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ワクワクするね
さかたのミライ
Contents -もくじ ２ 令和3年度の各表彰が決まりました
６ 10月31日㈰（飛島地区は29日㈮）は第49回衆議院議員総選挙・
最高裁判所裁判官国民審査、酒田市議会議員選挙が同時に
行われます

10月9日 ペタペタ！ワクワク！
ミライのさかたをつくっちゃおう！
！

令和3年度の
各表彰が決まりました
問【功労表彰・市民表彰】
市長公室行政改革係 ☎43-8321
【農業賞】
市農政課総合農政係 ☎26-5792
【庄内文化賞】
市社会教育文化課文化芸術係 ☎24-2982

功労表彰および
市民表彰

功 労 表 彰

功 労 表 彰

昇氏

［教育・学術興隆］

就任され︑今日まで東平田保育園︑デイサービスセ

寄与されました︒

卓越したリーダーシップにより大学の発展に大きく

クォーター
︵４学期︶
制の導入やグローバル人材育

成の強化︑メディア情報コースの設置など﹁庄内か

虐待防止や︑その時々の保育園・認定こども園など

積極的に取り組まれました︒勉強会などでは︑児童

連絡協議会の会長に就任され︑法人間の連絡調整に

続きグローバル人材育成に取り組まれるとともに︑

学長退任後も︑市国際交流協会の会長として引き

され︑総合計画策定に先導的な役割を果たされました︒

した︒平成 年には市総合計画審議会の会長に就任

ら日本の教育を変える大学づくり﹂に取り組まれま

を取り巻く諸問題を取り上げ︑会員相互での情報の

同大学地域共創センター長として学生の地域活動を

また平成 年に酒田市法人保育園・認定こども園

れてきました︒

営に当たり︑豊富な知識と指導力・実行力を発揮さ

ンターあずま︑特別養護老人ホームあずまなどの運

平成 年に東北公益文科大学の学長に就任され︑

77歳／秋田市

平成 年に社会福祉法人東平田福祉会の理事長に

26

族のニーズに応え︑園児と高齢者との世代間交流事

東平田福祉会においては︑地域や利用者および家

られ︑洋上風力発電のあり方に係る地域の合意形成

域協調型洋上風力発電研究・検討会議の座長を務め

支援されております︒また平成 年からは山形県地

にご尽力されております︒
をされました︒

【主な経歴】
平成 年４月／東北公益文科大学 学長
平成 年６月／酒田市総合計画審議会 会長
平成 年７月／山形県地域協調型洋上風力発電研究・検討
会議 座長

の貢献をされました︒

このように︑本市の教育および学術の興隆に多大

【主な経歴】
平成 年６月／社会福祉法人東平田福祉会 理事長
平成 年６月／酒田市法人保育園・認定こども園連絡協
議会 会長

このように︑本市の社会福祉の向上に多大の貢献

なっております︒

業にも積極的に取り組まれ︑地域のよりどころにも

28

広く公共の福祉や市
勢の発展に尽力され︑
功労が特に顕著な個人
または団体︑市民の模
範となる篤行者︑市民
生活の向上や公共的活
動に尽力した方を表彰
するもの
［社会福祉］

共有︑会員の資質向上にご尽力されました︒

22

農業賞

弘氏

吉村

30

初代酒田農業協同組
合組合長 伊藤惣治郎
氏の遺志により遺族か
ら寄付された基金をも
とに制定されたもので︑
農業振興に積極的に取
り組み︑他の模範とな
る個人または団体を表
彰するもの

78歳／関

佐藤

30 28 26

庄内文化賞
庄内地方に居住し︑
学術︑美術︑音楽︑演
劇︑舞踊などの活動に
おいて︑優れた成果を
挙げた個人または団体
を表彰するもの

13

22 13
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令和 年度の各表彰が決まりました

［住民自治］

の再編の検討に当たり勉強会を立ち上げ︑取りまと

地区自治会長会の会長に就任され︑地域の公共交通

また同年に松山地域協議会の会長に就任され︑合

と強い責任感で地域住民のために活躍されてきました︒

山地区自治会連合会の会長に就任され︑豊富な知識

併後における地域の課題や方向性を明確にし︑地域
住民と行政の連携を推進し︑地域の将来あるべき姿
松山地域観光物産事業実行委員会の設立にもご尽

の実現に向けて︑まとめ役として力を発揮されました︒

興会の会長として組織をまとめてこられ︑移住お試

力され︑委員長として松山地域の観光振興にも力を

間地域の活性化については︑合併前からの平田地域

平田地域協議会委員としても活躍され︑特に中山

統合準備委員会とそれぞれの教育・文化分野で地域

発信︑松山能の後継者育成・伝承︑地域内３小学校

また松山藩荻野流砲術隊︵火縄銃の演武︶の復活・

注がれております︒

の大きな課題であると捉え︑個々の課題解決のため

の先導役としてもご尽力されております︒
をされました︒

このように︑本市の住民自治の推進に多大の貢献

をされました︒

【主な経歴】
平成 年４月／松山地区自治会連合会 会長
平成 年４月／松山地域協議会 会長

このように︑本市の住民自治の推進に多大の貢献

の提言を行い︑地域の活性化に貢献されました︒

事業にも取り組まれました︒

し住宅の運用に積極的に携わるなど︑地域を挙げた

ニティ振興会発足にご尽力され︑平成 年から同振

また平成 年からの砂越・砂越緑町地区のコミュ

のために力を尽くされてきました︒

められるなど︑豊富な知識と強い責任感で地域住民

平成 年に片町南自治会の会長の就任と同時に松

［住民自治］

【主な経 歴 】
平成 年 ４ 月 ／ 砂 越 ・ 砂 越 緑 町 コ ミ ュ ニ テ ィ 振 興 会 会 長
平成 年 ４ 月 ／ 平 田 自 治 会 長 会 会 長

［社会福祉］

母子福祉の向上を図るため設立
された現在の酒田市母子福祉ねむ
の木会に︑昭和 年に入会されて
以来︑母子部長︑副会長などを歴
任され︑平成 年からは会長に就
任され︑会の中心的な役割を担っ
てこられました︒
また山形県母子寡婦福祉連合会
においても︑会長などの要職を務
められました︒
会員の交流や親子ふれあいレク
リエーション事業をはじめ︑自主
財源確保のための自動販売機・コ

56

市 民 表 彰

満氏

83歳／若竹町

小松

和夫氏

功 労 表 彰

76歳／字片町

小田

力氏

功 労 表 彰

76歳／砂越

佐藤
平成 年に砂越自治会の会長に︑平成 年に平田

27

27 27

インランドリー事業や︑母子世帯
の生活環境向上を目指した陳情活
動など︑会の円滑な運営や母子世

帯の生活環境の向上にご尽力され
ました︒

このように︑本市の社会福祉の
向上に多大の貢献をされました︒

2021.10.16

私の街さかた

酒田市広報
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【主な経歴】
平成 年４月／酒田市母子福祉ねむの
木会 会長

19

25

26 25

教員退職後︑豊富な知識と人脈
で平成 年に特定非営利活動法人
教育力アップやまがたを設立し︑
理事長として︑子どもの健全育成
事業などに取り組んでこられました︒
平成 年からは︑本楯婦人会の
会長と酒田市婦人会連絡協議会の
会長に就任され︑婦人会活動の発
展にご尽力されるとともに︑平成
年には酒田市交通安全母の会の
会長に就任され︑交通安全活動の

動に多大の貢献をされました︒

このように︑本市の交通安全の
推進および公益活動の発展に多大
の貢献をされました︒

市 民 表 彰

市 民 表 彰

71歳／光ケ丘

文男氏

美博氏

酒田市スポーツ推進委員として︑
年という長きにわたり︑生涯ス
ポーツの振興にご尽力されました︒
平成 年には同推進委員会の副
会長に就任され︑各種大会行事の
企画や組織運営などにおいて中心
的な役割を担うとともに︑スポー
ツ推進委員の後継者の指導・育成
にも貢献されました︒
また十坂地区体育振興会の会長
として︑地区の健康体力づくりや
ニュースポーツの普及などを先導
され︑また市民体育祭では︑地区

平成３年に酒田市子ども会育成
連合会の副会長に︑平成 年から
は会長に就任され︑長きにわたり︑
未来を担う青少年の健全育成に資
する活動に確固たる情熱をもって︑
精力的に取り組んでこられました︒
その真摯な姿勢は︑同じ構成員
の模範ともなり精神的支柱として
結束して目標に向かって活動する
原動力となりました︒
山形県子ども会育成連合会にお
いても︑副会長などの要職を務め
られました︒

【主な経歴】
平成 年４月／酒田市スポーツ推進委
員会 副会長

に多大の貢献をされました︒

また青少年指導センター運営委
員会︑酒田海洋少年団︑交通安全
推進協議会などの各委員も引き受

［青少年健全育成］

を率いて６年連続優勝を果たすな
ど︑スポーツによる地域コミュニ
ティーづくりに積極的に取り組ん

［体育振興］

けられ︑青少年分野全般において
ご尽力いただきました︒

21

でこられました︒
このように︑本市の体育の振興

須田

市 民 表 彰

昭和 年に県農業基本調査に従
事して以来︑ 年の長きにわたり︑
統計調査員としての実績を重ねら
れ︑これまで実に 回を数える調
査に携わってこられました︒
特に︑国勢調査は︑昭和 年か
ら連続 回従事されました︒
調 査 に あ た っ て は︑ そ の 重 要
性・必要性について十分に認識し︑
調査対象世帯への丁寧な説明と︑
他の調査員の模範となる精度の高

［交通安全・公益活動］

中心的な存在として牽引してこら
れました︒
さらに︑酒田市消費者団体連絡
協議会の会長や本市各種審議会委

20

い活動に取り組まれました︒
また平成 年に旧松山町統計調
査員協議会の副会長に︑平成 年
に酒田市統計調査員協議会の副会

［統計調査］

【主な経 歴 】
昭和 年２月／山形県統計調査員
平成 年４月／酒田市統計調査員協議
会 副会長

71歳／錦町

加藤

市 民 表 彰

享年75歳／本楯

道子氏
故 佐藤

正義氏
45

19

【主な経歴】
平成 年５月／酒田市子ども会育成連
合会 会長

このように︑本市の青少年健全
育成に多大の貢献をされました︒

25

77歳／臼ケ沢

若松

員など多くの要職を務められまし
たが︑令和３年２月にご逝去され
ました︒

59

長に就任され︑調査員確保と後進
の育成にご尽力されました︒
このように︑本市の統計調査活

26

【主な経歴】
平成 年４月／酒田市交通安全母の会
会長

25

52

13

21

26

25

25

44
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19 44
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令和 年度の各表彰が決まりました

賞

庄内文化賞

他の調査員の模範となる精度の高
い活動に取り組まれました︒
また酒田市統計調査員協議会の

昭和 年に国勢調査に従事して
以来︑ 年の長きにわたり︑統計
調査員としての実績を重ねられ︑
これまで実に１３９回を数える調
査に携わってこられました︒
このうち︑工業統計調査に 回︑
国勢調査に８回従事されたほか︑
石油等消費構造統計調査︑商業統
計などの多様な調査に精力的に参
画されました︒
調 査 に あ た っ て は︑ そ の 重 要
性・必要性について十分に認識し︑
調査対象世帯への丁寧な説明と︑

校医として従事され︑また養護老
人ホーム入所判定委員会の委員と
して入所申請者の審査に当たられ

平成 年から酒田市福祉事務所
の嘱託医として︑生活保護の適正
な実施のため︑受給者への医療扶
助の支給に必要な審査業務に従事
され︑福祉支援を必要とする市民
生活の安定と健康維持にご尽力い
ただきました︒
また生活保護受給者への適切な
健康指導の推進を図るため︑酒田
市福祉事務所職員をご指導いただ
くなど︑人材育成にも貢献されま
した︒
さらに︑酒田看護専門学校の学

型農業の推進とトップブランド米
の生産振興に精励する姿勢は他の

心的な役割を果たされています︒
生産組織や農業関係団体の指導
的地位を担うとともに︑環境保全

酒田市農業委員を務められたほ
か︑現在は庄内みどり農業協同組
合理事として組織の運営と発展に
ご尽力されています︒
自身の営農では︑八幡共乾施設
特別栽培米部会の会長として特別
栽培の普及拡大や水田ごとの葉色
診断により食味の推測を実施する
ことで良食味の均一化を図るブラ
ンド米の生産に取り組まれました︒
また八幡地域農業振興協議会の
会長を長く務められるなど︑地域
農業においてもリーダーとして中

このように︑吉野弘氏の詩の朗
読活動を通じて本市の文化芸術振

はもとより全国的な活動へと拡大
していき︑詩人吉野氏の詩を大い
に普及させることとなりました︒

代で本市出身の詩人吉野弘氏
の詩に出会って深く感動し︑心か
ら共感をもって詩の持つ﹁優しさ﹂
と﹁強さ﹂を伝える朗読会を企画
開始され︑吉野氏の詩の魅力の普
及にご尽力されました︒
さらに︑吉野氏の詩を未来に伝
えるため︑小中高生はもちろん︑
東北公益文科大学においても朗読
指導を行い︑次世代育成にも熱意
を注がれました︒
こうした詩の普及活動は︑多く
の人々の共感を巻き起こし︑市内

顕著です︒
平成 年６月／庄内みどり農業協同組合理事

36

【主な経歴】

平成 年４月／八幡共乾施設特別栽培米部会 会長

【主な経歴】
昭和 年／酒田詩の朗読会を発足
平成 年／第 回「全国豊かな海づく
り大会」において天皇皇后両陛下の御
前にて朗読披露

るなど︑市民の健康福祉の増進全
般に寄与されております︒

業

［芸術文化（朗読による詩の普及）］

役員も長く務められ︑調査員確保
と後進の育成にご尽力されました︒

［農業振興］

興に大きく貢献された功績は誠に
顕著です︒

［社会福祉］

農業者の模範であり︑地域農業の
振興と発展に寄与した功績は誠に

農

孝子氏

66歳／緑ケ丘

阿蘇

康晴氏

市 民 表 彰

72歳／大島田

佐藤

市 民 表 彰

66歳／新井田町

尚人氏
山本
このように︑本市の社会福祉の
向上に多大の貢献をされました︒

［統計調査］

このように︑本市の統計調査活
動に多大の貢献をされました︒

10

28 61

2021.10.16
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70歳／北今町

【主な経歴】
平成 年４月／酒田市福祉事務所嘱託医
4 10

31

兼子やす子氏
【主な経 歴 】
昭和 年 月／総務省国勢調査員
平成 年 月／ 酒田市統計調査員協議会
理事

29 16

酒田市広報
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35 60

23 60

入場整理券は、世帯主宛てに郵

時～午後７時 ）
、飛島地区は
㈮午前７時～午後４時

期日前投票

簿に登録されている市町村選挙管
理委員会に請求して交付された投

◆該当する方が転入・転出先で不
在者投票をする場合は、選挙人名

前住所地で投票できます（前住所
地での不在者投票もできます）
本市から他市町村へ転出した方／
本 市 で 投 票 で き ま す。 期 日 前 投
票・不在者投票もできます

お住まいの地域にかかわらず、
どの期日前投票所でも投票できま

こんなときどうすればいいの？

●７月 日以降に住所を異動した
場合の投票
市内で転居した方／投票所入場整
理券に記載されている投票所で投
票できます
他市町村から本市へ転入した方／

入院・入所中の病院や老人ホーム
（県指定施設のみ）で不在者投票

などの理由で歩くことが困難な方は、

の補助員が付き添い、代筆します。
◆家族や付添人、後見人の方が本
人に代わって記入・投票すること
はできません。
●入院、入所中の方の不在者投票
病気やけが、妊娠、体が不自由

わせてください。
●字が書けない方の投票
身体が不自由などの理由で字を
書くことができない方は、投票所
で係員に知らせてください。２人

送となりますので、早めに問い合

者投票
滞在地の市区町村選挙管理委員
会で投票を行うことができます。
投票用紙の請求、交付など全て郵

●出張や進学など滞在先での不在

す。ただし、飛島地区在住の方は
月 日㈭までの受け付けです。
期日前投票所
市役所７階
７０３会議室

開設日時

票用紙などを、現住所地の選挙管
理委員会に持参して不在者投票を
行います。

月 日㈰（飛島地区は 日㈮）は第 回衆議院議員総選挙・最高
裁判所裁判官国民審査、酒田市議会議員選挙が同時に行われます
問 市選挙管理委員会事務局 ☎２６ ５-７６５

衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査について

日時／ 月 日㈰午前７時～午後
８時（日向コミセン、升田公民館、

送します。圧着式のはがき１枚に
家族６人分が印刷されていますの

投票の日時と投票所

大沢コミセン、曙自治会館、南部
コミセン、田沢コミセンは午前７

投票所入場整理券は 月 日㈭
ごろから郵送します

日

で、裏側から開き、自分の分を切
り離して持参してください。
◆入場整理券がなくても、選挙人

ホール

平田総合支所３階
３０２号室
東北公益文科大学
公益ギャラリー

月 日㈬、
日㈭
午前 時～
午後７時

観音寺コミセン
月 日㈬～
第１・第２会議室
日㈯～
松山農村環境改善センター 午前８時 分～
午後８時

30

21

名簿に登録されている人であれば
投票できます。投票日までに入場

30 10

28 10

◆飛島地区の方の期日前投票、不
在者投票は 月 日㈭までです。
28

49

10

整理券が届かないときや紛失した
ときは、投票所で係員に申し出て
ください。

20

27

10

投票所／投票所入場整理券に記載
されている投票所
◆投票所が変更している地区があ

年齢／平成 年 月 日までに生
まれた方
住所／７月 日㈰までに本市で住
民票が作成された方

11

10

29

選挙公報は 月 日㈮ごろから

22

りますので、必ず入場整理券で投
票所を確認してください。

1

定期船
（客船）
の運航時刻が変わります

45

月 日㈮は飛島地区の投票箱
各家庭に配布します
搬送のため、飛島発時刻が午後４時
分、酒田着５時 分に変わります。
視覚障がいのある方に音訳テー
プやＣＤを送付しています。必要
問 市定期航路事業所 ☎２２ ３９１１
な方は市選挙管理委員会まで連絡
投票できる方
してください（本紙の音訳テープ
またはＣＤが送付されている方は
連絡不要）
。
◆視覚障がいのある方にこの制度
について知らせてください。

10

29

31

15

18

28

19

31

10

29

10

10

10

30

6

を行うことができます。各施設に
早めに申し出てください。
対象施設／日本海総合病院、日本
海酒田リハビリテーション病院、

箱に入れる際も間違いのないよう
に注意してください。

開票

◆市ホームページでも開票状況を
掲載します。

新型コロナウイルス感染症対策
・投票所では出入口への手指消毒

同じ投票日になりますので、
次の点に注意してください

●投票所入場券の発送
衆議院議員総選挙用と酒田市議

会議員選挙用の２種類を発送しま
す（発送日は異なります）
。両方

の投票をする際は入場券も２種類
持参してください。
●期日前投票の期間が異なります

日

【衆議院議員総選挙】 月 日㈬～
日㈯

【 酒田市議会議員選挙 】 月
㈪～ 日㈯

◆ 月 日㈬～ 日㈰は酒田市議
会議員選挙の期日前投票はできま

確定予定時間

せん。
●開票結果の確定時間が遅れます
４種類の開票を同時に行うため、
結果の確定が通常選挙に比べて大
幅に遅れます。目安は次のとおり
です。
種 類

月１日㈪
午前２時ごろ

東北公益文科大学履修証明プ
ログラム 情報セキュリティ論

問【補助について】市企画調整課
企 画 調 整 係 ☎２６ ５-７０４、
【プログラムについて】同大学
入試事務室 ☎４１ １-１１８

日時／ 月 日～令和４年１月
日の毎週月曜日午前８時 分～

時 分（全７回）
場所／同大学（飯森山三丁目）

11

本間病院、山容病院、酒田東病院、 日時／ 月 日㈰午後９時～
芙蓉荘、サン・シティ、サン・シ
場所／市体育館
ティⅡ、サンハイツ酒田、ライフ
ケア黒森、小規模特養ライフケア
黒森、かたばみ荘、ケアハウスふ
るさと、幸楽荘、さくらホーム、
寿康園、シェ・モワ、明日葉、う

午 前 中、 期 日 前 投 票 は 直 前 の 金
曜・土曜日が特に混みます）
・持参した鉛筆を使用できます

らら、徳田山、さくらホーム広野、 液の設置、記載台などの消毒、定
期的な換気などを行います
ひだまり、かたばみの家、花浜
・入場・退場の際の手指消毒、マ
●郵便などによる不在者投票
身体に重度の障がいがある方は、 スクの着用、混雑時間帯を避けて
の来場をお願いします（投票日は
障がいなどの程度によって、在宅
で投票を行う「郵便等による不在
者投票制度」が利用できます。事
前に「郵便等投票証明書」の交付
を受け、 月 日㈬までに投票用

・感染者で自宅療養者・宿泊療養
施設利用者は、特例郵便等投票を
利用できます。詳しくは市選挙管
理委員会へ問い合わせてください
（濃厚接触者は対象になりません）

酒田市議会議員選挙について
衆議院小選挙区

月１日㈪

申し込み／ 月 日㈪～ 月５日
㈮に同大学入試事務室へ ☎４１ -

受講料１万円、保険料１千３６０円

費用／検定料３千円、入学金２万円、

ている情報セキュリティについて、
その脅威と対策手法を学ぶ

対象／高校卒業以上の社会人
内容／情報社会において課題となっ

30

10 31

１１１８
◆詳細は同大学ホームページを参
照してください。

◆本市に勤務先がある方を対象に
受講料などの費用を半額補助する
酒田市リカレント教育促進補助金
を設けています。詳細は市ホーム
ページを参照してください。

▲同大学
ホームページ

紙の請求を行う必要がありますの
で、早めに市選挙管理委員会へ相
談してください。
詳しくは、本紙 月 日号また
は市ホームページを参照してくだ
さい。

投票の際の注意点

最高裁判所裁判官国民審査 午前４時ごろ

衆議院比例区・

45

11

25

20

10

月１日㈪
午前４時ごろ

25

24

29

10

30

20

酒田市議会議員選挙

2021.10.16

私の街さかた

酒田市広報

7

1

10

11

11

11

10

30

10

酒田市議会議員選挙について詳
しくは、本紙 月 日号または市
ホームページを参照してください。
1

27

10

31

10

10

投票用紙には小選挙区は候補者
名を、比例区は政党名を記入して
ください（投票用紙を間違えると
無効投票になります ）
。また投票

▲市ホームページ

本紙に掲載されている内容は、10月11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。各催しに参加する際は、マスクの着用など感染予防対策に
ご協力お願いします。詳細は各問い合わせ先に確認してください。
市政ピックアップ

新型コロナワクチン関連のお知らせ
問市新型コロナワクチン予約・相談窓口 70120-362-350

本市では、12歳以上の市民の約85％が11月末までに２回の接種を終える見込みです（10月11日時点
の接種実績と予約状況より）。また集団接種の予約枠にも十分な余裕があることと、国・県からのワ
クチンの配分量を踏まえ本市のワクチン接種は次のとおりとします。
◦集団接種は10月31日接種分で１回目の接種を一時停止
◦個別接種は11月₉日接種分で１回目の接種を一時停止
◆ワクチン接種を希望する方は、できるだけ下記の期間内に接種を終えるようお願いします。

●集団接種

集団接種ではワクチンの配分量と、現在の接種予約状況を踏まえ、10月31日接種分で１回目の接種
を一時停止します。集団接種を希望する方は、下記の予約受付期間中に予約してください。
①10月23日㈯午前8時30分〜午後0時45分
実 施 日
②31日㈰午前8時30分〜午後0時45分
（1回目接種日）
（20日、21日、24日は実施しません）
場

所

平田農村環境改善センター

対

象

接種日当日に満12歳以上の方

予約受付期間
申し込み

①
【10月23日分】10月19日㈫午後11時59分まで
②
【31日分】10月19日㈫午前9時～27日㈬午後11時59分
接種券を手元に準備し、新型コロナワクチン予約・相談
窓口（午前9時～午後5時。土曜・日曜日、祝日含む）
70120-362-350、またはインターネットから

ラ イ ン

LINEでは

市公式

新型コロナに関する情報や、
ワクチン関連の迅速な情報
提供を行っています。

◆2回目の接種日は、1回目の3週間後の日付で同時予約されます。
◆18歳以下の方は原則保護者同伴です。

●各種支援
予約代行

交通補助

託

自
 分で予約することが困難な方を
対象に市役所1階窓口と各総合支
所で予約手続きを代行しています
（平日午前8時30分～午後5時。
ただし予約開始日は午前9時～）

 団接種会場までの交通手段が
集
ない方を対象に無料送迎バス（接
種予約時に申し込み）やタクシー
料金補助（対象要件あり）を行っ
ています

児

 学前児童の保護者
就
を対象に土曜日午前
の部に託児を実施し
ています（接種予約
時に申し込み）

●個別接種

個別接種では11月9日接種分で1回目の接種を一時停止します。個別接種を希望する方は、お早め
にかかりつけ医療機関へ相談してください。
対

象

接種日当日に満12歳以上のかかりつけ患者（風邪な
どをひいた際に通院している方も含みますが、医療
機関によっては定期的に通院している方のみが対象
となる場合があります）

申し込み
個別接種実施医療機関へ
◆原則電話申し込み不可。
◆医療機関によって申し込みを終了
している場合があります。

●上記期間内に接種できなかった方の接種について

予約や接種方法などについては、
本紙11月1日号でお知らせします。

8

新成人対象者への新型コロナウ

問 市社会教育文化課社会教育係
☎︎
２４ ２-９９２

令和３年酒田市成人式・令和
４年酒田市成人式のお知らせ

を持つ方がスマートフォンなどの
画面操作から１１９通報を行える

聴覚、言語・発声機能に障がい

問 酒田地区広域行政組合消防本部
通信指令課 ☎６１ ７-１１６

「ＮＥＴ１１９」緊急通報システ
ム登録・説明会を開催します

行う転出届を、やまがたｅ申請を
利用してオンラインで申請ができ

本市から市外へ住所を移す際に

問 市民課住民係 ☎２６ ５-７２３

転出届のオンライン申請を
開始します

場所／総合文化センター
対象／本市、庄内町、遊佐町在住

が必要です。
◆やまがたｅ申請の利用者登録が

必要です。またマイナンバーカー
ドとカードに署名用電子証明書が
設定されている必要があります。

お問い合わせ

納期限

イルスワクチン接種が全国的に遅
れていることや、式典を安全に開

るようになります。
催することが困難であることから 「ＮＥＴ１１９」緊急通報システ
利用開始／ 月 日㈪午前９時～
令和３年酒田市成人式を中止、令
ムを導入します。
手続き方法／やまがたｅ申請から
和４年酒田市成人式を延期します。 ●事前登録・説明会の開催
●令和３年酒田市成人式
【中止】
利用にあたり事前登録が必要です。 手続き
◆中止の通知は、現在本市在住お
日時／ 月７日㈰午前 時～正午、 ◆手続きにはマイナンバーカード
午後２時～４時のいずれか
よび中学校卒業時に本市に在住し
ていた方へ発送しました。
●令和４年酒田市成人式
【延期】
変更前期日／令和４年１月９日㈰

か 通 学・ 通 勤 し て い る 聴 覚 や 言
語・発声機能に障がいがあって障
がい者手帳を持っている方

10

◆詳細は市ホームページを参照し
てください。

問市長公室広報広聴係
☎26-5706

18

▲やまがたe申請
酒田市電子申請
サービス

10

内容／事前登録、使用方法の説明
（練習通報あり）
費用／無料
持ち物／登録するスマートフォン

酒田 の「今」を感じてください

個人市県民税
（普通徴収）
第3期
市納税課管理係 ☎26-5720
国民健康保険税
（普通徴収）
第4期
11/1㈪ 市介護保険課事業管理係 ☎26-5363
介護保険料 第7期
後期高齢者医療保険料第4期
市介護保険課高齢医療係 ☎26-5729
合併処理浄化槽事業分担金第1期
上下水道お客さまセンター ☎22-1811
◆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
◆スマートフォンを使った納付LINE Pay（請求書支払い）
、PayPay（請求書払い）もできます。
◆合併処理浄化槽事業分担金は、
コンビニエンスストアでの支払い、
スマートフォンを使った納付ができません。

Facebook

種別

フェイスブック

変更後期日／４月 日㈯
場所／希望ホール
対象／本市在住または本市出身の
平成 年４月２日～平成 年４月
１日生まれの方

10

または携帯電話、利用登録申請用紙

市税などの納期

酒田市公式

14

◆延期の通知は、現在本市在住お
よび中学校卒業時に本市に在住し

11

30

ていた方へ 月下旬に発送予定で
す。なお詳細は内容が決定次第、
市ホームページなどでお知らせし
ます。

25

13

11

申し込み／当日会場へ
◆障害者手帳の交付を受けている
方には各市町福祉担当課より通知
書を郵送しています。
利用開始／事前登録完了後、 月
日㈭～
◆登録・説明会以降に登録を行い
たい方は問い合わせてください。

2021.10.16

私の街さかた

酒田市広報

9

本紙に掲載されている内容は、10月11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。各催しに参加する際は、マスクの着用など感染予防対策に
ご協力お願いします。詳細は各問い合わせ先に確認してください。
市政ピックアップ

お知らせ
令和３年長野県茅野市土石流災
害義援金を受け付けています
場所／市役所１階福祉課、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 ５７３１
親子ふれあいサロン２休館
【終日休館】 月 日㈭
◆親子ふれあいサロン１は開館。

問 市農林水産課林業振興係 ☎４
３ ８-７０８

住宅リフォーム総合支援補助金

とうかん

み／期間中、市立図書館の資料を
５点借りるごとに発行される応募
券に希望する付録の番号を記入し、
中央図書館、八幡分館、ひらた図

書センター内にある応募箱に投函

▼抽選結果発表／ 月 日㈮

◆プレゼントする付録は、応募箱
がある図書館に展示します。

問 中央図書館 ☎２４ ２-９９６

募集

酒田市スポーツ教室 バドミント
ン（夜の部）

▼対象／社会人、小中学生
（親子）
▼
定員／ 人程度▼内容／基本から

試合ができるまで▼費用／８００円
（保険料）▼申し込み／ 月 日
㈭までの平日午前 時～午後４時
に（公財）酒田市体育協会事務局

10

る場合は事前に連絡しますのでご
協力をお願いします。なお調査に
関わらず、家屋を解体した場合、
用途を変更した場合などは随時知

してください。
問 市建築課確認審査係 ☎２６ ５７４９

住宅の雪対策（雪止めの交換や
らせてください。
敷地内に融雪設備設置工事など）
問 市 税 務 課 固 定 資 産 第 一・ 第 二
にも利用できま
係 ☎２６ ５７１５～５７１７
す。工事着手前
令和３年度地価調査結果の公表
に申請書の提出
が必要です。
９月 日に山形県から令和３年
度地価調査結果が公表されました。 ◆詳しくは市ホームページを参照
本市の前年に比べた変動率の平均
は、住宅地は０・６㌫の下落、商
業 地 は ０・９ ㌫ の 下 落、工 業 地 は
０・４㌫の上昇、全体では０・６㌫
の下落となっています。
基準地の状況などを記載した関

市体育施設利用の事前受け付け
日時／ 月１日㈪～ 日㈭毎週月
（ 月～令和４年３月分）
曜・木曜日 午後７時～９時（全
対象施設／親子スポーツ会館１階、 ６回）▼場所／市国体記念体育館

光ケ丘野球場屋内練習場、平田体
育館クレーコート▼申し込み／
月 日㈫まで所定の申込用紙に記

入し市役所６階スポーツ振興課施
設係へ持参
◆申込用紙は同課、各体育施設に
あります。
問 市スポーツ振興課施設係 ☎４

紅葉の玉簾の滝と数河の池探訪

へ ☎３１ ５-５３９
問 酒 田 地 区 バ ド ミ ン ト ン 協 会、
大崎 ☎２３ ５-２３０
雑誌付録を差し上げます

日時／ 月６日㈯午前８時 分～
午後２時
（小雨決行）
▼集合場所／
玉簾の滝駐車場（升田）▼対象／

３ ６-６５８

28

問 交 流 ひ ろ ば 内、市 子 育 て 支 援
課子育て支援係 ☎２６ ５-６１３

11

18

10

夜間納税相談窓口を開設します

係書類は市役所４階総務課資産経
営係または各総合支所でどなたで
も閲覧することができます。
問 市総務課資産経営係 ☎２６ ５７０９

松くい虫被害調査を実施します

12

10

30

日時／ 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

▲リフォーム補助金
ホームページ

10

11

30

11

9

12

26

応募期間／ 月 日㈭～ 月４日
㈭▼内容／応募者の中から抽選で
雑誌付録をプレゼント▼申し込
11

15

土 地・家 屋 現 況 調 査 に ご 協 力 お
願いします

調査に伴い職員が対象森林内に
立ち入りします。発見された被害
木には識別番号を打ち込み、翌年
６月までに伐倒処分します。
日時／ 月 日㈪～ 月３日㈮
（予定）午前９時～午後４時▼調
査対象／海岸松林（本市における
「高度公益機能森林」指定区域）

21

12

21

令和４年度の固定資産税の適正
な課税のため、課税台帳と土地・
家屋の現況を照合する現地調査を
行います。職員が敷地内に立ち入

10

25

10

29

22

10

10

30

本紙に掲載されている内容は、10月11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。各催しに参加する際は、マスクの着用など感染予防対策に
ご協力お願いします。詳細は各問い合わせ先に確認してください。

10
29

20

10

ドバイザー 本間俊美氏▼持ち物／
筆記用具、図書館利用カード▼費

▼対象／どなたでも▼定員／各回
着５組▼内容／赤ちゃんと一緒に
スキンシップ遊びを楽しみながら、 先着 人▼内容／家庭における読
書活動の意義や重要性を楽しく学
読み聞かせのコツなどを学ぶ▼講
ぶ。テーマに沿った絵本の紹介・
師／（一社）子どもの読書サポー
展示、ゲームなど▼講師／読書ア

トアシード代表理事、絵本専門士
加藤美穂子氏▼費用／無料▼申し

用／無料▼申し込み／中央図書館へ

込み／中央図書館へ ☎２４ ２-９

９６

☎２４ ２-９９６

うちどく

件増

月の火災 件数…6件

5

9

20

家読講座

11

28

9

期日・テーマ／ 月７日㈰・にこ

11

18

19

10

◆前年同月に比べて

３

件減

2021.10.16

21

月の救急 件数…317件

私の街さかた

◆前年同月に比べて

酒田市広報

10

30

火災・救急
情報

11

11

11

●ひらたタウンセンターシアターＯＺ会場
【日本の芸能を楽しむ会】日時／11月3日㈷午前10時30分開演
（10時開場）▶対象／どなたでも▶定員／先着150人▶内容／
芸能公演▶費用／前売り1,000円、当日1,200円▶前売り券取
り扱い／総合文化センター、平田総合支所地域振興係s、ひら
た生涯学習センター
●旧阿部家会場
【土人形展】
日時／10月29日㈮～11月17日㈬午前9時～午後4時30分
【人形絵付け体験】日時／11月6日㈯午前10時〜▶定員／先
着10人▶講師／広田系平田土人形を作る会▶費用／内容によ
り500円～1,000円▶申し込み／旧阿部家へ ☎54-2776
【お茶会】日時／11月3日㈷午前11時～午後2時▶定員／先
着50人▶費用／無料

絵本を楽しもう！赤ちゃんの読
みきかせ教室

30

先着 人▼内容／おはなしの世界
歳以上
（高校生を除く）
▼定員／
の楽しさ・魅力を子どもたちへ伝
先着 人▼コース／玉簾の滝～数
える読み聞かせの仕方を学ぶ▼講
河の池～貝沢橋～升田公民館（昼
師／元山形県家庭教育アドバイザー
食）▼持ち物／飲み物、行動食、
加藤真知子氏▼持ち物／筆記用具
野外活動に適した服装、雨具、マ
スク▼費用／１千５００円（昼食、 ▼費用／無料▼申し込み／ 月
日㈫～中央図書館へ ☎２４ ２-９
保険料代）▼申し込み／ 月 日
９６
㈮まで八幡総合支所地域振興係へ

10

☎６４ ３-１１１
◆詳細は参加者へ別途通知します。

18

読み聞かせボランティア講座

10

11

日時／ 月 日㈬、 日㈰午前
時 分～ 時 分▼場所／総合文

問 平田総合支所地域振興係 ☎52-3910
●ひらた生涯学習センター会場
【市民作品展】日時／11月6日㈯～14日㈰午前9時～午後8時
【生け花展】日時／11月6日㈯、7日㈰午前9時～午後8時

にこ・びっくり！心の脳が働く読
み聞かせ、 月 日㈰・家読だか
らできる本との遊び方▼時間／午

第54回ひらた文化祭

化センター▼対象／７か月までの

●希望ホール会場
【第36回スワンバレエスタジオ発表会】
日時／10月24日㈰午後１時30分～4時（要整理券）
問 同スタジオ、齋藤 ☎080-3149-2714

日時／ 月 日㈭午前 時～正午
▼場所／総合文化センター▼対象／

●酒田市美術館会場
【第65回酒田市民美術展】
日時／10月24日㈰～30日㈯午前9時～午後5時（30日㈯は午
後４時まで）
問 酒田市民美術展実行委員会、小野寺 ☎23-9367

前 時～▼場所／総合文化センター

●出羽遊心館会場
【各流合同いけばな展】
日時／10月23日㈯午前9時～午後７時、24日㈰午前9時～午
後5時▶︎費用／300円
問 酒田市華道会、髙橋 ☎22-0101

乳児とその保護者▼定員／各日先

問 【市民芸術祭に関すること】希望ホール内 同祭実行委員会
☎26-5450
●総合文化センター会場
【第22回酒田和紙ちぎり絵会作品展】
日時／10月16日㈯午前10時～午後4時30分、17日㈰午前10
時～午後2時
問 同会、山田 ☎23-0246
【第42回秋季盆栽展】
日時／10月23日㈯、24日㈰午前9時～午後5時
日本盆栽協会酒田支部、村井 ☎25-2417
問（一社）
【庄内岳風会第68回吟道大会】
日時／10月24日㈰午後1時30分～4時
問 同会、齋藤 ☎23-7951
【第41回酒田市民書道展】
日時／10月27日㈬～11月1日㈪午前9時～午後6時（31日㈰
は午後5時、1日㈪は午後3時まで）
問 酒田市書道連盟事務局、渡部 ☎26-3966

興味のある方どなたでも▼定員／

第65回記念市民芸術祭参加事業

20

高 校 生の保 護 者 向 け
おしごと拝見ツアー
日時／ 月４日㈭午前９時～正午
▼対象／高校生の子どもを持つ市
内在住の保護者▼内容／子どもが
将来就職を検討する際の参考とし
て、保護者に向けた地元企業見学
バスツアー▼見学先／㈱日情シス
テムソリューションズ、酒田市役
所▼定員／ 人▼費用／無料▼申
し込み／ 月 日㈪午後５時まで
市商工港湾課雇用対策係へ ☎２
６ ５
-７５７
外 国 人 が日本 で 安 心 し て 暮 ら
すための勉強会
日時／ 月 日㈰午前 時～ 時
分▼場所／交流ひろば▼対象／
外国出身者と家族、外国人支援に
関心のある方▼定員／ 人▼内容／

人▼内容／法律に関する相談（本
イベント
人のことに限る。申込時に相談の
概要と住所、氏名を知らせてくだ
地域人権啓発活動活性化事業
さい。秘密は厳守します）▼相談
人権フォーラム
員／薬丸有希子弁護士▼申し込
日時／ 月 日㈯午後１時～３時
み／ 月 日㈫午前８時 分～
分（０時 分開場）▼場所／総
電話で市まちづくり推進課市民相
合文化センター▼定員／１７０人
談室へ ☎２６ ５
-７２６
▼内容／【１部】法務省人権作文、
30 13

動弁士 佐々木亜希子氏▼費用／
無料▼整理券配布／ 月 日㈬午

式・入賞作文の朗読【２部】無声
映画上映、ミニトーク▼講師／活

書道コンテスト酒田管内大会表彰

30

前９時～市役所２階まちづくり推
進課、各総合支所地域振興係、総

合文化センター事務室（氏名、住
所、電話番号を記入）

◆当日午後０時 分～先着順にキャ
ンセル券の再配布を行います。
問 市まちづくり推進課市民相談

26

日時／ 月 日㈭午後６時 分～

庄 内 中 高一貫 校（ 仮 称 ）に係る保
護者等説明会

―国・県・市民などからのお知らせ―

酒田情報ひろば

10

８時▼場所／総合文化センター▼
内容／開校整備
しんちょく
の進捗についての
説明、質疑応答▼
申し込み／ 月
４日㈭までに特

設サイトの申し込みフォームから
◆詳しくは特設サイトを参照して
ください。
問 山形県教育庁高校教育課高校改
推進室 ☎０２３ ６-３０ ２-４９３

まちかど健康チェック

日時／ 月 日㈭午後２時～３時
▼場所／泉コミセン▼対象／どな
たでも▼内容／血圧、内臓脂肪、

▲特設サイト

12

かしこい消費生活講座
日時／ 月 日〜 月５日の日曜
日午前 時～正午
（全４回）
▼場所／
総合文化センター▼対象／どなた
でも▼定員／先着 人▼内容／消
費者トラブルに巻き込まれないた
めの基礎知識、契約や多重債務に
関する知識など▼講師／県消費生
活センター職員▼費用／無料▼申

日〜

月５

し込み／ 月 日㈬午前 時～総
合文化センター内社会教育文化課
社会教育係へ ☎２４ ２
-９９３

月

日㈫〜

30

30

くらしに役立つ金融講座
【一般】日時／
日の日曜日午後１時 分～２時
分
（全４回）
▼内容／金融・経済の
しくみや保険・年金の基礎知識、

月

これから始める老後資金準備など
を学ぶ
【高齢者】日時／

日㈮午前 時～正午（全４回 ▼
)
内容／高齢者が知っておくべきお
金の知識、シニアのための資産運
用・リスク管理などを学ぶ
【共通】場所／総合文化センター

20

30

11

10

11

道路の歩き方、自転車のルール、
室 ☎２６ ５
-７２６
夜間に注意すべきことなどの交通
安全講話▼講師／酒田警察署員▼
相談
費用／無料▼申し込み／ 月 日
㈪午前 時～ 月 日㈬午後５時
無料法律相談
に市国際交流サロンへ ☎２６ ５
６ １ ５、
日時／ 月５日㈮午後１時 分～
kokusai@city.sakata.
４時 分▼場所／市役所２階まち
lg.jp
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

45

20

25

11

11

30

18

28

11
18

10

12

▼定員／各先着 人▼講師／県金
融広報委員会員▼費用／無料▼申
し込み／ 月 日㈬午前 時～総
合文化センター内社会教育文化課
社会教育係へ ☎２４ ２
-９９３

10

11

10

10

15

10

30

19

14

11

30 14

16

10

11

10

12

30

11
11

30

10
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20

20

30

11 11

10

11

10

本紙に掲載されている内容は、10月11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。各催しに参加する際は、マスクの着用など感染予防対策に
ご協力お願いします。詳細は各問い合わせ先に確認してください。

▼定員／ 組程度（申し込み多数
の場合は抽選）▼内容／写真たて

ナーからの暴力、ストーカー被害、 午後１時▼集合／酒田市地域福祉
センター（新橋二丁目）▼場所／
家族や子どもの問題、職場での男
眺海の森森林学習展示館（土渕）
女差別など▼相談員／人権擁護委
▼対象／市内在住のひとり親家庭
員▼費用／無料▼申し込み／当日
（ 子どもは満４歳～中学３年生 ）
会場へ
問 山形地方法務局酒田支局 ☎２
５ ２
-２２１
錦秋の経ケ蔵山トレッキング
日時／ 月６日㈯午前８時～午後
１時▼集合場所／アイアイひらた
（山楯）▼対象／小学生以上▼定
員／先着 人（小学生は保護者同

やリースづくり▼費用／無料▼申
し込み／ 月 日㈯正午～午後４

時 分に酒田市母子福祉ねむの木
会へ ☎２３ ５
-７６５
◆昼食は持ち帰り弁当提供あり。

日時／ 月 日㈰午前 時～午後

鳥海高原新そばまつり

伴）▼費用／１千５００円（保険
料など）▼持ち物／山歩きに適し

２時▼場所／鳥海高原家族旅行村
（草津）▼内容／新そばの提供▼
費用／１千５００円
（前売り券）
▼

カウンセラー 佐藤節子氏による
講演「思春期を迎えた子どもの育
て方」
▼費用／５００円
（資料代）
▼申し込み／ＳＲ会、中里へ ☎０
８０ １-８１６ ３-５９８
zap1113@beige.plala.or.jp

東北公益文科大学公開講座 Ｆ(Ｏ
ＲＵＭ 子)どもと家庭の支援を考
えよう―保育の現場から地域へ―

日時／ 月６日㈯午前 時～正午
▼場 所 ／ 公 益 ホ ー ル ▼ 対 象 ／ 保

21

会場１００人、オンライン 人▼
講師／東北公益文科大学准教授

育・教育現場の方、
子どもの支援に
関わる方、興味のある方▼定員／

11

血管年齢の測定▼費用／無料▼申
し込み／当日会場へ
問 本間病院友の会 ☎２６ ６
-６
１

第 回衆議院議員総選挙の立候
補届出受け付け（第３区）
日時／ 月 日㈫午前８時 分～
午後５時▼場所／庄内総合支庁講堂
問 山形県選挙管理委員会事務局
☎０２３ ６-３０ ２-０８１
さかたハロウィンまつり中止
新型コロナウイルス感染拡大に
伴い中止します。
問 酒田商工会議所内、酒田市商店
街連合会 ☎２２ ９
-３１１

た服装、飲み物、雨具など▼申し
込み／ひらた里山の会 ☎２５ ０１７１
そば打ち体験＆ちょこっと市

前売り券販売／ 月 日㈫まで同
家族旅行村、
産直たわわ、
ゆりんこ
問 同家族旅行村 ☎６４ ４-１ １
ＳＲ会第９回講演会

26

日時／ 月 日㈯午後２時～▼場
所／総合文化センター▼対象／ど
なたでも▼内容／山形県スクール

1

司法書士無料法律相談
日時／ 月 日㈬午後５時～７時
▼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／開催前の平日
午前９時 分～午後５時に山形県
司法書士会酒田支部、小松へ ☎
２４ ５
-２５０
女性のなんでも相談所

ねむの木塾「親子で作ろう」
日時／ 月 日㈰午前９時 分～

灰谷和代氏▼費用／無料▼申し込
み／ 月１日㈪

までに下記申し
込みフォームから

問 同大学地域共
創センター ☎４１ １-１１５

酒田市体育協会スポーツ教室ソ
フトテニス教室

日時／ 月８日～令和４年３月
日の月曜日午後７時～９時（全
回）▼場所／市国体記念体育館▼
対象／小学３年～６年生の親子
（ ジュニアテニスクラブ加入者を
除く）▼定員／先着 組▼内容／
基本〜応用、ミニゲーム▼費用／
１回５００円（レッスン料）▼申
し込み／平日午前 時～午後４時

に同協会へ ☎３１ ５-５３９
問 酒 田 ソ フ ト テ ニ ス 連 盟、斉 藤
☎０９０ ４-６３９ ８-０７１（正
午〜午後 時、午後 時以降）

2021.10.16

私の街さかた
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▲申し込みフォーム

18 28

30

31

30

50

10

10

10

10

10

20

10

5

11

11

日時／ 月７日㈰午前９時～▼場
所／やまもと農村交流センター▼
定員／先着 人▼内容／そば打ち
体験、農産物や加工品販売▼持ち
物／エプロン、汚れても大丈夫な
服装▼費用／７００円（材料代。
当日持参）▼申し込み／ 月 日
㈭まで田沢コミュニティ振興会事
務局へ ☎５４ ２
-５４２

28

11

11

1

10

15

30

日時／ 月６日㈯午前 時～午後
３時▼場所／酒田地域福祉センター
（新橋二丁目）
▼内容／夫やパート
10

30



40

28

19

27

50

10

10

30

11

11

11

3
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本紙に掲載されている内容は、10月11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。

●母乳ミルク相談室

子どもの健診・相談

授乳に関する個別相談ができます。
日時／11月10日㈬、24日㈬の午前9時～午後4時▶対象／

場所／市民健康センター
健康診査
健康相談等

月日

対象

持ち物

11／11 R3.7／1～15生

㈭

3か月児
健康診査

11／30 R3.7／16～31生

㈫

1歳6か月児
健康診査

11／10 R2.4／2～13生

㈬

11／25 R2.4／14～23生

㈭

3歳児
健康診査

11／2 H30.3／11～
4／1生
㈫
11／24 H30.4／2～18生

受付時間

●産後の骨盤ケア教室

母子健康手帳、
問診票、バス
タオル、おむつ

産後の回復とリフレッシュを目的とした教室です。
日時／11月15日㈪午前10時～11時30分▶場所／中町にぎ

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

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／11月2日㈫～12日㈮の
平日午後5時にぎゅっとへ

●ぎゅっとサロン

母子健康手帳、
問診票、バス
タオル、尿

㈬

9か月児
健康相談

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

母子健康手帳、
午前9時15分
11／30 R3.1／11～31生 問診票、バス
～10時
㈫
タオル、
おむつ

◆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。
◆今年度から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。

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／11月22日㈪午前10時～11時（身長・体重測定希望の
方は9時30分～可）▶場所／松山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
／11月16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
日時／11月13日、27日の午前8時30分～正午▶内容／妊娠
か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
●マタニティ教室
コース

Ａコース

開催日 申込開始日

内

容

講

師

お風呂の入れ方体験、 助産師、
11／12 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

血液が不足しています。
献血にご協力ください。
月日

助産師、運動
パパの妊婦体験、
12／15 11／4 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

Ｃコース

R4.
1／6
㈭

小児科医師のお話、産
11／25 後ママのこころとからだ 小児科医師、
㈭
のお話、赤ちゃんのお 助産師、保健師
世話体験

時間／午前9時30分～11時30分
（受け付けは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。

受付時間

11／5㈮ 午前9時30分～11時

場所
上田コミセン

午前9時30分～11時30分
11／9㈫

八幡タウンセンター
午後1時～3時30分

11／11㈭ 午後1時30分～3時30分

松嶺コミセン

◆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
14

日本海酒田
☎23-1111
リハビリテーション病院
日本海八幡クリニック ☎64-3311
休日診療所

☎21-5225

松山診療所

☎62-2032

問い合わせ

医療施設

日本海総合病院 ☎26-2001

市健康課

（市民健康センター内）

☎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）

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。
◆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。

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

◆付き添いが必要な方は、
受付時に申し出てください。

●その他の健診

セット）
、大腸がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診、
・早朝がん検診／早朝の1時間以内で終わるがん検診。
骨粗しょう症検診、
高齢者健診（75歳以上）
がん検診だけ受けたい方へ
◆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
アンダー・フォーティ
・若年者健診U n d e r 4 0／職場などで健診のない16歳～
ムページを参照するか、
問い合わせてください。
39歳の方が対象の健診
実施日
対象地区
場所
受付時間
・各種個別健診／特定健診、高齢者健診、子宮がん検診、
午前7時～10時
乳がん検診（女性のみ）
、肝炎ウイルス検診はかかりつけ
胃がん検診／
11／24､25､26 市内全域
庄内検診センター
午前7時～
医で受けることができます
（令和4年2月まで）
9時30分

酒田地域
遊摺部､大宮､
スマート農業研修
大宮町一～四丁目､
センター
あきほ町

11／4、5

寿町､栄町､御成町､
中央東町､中央西町､
11／16､17､18
市民健康センター
二番町､南千日町､
相生町二丁目

節目の年齢の方や女性のための検診
午前7時～10時
胃がん検診／
午前7時～
9時30分

●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
実施日

対象（職場などで
費用
検診項目
受診方法
検診のない方）
（当日持参）

◆11月17日の市民健康センター、25日の庄内検診センターは託
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）。

20歳以上

子宮頸がん
検診

1,000円

一般ドック（庄内検診センター）
場所／庄内検診センター（東町一丁目）▶対象／本市に住
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）
地域

11月

12月

市内全域 14日

12日、20日、21日、22日

亀ケ崎地区 16日､17日
酒田地域

浜田学区

八幡地域 一條地区

平田地域

15

29日､30日

12日､15日

飛鳥地区

1日

砂越地区

10日､11日

酒田市広報
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松陵学区

3日、7日

泉学区

8日、9日

港南地区

15日、16日

日程なし
砂越緑町
地区

2021.10.16

2日

40歳～49歳
マンモグラフィ併用
（2方向）

11／2､8､
24､25､26
12／1､6､17
◆11／8､
12／1、6は
若年者健診と 50歳～64歳
乳がん
同日の検診
マンモグラフィ併用
検診
（1方向）

65歳以上
マンモグラフィ単独
（1方向）

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

900円

◆11月8日､ 12月1日､ 6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）。

長瀞猪子踊

浜田小学校北前太鼓クラブ

第52回 酒田民俗芸能公演会

酒田光陵高校書道部
（酒田市）
、
浜田小学校北前太鼓クラブ
（酒田市）

【オープニング】

No.384

民俗芸能フェスタ

〈東根市指定無形民俗文化
【出演】 長瀞猪子踊

財〉
／長瀞猪子踊り保存会
（東根市）
、山王はんの
獅子舞／お山王はん獅子舞社中（鶴岡市）、上市
今回のテーマは
「疫病退散」。新型コロナウイルス感染症が広がる中で、
神神代神楽／上市神神代神楽御頭様保存会
（酒
終息を願い、疫病退散にまつわる民俗芸能を上演します。
田市）
、落野目神代神楽／落野目神代神楽保存会
日 時／
（正午開場） （酒田市）、亀ケ崎八幡神社獅子舞／亀ケ崎八幡神社
獅子舞保存会
（酒田市）
場 所／希望ホール 費 用／無料

11月14日㈰ 午後１時開演

印刷／協同組合未来創造印刷研究会

［2021年10月16日発行］

発行／酒田市

市社会教育文化課文化財係 ☎２４-２９９４

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
10月23日㈯ 午前９時〜午後３時

日

時／

場

所／酒田地区広域行政組合ごみ処理施設（広栄町三丁目）

◎各総合支所での回収は行いません。

当日受付場所

回収品目

酒田市の

人口

パソコン（ブラウン管モニターは不可）、電話機、デジタル
カメラ、テレビチューナー、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

管理棟
プラット
ホーム

47,244人（-40）

総人口／99,022人

入口

市環境衛生課管理係 ☎３１-０９３３

世帯数／42,524（-4）

51,778人（-60）

［令和3年9月30日現在］
（ ）
内は対前月増減数。

◆パソコンのデータは消去してください。
◆対象品目の詳細は市ホームページまたは自治会の回覧を参照するか、
直接問い合わせてください。

いっぱい食べて
大きくなってね
1歳１１か月／広野

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

り か

後藤 莉香ちゃん

祐一さん、千鶴さんの長女

いつもにこにこ♪
すくすく大きくなーれ

本紙に関するご意見、
ご要望をお寄せください。

10か月／山居町二丁目
ま ゆ

林 舞祐ちゃん

大輝さん、未奈さんの長女

市長公室広報広聴係
☎26-5706

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!
9月のごみの量

3,114㌧
前年同月に比べて

+2㌧

「また増えたのん……」

お菓子の紙箱は
ごみじゃないのん︒

〒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

紙資源として
リサイクルすれば
ごみ削減！

酒田市役所

