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水 遊び、
楽しいよ！！

Contents -もくじ ２ 50歳以上の方の新型コロナワクチン集団接種実施日と予約開始のお知らせ
酒田花火ショーは9月25日㈯に開催します
３ SAKATAアートマルシェ2021

中町モール広場の噴水

歳以上の方の新型コロナワクチン集団接種
実施日と予約開始のお知らせ
問 市新型コロナウイルスワクチン予約・相談窓口 ０１２０ ３-６２ ３-５０

９月１日㈬～ 日㈭は土曜・日
曜日に集団接種を実施します。９
月 日㈮以降は、今後のワクチン
の供給量がわかり次第、本紙など

前８時 分～午後５時

でお知らせします。

２回目の接種日は、原則１回目の
接種の３週間後です。
◆上記日程では、歯科医師による

ムページを参照してください。
◆ワクチン接種は２回必要です。

◆完全予約制です。詳しい予約方
法などは本紙７月１日号か市ホー

実施日
（１回目接種日）
／９月４日㈯、
５日㈰、 日㈯、 日㈰
時間／
【午前の部】
午前８時 分～

午後０時 分【午後の部】
午後１
時 分～５時 分

象に 歳以下の方を追加する場合
があります。その際は、市ホーム

接種も行われます。
◆予約状況によって上記日程の対

羽橋 ―出羽大橋間の河川敷・土手
上の道路、土手ののり面へは、チ

◆観覧会場内は全席指定です。両

問市長公室
広報広聴係
☎26-5706

酒田花火ショー 市民限定無
料指定席観覧希望者募集
問 市交流観光課観光戦略係
☎２６ ５-７５９

席数／４００ます（１ます当たり
の定員は４人）

観覧場所／会場西側（下図参照）

◆申し込みは、同一住所当たり１
回限りとします。
◆必要に応じて敷物を各自持参し

てください。
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対象／本市在住の方

申し込み／９月３日㈮（必着）ま
で、はがきの裏面に申込者の郵便
番号、住所、氏名、電話番号を記
載し、〒９９８ ８-５４０、酒田市
役所交流観光課内
「酒田花火ショー

酒田花火ショーは９月 日㈯
に開催します

本紙６月 日号で、 月への開

無料指定席申し込み担当」へ（住
所不要）

問 市交流観光課観光戦略係
☎２６ ５-７５９

催延期をお知らせしましたが、他
のイベントとの兼ね合いや、打ち

決定・通知／応募多数の場合は抽
選で決定し、９月中旬に行う当選
者への観覧チケット郵送を持って

場所／平田農村環境改善センター
対象／ 歳以上（昭和 年４月１

日時／９月 日㈯午後６時 分～
（雨天・荒天時は 日㈰に順延）

日以前生まれ）の本市市民の方
予約開始日／【基礎疾患のある方】
８月 日㈭午前９時～【基礎疾患

ページなどでお知らせします。
ケットがないと入場できません。
●託児サービスについて
◆チケットは原則全てインターネッ
９月以降、集団接種実施日の土
トで販売します（現在準備中）
。
曜日午前の部に託児を実施します。 発売日が決定し次第、市ホームペー
対象／保育施設や家族に就学前児童

コロナワクチンの接 種予
約ができるほか、迅 速な
新型コロナに関する情報
提供も行っています。

ジなどでお知らせします。
◆同花火ショーに関し詳しくは、
本紙９月１日号でお知らせします。

のない方】
８月 日㈮午前９時～
申し込み／新型コロナウイルスワ

からも接種予約できます

ムページを参照してください。

49

酒田市公式 LINE

47

通知（落選の通知は行いません）

上げ会場周辺の野生動物への影響
を考慮し、次の日時での開催を決
定しました。
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を預けることのできない保護者の方

む ） ０１２０ ３
-６
２ ３
- ５ ０ へ、ま た は
インターネットから
●予約代行

ラ イ ン

20

50

ご自身での予約が困難な方を対
象に、窓口で予約手続きを代行し
ます。代理の方も申請できます。
場所／市役所本庁舎１階窓口、各
総合支所窓口▼受付時間／平日午

▲市ホームページ
からの予約

クチン予約・相談窓口（午前９時～

30

◆申し込み方法など詳しくは市ホー
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午後５時。土曜・日曜日、祝日含
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本紙に掲載されている内容は、8月6日現在の情報です。
新型コロナウイルス感染症の影響で、催しの延期・中止など情報が
変更になる場合があります。各問い合わせ先へ確認してください。

市政ピックアップ

SAKATAアートマルシェ２０２１
問市社会教育文化課文化芸術係 ☎24-2982
●場所／酒田市美術館
イベント名

日時

内容など

申し込み

9月14日㈫～26日㈰
内容／本市出身の漫画家 故佐藤タカヒロ氏の
午前9時～午後5時
デビュー作品からバチバチシリーズ『鮫島、最後
（入館は午後4時30分まで） の十五日』
までの原画展示▶費用／無料

佐藤タカヒロ原画展

不要

●場所／公益研修センター
イベント名

日時

内容など

9月18日㈯
かわいくておいしい！アイシン ［1回目］
午前10時～
グクッキーを作ってみよう
！ ［2回目］
午後2時～
（各回 1時間30分程度）
9月18日㈯
しかけがいっぱい！コロコロ ［1回目］
午前10時～
迷路を作ろう
［2回目］
午後2時～
（各回 1時間30分程度）

申し込み

対象／小学生以上（小学生は保護者同伴）▶定
員／各回15人▶内容／アイシングクッキー作り▶
講師／日本サロネーゼ協会アイシングクッキー認定
8月20日㈮午前9時～
講師 佐藤あみ氏▶費用／500円
社会教育文化課へ
定員／各回15人▶内容／造形ワークショップ▶ ☎24-2982
講師／東北芸術工科大学 松村泰三氏▶費用／
500円◆小学生以下は保護者同伴

8月20日㈮午前9時～希望ホー
ルと市役所6階社会教育文化課、
定員／先着300人▶出演／㈱秋田書店週刊少年
9月14日㈫午前9時～酒田市美
チャンピオン編集部 松岡秀和氏▶費用／無料
術館市民ギャラリーで整理券を
配布

トークイベント「漫画家
佐藤タカヒロを語る」

9月19日㈰
午後2時～3時30分

酒田吹奏楽団ミニコンサー
ト

9月20日㈷
定員／先着300人▶曲目／「星野源メドレー」
午前10時30分～11時10分 「イエスタデイ・ワンス・モア」ほか▶費用／無料

8月20日㈮午前9時～
希望ホール、
市役所6階社会教育
文化課で整理券を配布

●場所／出羽遊心館
イベント名

日時

内容など

申し込み

いいいろいろいろ展

9月18日㈯～26日㈰
内容／障がい者のアート作品、本市出身の作家
午前9時～午後5時
佐藤真生氏と市民との共同作品展示
不要
（入館は午後4時30分まで）
▶費用／無料
9月21日㈫は休館

酒田舞娘による演舞

9月20日㈷午前11時30分～
定員／先着40人▶費用／無料
（30分程度）
あおとぞうしはなのにしきえ

9月20日㈷午後1時30分～ 定員／先着40人▶演目／青砥稿花紅彩画
（30分程度）
▶費用／無料

黒森歌舞伎

８月 日㈮から市議会
９月定例会が開かれます

問 市議会事務局議事調査係
☎２６ ５-７７０

１日目／本会議（議案上程、提案
理由説明、監査委員審査意見説明）

▼２日目／本会議（代表質疑、委
員会付託）
、決算特別委員会（全

体会）
▼３日目以降／決算特別委
員 会（ 分科 会、全体 会 ）
、常任 委

員会、予算特別委員会、本会議（委
員会審査報告、採決、一般質問３
日間、議員・委員会提案議案審議）

◆本会議の模様は市役所１階と各

総合支所のロビーにあるテレビモ
ニターのほか、市ホームページで
も中継（実況または録画）します。
【傍聴】定員／①本会議、予算特

2021.8.16

別委員会 ②その他の委員会とも

私の街さかた

に傍聴席数の制限あり▼申し込み／
①市役所３階議場前の傍聴カード

酒田市広報

に記入 ②市役所３階議会事務局
の傍聴受付簿に記入（団体は事前
に議会事務局へ）
◆傍聴者や家族に発熱などの症状

3

があるときは傍聴できません。
◆間隔を取って着席してください。
◆詳しくは議会事務局に問い合わ

せるか、市ホーム
ページを参照して
ください。
▲市ホームページ
酒田市議会

8月20日㈮午前9時～
社会教育文化課へ
☎24-2982
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新野将之パーカッション・リサイタル
問 市社会教育文化課文化芸術係 ☎２４ ２-９８２

最注目の若手打楽器奏者、新野
将之が打楽器の魅力を最大限に表
現する１２０分。終演後、あなた
は打楽器のとりこになること間違

時～希望ホール、みずほ八文字
屋ほか
◆Ｕ - チケットは公演日時点で
に 歳以下の方が購入できます。
公演日に年齢のわかる証明書が必
要です。
●アナリーゼワークショップ
日時／ 月８日㈮午後７時開演
（午後６時 分開場）
場所／希望ホール

令和４年産「つや姫」生産者
「雪若丸」 生産組織募集

問【つや姫】市農政課米政策推進係
☎２６ ５-７５１、
【雪若丸】庄
内総合支庁酒田農業技術普及課
☎２２ ６-５２１

募集期間／９月 日㈮まで
◆農協または米穀集荷業者、生産

組織などを通じて申請する場合は、
各団体の締め切り日を確認してく
ださい。
●つや姫

要件／栽培適地内の水田で作付け
する ・県が作成する栽培マニュ

作付面積が ㌶以上である ・組
織構成員全員が「生産の目安」協
力者である ・具体的な販売計画

を有する ・種子の譲渡や自家採
種を行わない ・マニュアルに基

づいた栽培を行う ・特別栽培、
有
機栽培または農業生産工程管理に

基づく栽培を行う▼申し込み／庄
内総合支庁酒田農業技術普及課へ

◆コンビニエンスストアや郵便局（東北6県に限る）でも納付できます。
◆口座振替の手続きは、市内各金融機関でできるほか、市税と保育料は市ホームページからも申し込みできます。
◆口座振替をご利用の方は残高の確認をお願いします。
ラ イ ン
ペ イ
ペ イ ペ イ
、PayPay（請求書払い）もできます（下水道受益者
◆スマートフォンを使った納付LINE Pay（請求書支払い）
ペ イ ビー
。
負担金はPayBも利用できます）
◆土地の売買などで下水道の受益者が変わった場合は連絡してください。

いなし
●リサイタル
日時／ 月７日㈰午後２時開演
（午後１時 分開場）
場所／希望ホール
曲目／Ⅰ・レスニック「オリンピ
30

内容／リサイタルで演奏する曲の
魅力や楽器について新野将之氏が

アルなどを順守する ・水田経営
面積（転作を含む）が ㌶以上で

・「生産の目安」に今後とも協力

お問い合わせ

25

分かりやすく解説

上（有機栽培の場合は ㌃）である

60

する ・種子の再譲渡や自家採種
を 行わない▼申し込み／市農政課

市税などの納期

10

10

市介護保険課事業管理係 ☎26-5363
市介護保険課高齢者医療係 ☎26-5729
上下水道お客さまセンター ☎22-1811

８／31㈫

3

20

アン・ドラムス」
、Ａ・コッペル「トッ

20

10

米政策推進係または各総合支所産
業係へ
●雪若丸
要件／農協などの水稲部会、３戸
以上の農業者で構成する組織、農
事組合法人などで定款または規約
を有している ・組織などの水稲

市納税課管理係 ☎26-5720

個人市県民税
（普通徴収）
第2期
国民健康保険税
（普通徴収）
第2期
介護保険料第5期
後期高齢者医療保険料
（普通徴収）
第2期
下水道受益者負担金第1期

納期限

別

種

3

カータ」ほか
出演／新野将之、
藤澤仁奈
（打楽器）

＠FUKAYA Yoshinobu/aura Y2

チケット（全席指定）／Ｓ席２千
25

25

費用／当日券５００円（ 歳以下
ある（ ㌶に満たない場合でも募
無料 ）
、 月７日のリサイタルチ
集要項の要件を満たせば申請可 ）
ケット提示で無料
・特別栽培または有機栽培で生産
◆事前申し込み不要。当日会場へ。 する ・申請面積がおおむね ㌃以
25

15

５００円
（Ｕ -は１千５００円）
Ａ席２千円（Ｕ -は１千円）
チケット発売日／８月 日㈮午前
25

10

11

⁉
11

4

本紙に掲載されている内容は、
本紙に掲載されている内容は、
6月9日現在の情報です。
8月6日現在の情報です。
新型コロナウイルス感
新型コロナウイルス感
染症の影響で、
染症の影響で、
催しが一部変更
催しが一部変更
・延期・中止となる場合があります。
・延期・中止となる場合があります。
また各催しの感染予防対策については、
また各催しの感染予防対策については、
各問い合わせ先に確認して
各問い合わせ先に確認して
ください。 ください。

くは、市ホームページを参照して

都市計画外 388.86㎡

3,427,000円

ください。
3,995,000円

お知らせ

28

令 和３年７月 大 雨 災 害 義 援 金
を 受 け 付 け て いま す
７月１日からの大雨により、静
岡県を中心に甚大な被害が出まし
た。この災害で被災された方々を
支援するため、義援金を受け付け
ています。
場所／市役所１階福祉課窓口、各
総合支所、酒田市地域福祉センター
（新橋二丁目）
、酒田市社会福祉協
議会八幡・松山・平田支部、交流
ひろば
問 市福祉課地域福祉係 ☎２６ ５-

◆対象品目の詳細は市ホームペー
眺海の森で自衛隊の通信訓練が
ジ、自治会回覧を参照するか直接
実施されます
問い合わせてください。
眺海の森展望台駐車場付近で陸
◆ごみ受付の車列には並ばずに管
上自衛隊の通信訓練が行われます。 理棟へ直接持参してください。
多少の騒音を伴いますので、付近

を訪れる際は注意してください。

日時／８月 日㈪～９月３日㈮の
うち３日間、９月６日㈪～９日㈭
のうち３日間▼場所／眺海の森展

望台付近（土渕）▼内容／通信訓
練（電源車両、テント、アンテナ

などを設置）
問 市交流観光課観光戦略係 ☎２
６ ５-７５９

夜間納税相談窓口を開設します

9

使用済小型家電・古着・水銀使用
廃製品の無料回収を行います

入口

プラット
ホーム

ごみ受付

問 市環境衛生課管理係 ☎３１ ０９３３

当日受付場所

日時／８月 日㈫午後５時 分～
７時 分▼場所／市役所２階納税
課
◆正面玄関で守衛に納税相談であ
ることを伝えてください。
問 市納税課納税係 ☎２６ ５-７１

15

７３１

日時／８月 日㈪～ 日㈮午前９
時～午後４時▼場所／酒田地区広
域行政組合ごみ処理施設内管理棟
（広栄町三丁目）▼回収品目／パ
ソコン（ブラウン管モニターは回
収不可）
、電話機、デジタルカメラ、
テレビチューナー、ＤＶＤプレー
ヤー、電子ゲーム機、デジタルカー
用品、古着、水銀体温計、水銀血
圧計、水銀温度計（破損している
場合はびんなどに入れる）など
◆パソコンのデータは消去してく
ださい。
◆マスクの着用をお願いします。
27

管理棟

31

30

23

329.61㎡

竹田字清水下
宅地
31番13

準工業

27

2

売却価格

光ケ丘二丁目
宅地
61番190

実測面積

1

用途地域
地目
所在地
物件
番号

来春の新入学児童を対象に、案
内はがきを送付しています。転入
した方などで、はがきが届いてい
ない場合は連絡してください。
対象／平成 年４月２日～平成
年４月１日生まれの児童
◆健診当日は、自宅で検温をして
ください。また発熱時は相談して
ください。
問 市学校教育課学事係 ☎２６ ５７７６

30

市有地の売却

31

公募により市有地を売却します。
就学時健康診断の案内はがき
売却物件／下表のとおり▼売却方
法／先着順（同日に複数の申し込
みがあった場合は抽選）▼申し込
み／８月 日㈪～令和４年５月
日㈫の平日午前８時 分～午後５
時 分に、所定の申込書に必要な
30

書類を添えて市役所４階総務課資

16

産経営係へ ☎２６ ５-７０９
◆公募案内書（説明書、申込書、
物件調書）は市役所４階総務課で
配布するほか、市ホームページか
らもダウンロードできます。詳し

2021.8.16
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15

水道メーターの交換
児童手当現況届の提出はお済み
ですか
期間／９月中▼交換区域／【東平
田地域】生石、北沢、境興野、関、
現況届の提出期限が過ぎていま
す。現況届および添付書類が未提
横代【中平田地域】大槻新田、手
蔵田、熊野田、萩島、中野新田、
出の方は、早めに提出してくださ
勝保関、大野新田、小牧、茨野新
い。提出が確認できない場合は、
田、土崎、本川、大多新田、熊手
次回 月以降の支給ができなくな
島【北平田地域】漆曽根、新青渡、 りますので注意してください。
久保田、曽根田、古青渡、円能寺、 問 市 子 育 て 支 援 課 子 育 て 支 援 係
布目、中野曽根、牧曽根、上興野
☎２６ ５
-７３４
【松山地域】引地、竹田、中牧田、
相沢、石名坂【平田地域】小林、

◆交換時に止水栓などに故障が見
つかり、修理が必要な場合、費用

◆上下水道お客さまセンターのネー
ムプレートを着用した作業員が交
換に伺った際は協力をお願いします。

西坂本、山元、田沢、楯山▼費用／
無料

により放射性物質の濃度にばらつ
きがあるため、出荷前の検査を徹

を迎えるにあたり、次の事項に留
意してください。
◦野生キノコは、生育環境の違い

これから野生キノコのシーズン

酒田市美術館市民ギャラリー
令和４年３月分利用申し込み

申し込み／９月６日㈪午前 時～

募集
イ

ブ

ワ

ー

ル

ド

日時／ 月 日㈰午前 時～（雨

２０２１ＬＩＶＥ ＷＯＲＬＤ
イ ン
ＩＮ 眺海の森」出演バンド募集

ラ

直接酒田市美術館へ（電話申し込
み不可。申し込み多数の場合は抽
選）
問 酒田市美術館 ☎３１ ０
-０９５

10

天中止）▼場所／眺海の森野外ス
テージ▼対象／県内在住アマチュア

バンド（２人以上）▼定員／ 組
▼費用／１組２千円▼申し込み／
８月 日㈫まで、メールの件名を
「 ライブワールド事前申し込み 」
とし、本文に代表者氏名、住所、
電話番号を記載し、松山総合支所
産業係へ

kensetsu-matsuyama@city.
sakata.lg.jp
◆詳細は後日連絡します。
問 同係 ☎６２ ２
-６１１

15

野生キノコの放射性物質に注意
してください

は自己負担になります。給水用具
は、お客さまの財産です。日頃か
ら適正な管理をお願いします。
◆空き家などで連絡先が別にある
場合は知らせてください。
問 上下水道お客さまセンター ☎
２２ １
-８１１
月の火災 件数…１件
◆前年同月に比べて１件減

３ ８
-７０８

ボ デ ィ ー

美ＢＯＤＹ 体幹トレーニング教
室参加者募集

日時／９月６日～ 月 日（９月

日除く の)月曜日午後１時 分～
３時（全７回）▼場所／中町にぎ
わい健康プラザ▼対象／おおむね
歳～ 歳代の女性▼定員／先着

27

30

費用／無料▼申し込み／８月 日

人▼内容／体幹トレーニング、
有酸素運動など▼持ち物／運動し
やすい服装、内ズック、飲み物▼

15 50

㈬午前９時～中町にぎわい健康プ

ラザへ ☎４３ １
-３７３
◆過去にこの教室に参加された方

は申し込みできません。
◆傷害保険には加入しません。

問 市健康課成人保健係 ☎２４

５７３３

読み聞かせ師 絵本作家「聞かせ
屋。けいた ろ う さ んのお は な し
会」参加者募集

-

日時・内容／９月 日㈰【①幼児
向け】おはなし会・午前 時 分～、
絵本ひろば・午前 時～正午【②
小学生向け】おはなし会・午後１
時～、絵本ひろば・午後１時 分～
２時 分▼場所／総合文化センター

▼対象／①就学前児童 ②小学生
の親子▼定員／各回 組▼費用／
無料▼申し込み／８月 日㈬～中

10

央図書館へ ☎２４ ２
-９９６
◆絵本購入者を対象としたサイン
会を行います。

18

10

25

30

40

19

11

30

10

31

60

40

11

25

月の救急 件数…３８３件
件増
36



10

底し、安全性を確認してから出荷
してください。なお出荷には、フ
リーマーケットサイトなどによる
通信販売も含まれますので、注意
してください。
◦特にチチタケ、サクラシメジ、
コウタケは、過去に基準値を超え
る放射性物質が検出されています。
自主検査を徹底し、安全性を確認
してください。
問 市農林水産課林業振興係 ☎４
火災・救急
情報

◆前年同月に比べて

10

７

７

6

本紙に掲載されている内容は、8月6日現在の情報です。新型コロナウイルス感
染症の影響で、催しが一部変更・延期・中止となる場合があります。
また各催しの感染予防対策については、各問い合わせ先に確認してください。

酒田市国際交流協会「酒田の
イン イ ン グ リ ッ シ ュ
魅力紹介 in English
動画コンテスト」作品募集
募集作品／出演者が酒田の魅力を
英語で紹介し、酒田を知らない外
国の方が「酒田に行ってみたい！」
と思う３分程度の動画▼対象／中
学生以上の生徒、学生▼チーム人
数／１人～５人

オ

程度▼表彰式／
月 日㈰開催
予定▼賞品／入
賞チームへ５千円
ク

相当のＱＵＯカード▼事前エント
リー／９月 日㈮まで右記二次元
コードから申し込み
問 市交流観光課交流事業係 ☎２
６ ５
-８０９
◆申し込み方法などの詳細は市ホ
ームページを参照してください。

中央図書館へ ☎２４ ２-９９６

イベント
市民認知症講演会
認知症の人の数は２０２５年に
は約７００万人を超えると予測さ
れています。認知症について理解
を深め、安心して過ごせる社会に
ついて考えてみましょう。
日時／９月６日㈪午後２時～３時
分▼場所／公益ホール▼対象／
どなたでも▼定員／２００人▼内
容／講演「認知症になっても住み
慣れた酒田で暮らしていくため
に」▼講師／医療法人山容会山容
病院院長 小林和人氏▼費用／無
料▼申し込み／市介護保険課予防
支援係へ ☎２６ ５
-７５５へ

概要と住所、氏名を知らせてくだ
さい。秘密は厳守します）▼相談
員／渡辺倫子弁護士▼申し込み／
８月 日㈫午前８時 分～電話で

市まちづくり推進課市民相談室へ
☎２６ ５
-７２６

―国・県・市民などからのお知らせ―

酒田情報ひろば

山形県事業継続応援給付金

対象／県内の法人および個人事業
主（大企業、政治団体、性風俗産
業、系統出荷による収入を主とす

る個人農林水産業者を除く）▼要

件／以下のすべてに該当する事業
者 ◦県内に本社または本店を置

く法人、個人事業主 ◦令和３年
４月、５月、６月のいずれかの売
り上げが前年同月比または前々年

してください。
問 山形県事業継続応援給付金コー
ルセンター ☎ ０ ５ ７ ０ ０
- ５６ ２２３ 平
( 日午前８時 分～午後
５時 分 )

県外在住の学生へ県産米を提供
します

対象／次の全ての要件を満たす方
◦県内の中学または高校を卒業し
県外大学などに在籍している方

◦県外で生活している方◦保護者
などが県内に居住している方▼内

容／山形県産は
えぬき５キロ㌘

を提供▼申し込
み／下記二次元

コードからやま
がた 申請にアクセス
◆申請には学生証または在学証明
書の写しと住民票抄本の写しを撮
影した画像を用意してください。
問 山 形 県 ふ る さ と 山 形 移 住・ 定
住推進課 ☎０２３ ６
- ３０ ３
-４

2021.8.16

相談

同月比で ㌫以上減少した ◦新
型コロナウイルス感染症拡大防止
対策を実施している ◦今後も事

０７

無料法律相談

日時／９月 日㈯午前 時～午後
３時▼場所／ひらたタウンセンター
▼相談員／東海林正樹弁護士▼申
し込み／東海林法律事務所へ ☎
４３ ６-５９０

▲やまがたe申請

30

10

無料法律相談

20

30

e

30

業を継続する▼給付額／法人 万
円、個人事業主 万円▼申請方法／
９月 日㈭まで必要書類を〒９９
10

絵本を楽しもう！ 「赤ちゃんの
読みきかせ教室」受講者募集
22

50

０ ０
-０２３、山形市松波四丁目
５ -山形県事業継続応援給付金
事務局へ郵送
◆申請書など必要書類については、
県ホームページからダウンロード

18
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30

24

30

12

▲申し込みフォーム

10

日時／９月１日㈬、 日㈬午前
時 分～ 時 分▼場所／交流ひ
ろば▼対象／７か月までの乳児と
保護者▼定員／各日先着５組▼内
容／赤ちゃんと一緒にスキンシッ
プ遊び、読み聞かせのコツなどを

30

10

11

30

日時／９月 日㈮午後１時 分～
４時 分▼場所／市役所２階まち
づくり推進課▼対象／本市、三川
町、庄内町、遊佐町在住か、本市
に勤務先がある方▼定員／先着６
人▼内容／法律に関する相談（本
人のことに限る。申込時に相談の
10

21

学ぶ▼講 師 ／ 絵 本 専 門 士 加 藤
美穂子氏▼費用／無料▼申し込み／

30

11

30

第 回衆議院議員総選挙に
おける立候補届出予定者および
候補者届出予定政党ならびに
出納責任者事務説明会
日時／８月 日㈫午前 時～▼場
所／山形県庁講堂 山(形市 )
問 山形県選挙管理委員会事務局
☎０２３ ６-３０ ２-０８２

前に平日の午前９時 分～午後５
ボトル、スタンプ 個でラーメン
時 に 山 形 県 司 法 書 士 会 酒 田 支 部、 どんぶり（ペア）
、スタンプ 個
小松へ ☎２４ ５-２５０
令和３年度第１回精神障がい者
家族教室
日時／９月 日㈪午後１時 分～
４時▼場所／庄内総合支庁分庁舎
（三川町）▼対象／精神障がい者
を支える家族▼定員／ 人▼内容
／こころの病を抱える方への接し
方、支える家族のこころのケア、
家族同士のフリートーク▼講師／

職場環境改善アドバイザーを無
料派遣します
対象／職場環境の改善、労働者の

三原美雪氏▼費用／無料▼申し込

鶴 岡 市 こ こ ろ の 相 談 員・ 看 護 師

待遇改善などに取り組む、山形県
内の常用雇用１００人以下の企業

50

50

日時／８月 日㈮午後４時～７時
（午後６時に食事を提供）▼場所／

酒調こども食堂（地域食堂）

11

酒 田 調 理 師 専 門 学 校（ 幸 町 二 丁
目）▼対象／市内に在住または通

24

期間／９月２日㈭～ 月 日㈫▼
場所／光ケ丘プール▼対象／医師
から運動制限されていない、健康
指導や運動を進められている成人
▼内容／水泳・アクアウオーキン
グ・アクアビクスから選択▼費用／
30

▲酒田水泳教室
ホームページ

らい館（草津）▼対象／県内在住
の小学５年生以上（中学生以下は
保護者同伴必須）▼定員／先着
人▼内容／鳥海山周辺で林業とイ

日時／９月４日㈯午前９時～午後
３時▼集合場所／鳥海イヌワシみ

鳥 海 イ ヌワシ みらい館×林 野 庁
庄 内 森 林 管 理 署 フィー ルド ワ
も り
ー ク ショップ「 森 林 と イ ヌワ シ
エスディージーズ
ぷらすＳＤＧｓ」

11

ヌワシの保全について学ぶ▼費用／
１人５００円（バス代、保険料、
資料代）▼持ち物／双眼鏡（貸し
出しあり ）
、昼食、飲み物、雨具
▼服装／長袖長ズボン、帽子▼申
し込み／８月 日㈪～９月２日㈭
に、同 館へ ☎ ６ ４ ４
- ６ ８ １、

moukin@raptor-c.com

8

４ 回 分 チ ケ ッ ト ３ 千 円、８ 回 分
チケット５千５００円▼申し込

17

室 ３３ ０
-１
６７

で 店舗達成記念どんぶりとラー
み／８月 日㈫午前 時～参加
メン１杯無料券５枚▼景品引き換
費を添えて光ケ丘プール内酒田
え／ 月 日㈪までの平日午前９
水 泳 教 室 窓 口 ヘ。電 話 で の 予 約
時～午後５時に庄内地区各商工会へ
も可
問 庄内地区商工会広域連携協議
◆教室の詳しい日程表は申し込
会（酒田ふれあい商工会）☎５２
み時に配布し
３０１２
ます。
問 酒田水泳教

30

11

15

10

▼内容／働き方に関わるさまざま
み／９月７日㈫まで庄内保健所地
学している高校生以下（就学前児
な課題、問題などの解決に向けた
域保健福祉課へ ☎０２３５ ６６
童は保護者同伴必須 ）
、同校周辺
助言や情報提供▼アドバイザー／
４９３１
に住んでいる方▼内容／食事やお
労働・社会保険専門の社会保険労
や つ の 提 供、 地 域 の 方 と の 交 流、
庄内マルシェ ラーメンスタンプ
務士▼利用回数／原則２回まで▼
宿題などの学習支援▼費用／一般
ラリー開催中
申し込み／山形県産業労働部雇
３００円、高校生１００円、中学
用・コロナ失業対策課女性賃金向
スマートフォンアプリ「庄内マ
生以下無料▼申し込み／８月 日
上・県内定着推進室 ☎０２３ ６ルシェ」参加店での食事（１会計
㈫まで同校へ ☎２２ ０-３９７
３０ ３-２４５、 ０２３ ６-３０ - 税込み５００円以上）で、スタン
酒田水泳教室 成人フリーチケッ
２３７６
プが貯まります。貯まったスタン
ト水泳教室参加者募集
プに応じて景品を進呈します。
期間／ 月 日㈰まで▼参加店舗／

20

司法書士無料法律相談

25

!!

31

庄内地域のラーメンを提供する飲
食店 店舗（７月１日現在）▼景
品（景品には限りあり）／スタン
プ 個でオリジナルトートバッグ、
スタンプ 個でオリジナルアルミ

16

10

78

10

5

日時／８月 日㈬午後５時～７時
（要予約）▼場所／酒田勤労者福
祉センター▼相談内容／相続、遺
言、土地建物の登記、金銭トラブ
ル、成年後見など▼申し込み／事



30

15

27

31

30

25

13

49

本紙に掲載されている内容は、8月6日現在の情報です。新型コロナウイルス感
染症の影響で、催しが一部変更・延期・中止となる場合があります。
また各催しの感染予防対策については、各問い合わせ先に確認してください。

２０２１眺海の森
夕日ウオーキング参加者募集
日時／９月４日㈯午後４時～７時
（３時 分～受け付け、
雨天決行）
▼場所／生涯学習施設里仁館（新
屋敷）▼対象／どなたでも（小学
生以下は保護者同伴必須）▼定員／

象／どなたでも▼費用／４８０円
◆希望により、教室終了後に別途
３００円で 分のヨガレッスンを （ コ ー ス 使 用 料、 貸 し ク ラ ブ 代、
テキスト代）▼申し込み／８月
受講できます。
日㈬まで酒田市パークゴルフ協会
まちかど健康チェック
事務局へ ☎２４ ０-５２６
日時／８月 日㈭午後２時～３時
酒田水彩画会秋季展
▼場所／浜田コミセン▼対象／ど
なたでも▼内容／血圧、内臓脂肪、 期間／９月３日㈮～９日㈭▼場所／
血管年齢の測定▼費用／無料▼持
ち物／マスク▼申し込み／当日会

総合文化センター
問 高丸 ☎０９０ ２-２７１ １-１
９２

午後５時▼入札場所／同支部１階

執行官室
◆インターネットでも物件情報を
確認できます。

http://bit.sikkou.jp/
問 山形地方裁判所酒田支部 ☎２
３ １-２５３

酒田 の「今」を感じてください

先着 人▼内容／眺海の森７キロ
㍍コース（里仁館発着）▼費用／
１人５００円（保険料ほか）▼持

自筆証書遺言書保管制度を利用
してください

フェイスブック

場へ
問 本間病院友の会 ☎２６ ６-６３１
はじめてのフィッシング！

お知らせします。詳しくは法務局
ホームページを参照してください。

法務局では、遺言者から預けら
れ た 自 筆 証 書 遺 言 書 を 保 管 し て、

相続が開始したときに相続人など
に遺言書が保管されていることを

元コードから
申し込み

http://houmukyoku.moj.go.jp/
yamagata/
◆保 管 申 請 手 続 き は 完 全 予 約 制
です。
問 山形地方法務局酒田支局 ☎２
５ ２-２２１
不動産競売のお知らせ

物件／宅地、建物など▼物件明細

書閲覧期間／９月９日㈭まで▼閲
覧場所／山形地方裁判所酒田支部

インフォメーションさかた

ち物／動きやすい服装、タオル、
飲み物、雨具など（ポールは貸し
出し可）▼申し込み／８月 日㈮
まで同館内みなスポ松山事務局へ
☎６１ ４-３６１

期日／９月 日㈯午前の部、午後
の部▼場所／吹浦漁港（遊佐町）
▼対象／小学生以上（小学生は保
護者同伴必須）▼定員／各 人▼

日 時 ／ ８ 月 日 ㈪、 ９ 月 日 ㈪、
日㈫、 月 日㈪、 日㈪午後
２時～３時 分（以降の開催日に
ついては直接問い合わせ）▼場所／
国体記念体育館▼対象／どなたで

パークゴルフ講習会

７ ２-１６６

問 庄内アソビバプロジェクト ☎７

生涯学習スポーツ活動
参加者募集

費用／５００円（保険料）▼申し
込み／８月 日㈯午前９時～９月
３日㈮午後５
時に下記二次

30

も▼定員／６人▼内容／アクセサ
リー作り▼講師／もみほぐし＆ア
クセサリーの店ジュジュ 高橋沙織
氏▼持ち物／飲み物▼費用／１回
１千円～２千円（材料代）▼申し
込み／平日午前 時～午後４時に
（公財）酒田市体育協会事務局へ

▲応募フォーム

25

▼入札期間／９月２日㈭～９日㈭

問市長公室広報広聴係
☎26-5706

酒田市からのさまざまな情報をお知らせします。
［月曜～金曜日］午前８時～、午後０時２０分～
［金曜日］午後５時４５分～

27

13

30

日時／９月２日㈭午前９時～正午
（８時 分～受け付け、
小雨決行）
▼場所／八森パークゴルフ場▼対

酒田エフエム放送で

Facebook

酒田市公式

災害が起こったら

30

10

30

11

10

2021.8.16

私の街さかた

酒田市広報

9

25

26

25

28

45

30

☎３１ ５
- ５３９

40

28

本紙に掲載されている内容は、8月6日現在の情報です。新型コロナウイルス感染症の影響で、変更になる場合があります。

◆9月3日､22日､10月19日は託児サービスあり。検診受付電話
へ申し込んでください
（定員あり）
。
◆乳がん検診は妊娠中の方は受けられません。
キャンセルの
場合も必ず連絡してください。

子どもの健診・相談

月日

対象

9／9

3か月児
健康診査

受付時間

母子健康手帳、
問診票、
バスタ
おむつ
R3.5／19～31生 オル、

9／7

R2.1／16～
2／2生

9／30

R2.2／3～2／22
生

9／2

H29.12／19～
H30.1／6生

9／17

H30.1／7～28
生

9／28

R2.11／12～30
生

1歳6か月児
健康診査

3歳児
健康診査

9か月児
健康相談

持ち物

R3.5／1～18生

9／28

授乳に関する個別相談ができます。
日時／9月1日㈬、15日㈬の午前9時～午後4時▶対象／本
市に住所がある産後1か月以降の方▶定員／先着4人▶相
談員／助産師▶費用／無料▶申し込み／ぎゅっとへ

●産後の骨盤ケア教室

場所／市民健康センター
健康診査
健康相談等

●母乳ミルク相談室

産後の回復とリフレッシュを目的とした教室です。
日時／9月6日㈪午前10時～11時30分▶場所／中町にぎわ
い健康プラザ▶対象／本市に住所がある産後3か月以上1
年未満の方▶定員／先着10人（託児先着10人）▶内容／
骨盤底筋運動、
ストレッチ体操など▶講師／運動指導者
中村朱氏▶費用／無料▶申し込み／8月24日㈫〜開催日前
の平日午後5時にぎゅっとへ

母子健康手帳、
問診票、
バスタ
午後0時45分
オル、
おむつ
～1時30分

母子健康手帳、
問診票、
バスタ
オル、
尿

母子健康手帳、
午前9時15分
問診票、
バスタ
～10時
オル、
おむつ

●ぎゅっとサロン
子育て支援センターなどを利用してママ同士の交流や赤
ちゃんとのふれあいができます。
また保育に関する相談、
保健
師や助産師、
栄養士の相談もできます。
日時／9月16日㈭午前10時～11時（身長・体重測定希望の
方は午前9時30分～可）▶場所／酒田子育て支援センター
▶対象／妊娠中、子育て中の方と子ども▶定員／5組▶申
し込み／9月10日㈮までぎゅっとへ
◆親子ヨガがありますので、
動きやすい服装で参加してください。

●ぎゅっと土曜日開設

◆上記日程で都合が悪い方は市健康課へ連絡してください。 日時／9月11日、
25日の午前8時30分～正午▶内容／妊娠か
◆乳幼児健康カレンダーは市ホームページに掲載しています。 ら出産子育てに関する相談、
母子健康手帳交付▶申し込み

／開設日前日の午後5時までぎゅっとへ

妊産婦の教室・相談

血液が不足しています。
献血にご協力ください。

●マタニティ教室
コース
Ａコース

開催日 申込開始日
9／5
㈰

内

容

講

師

お風呂の入れ方体験、 助産師、
受け付
妊娠中の栄養のお話、 栄養士、
け中
妊娠中の健康管理
保健師

助産師、運動
パパの妊婦体験、
10／23 9／13 マタニティエクササイズ、 指導者、保健
Ｂコース
㈯
㈪
育メンズ講座、家事シェア 師、男女共同
参画推進員
のススメ

月日
9／1㈬
9／3㈮

小児科医師のお話、産
小児科医師、
受け付 後ママのこころとからだの
助産師、
け中 お話、赤ちゃんのお世話
保健師
体験

時間／午前9時30分～11時30分
（受け付けは午前9時15分～）
▶場所／市民健康センター▶定員／12組▶持ち物／母子
健康手帳、父親手帳、マタニティガイドブック、筆記用具、
飲み物▶申し込み／申し込み開始日〜開催日前の平日午後
5時にぎゅっとへ

◆Bコースは動きやすい服装で参加してください。

午後1時30分～3時30分
午前9時30分～11時30分
午後1時～3時30分

9／15㈬ 午後1時～3時
9／18㈯

9／12
Cコース
㈰

受付時間

9／23㈷

午前9時30分～11時30分
午後1時～3時30分
午前9時～11時30分
午後1時～3時

場所
西荒瀬コミセン
平田総合支所
中平田コミセン
ヤマザワ山居町店
（山居町二丁目）

公益ホール

◆新型コロナウイルス感染症対策を徹底し、安全な献血会
場の運営に取り組んでいます。
◆本年度は400ミリ㍑献血のみの採血となります。
問 市健康課健康係 ☎24-5733
◆献血の会場で骨髄バンクのドナー登録を行うことができます。
問 庄内保健所医薬事担当 ☎0235-66-4738
10

問い合わせ

医療施設

日本海総合病院 ☎26-2001

☎21-5225

松山診療所

☎62-2032

☎24-5733

子育て世代包括支援センター
☎26-4199
ぎゅっと
（市民健康センター内）

日本海八幡クリニック ☎64-3311
休日診療所

市健康課

（市民健康センター内）

日本海酒田
☎23-1111
リハビリテーション病院

検診受付電話 ☎22-6184

八幡総合
支所健康福祉係 ☎64-3113
松山総合
支所健康福祉係 ☎62-2611
平田総合
支所健康福祉係 ☎52-3912

※平日午前8時30分〜午後5時15分

◆電話番号の間違いに注意してください。

職場などの健診がない人は、健康増進のために次の健診を受診しましょう。
年齢や加入している健康保険により健診の受け方が異なりますので、内容を確認して申し込んでください。
発熱など風邪症状がある場合は、健診の受診を控える、健診の予約を変更するなどの対応をお願いします。
地域

集団健診
対象／職場などで健診のない40歳以上の方▶項目／特定
健診、
肺がん検診、
胃がん検診、
ピロリ菌検査
（胃がん検診と
セット）
、大腸がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診、
骨粗しょう症検診、
高齢者健診（75歳以上）
◆検診内容、
費用など詳しくは、
本紙4月16日号または市ホー
ムページを参照するか、
問い合わせてください。
実施日

対象地区

9／13
市内全域
9／21､22､24

場所
市民健康
センター
庄内検診
センター

受付時間
午前7時～10時
胃がん検診／
午前7時～
9時30分

新橋一・二丁目､上
安町一～三丁目､
北新橋一・二丁目､
9／14､15､
富士見
富士見町一～三丁目､
16、17､21、22
コミセン
こあら一～三丁目､
日の出町一・二丁目､
曙町一・二丁目

酒田地域

広野地区

2日､6日､
8日

松原学区

1日､4日､5日

宮野浦学区

9日､10日､
13日､14日

黒森地区

6日､7日

浜中地区

15日､16日

上田地区

26日､27日

17日

日程なし

八幡地域 日向地区

平田地域 山谷・楢橋地区 1日

郡鏡地区

13日､25日

飛鳥地区

29日

◆健診日の10日程度前に案内、
問診票などを送付します。
◆各日程で定員に達していない日への変更は可能です。
◆付き添いが必要な方は、
受付時に申し出てください。

北浜町、松美町、
古湊町、高砂、
高砂一～四丁目、
北新町一・二丁目､ 親子
千日町､北千日堂前､ スポーツ会館
浜松町､光ケ丘一
～五丁目､住吉町､
大浜一・二丁目

若年者健診「Under40」

午前7時～10時
胃がん検診／
午前7時～
9時30分

砂越・砂越
緑町コミセン

9／1､2

砂越

9／6

山楯､中野目､郡山､
桜林､桜林興野､
石橋､天神堂､
泉興野､堀野内､
ひらた
三之宮
タウンセンター

9／7

楢橋､飛鳥

9／8

飛鳥

午前7時～
9時30分
胃がん検診／
午前7時～
9時

女性のみ

9／3、10／19

●集団婦人科検診
場所／庄内検診センター（東町一丁目）
▶受付時間／正午～
午後0時30分
対象（職場などで
検診のない方）
20歳以上

民登録をしている40歳以上の方▶費用／加入する健康保険、
受診する項目によって異なる
（詳しくは問い合わせてください）

2021.8.16

実施日
10／20

実施日

場所／庄内検診センター（東町一丁目）▶対象／本市に住

私の街さかた

対象
男性のみ

節目の年齢の方や女性のための検診

一般ドック（庄内検診センター）

酒田市広報

場所／庄内検診センター（東町一丁目）▶受付時間／午前
9時～10時、
午後1時～1時30分▶対象／職場などで健診の
ない16歳～39歳の方▶健診項目・費用
（当日持参）／基本
健診・1,800円、
骨粗しょう症検診（女性のみ）
・700円

◆上記日程で受診できない場合は、集団健診日程でも受診できます
（市民健康センターと庄内検診センターが会場の日は受診不可）。
◆託児サービスあり。検診受付電話へ申し込んでください（定員あり）。

平田地域

11

10月
12日､28日

アンダー・フォーティ

酒田地域

9／27､28､
29、30､
10/1､4､5

9月

市内全域 日程なし

9／3、7、21、 40歳～49歳
22、24
マンモグラフィ併用
10／8､16､ （2方向）
19､20
50歳～64歳
◆9／3、
マンモグラフィ併用
10／19は （1方向）
若年者健診と
同日の検診｡ 65歳以上
マンモグラフィ単独
（1方向）

検診項目
子宮頸がん検診

乳がん検診

費用
受診方法
（当日持参）
1,000円

申し込みをし
2,000円 た方に問 診
票を送付しま
す
（1週間前）
。
1,400円 内容をよく確
認して 当 日
受診してくだ
900円 さい。

30 ５

11

30

No.380

羽州庄内松山城薪能

9

花 の能

日時／ 月
日㈯
午後 時 分 〜
時 分

場所／松山歴史公園
多目的広 場 内 特 設 舞 台

あ だ ち がは ら

︵雨天時は松山農村環境改善センター︶

ぶ す

﹁附子﹂︑能﹁安達原﹂
演 目／狂言

７

第39回

呈茶／午後3時〜5時15分
入場料（呈茶含む）／
当日券 2,200円（前売券 2,000円）
入場券取り扱い／
松山文化伝承館、松山城址館、松嶺コミセン、
松山総合支所、
総合文化センター、
希望ホール
松山文化伝承館 ☎62-2632／松山総合支所 ☎62-2611

9月18日は

バックスタンド自由席の観戦チケットを
お得な価格で販売します。

モンテディオチケット、楽天チケット、ＮＤソフトスタジアム当日券売場、

選手

または9月17日㈮まで酒田市体育振興会事務局（市スポーツ振興課内）
へ
入場券
取り扱い ◆免許証など、住所が確認できるものを持参してください。

選手

47,328人（-20）

総人口／99,239人

©MONTEDIO YAMAGATA

市スポーツ振興課スポーツ振興係 ☎43-6651

世帯数／42,521（+13）

51,911人（-35）

［令和3年7月31日現在］
（ ）
内は対前月増減数。

康太

日時／9月18日㈯ 午後7時キックオフ 場所／ＮＤソフトスタジアム山形（天童市）
対象／本市在住・在勤の方
対戦／京都サンガF.C.
入場料／一般 1,500円、高校生以下無料

怜大

酒田市の

人口

本市アンバサダー山田

酒田市応援デー

本市アンバサダー松本

印刷／協同組合未来創造印刷研究会

［2021年8月16日発行］

発行／酒田市

◆新型コロナウイルス感染症対策のため、
入場は庄内地域在住の方に限ります。

パパとママの宝物 ！
大好きだよ
6か月／亀ケ崎一丁目

八幡総合支所

〒999-8292 酒田市観音寺字寺ノ下41番地
☎0234-64-3111（代表）
FAX.0234-64-3110

松山総合支所

〒999-6861 酒田市字山田27番地の４
☎0234-62-2611（代表）
FAX.0234-62-2618

平田総合支所

〒999-6711 酒田市飛鳥字契約場30番地
☎0234-52-3111（代表）
FAX.0234-52-3116

すみれ

佐藤 菫ちゃん

弘樹さん、早希さんの長女

掲載赤ちゃん
募集中

ハイハイするの
楽しいな♪
10か月／御成町

石垣 すずちゃん

周さん、やよいさんの長女

▲申し込みホームページ
おおむね2歳未満の赤ちゃんが
対象です。
申し込みは市長公室
広報広聴係へ ☎26-5706

本紙に関するご意見、
ご要望をお寄せください。
酒田市市長公室 ☎ 0234-26-5706（直通）
FAX.0234-26-3688
広報広聴係
koho@city.sakata.lg.jp

ごみ減量キャンペーン実施中!

ごみ

を減らしましょう!
7月のごみの量

3,300㌧
前年同月に比べて

‑165㌧

「この調子だのん！」

スイカやメロンが
おいしい季節だのん︒

〒998-8540 山形県酒田市本町二丁目２番45号
☎0234-22-5111（代表）
FAX.0234-26-3688

できれば
皮は干してから
もやすごみ袋へ！

酒田市役所

