保

護者40人
　※応募多数の場合は抽選
●参加費：500円
●講師：三浦淳志氏
　（みうら生花店・花蔵（鶴岡市））
●申込期限：1/31㈫
■�問・申込み：町花き振興会事務

局（農林課農産係内）
　☎0234-42-0178

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

庄内町余目
ふれあいホーム
実施組織愛康会

庄内町家根合字菖蒲島11
ふれあいホーム家根合内

愛康会事務局
☎080-2808-5326
（9：00～15：00）

学童保育支援員

【必須資格】
放課後児童支援員

令和５年４月１日
採用（１年毎の契

約更新あり）
契約職員３人

06030-9644221

事業所
所在地
ほか、

３カ所の
いずれか

⑴11：00～
19：00

⑵7：00～
15：00

・ 通常勤務…
勤務時間⑴

・土曜日、
　学校休校日
　…⑴と⑵の
　シフト制

184,000円
後
日
連
絡

★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）

介護予防・日常生活圏域高齢者ニーズ調査
　対象者に送付しています。締切は２月３日㈮です。
■問合せ：保健福祉課高齢者支援係
　　　　　☎0234-43-0490

エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う
子育て世帯支援事業給付金（15歳～17歳）

　対象者に送付します。締切は２月28日㈫です。
■問合せ：子育て応援課子育て支援係☎0234-42-0171

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

油の流出事故に
ご注意ください

　冬期間は、灯油などの流出事故
が多くなります。万が一事故が発
生したときは、消防署、警察、役
場へ連絡してください。
【事故を防ぐ心がけ】
① ホームタンクからポリ容器に移

すときは、その場を離れないこと
② 除雪による破損を防ぐため、配

管の場所に目印をすること
③ ホームタンクや配管の定期点検

をすること
④ 落雪によるホームタンクの転倒

に注意すること
■問合せ：環境防災課環境衛生係
　　　　　☎0234-43-0254



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
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住民税非課税世帯等への
臨時特別給付金

　令和４年度住民税が非課税世帯
は、電力・ガス・食料品等価格高
騰緊急支援給付金の対象となりま
す。給付金を受取るためには手続
きが必要です。対象と思われる世
帯には案内を送付していますので、
忘れずに手続きをしましょう。
　また、家計急変があった世帯は、
申請により給付金の対象となる場
合がありますので問合せください。
●申請期限：1/31㈫
■ 問合せ：税務町民課臨時給付金

担当☎0234-43-0485

今年度最後のチャンスです！
集団健診追加日程

　自身の健康や家族のために、１
年に１回は健診を受けましょう。
●日時：2/2㈭ 受付8:00～9:30
●場所：
　余目第二まちづくりセンター
● 健診項目：特定健診、がん検診

（肺・胃・大腸・前立腺）、肝
炎ウイルス検査

■ 問・申込み：保健福祉課健康推
進係☎0234-43-0817

余目保育園園開放　

　対象は０歳から満４歳までの未
就園児と保護者です。詳しくは
HPをご覧ください。
●日時：2/6㈪～2/10㈮
　　　　9:50～10:50
■問・申込み：（福）和心 余目保育園

☎0234-43-2308

まちづくりセンター
からのお知らせ

余目第三まちづくりセンター
趣味実技講座募集

趣味実技講座②　庄内刺し子「ぽってりペンケース」
　毎年開催している人気講座。おしゃべりしながら、一緒に刺し子時間を
楽しんでみませんか？
●日時：2/5㈰、2/12㈰、2/19㈰ 9:30～11:30【全３回】
●定員：先着８人
●参加費：800円（糸代別途）
●持ち物：裁縫道具
●講師：佐藤恵美氏（庄内刺し子の店主宰）
●申込期限：1/31㈫

趣味実技講座③　本革のコインケース
　自分で革を選び、手縫いで本革のコインケースを作ります。レザークラ
フトに興味のある方必見！プロから学んでみませんか？
●日時：2/18㈯ 9:00～12:00
●定員：15人
●参加費：1,500円（材料代）
●講師：野村将太氏（㈱アルティジャーノ）
●申込期限：2/3㈮
【共通事項】
●場所：余目第三まちづくりセンター
■ 問・申込み：余目第三まちづくりセンター☎0234-42-0317

応急手当講習会
（普通救命講習Ⅲ）

●日時：2/12㈰ 13:30～16:30
　　　　受付13:15～
●場所：
　酒田地区広域行政組合消防本部
●定員：先着30人
● 内容：心肺蘇生法（主に小児、

乳児、新生児）、AEDの使い方、
異物除去、大出血時の止血法

●講師：応急手当指導員
●費用：無料
● 持ち物：マスク、器材消毒用タ

オル、筆記用具、新型コロナウイ
ルス感染症に関するチェック票※

●申込期限：2/3㈮
● 申込方法：申込書※を最寄りの

消防署（分署）へ提出。※は酒
田地区広域行政組合消防本部
HP、最寄りの消防署（分署）
にあります。

■ 問合せ：酒田地区広域行政組合
消防本部救急課

　☎0234-31-7156

男性向け料理教室
おとう飯

はん

●日時：2/18㈯ 9:30～11:30
●場所：平田タウンセンター
　　　（酒田市）
●定員：15人
●内容：ビビンバ風おにぎらず
● 講師：小田原裕氏（体験型レス

トラン「小田原」経営）
● 持ち物：エプロン、三角巾、マ

スク、手ふきタオル、２～３人
分が入る持ち帰り容器

●参加費：1,000円
■ 問・申込み：酒田人権擁護委員

協議会男女共同参画委員会（山
形地方法務局酒田支局内）

　☎0234-25-2221

令和５年度酒田地区広域行政組合
会計年度任用職員（事務員）の登録

●雇用期間：１年度以内。ただし選考による再度の任用あり。
●勤務時間：原則平日９:00～16:00
●勤務地：消防本部、事務局管理課（いずれも酒田市）
※ 随時受付。令和５年４月からの雇用を希望する方は２月６日㈪をめどに

登録ください。申請書類は酒田市HP、消防本部、立川分署、余目分署に
あります。申請書類は必ず本人が消防本部へ持参ください。※選考あり

■問合せ：酒田地区広域行政組合消防本部総務警防課総務係☎0234-31-7119

国・県・市町村
からのお知らせ

おいしい庄内空港ファンクラブ
LINE会員募集中！

　会員限定のお得なクーポンや情報
が届きます。ぜひご利用ください！
実施中のキャンペーン
冬のこっぱやぐ（早朝）割
　往路早朝便利用の宿泊旅行予約
時に割引クーポンが使えます。
会員限定ANA施設見学ツアー
　２月25日㈯または３月11日㈯出発
の１泊２日ツアーです。
　キャンペーンの詳細
は右の二次元コードか
らLINEをご覧ください。
■ 問合せ：庄内空港利用振興協議

会事務局（庄内総合支庁連携支
援室内）☎0235-66-5442
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