
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！

発生状況 ６月 Ｒ4年累計
人身事故 ２件 16件
死者数 １人 1人
負傷者数 １人 16人
物損事故 26件 207件
飲酒運転 0人 0人

町営風車風力発電
　246.720kwh

8/21㈰まで“明る
いやまがた”夏の
安全県民運動です。

今月は、CO2を
128ｔ削減しま
した。

＜1500kw×１基＞

環境防災課温暖化対策係
　☎0234-43-0256

ギャラリー温泉町湯情報

　旧アピア地内の工事に伴い、町湯正面駐車場の利
用ができません。
　町湯専用駐車場・たがわ農協駐車場のご利用をお
願いします。
　町湯西側中央に新たな入口を設けておりますので、
施設脇通路からご入場することもできます。ご理解
のほどよろしくお願いします。

■問合せ：ギャラリー温泉町湯☎0234-43-2222

　明治維新の魁と言われた清河八郎が生まれ、源義
経や松尾芭蕉などが訪れた交通の要衝・清川。
　この「歴史の里・清川」を出発点に、町内や庄内
地方各地への歴史散歩を誘う「清川歴史公園・歴史
講座 in 清川」を本年度３回開催します。

第２回「青少年期の清河八郎と庄内藩」
●日時：8/24㈬ 12:00～14:30
●定員：先着20人
●講師：清河八郎研究会会長　小野寺雅昭氏
●参加費：2,000円（東風そばの昼食・お土産付）
●オプション：「まち歩き 清河八郎コース」
　　時間：10:30～12:00
　　※ガイド付き・追加料金不要
■問・申込み：清川関所☎0234-25-5885

「清川歴史公園・歴史講座 in 清川」

Kids「あ・そ・び」会員募集中！！コメっち＊ヨガ（会員限定）

９月・10月・11月も開催します！
●対象：成人（男女問わず大歓迎）
●講師：ビューティボックス
●メニュー：毎月異なります。
※定員増員のため、参加者大募集！

578.35㌧
（前年同月比 28.87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

使い捨てのスプー
ン・ストローはも
らわず、ごみ削減
（リデュース）

ごみの量（６月）

要予約要予約
●対象：小学１年生～６年生
●内容：スポーツ・遊びをメインとした体験活動
● 講師：スポーツ少年団指導者、

　　　コメっちスタッフほか
※詳しくは総合体育館窓口まで

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

　果物王国山形・庄内の桃（よしひめ、あかつき）、
ぶどう（ピオーネ、シャインマスカット）アールス
メロン、小玉スイカ（姫甘泉）がおすすめです。

　贈答品やお中元ギフトも取り扱っています。地方
発送から梱包作業もお任せください。

　好評受付中！イグゼ便利便ご利用しませんか？あ
っでばお買い物お届けサービス！

　詳しくは、店舗スタッフまで。

庄内町産・庄内産の旬の果物が勢ぞろい！

■問合せ：なんでもバザールあっでば
　　　　　☎0234-42-1777

●期日：9/14㈬～9/16㈮
●場所：余目八幡神社とその周辺
※ その他詳しい内容に

ついては、広報しょ
う な い ９ 月 １ 日 号
「観光あれこれ掲示
板」に掲載予定です。

■問合せ：町観光協会
　☎0234-42-2922

余目八幡神社の例祭「余目まつり」が
開催されます

＝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

8/17㈬
17:30~20:00

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

8/24㈬
13:30~15:30

余目老人福祉セン
ター☎0234-43-3066
8/15㈪～ 8/22㈪

酒田市無料
法律相談

①8/23㈫
17:00～20:00
②9/9㈮
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
①8/9㈫～

　②8/26㈮～
※先着６人

ひきこもり相談 8/23㈫
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
8/22㈪まで

精神保健福祉相談 8/19㈮
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
8/16㈫まで

福祉のしごと・
保育のしごと
出張相談

①8/17㈬
10:00～15:00
②8/18㈭
10:00～15:00
③8/18㈭
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

①8/17㈬
10:00～15:00
②8/18㈭
10:00～15:00

①鶴岡市勤労者会館、
②ハローワーク酒田
山形県ナースセンター
☎023-646-8878

債務・相続無料
法律相談

8/27㈯
10:00～14:00

東北労働金庫鶴岡支店
田川地区労働者福祉協
議会☎0235-22-3147
8/26㈮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

高齢者のための
生活なんでも相
談ダイヤル

8/18㈭～
8/19㈮
10:00～16:00

生活あんしんネットや
まがた
☎0120-39-6029

町営風車稼働状況（６月）

交通事故発生状況（６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 毎日開館

狩川まちづくり
センター

8/13㈯
8/14㈰

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

8/13㈯
8/14㈰
17:00～

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

8/15㈪
8/29㈪
9/5㈪

図書館本館 毎週月曜

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 8/13㈯
8/14㈰

響ホール 8/29㈪
町湯 8/10㈬
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 毎週月曜

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（８/6～９/5）

※ 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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