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大漁を願い いざ出航
6月11日 いか釣り船団出航式

今 月の人
July 2016

大竹 清志 さん ●

Otake Kiyoshi

酒田との出会いはずいぶん前だっ
たそうです。
仕事で全国各地を見てきた大

かけは東日本大震災でしたが、

れ込んだのは、大の釣り好きで
あることも大きな理由。

いいから」という、シンプルで
気持ちのこもった一言が返って
きました。大竹さんが酒田にほ

うか。それを尋ねると「酒田が

酒田は﹁一流の田舎﹂︒自分の
ふるさとがここだったらいいと思います
「酒田に帰ってきて、鳥海山が
見えるとほっとします」

竹さんは、たくさんの地域の中
から、なぜ酒田を選んだのでしょ

情報ボックス／さかた情報ひろば
各種相談／はんこたんな／休日診療所
酒田っ子すくすく子育て講座／さかたの旬
おしごと拝見／ボイス オブ アランマーレ
市役所へ行こう／編集後記

夏が来た！みなとへ、海へみんなで行こう
！／市営住宅・
公共賃貸住宅入居者募集／国民健康保険税・国民年金
保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料のお知らせ ほか

酒田が好き。だから来た

そう話すのは、酒田に移住し
て６年目の大竹さん。移住のきっ

「山があって、すぐ近くに川も
あって、海もあるのはここだけ

ですよ」
大竹さんの言葉は、元から住

んでいる私たちに、当たり前だ
と思っていた酒田の魅力を気付
かせてくれます。
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自分の経験を、地域のために

大竹さんが胸に抱くのは「地
域に恩返しをしたい」という思
い。大竹さんには、現在取り組
んでいることがふたつあります。
ひとつは、世界初となる人工餌
の開発支援。もうひとつは今月
日に迫った「庄内釣りシンポ
ジウム」の開催と、どちらも大
16

2

日本海と大地がつくる 水と命の循環

鳥海山・飛島ジオパーク構想
リレー コラム 第 19 回

と釣り王国宣言ができます
よ！」と言葉に力が入ります。

だけではなく、
伝統もある。
堂々

を持つ人の数も多い地域なのだ
そう。加えて庄内竿の産地でも
あることから「単なる釣り好き

好きな釣りに関することです。
一般的にはあまり知られていな
いかもしれませんが、庄内は店
で売っている釣具の種類も、船

「たくさんの人に、まずは酒田
に来てもらいたい。理由は何で

ます。

でに築いた人脈と、酒田で出会っ
た人たちの力を合わせて、どち
らも試行錯誤しながら進めてい

「私は釣り好きで酒田好き。こ
のふたつが繋がって、地域を釣
りで盛り上げたいと思いまし
た」と話す通り、酒田に来るま

いろんな人に
「酒田、いいとこだぞー！」と伝えたい

Relay Column 19

リ、コナラ類、トチノキ、アサダ、ブ

１・６㍍、長さ ㍍もありました。ク

どうしてそうなったのか。理由はわか

植生に違いがあったようです。では、

分～４時

庄内釣りシンポジウム

日時 ７月 日㈯午後１時

２６ ３-６８８

問 市長公室内、庄内釣りシンポジ
ウム実行委員会 ☎４３ ８-２７７

基調講演、
パネルディスカッション、
内容 魚拓展、
各釣具メーカー製品展示など
◆先着３００人に記念品を贈呈。

場所 公益ホール（飯森山三丁目）

16

もいいんです。
（ 私の活動が ）
これから移住する人のきっかけ

になれたらいいですね」
大竹さんの酒田への思いは、
夏の日本海を吹き抜ける風になっ

上部から流されたり、押し倒さ

ナなど、出土材のおよそ９割は広葉樹

一方、最近のことですが、日

5

て私たちの心を揺らします。

埋もれ木と聞けば、このコラ

れたりして谷などのくぼみに堆

でした。この辺りは落葉広葉樹を主と

本海東北自動車道の象潟インタ

りませんが、想像をたくましくするな

問市観光振興課観光企画係 ☎26-5759

埋もれ木は 語る
ムの読者は、神代杉を思い浮か

積しました。掘り出されたスギ

した森林であったように思われます。

は、根元の直径が４㍍を超える

多くの神代杉は、鳥海山の北

ものもあったようで、当時の森

べるのではないでしょうか。
側に位置する秋田県にかほ市
で掘り出されました。この地域

ーチェンジの工事現場で多数の

らば縄文人の影響、かもしれませんね。

調査の結果から、鳥海山麓では森の

は、約２千５００年前の紀元前

埋もれ木が見つかりました。最

の姿が想像されます。

４６６年の秋、鳥海山が崩れた

も大きな材はケヤキで、直径が

（旧仁賀保町）の冬師や釜ヶ台

ことにより多量の土砂に覆われ

30

栗本 康司氏

試験中の人工餌。
漁協の協力を得なが
ら実用化を目指して
います。

ました。そのとき、森の樹木は
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秋田県立大学
木材高度加工研究所教授

突き刺さった状態で見つかった
ケヤキ材
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ズームアップ酒田

6/11

300年の歴史を今に

第

35回花の能 羽
州庄内 松山城
薪能が松山歴史公園内
特設舞台で行われまし
た。漆黒の闇に薪が灯
された会場では、演目
「清経」が上演され、
約350人の観客が幽玄
の美を楽しみました。

6/11

体力の限界に挑戦

酒

6/12

あ

ホタルに逢える川に

小

牧川沿いの自治会や企業、行政機関など30
団体、165人が小牧川の草刈りなどを行いま
した。小牧川の環境を保全する住民グループ「ほた
るに逢える小牧川の会」の呼び掛けで毎年継続して
行われています。

6/12

酒田駅周辺の未来を考える

公

田北港多目的グラウンド周辺で、みなと酒田
トライアスロンおしんレースが行われました。
全国から集まった約400人の選手たちは、自らの持
久力の限界に挑み、初夏の酒田を走り抜けました。

益ホールで行われた酒田駅周辺整備の公開プ
レゼンテーション審査には、約250人が来場
し提案された5事業の審査を見守りました。

6/12

6/18

デ

いい歯で健康に！

ンタルフェア20
16さかたが市内
4か所で行われました。
市民健康センターには
親子連れなどの市民が
訪れ、口の中の健康状
態をチェックしました。

みんなでつくる総合計画

総

合文化センターで第1回酒田市総合計画未来
会議が行われ、10代～70代の市民約100人
が参加。参加者からは「楽しかった」
「酒田への愛
を感じた」
「また参加したい」などの感想が多く寄
せられました。

8

酒田の旬な出来事をまとめて紹介。
あの日あの時の気になるニュースや

街をにぎわせた明るい話題を振り返ります。

7

July

5/27

アスリートから子どもたちへ

プ

レステージ・インターナショナル女子バレー
ボールチーム アランマーレの選手が、小学
生向け食育活動のために亀ケ崎小学校を訪問。同校
の6年生に対し、自らの体験を交え、バランスのと
れた食事の大切さなどの食育講話を行いました。

5/28

バイオテクノロジーって何？

庄

内バイオ研修セ
ンターで、バイ
オテクノロジーの学習
会が開催されました。
サツマイモ苗の培養コ
ースとパプリカの遺伝
子解析コースに分かれ
て実験。参加した高校
生たちは「実験って楽
しい」と感嘆の声をあ
げていました。

5/29、6/19

災害に備え、街を守るために

5
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地域の活性化と
市民サービス向上のために

本

市と酒田市内郵便局の包括協定締結式が市役
所で行われました。
同協定は、
従来の防災活動・
災害発生時の協定に加え、配達時に発見した道路損
傷・不法投棄と思われる廃棄物などの情報提供など
に関し、連携して取り組むことを定めています。

6/4、
5

大獅子「山王」、
「日和」
秋田市で大活躍！

秋

田市で開催された「これが秋田だ！2016 食
と芸能大祭典」に、大獅子
（山王、日和）
と酒
田ばやし保存会が参加しました。パレードでは、酒
田ばやしに続き、2体の大獅子が大きな音を立て口
をパックンすると沿道から大きな拍手が沸きました。

6/9

最

月 29 日 ㈰、
北港緑地公園
で酒田市消防団春季
消防演習が行われし
た。また6月19日㈰
には最上川河川敷で
は酒田市水防訓練が
行われました。いつ
発生するかわからな
い災害に備え、参加
者は真剣な表情で演
習を行いました。
9

6/1

花火ショーの安全を祈願

上川河川敷で、酒田花火ショー2016の安全
祈願祭が行われました。神事には、主催者の
酒田花火ショー実行委員会や関係者などが参列し、
今年の花火ショーの安全を祈りました。

2016.7.1

7

７

海の日関連事業

夏が来た！みなとへ、
海へみんなで行こう！

午前10時25分
～11時35分

４便

午前10時45分
～11時55分

５便

午後1時
～2時10分

６便

午後1時20分
～2時30分

酒田灯台の一般公開

日時／７月 日㈷午前 時～午後
３時（荒天時一部入場制限）
問【みなとオアシスまつり】
市商工港湾課港湾空港係 ☎２６ ５-７５８
【
「みずほ」
による酒田港クルーズ】
国土交通省酒田港湾事務所 ☎３３ - 場所／酒田北港緑地展望台
内容／酒田灯台の光源の見学、全
６３１４
【酒田灯台の一般公開】
酒田海上保安部 ☎２４ ０-０５５
【海水浴場オープン】
市観光振興課観光交流係 ☎２６ ５-７５９

３便

国交省業務艇「みずほ」による
酒田港クルーズ
（荒天時中止）

集合場所／酒田海洋センター西側
特設テント前

12

11

5

国の著名な灯台の写真や灯台ペー
パークラフトの展示、海上保安業
務説明パネルの展示ほか
費用／無料

申し込み／当日会場へ
◆混雑時は屋上への入場を制限す
る場合があります。小学生以下は

保護者同伴での入場とします。

海水浴場オープン

【①宮海海水浴場】
期間／７月 日㈯～８月 日㈫
時間／午前９時～午後５時
【②浜中あさり海水浴場】

期間／７月 日㈯～８月 日㈫
時間／午前９時～午後５時

【③飛島海水浴場】
期間／７月 日㈷～８月 日㈫

オートバイ１００円▼テント設置
料／小５００円、大１千円

みんなでつくろう日和山のまち並み

第３回ワークショップ参加者募集

問 市都市デザイン課都市計画係
☎２６ ５-７４６

日時／７月 日㈯午後１時～３時
分

の方または日和山周辺で事業を営
んでいる方、景観に興味のある方
内容／残したいまち並みや住みた
くなるまち並みに関しての話し合い
申し込み／７月 日㈭（必着）ま
で申込用紙に必要事項を記入し、

場所／総合文化センター
対象／琢成学区在住の高校生以上

23

２０１６みなとオアシスまつり
日時／７月 日㈰午前 時～午後
３時（荒天時中止）

午前9時15分
～10時25分

時間／午前９時～午後５時
〒９９８ ００６１、酒田市光ケ
丘五丁目
、国土交通省酒田 【①②共通】

清掃協力金（駐車料金）／普通車
港湾事務所へ往復はがきまたは
７００円、マイクロバス（ 人以
３５ ２１４１
pa.thr-i-sakata
上）１千円、大型車１千２００円、

11

場所／酒田港本港地区（酒田海洋
センター周辺）

２便

内容／地元海産物の浜焼きなどの
対象／４歳以上の方（小学生以下
テント屋台、県内キャラクターと
は保護者同伴）
の写真撮影会、魚型丸太釣り競争、 募集人員／各便 人（応募多数の
海の生き物タッチプール、スタン
場合は抽選）
プラリーなどの各種イベントや働
費用／無料
く船の一般公開など
申し込み／７月 日㈪（必着）ま
◆内容は予告なく変更する場合が
で希望便名（第３希望まで）
、参
あります。
加者全員（１組３人まで）の氏名、
性別、年齢、代表者の住所、電話
番号、ファクシミリ番号を記載し、

午前8時55分
～10時5分



〒９９８ ８-５４０（住所不要）
、
酒田市都市デザイン課都市計画係
へ郵送または持参 ２６ ６-４８

２
toshi-design@city.sakata.lg.
jp
◆申込用紙は、市役所５階都市デ
ザイン課にあるほか、市ホームペ
ージからダウンロードできます。

5

１便

17

14

時間

@mlit.go.jp



便名

20

30

10

16

16

16

10

18

16

16

18

31

10

市政ピックアップ

oko-corpo.jp
◆申込用紙は市ホームページから
ダウンロードできます。

泉

松陵

港南

松原

亀ケ崎

富士見

若浜

浜田

琢成

地区

澁谷

遠藤

髙橋

和嶋

髙橋

蘆田

豊田

一郎

進

浩章

文利

雅樹

厚子

晴男

冨樫千賀子

氏名

聡

佐々木和資

吉田

正樹

山寺

南部

松嶺

日向

大沢

観音寺

一條

南遊佐

本楯

上田

北平田

中平田

地区

佐藤

齋藤

佐藤

布施

佐藤

池田

古田

大瀧

斎藤

佐藤

島田

堀

田中

氏名

幸

清隆

武生

勉

久雄

訓

和晃

直子

雅士

純市

清志

信

族がいて、収入が公営住宅法の基

資格／本市在住か本市に勤務先が
あり、市税などの滞納がなく、現
在同居または同居しようとする親

問 市建築課公営住宅係
☎２６ ５-７４７

課と各総合支所建設産業課にあり
ます。

窓口で記入し、その場で提出する
ことができます
◆申込書、応募の手引きは市建築

総合支所建設産業課へ。申込書は

市営住宅・公共賃貸住宅
入居者募集

月 日㈮▼家賃／収入による▼敷
金／家賃３か月分▼申し込み／７
月６日㈬～ 日㈬に申込書を市役
所５階建築課公営住宅係または各

万８千円以下、

◆抽選の際、ひとり親世帯、高齢
者世帯、障がい者世帯などは優先

準（一般世帯

高齢者、障がい者、中学校卒業前
の子どもがいる世帯 万９千円

措置（２回抽選）があります。

19

以下）に適合する方▼入居日／８

13

羽田空港発着

働く世代向け！さかた産業フェア
ツアー参加者募集
問 市商工港湾課雇用対策係
☎２６ ５-７５７
本市へのＵＩＪターンを促進する

飛島

祢津

基義

内郷

後藤

戸数 畳数・階数など
1 8・6・6・LDK 1階 Ⓟ
1 8・8・6・6・DK 1階 Ⓟ

25

青少年がいきいきと育つために
活動しています

西荒瀬

髙橋

均

田沢

進

収入月額が15万8千円を超え25万9千円以下の方を対象にしたファミリー向けの住宅です。

●公共賃貸住宅

ため、左記の通りさかた産業フェア
青少年育成推進員の紹介
などを見学するツアーを開催します。
問 青少年指導センター
家族や知人のＵＩＪターン希望者に、
☎２４ ２-９０１

新堀

齋藤

誠

郡鏡・山谷 富樫

和人

※1 平成27年度に全面改修済み。
※2 高・介・障／65歳以上の高齢者、要介護認定者、障がい者（身体障害者手帳1・2級、精神
障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A）がいる世帯（単身不可）

修一

広野

高橋

光

小野

今回は単身用住宅の募集はありません。

賀津志

浜中

佐藤

信廣

南平田

善仁
黒森

鈴木

廣昭

砂越・緑町 東海林

佐藤
十坂

村形

弘明

東陽

宮野浦

渋谷

誠
東平田

●市営住宅

15

畳数・階数など
6・6・4.5・K 1階 Ⓟ
6・6・4.5・K 2階 Ⓟ
4.5・4.5・3・K 1階
6・4.5・3・K 4階 Ⓟ
6・3・DK 1階
6・3・DK 1階
6・6・3・K 4階 Ⓟ
6・4.5・4.5・K 4階 Ⓟ
6・6・4.5・K 3階 Ⓟ
6・6・4.5・K 1階 Ⓟ
6・6・4.5・DK 3階 Ⓟ
10・6・DK 1階 Ⓟ
10・6・DK 1階 Ⓟ
6・6・DK 1階 Ⓟ
7.5・6・DK 3階 Ⓟ
8・10・LDK 1階 Ⓟ
6・6・4.5・K 1階 Ⓟ
8・4.5・4.5・LDK 1階 Ⓟ
8・6・DK 1階
8・6・6・LDK 1階 Ⓟ
8・6・6・LDK 1階 Ⓟ

戸数
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ぜひ参加を勧めてください。

実施日／ 月１日㈯～２日㈰（１
泊２日）
対象／本市へのＵＩＪターン希望
者（ 歳～ 歳の方）
参加費／１万５千円（１人分の航
空機運賃、宿泊費、食費込み）
定員／ 人
（応募多数の場合は抽選）
申し込み／７月４日㈪～８月 日
㈫に申込用紙に必要事項を記入し、

anaplaza-sakata@sh

2016.7.1

私の街さかた

酒田市広報

11

16

〒９９８ ００２３、酒田市幸町
二丁目 ２-、
庄交トラベル酒田営
業所へ ☎２４ ４-２２１ ２２ ３１５３

5

所在地
市条字上川原
字山田

募集住宅
八森団地
松山サンハウス

10

60



所在地
北千日町
北千日町
光ケ丘一丁目
新橋二丁目
住吉町
新橋五丁目
若宮町一丁目
若宮町一丁目
若宮町一丁目
光ケ丘二丁目
旭新町
旭新町
旭新町
光ケ丘一丁目
光ケ丘一丁目
市条字上川原
小泉字道南
字山田
字片町
飛鳥字契約場
飛鳥字契約場

募集住宅
第一松境アパート※1
第一松境アパート※1
住吉住宅
新橋二丁目住宅
千日住宅
新橋五丁目住宅
第一川南アパート
第二川南アパート
第三川南アパート
光ケ丘第一アパート
旭新町第二アパート
旭新町第四アパート※2
旭新町第五アパート※2
静ケ台第一アパート
静ケ台第三アパート
八森団地
小泉団地
城西団地
片町住宅
飛鳥第一団地
飛鳥第二団地

20

15

11

7

国民健康保険税の期限内納付に
ご協力ください
問【制度全般】
市国保年金課国保係 ☎２６ ５-７２７
【課税の内容】
市税務課税制係 ☎２６ ５-７１１
【納税】
市納税課納税係 ☎２６ ５-７１９、各総合支所地域振興課

所得の合計額で行います。
●被災や生活困窮者への減免
災害や生活の困窮などにより国

場合があるため、市では納め忘れ

また荘内銀行・山形銀行・北都
銀行に個人口座とキャッシュカー
ドを持っている方は、インターネッ
トで市のホームページから、口座

申告

場所／市税務課、市国保年金課、各総合支所地域
振興課▶持ち物／雇用保険受給資格者証
（最新の
もの）
、
国民健康保険被保険者証、印鑑

12

更する場合などは、早めに金融機
関で手続きをしてください。

のない口座振替を勧めています。
●「特別徴収」の世帯
世帯主が国保加入者であり、国
保の被保険者全員が 歳以上 歳
未満の世帯で一定の条件に該当す

振替申し込み（新規・変更）がで

ウ ェ ブ

る場合は、国保税を世帯主が受給

きる「市税等Ｗｅｂ口座振替受付
サービス」を利用することができ

ます。

軽減
適用
期間

平成27年3月31日～平成28年3月30日離職
→平成27・28年度
平成28年3月31日～平成29年3月30日離職
→平成28・29年度
◆平成23年3月31日～平成27年3月30日に離職し、
上記対象の②③に該当する方で申告していない場合
は、
さかのぼって申告することができます。

口座振替は
ここからだのん

国保税および高額療養費などの所得区分判定の際、
対象者本人の前年の給与所得を100分の30とみなし
て算定
（給与所得以外は対象外）

口座振替の方は納税通知書が届
いたら、振替する口座登録内容を
確認してください。振替口座を変

●振替口座を確認してください

す る 年 金 か ら 差 し 引 く「 特 別 徴
本年度の国民健康保険税（以下
均等割と平等割の金額が軽減され
収」になります。ただし申し出が
「国保税」
）の納税通知書を７月中
ます。本年度は５割・２割軽減の
あれば口座振替に変更することが
旬に世帯主の方へ送付します。被
判定基準が改正されました。なお
保険者の加入期間などを確認の上、 軽減判定は、世帯主と国保加入者、 できます。

75

軽減
内容

期限内納付に協力をお願いします。 後期高齢者医療制度移行者の前年

本市の国民健康保険（以下「国

保税の納付が困難な方は、申請に
より、減免などの措置を受けるこ

平 成 年 ３ 月 日 以 降 に、 倒
産・解雇や雇い止めなどにより離
職した方で一定の要件を満たす場
合、申告により国保税が軽減され

●倒産・解雇・雇い止めなどによる離職者の国保税の軽減制度

国保税の税率を据え置きました

保」
）は、被保険者数の減少など
による国保税の減収や一人当たり

る制度があります（下表参照）
。

とができる場合があります。
●離職による軽減

医療費の伸びなどが見込まれ、今
後も厳しい財政状況が予測されま
すが、本年度は、基金の活用など
により財政運営ができることから、
税率は据え置きました。
◆課税限度額および軽減判定基準
の改正に関して詳しくは、本紙６

期限内納付にご協力を

算ができますので利用してくださ
●納付方法と納付期限
い。
国保税は、原則として１年分を
７月末から翌年の２月末まで、８
軽減や減免制度があります
回の納期に分けて、納付書か口座
●所得による軽減
振替で納めます。納付が遅れると
前年の所得が一定額以下の場合、 督促手数料や延滞金が加算される

月１日号を参照してください。
◆市ホームページでも国保税の試

31

▲市税等Web口座
振替受付サービス

65

次の全てに該当する方
①雇用保険受給資格者証の離職年月日が平成23年
3月31日以降の方
②離職時に65歳未満の方
③雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11、
12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかに該当す
る方
対象

23

市政ピックアップ

知っていますか？

国民年金保険料の免除・猶予制度
問 市国保年金課 ☎２６ ５-７２８、鶴岡年金事務所 ☎０２３５ ２-３ ５-０４０
を納付した期間と免除・猶予され
た期間が 年以上ないと受給でき
審査／申請者本人のほか、その配
偶者および世帯主の前年の所得に
より判定（所得が基準を超えた場

ないと免除が取り消され、未納期
間になります

分の１が免除）を納めます。納め

ません。保険料を納めることが経
済的に難しい場合は、免除・猶予
制度を利用してください（毎年申

るため、将来の年金額に一部反映
されます。一方、納付猶予は反映
されません。

追納すれば年金が増えます

免除・猶予制度を利用すると、
保険料を全額納付した場合に比べ
受給できる年金が少なくなります。

そこで、経済的に余裕が生じた場
合は、免除から 年以内に追納の
申し出を行い、保険料を納付する
ことをお勧めします。納付するこ

とで将来受給する年金額を増やす
ことができます。

0.04〜0.05

0.04〜0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

老齢基礎年金は、原則、保険料

請が必要です）
。

合でも、離職や天災などで損害を
受けた場合は、免除申請が承認さ
れることがあります）
●離職（退職・失業）による特例
申請者本人・配偶者・世帯主の

年７月分以降の免除

対象保険料／７月分～平成 年６
月分

中に離職した方がいる場合、審査

平成

受付期間／７月１日㈮～平成 年

の際に離職した方の所得を除外し
て審査します。

不検出

必要なもの／雇用保険被保険者離
職票または雇用保険受給資格者証

0.19以下

不検出

７月 日㈬
受け付け／市役所１階国保年金課、
各総合支所地域振興課
持ち物／年金手帳、印鑑、離職中
の方は雇用保険被保険者離職票ま

●窓口でよくある質問
Ｑ． 免 除 の 手 続 き は 難 し い
の？
Ａ．申請書に、住所、氏名、
電話番号、申請日、前年所得
などを記入するだけですので
簡単です。
Ｑ．免除を受けると年金も少
なくなるの？
Ａ．全額免除の場合は、免除
を受けた月数×８１２円（年
額）が支給額から減額されま
すが、
追納すれば増額できます。
Ｑ．離職した翌月に就職。離
職の特例は受けられるの？
Ａ．離職してから約２年間は、
特例が受けられます。再就職
しても受けられます。

0.05

0.04

放流水

◆雇用保険の対象外の方は相談し
てください。
● 歳未満の納付猶予制度
（平成 年７月より制度拡大）
申請者本人が 歳未満（学生を
除く）であれば、世帯主の所得を
除外して審査する納付猶予の制度
も選択できます。
◆全額免除と納付猶予は、納めな
い点では同じですが、全額免除の
場合は国が保険料の一部を負担す

大平公会堂

不検出

不検出

不検出

たは雇用保険受給資格者証
◆同居している家族の方が代理申
請する場合は、代理人の身分証と
申請者の印鑑が必要です。

全額免除と一部免除
全額免除／保険料を納める必要は
ありません
一部免除／納付すべき保険料の一
部（保険料の４分の３、半額、４
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基準値※1

地下水下流

0.04〜0.05

0.19以下

6／20

敷地境界（4地点） 0.04〜0.05

6／13

バックグラウンド※2

問市環境衛生課管理係 ☎31-0933

災害廃棄物の処理に関する測定結果について

基準値※1

6／6

5／30

測定地点（高さ1㍍）

10

示されている値
※2バックグラウンド／自然放
射線量を示し、敷地内で災害
廃棄物の影響を受けない十
分に離れた地点

6／22

不検出

基準値※1

※1基 準 値 ／「 災害廃棄物
2．
最終処分場周辺地域における測定結果
等の山形県内への受け入れ
単位：マイクロシーベルト／時間
空間放射線量率
に関する基本的な考え方」に

単位：ベクレル／リットル

最終処分場における測定結果
1．
⑴地下水、放流水の放射性物質濃度

測定地点（高さ1㍍） 6／10

（セシウム134濃度÷60）
不検出
＋
（セシウム137濃度÷90）
≦1

不検出

不検出

地下水上流

6／8

50

合計

セシウム134 セシウム137

試料名

月日

28

50

29

31

単位：マイクロシーベルト／時間

⑵空間放射線量率

市では、
平成24年12月28日をもって災害廃棄物の受け入れを終了しま
したが、
酒田地区広域行政組合最終処分場
（埋立地）
および周辺地域
における放射線量などの測定を継続し、
安全性を確認しています。
測定
結果は下表の通りです。
この結果は、
市ホームページでも公表しています。

25

28
31

7

後期高齢者医療保険料の
お知らせ

介護保険料のお知らせ

（以下「保険料」
）の決定通知（普
通徴収の場合は納付書も同封）を

本年度の後期高齢者医療保険料

付する普通徴収があります。
年度途中、新たに 歳に到達し
た方や本市に転入した 歳以上の

ら引き去りできない方で年８期に
分けて納付書または口座振替で納

万円以上の方が年金からの引き去
りで納付する特別徴収と、年金か

収と、年金から引き去りできない
方で納付書または口座振替にて納

年金、遺族年金、障害年金の額が
年額 万円以上の方で、年金から
の引き去りにより納付する特別徴

に分けて納付していただきます。
今年度も、８月からの４回で調整

定額からすでに納付された４月、
６月分を差し引いた額を、８月・
月・ 月・平成 年２月の４回

限内の納付に協力をお願いします。
平成 年度分の介護保険料年額
介護保険料の納付方法は、老齢
が決定したことに伴い、今後は決

本年度の介護保険料の年額決定
通知を７月中旬に送付します。期

することにより、
各年金支給月での
徴収額を平均化しています。

いいえ

合計所得金額が400万円未満である

14

支払いは口座振替が便利です

７月中旬に送付します。期限内の
納付に協力をお願いします。

方の特別徴収への切り替えは、資
格取得後６か月から８か月かかる

付する普通徴収とがあります。
年度の途中で新たに 歳になっ
た方や本市に転入した方は、特別

徴収への切り替えが、資格取得後
６か月～８か月かかるため、最初
は普通徴収で納めることになりま
す。口座振替が便利です。

保険料は、医療費の伸びや加入

ため、最初は普通徴収で納めるこ
とになります。納め忘れをなくす
るためにも、口座振替を勧めてい

保険料の納付方法は、老齢年金、 問 市介護保険課事業管理係
☎２６ ５-３６３
遺族年金、障害年金の額が年額

者数の伸びなどの動向などから、
２年ごとに保険者である山形県後
期高齢者医療広域連合が見直しを

ます。手続きは金融機関でできま

特別徴収の期別保険料額の調整

行います。本年度は保険料を改定

いいえ

139,080円
第10段階 （基本額×1.90）

いいえ

124,440円
第9段階 （基本額×1.70）

はい

いいえ

29

はい

合計所得金額が290万円未満である

109,800円
第8段階 （基準額×1.50）

いいえ

保険料の軽減制度があります

いいえ

いいえ

はい

合計所得金額が190万円未満である

28

12

95,160円
第7段階 （基準額×1.30）

合計所得金額が120万円未満である

（基準額）

10

87,840円
第6段階 （基準額×1.20）

市民税を
納めている

73,200円

第5段階

合計所得金額と課税年金収入額の
合計が80万円以下である

いいえ

はい

はい

69,540円
第4段階 （基準額×0.95）

同じ世帯に市民税を納めている人がいる

65

54,900円
第3段階 （基準額×0.75）

合計所得金額と課税年金収入額
の合計が120万円以下である

世帯の所得で判定

はい
いいえ

いいえ
はい
いいえ

51,240円
第2段階 （基準額×0.70）

合計所得金額と課税年金収入
額の合計が80万円以下である

保険料を改定します

します。

す。詳しくは同課に問い合わせて
ださい。

問 市介護保険課高齢者医療係
☎２６ ５-７２９
18

8.5割軽減（6,255円）
5割軽減（20,850円）
2割軽減（33,360円）

18

36,600円
第１段階 （基準額×0.50）
はい

老齢福祉年金を受給している

75

9割軽減（4,170円）

保険料
年額

●あなたの介護保険料は？

保険料は所得割額と均等割額と
の合計額になります。また前年の
軽減内容
5割軽減
●所得割額軽減
対象者
加入者本人の所得が91万円以下

所得が一定額以下の場合、所得割
額と均等割額が軽減されます。本
年度は均等割額の５割軽減と２割
軽減の対象が拡大されました。ま
た被用者保険（国民健康保険や国
民健康保険組合を除く）の被扶養
者だった方の本年度の保険料は、

【保険料軽減制度】

75

軽減内容（軽減後の年額）

●均等割額軽減
※総所得金額の区分
加入者全員が年金収入80
33万円以下
万円以下（他の所得なし）
の世帯
上記以外
33万円＋（26万5千円×加入者数）以下
33万円＋（48万円×加入者数）以下
※世帯主と被保険者の所得の合計

所得段階
区分

はい

生活保護を受給している

はい

はい

年額４千１００円になります。
◆保険料試算、軽減制度は下表を
参照してください。

●平成28年度の保険料
保険料＝所得割額
（
（前年の所得－33万円）
×8.58%）
+均等割額41,700）
円／年
◆賦課される保険料の限度額は57万円です。

情報ボックス

さ え た 財 産 を 公 売 し ま す。 ヤ フ
ー・官公庁オークションを利用し
た競り売りです。

売ガイドラインなどを確認の上、
手続きしてください。
問 市納税課滞納整理室☎２６ ６２７５

字片町25番7

地目

宅地

宅地

用途地域

準工業

都市計画外

実測面積

329.61㎡

336.39㎡

4,233,000円

2,948,000円

て市役所５階管財課管財係へ

光ケ丘二丁目61番190

社会教育文化課に問い合わせてく
ださい。また使用できても冷暖房
が使えない場合があります。
●図書館の休館

中央図書館と児童図書館を休館
する予定です。詳しい日程は決ま
り次第本紙でお知らせします。

期間／ 月～ 月頃（約１か月）

●仮に制限していた教室の使用受
け付けを行います
対 象・ 使 用 可 能 期 間 ／ ４ ０ ６ 号

室・７月 日㈮～８月９日㈫、４
０７～４０９号室・９月 日㈪～

所在地

お 知 ら せ
年金生活者等支援臨時福祉給
公売財産／油絵など▼入札期間／
付金の申請は７月 日㈫まで
８月２日㈫午後１時～４日㈭午後
給付金を受け取るためには申請
時▼公売参加申込期間／７月７
が必要です。対象と思われる方に
日㈭午後１時～ 日㈫午後 時
４月中旬に申請書を送付しました。 ◆公売下見会は行いません。
◆入札に参加する場合は、市ホー
ムページ掲載のインターネット公
期限までに申請しない場合は、給
付金を受け取ることができません
ので注意してください。

問 市年金生活者等支援臨時福祉
給付金事務局 ☎２６ ６-２７８

5

日㈮▼受付開始日時／７月６日
㈬午前９時～▼場所／総合文化セ
ンター受付窓口

してください。入札案内書（説明
書、申込書、物件調書）は管財課

◆詳しくは市ホームページを参照

光ケ丘プールからのお知らせ

問 市管財課管財係☎２６ ５-７０９

で配布するほか、市ホームページ
からも入手できます。

◆午前９時前に集まった場合は抽
選で受付順を決定。９時 分以降
は電話でも受け付けます。

問 市社会教育文化課☎２４ ２- ９
９２、中央図書館☎２４ ２-９９６

市有地の売却

【時間変更】７月 日㈮［屋外プ
ール］午前 時～午後３時［屋内
プール］午前 時～午後６時
【休館】７月 日㈯
問 光ケ丘プール☎３３ ０-１７０

2016.7.1
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海岸に漂着した照明弾に注意！

15

4

29

総合文化センター教室などの

５月 日、鶴岡市鼠ケ関弁天島
使用制限と図書館の休館
で長さ センチ、直径５センチの
空調設備改修工事に伴い、工事
筒状の照明弾とみられる物体が見
つかりました。４月には高知県で、 期間中は使用できない教室がある
ほか、図書館が休館となります。
ご不便をお掛けしますが、ご協
力をお願いします。
●教室などの使用制限

同様のものを手に取った小学生が
大けがをしています。
海岸で類似の漂着物を発見した
ときは、触らずに庄内総合支庁環
境課 ☎０２３５ ６
-６ ５
- ７０４
または市環境衛生課 ☎３１ ０-９
３３へ連絡してください。

インターネット公売

31

物件番号

30 10 10

11

使用制限期間／【各教室】７月
入札日時／７月 日㈬午前９時～
日㈮～平成 年２月 日㈪（教室
▼場所／市役所▼売却物件／下表
毎に異なる ）
の通り▼売却方法／一般競争入札
【 コミュニティルー
ム】 月 日㈭～ 日㈯【ホール】 （要事前参加申し込み）▼申し込
み／７月１日㈮～ 日㈬の平日に、
９月１日㈭～平成 年３月 日㈮
所定の申込書に必要な書類を添え
◆教室ごとの使用制限期間は、市
13

19

市税の滞納整理のため、差し押

20

予定価格

10

15

11

11

（最低入札価格）

11

20

20 29

26

29 26

29

10
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30

23

7

7

所／自治会ごとに指定された河川
（ 自治会の回覧などで確認してく
ださい）▼内容／ごみ、空き缶な

酒田産農林水産物を用いた加工品
開発の取り組みに補助
（追加募集）

【①６次産業化促進事業】対象／
生産している農産物を用いた加工

品の開発、ＰＲまたは販売までの
取り組みを予定している市内の３

戸以上の農業者グループまたは団
体など▼補助金額／商品開発など
に要する経費の２分の１以内で限

度額は 万円
【②農商工連携推進事業】対象／

酒田産農林水産物を活用した商品
開発などを実施し、酒田産農林水

など▼申し込み／７月 日㈮まで
市農政課総合農政係へ ☎２６ ５７９２（以降予算の範囲内で随時
受け付け）

対象／本市在住の骨髄提供者で、
勤務先にドナー休暇などの制度が

骨髄などを提供した方に費用の
一部を補助します。

骨髄移植ドナー助成事業費
補助金制度

７３３

を〒９９８ ０
-０３６、酒田市船
場町二丁目１ - 酒田市健康課成
人保健係へ郵送または持参
◆申込用紙は同課にあるほか、市
ホームページからダウンロードで
きます。
問 市健康課成人保健係 ☎２４ ５-

分の１のいずれか低い金額（一人
１回限り）▼申し込み／申請書と
添付書類（証明書、領収書など）

ウイッグを購入した方▼助成額／
２万円またはウイッグ購入費の２

助成額の上限を１万円から２万
円に増額します。
助成対象／がん治療により医療用

がん患者医療用ウイッグ購入費の
助成内容を拡充します

29

ない方▼補助額／骨髄などを提供
する際の通院・入院などに要した

16

０９３３

せん定したアジサイを差し上げます

日時／７月 日㈪、 日㈫午前

10

時～午後３時▼場所／飯森山公園
あじさい園
◆無くなり次第終了。無断せん定
はしないでください。
問 市土木課公園緑地係 ☎２６ ５７４５

12

河川の清掃活動にご協力を
日時／７月９日㈯酒田地域は午前
６時 分～７時（荒天時は 日㈯

日７日㈰）▼申し込み／７月 日
㈫午後４時まで出羽遊心館へ直接
どの収集（実施場所によっては除

２９９２

理係 ☎３１ ０-９３３【八幡・松
山・平田地域】各総合支所地域振
興課

◆酒田地域では開始合図の打ち上
◆抽選結果は、当選者にのみ７月
げ花火は上がりません。実施の有
日㈭に通知します。
無は市環境衛生課に問い合わせて
問 出羽遊心館 ☎３１ ３７３７、
ください。
市社会教育文化課管理係 ☎２４
問 【 酒田地域 】市環境衛生課管

12

７月は「社会を明るくする運動」
強調月間

資源回収団体に報奨金を交付
対象／資源再利用運動事業等実施

11

酒田花火ショー開催日の
出羽遊心館の利用申し込み
酒田花火ショー開催日の利用者
は抽選で決定します。

または市社会教育文化課へ直接ま

草作業を行う場合あり）▼服装／
長袖の服、長靴（ごみ袋、軍手は
用意します）

に延期 ）
、八幡・松山・平田地域
は各自治会で定めた日時▼実施場

たは
shakai@city.sakata.lg.jp
◆詳しくは市ホームページを参照
してください。

抽選対象／広間▼利用日時／８月
６日㈯午後５時～９時 分（予備
30

７月は犯罪や非行の防止と、罪
を犯した人の更生に理解を深め、
犯罪や非行のない社会を築こうと
する運動の強調月間です。
本市では、保護司、更生保護女
性会が中心となり、街頭啓発運動
や学校訪問などを開催します。毎
日のあいさつや声掛けなど、でき
ることから始めてみませんか。
問 市福祉課地域福祉係 ☎２６ ５-

30

30

要綱による登録を受けて資源回収
産物の使用量を３年後に ㌫以上
を実施した団体▼交付額／回収量
増加させる取り組みを予定してい
に応じて▼申し込み／７月 日㈬
る市内に本社、支社、営業所など
まで、前期（１月～６月回収分）
を置く法人、団体など▼補助金額
の実績報告書、数量内訳報告書な
／商品開発などに要する経費の２
どを市環境衛生課
（広栄町三丁目）
分の１以内で限度額は１００万円
または各総合支所地域振興課へ
【①②共通】補助対象／商品開発
問 市 環 境 衛 生 課管理係 ☎３１ - 費、販売促進活動費、施設整備費
30



７３１

50

16

27

14
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日数に応じて１日につき２万円
（上限７日）▼申し込み／申請書
と添付書類（証明書、保険証、通

ニューアルオープンは８月６日㈯
です。
期間／７月 日㈫～８月５日㈮
◆宴会は予約により対応します。
問 八森温泉ゆりんこ ☎６４ ２-０
０１

募 集

ィールドワーク、虫のわなの作り
方（雨天時は標本作り体験）▼講

▼場所／猛禽類保護センター（草
津）▼対象／小学４年～６年生の
親子▼定員／先着 人▼内容／鳥
海山の自然環境学習と昆虫採集フ

企画や運営について選考し選定委
員会で決定▼申し込み／７月 日
㈮まで市観光振興課観光交流係へ

別）▼募集要件／農水産物やお土
産品の販売などにより、地域活性
化や観光振興に向けた取り組みの
できる出店者▼選考方法／事業の

師／自然環境研究センター 長船
裕紀氏▼費用／無料▼申し込み／

☎２６ ５-７５９
◆募集要項や提出書類（事業計画

22

●親子ふれあいサロン1を休館します
期日／7月11日㈪
◆親子ふれあいサロン2は通常通り開館します。
問 交流ひろば内、親子ふれあいサロン ☎26-5613

帳写しなど）を市健康課健康係へ
◆申請書は同課にあるほか、市ホ
ームページからダウンロードでき
ます。
問 市健康課健康係 ☎２４ ５-７３３

7／11㈪
9:30～

上級救命講習会

小学生
・20人

書）など、詳しくは同課へ問い合
わせてください。

「わんぱく広場」
10:30
つくってあそぼう
～11:30
講師／宮田浩一氏

７月４日㈪～ 日㈮に市観光振興
課観光企画係へ ☎２６ ５-７５９

8／4㈭

さかた海鮮市場出店者募集

7／11㈪
9:30～

第 回記念酒田市民芸術祭
閉幕公演合唱参加者募集

小学生
・10人

日時／８月 日㈰午前８時 分～
午後５時▼場所／ひらたタウンセ

「わんぱく広場」
10:30
パステルアート
～11:30
講師／渡部葉氏

出店場所／さかた海鮮市場１階

8／2㈫

月 日㈰に希望ホールで開催

7／11㈪
9:30～

ンター▼対象／どなたでも▼定員
／先着 人程度▼内容／応急手当

当日
会場へ

される酒田市民芸術祭閉幕公演に
出演する合唱団員を募集します。

就学前
児童と
保護者

20

（ 平方㍍）部分▼使用期間／９
月１日～平成 年３月 日▼使用
料 ／ 月 額 万 千 円（ 光 熱 水 費

応募資格／第九の合唱経験者▼定
員／２００人程度▼曲目／ベート
ー ベ ン 第 九 交 響 曲 ▼ 出 演 ／【 指

小学生
・8人

全般、自動体外式除細動器（ＡＥ
Ｄ）の使い方（講習終了後、上級
救命講習修了証を交付）▼講師／
応急手当指導員▼持ち物／筆記用

委員会事務局 ☎２６ ５-４５０、
または酒田市音楽団体協議会事務
局、関矢☎２４ ８-５５８
◆練習は９月開始予定。申込書、
練習日程は事務局にあります。

揮】井﨑正浩【演奏】酒田フィル
ハーモニー管弦楽団▼費用／２千
円▼申し込み／７月１日㈮～ 日
㈰に希望ホール内市民芸術祭実行

具、動きやすい服装▼費用／７０
０円（テキスト代、教材費）▼申
し込み／７月 日㈮まで申込書を
酒田地区広域行政組合消防署また
は最寄りの消防署へ
◆申込書は酒田地区広域行政組合
消防署ホームページのほか、最寄
りの消防署にあります。
問 酒田地区広域行政組合消防署

鳥海山 飛･島ジオパーク推進事業

鳥海山昆虫マスター養成講座
参加者募集

2016.7.1

私の街さかた
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☎２３ ３-１３１

八森温泉ゆりんこの一時休業
ジェットバス改修工事のため、

日時／７月 日㈯午前９時～正午

10:30 「おおきくな～れ」
～12:00 身長・体重測定

15

7 31

当日
会場へ
10:30 「おはなしひろば」
～11:00 絵本の読み聞かせ
7／13㈬

31

31

「わんぱく広場」
10:00
シェフと作ろう！
7／27㈬
～12:30 本格ハンバーグ
講師／阿部三喜夫氏

3

就学前
児童と
保護者
7／6㈬、 11:00 「プレイランド」
7㈭ ～11:20 七夕飾りつくり

対象・定員 申し込み
容
内
間
時

30

浴場と食堂を一時休業します。リ

8／1㈪

12

23

日
期

18

60

12

21

29

36

親子ふれあいサロンへどうぞ
【7月・8月の予定】

30

7

夏休みおやこ手づくり絵本講座
受講者募集
期日／
【第１回】
７月 日㈰、 日
㈬【第２回】８月７日㈰、９日㈫
▼時間／
［①午前の部］
午前 時～
時 分［②午後の部］午後１時
分～３時
（平日は①のみの開催）

▼場所／交流ひろば▼対象／小学
生とその保護者で、第１回、第２
回からそれぞれ１日と時間を選択
し、全２回受講できる方▼定員／

事務室へ（電話申し込み不可）
問 市社会教育文化課社会教育係

に費用を添えて総合文化センター

み！酒田のふしぎ発見ツアー▼定
員／先着 人▼費用／１千１００
円
（保険料、昼食代など）
▼申し込
み／７月８日㈮午前 時～ 日㈮

①先着 人 ②先着 人 ③先着
人▼講師／退職公務員連盟酒田飽

もの居場所と仲間づくり▼定員／

コミュニティセンター▼対象／本
市または遊佐町、庄内町、三川町
在住の小学４年～６年生▼内容／
夏休みの宿題のアドバイス、子ど

乗船料）▼申し込み／７月 日㈭
まで住所、氏名
（フリガナ）
、性別、
生年月日、携帯電話番号、メール
アドレスを明記し、市結婚サポー

／男女各８人
（ 応募多数の場合は
抽選）
▼内容／タピオキーニャ
（ブ
ラジル風クレープ）作り、酒田港
ク ル ー ズ▼ 費 用 ／ ２ 千 円
（材料費、

☎２４ ２-９９３
公益大と教育委員会の連携事業

英語を自分のものにする３日間
受講者募集

各コマ先着 組▼講師／
（一社）
子
日時／８月８日㈪～ 日㈬の午前
どもの読書サポートアシード代表
９時～正午
（ 日は午後１時まで）
理事、ＪＰＩＣ読書アドバイザー、 ▼場所／公益研修センター
（ 飯森
山三丁目）▼対象／本市在住の中

海支部会員、東北公益文科大学生
（①のみ）▼費用／４００円
（ 保険

料）▼申し込み／７月８日㈮午前
時～ 日㈮に費用を添えて総合

文化センター事務室へ
（ 電話申し
込み不可）
問 市社会教育文化課社会教育係
☎２４ ２-９９１

夏休み親子下水道教室参加者募集

トセンターへ
kekkon-sc@city.
sakata.lg.jp
◆サポートセンターからのメールを
受信できるよう設定してください。

◆詳しくは市ホームページを参照
してください。

問 市結婚サポートセンター
（交流
ひろば内）☎２６ ５-６１２

パ ー ト

女性のためのたしなみ術Ｐａｒｔ１

30

学生▼内容／英語の基礎と積極的

浴衣の着装参加者募集

20

日時／８月５日㈮午前９時～正午
▼場所／庄内浄化センター（庄内

ト

14

日時／７月 日㈭、８月３日㈬の
午後７時～８時 分
（全２回）
▼場
所／交流ひろば▼対象／ 代～
代の独身女性で両日参加できる方
▼定員／８人
（ 応募多数の場合は
抽選）▼内容／浴衣の着装・美し
い所作・マナーなど▼講師／佐藤
万 里 子 氏▼ 持 ち 物／ 浴 衣
（ 半幅帯
は貸出あり）▼費用／無料▼申し
込み／７月 日㈬まで住所、氏名
（フリガナ）
、年齢、携帯電話番号、
メールアドレスを明記し、市結婚
サポートセンターへ
kekkon-sc@



町）▼対象／小学４年～６年生と
保護者▼定員／先着 組▼内容／

ー

施設見学、顕微鏡観察、工作教室
▼費用／無料▼申し込み／７月
日㈫まで市下水道課普及調査係へ
☎２６ ３-７３４
パ



30

絵本専門士 加藤美穂子氏▼持ち
物／色鉛筆またはクーピー、筆記

７７２

画管理課企画管理係へ ☎２６ ５-

なコミュニケーションスキルを身
用具▼費用／９７０円
（材料代）
▼
につける▼定員／先着 人▼講師
申し込み／中央図書館へ ☎２４
／東北公益文科大学准教授 狩野
２９９６
◆２回で完成しなかった場合は、
晃一氏▼費用／５００円
（保険料、
８月 日㈷午前 時～ 時 分に
軽食代）▼申し込み／７月 日㈫
受講できます。
午前９時～電話で市教育委員会企

酒田っ子ミステリーバスツアー講座
受講生募集

おいしい探験隊Ｐａｒｔ３
ブラジル料理＆酒田港クルーズ
参加者募集

日時／７月 日㈯午後２時～７時
分▼場所／交流ひろばほか▼対
象／ 歳～ 歳の独身男女▼定員

28

20

20

26

22

12

20

10

30

20

10

夏休み、宿題お手伝い教室
受講者募集

30

30

30

27

10

35

日時／８月１日㈪、２日㈫、４日
㈭、５日㈮の午前９時 分～午前
時 分▼場所／①総合文化セン
ター ②里仁館
（字新屋敷）③日向

23

45

24

11

日時／７月 日㈮午前８時～午後
４時 分▼集合・解散場所／総合
文化センター
（学習バスで移動）
▼
対象／本市および三川町、庄内町、
遊佐町在住の小学３年～６年生▼
内容／行き先は参加してのお楽し

11

10

10

30

10

29

22

30

30

11

30

10

45

30 11

18

情報ボックス

☎２４ ５-７３３
◆食物アレルギーのある方は事前
に相談してください。
ウィズ講座
「家族で楽しむ！アート体験」

受講者募集
日時／７月 日㈯午前９時 分～
正午▼場所／交流ひろば▼対象／
親子または夫婦
（１組３人まで）
▼
定員／先着８組▼内容／オリジナ
ルマグカップ制作
（１組２個）
▼講
セブン カ ラ ー ズ

師／ ７ -Colors
鶴岡ガラスアート
工房代表 阿蘓淳一氏▼費用／１

鳥海講お山参り参加者募集

送迎あり
（要事前申し込み）
。

火曜・金曜日午後７時～９時
（小
中学生は８時 分まで）（全 回）
▼場所／市武道館▼対象／年長児
以上▼内容／少林寺拳法を
「技術」

山荘
（草津）
▼コース／①日帰りコー

日時／７月 日㈯午前４時 分～
午後６時▼集合／湯の台温泉鳥海

と
「教え」
の両面から楽しく学ぶ▼
費用／小中学生８００円、高校生
以上１千８５０円
（保険料）
▼申し

込み／７月 日㈷まで酒田地区少

酒田看護専門学校
オープンキャンパス参加者募集

４０４３ ４-８９２

ス ②宿泊コース▼定員／先着
人▼費用／①４千５００円 ②１

保険料ほか。②は宿泊料含む）▼
申し込み／７月 日㈭まで湯の台

林寺拳法協会事務局、鈴木 ☎０９０ - 万７千円
（朝食・昼食代、ガイド・

20

city.sakata.lg.jp
◆サポートセンターからのメールを
受信できるよう設定してください。
◆詳しくは市ホームページを参照
してください。

イ

問 市結婚サポートセンター（交流
ひろば内）☎２６ ５-６１２
デ

韓国ＤＡＹ参加者募集
日時／７月 日㈯午後１時 分～
２時 分▼場所／交流ひろば▼対象
／本市在住または勤務先のある方

▼定員／先着 人▼内容／韓国の

全国豊かな海づくり大会―やまがた―記念

温泉鳥海山荘へ ☎６１ １-７２７

21

日時／７月 日㈭、８月４日㈭、
文化や歴史・生活の紹介、講師と
千円
（作品代）
▼申し込み／７月４日
夏休み親子海釣り大会
キム
ミン
８日㈪、 日㈭の午後１時 分～
の懇談など▼講師／金 炅 玟氏
（韓
㈪〜市男女共同参画推進センター
午後３時 分▼場所／酒田看護専
日時／７月 日㈰午前８時～正午
国出身、県国際交流員）▼費用／
・ウィズへ ☎２６ ５６１６
with
門学校▼対象／高校生以上で本校
▼場所／米子漁港
（鶴岡市）
▼対象
５００円
（茶菓代）
小学生以下２０
@city.sakata.lg.jp
に入学を希望する方と保護者▼定
／小学生以上の親子▼定員／ 組
０円▼申し込み／７月６日㈬～市
ひらたタウンセンター筋力トレー
員／各日先着 人▼内容／教育内
▼内容／ 庄内浜の魚類・釣り文
国際交流サロンへ ☎２６ ５６１
ニング器具利用講習会参加者募集
容説明、校舎案内など▼申し込み
化と全国豊かな海づくり大会の紹
５ ２６ ５６１７
kokusai@
介、釣果の表彰など▼持ち物／釣
日時／８月９日㈫午後７時～９時、 ／開催日の前日まで同校へ ☎２４
city.sakata.lg.jp
２２６０
り道具一式▼費用／１組５００円
日㈬午前９時～ 時▼場所／ひ
高校生の食育スクール参加者募集
▼申し込み／７月８日㈮～ 日㈮
らたタウンセンター▼対象／高校
月山森トレッキング参加者募集
の平日に庄内総合支庁水産振興課へ
生以上▼定員／各日先着 人▼持
キョン

30

13

30

ち物／筆記用具、内ズック▼費用
／５１０円▼申し込み／開催日の
前日まで電話で平田総合支所地域
振興課健康福祉係へ☎５２ ３-９１１

酒田市スポーツ教室
「少林寺拳法」参加者募集

30

☎２４ ６-０４５
日時／７月 日㈰▼集合／鳥海高
原家族旅行村
（草津）
▼定員／先着
人▼費用／２千６００円
（ 弁当
代、指導料など。鳥海山荘入浴券
付き）▼申し込み／７月 日㈬ま
で鳥海高原家族旅行村へ ☎６４ -

31

市公式
フェイス ブック
Facebookで
酒田の「今」を
感じてください

30

22

問市長公室広報広聴係
☎26-5706

30 25

24

４１１１
◆八幡タウンセンター駐車場から

20

2016.7.1

私の街さかた

30

15

18

28

15

30

30



日時／７月 日～８月 日の毎週

27



日時／８月４日㈭午前９時 分～
午後２時▼場所／ 市民健康センター

20

20

30

酒田市広報

11

30

20

23

19

19

10

45

5

▼対象／本市在住または市内の学
校に通学する食育に関心のある高
校生▼定員／ 人程度▼内容／調
理実習および健康に関する講話な
ど▼費用／２５０円
（材料代、保
険料）▼申し込み／７月４日㈪～
日㈪の平日に市健康課健康係へ
25

7

イ ベ ン ト
ぶら探酒田
「平成版！奥の細道」
みなとオアシス満喫の旅
日時／７月９日㈯午前９時～ 時
分
（８時 分集合）
▼集合／みな
と市場裏側駐車場付近▼対象／ど
なたでも▼コース／酒田本港、芭
蕉坂、日和山公園、海洋センター
周辺▼費用／無料▼申し込み／当
日会場へ
問 中心市街地まちづくり推進セ
ンター ☎２６ ５-８２１

［７月
回主体美術酒田作家展

◆第

人
（ 応募多

でも▼定員／①定員

３日㈰まで］

日㈯午後２時〜▼費用／無料
◆第 回東邦書道会庄内支部会展
［７月 日㈷～ 日㈰］

【 高橋英彦氏と石川好館長による
ギャラリートーク】日時／７月９

◆高橋英彦絵画展―北前船航路の
旅―
［７月８日㈮～ 日㈯］

17

土門拳記念館

☎３１ ０-０２８
７月 日㈪、 日㈫休館

◆ローマ展同時開催 土門拳 日本

リアリズムの巨匠 ◆江東のこども
◆箱根の森 彫刻と詩Ⅱ
［７月 日
㈰まで］

◆特別展 時代を生きた写真家
濱谷浩と土門拳
［ ７月 日㈬～

☎２４ ６-

月５日㈬］（裏表紙参照）

酒田市立資料館

日㈯午後１時 分～３時▼対象／
どなたでも▼定員／ 人▼内容／
光丘文庫の歴史・資料の話、書庫
の見学▼費用／無料▼申し込み／
電話で光丘文庫へ
◆日和山公園の駐車場を利用して

20

時～午後３時、

数の場合は抽選）②なし▼費用／
無料▼申し込み／①７月２日㈯～
日㈫
（消印有効）
に、往復はがき

クリーンアップ 鼠
inケ関

16

時 間／
【 金曜日 】 午後６時～９時
【 土曜日 】 午前
午後６時～９時【日曜日・祝日】
午前 時～午後３時▼使用料金／

日時／７月 日㈰、 日㈷の午前

イン

第 回全国豊かな海づくり大会
―やまがた―記念行事

☎２４ ２-９９３

問 市社会教育文化課社会教育係

会場へ

に住所、氏名、年齢、電話番号を
大人２千円、中学生以下１千円、
大人シーズン回数券２万円
（ 枚）
、 記入し、〒９９８ ０-０３４ 酒田
中学生以下シーズン回数券１万円
市中央西町２ - 酒田市教育委員
（ 枚）
会社会教育文化課へ。往復はがき
◆オープン初日は無料開放します。 １枚で１人分の申し込みとし、同
じ方の複数の応募は無効 ②当日
◆専用のスキー板のレンタル料金

は別途１日２千円。
問 松山スキー場
（眺海の森さんさ
ん内）☎６２ ２-６３３

海上自衛隊護衛艦
「みょうこう」
「いせ」一般公開

大会ではポンプ車操法および小

日時／７月 日㈯午前８時～ 時
▼場所／鼠ケ関
（鶴岡市）
▼対象／

期日／７月 日㈰
支団名
酒田支団
八幡支団

☎３１ ０-０９５
７月 日 ㈪ ～ 日 ㈮は展 示
替えのため休館

ほっころび時間―
［７月 日㈰まで］

●市民ギャラリー

16

松山支団

展 示

酒田市美術館

29

◆中山みどりフェルトアート展―

25

31

酒田市消防団消防操法大会

59

期間中無休
田北港古湊ふ頭▼対象／どなたで
どなたでも▼定員／先着１００人
も▼費用／無料
▼内容／鼠ケ関港と海浜などの清
◆庄内の発明家
［８月 日㈪まで］
◆受け付けは午前午後とも公開終
掃活動
酒田市立
☎２２ ０-５５１
月曜日・祝日休館
光丘文庫
了時間の 分～ 分前までです。
問 庄内総合支庁水産振興課 ☎２４
◆光丘文庫卒寿の歴史を刻んで
◆体験航海はありません。
６０４１
［７月 日㈰まで］
問 市危機管理課危機管理係 ☎２６
【ギャラリートーク】
日時／７月
５７０１

問 市危機管理課地域防災係 ☎５２ 吉野弘「宝の日」朗読会

30

22

20

時間
場所
午後０時 山形県消防学校
分～
（三川町）
午後１時 八幡タウンセンター
分～
駐車場
松山多目的運動公
午前９時～
園駐車場
平田健康福祉セン
ター南側駐車場

10

10

11

日時／７月 日㈰①午後１時 分
～３時 ②午後４時 分～５時
24

分▼場所／①光丘文庫 ②山居倉
庫オープンテラス▼対象／どなた

30

午前８時
分～

12

13

11

９時～ 時 分、午後１時 分～
４時
（ 日は３時まで）
▼場所／酒

10

24

30

24

平田支団

16

11

12

36

11

10
30

30

30
30

２７８０

松山スキー場
人工ゲレンデオープン
27

期間／７月９日㈯～ 月 日㈰▼
11

18 16

10

18 11

15

10

型ポンプ操法が行われ、優勝チー
ムは庄内支部大会へ出場します。

18

45

30

30

30

5
4
4

30 17

30

情報ボックス／さかた情報ひろば

ください。
本間家旧本邸
☎２２ ３-５６２

◆漆の世界―その巧み―
［ ７月中
旬まで］

☎２４ ４-３１１

あいおい
工藤美術館

☎０９０ ２-８４６ ６-８４６
金曜～日曜日開館

ひらた
タウンセンター
☎５２ ３-９１１

◆佐藤光治作品展
［８月 日㈬まで］

◆涼しさの美＝陶磁器・ガラス・
着物・人形
［７月１日㈮～ 日㈰］

酒田 夢の倶楽
「華の館」

☎２２ １-２２３

相 談
空き家等無料相談会

☎２３ １-９１１
水曜日休館

がふさぐ、人と会いたくないなど
でお悩みの方▼定員／先着２人▼
費用／無料▼申し込み／７月８日
㈮まで市健康課へ ☎２４ ５-７３３

さ か た 情 報 ひ ろ ば

市民の皆さんからのお知らせ

スマートドライバー宣言！
「もっけ
だの～五則」
を実践しましょう

平成 年度裁判所職員一般職
試験（高卒者試験）

ウンロードできます。
問 酒田警察署 ☎２３ ０-１１０

の飲んだら乗らない 飲酒運転撲滅
◆チラシは市ホームページからダ

ももっと優しく 思いやり運転
つ追突注意！前をよく見て運転集中

など▼相談内容／空き家・空き地
に関する売買、賃貸借あっせん、
相続手続き、登記・調査・測量、

（緑町）▼対象／本市に空き家
（今
後空き家になる見込みの家を含

さかた街なか
キャンパス

◆伝来された品々 事業と物語―歴 【常設】栄華を誇った本間家の
「亀
史と歩む―
［７月中旬～９月中旬］ 笠鉾」
、
酒田の歴史文化展
（入場無料）
本間美術館

☎２２ ５-００１

｜

け携帯など ながら運転 絶対禁止
だ
「だろう」
は禁物 しっかり確認

日時／８月７日㈰午後１時～３時
▼場所／酒田勤労者福祉センター

旧鐙屋

解体、融資などの相談▼相談員／
酒田市空き家等ネットワーク協議
会加盟協会▼申し込み／８月５日
㈮まで市まちづくり推進課地域づ
☎２２ ０-１４６

◆特別展
「ようこそ酒田へ！歌舞
伎展」［７月１日㈮～ 日㈰］
◆手編みのからむし展
［ ８月 日
㈰まで］
山王くらぶ

くり係へ ☎２６ ５-７２５
◆当日相談も受け付けますが、予
約の方を優先します。

こころの健康相談

日

◆酒田の押し絵作品展
［ ７月
㈰まで］

【常設】
人形作家 辻村寿三郎の
「さ
かたの雛あそび」「舞妓」

｜

む）などを所有している方、空き
家などを買いたい方、借りたい方

◆畔上勝男
「ふるさと鳥海山」
・斉
藤信二
「月山周辺」写真展
［ ７月
日㈪まで］

◆飯野恒心・荘司桂風 米寿記念
書道展
［７月 日㈭～ 日㈪］

●美術展覧会場
◆祈りの芸術
［７月 日㈫まで］
【学芸員のギャラリートーク】日時
／７月 日㈰午後２時～▼費用／
無料
（入館料別途）

◆夏休み昆虫展
［ ７月
月 日㈰］

●清遠閣会場
◆ 前期収蔵品展 武家文書を中心に
［７月４日㈪まで］
◆ 前期収蔵品展 俳諧資料を中心に
［７月５日㈫～８月 日㈫］
月曜日
（祝日の場合は翌日）
休館

☎６２ ２-６

日㈭～８

◆ 戦没画家 岡部敏也 天才が遺し
た 年
［７月 日㈮～８月 日㈫］

14

☎２１ ２-３１０

受付期間／
【インターネット】
７月

日㈫午前 時～ 日㈭【郵送】
７月 日㈫～ 日㈮（消印有効）
◆受験資格など詳しくは山形地方
裁判所事務局総務課人事第一係

☎０２３ ６-２３ ９-５１１へ問い
合わせるか http://www.courts.go.jp
を参照してください。

21

松山文化伝承館

☎６２ ２-９２５
金曜～日曜日開館

◆松山能の歴史と装束
［ ７月 日
㈷まで］
◆松山の宝―酒井忠休を中心に―
［７月 日㈯〜９月 日㈰］
阿部記念館

18

14

舞娘茶屋 雛蔵畫廊

日時／７月 日㈪午後１時 分～
３時▼場所／市民健康センター▼
相談員／精神科医師▼対象／本市
在住の方とその家族で、専門医に
通院しておらず、眠れない、気分
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30
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2

28
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31

30

12

11
28
31

29

17

23

水曜日休館
【常設】
阿部次郎の書・書簡・原稿、 相馬樓
【常設】
竹久夢二美術館、新田嘉一
阿部襄の書画、貝の標本
コレクション、現代雛
◆土曜・日曜日は小中学生無料。

11

12

31

28 25

24

25

7

中町バイさかた市を開催します
日時／７月 日㈰午前 時～午後
３時▼場所／中町モール▼内容／

／元田沢社務所
（田沢）
▼定員／先
着 人▼対象／ 歳以上
（ 歳未
満は保護者同伴）▼内容／キャン
プ、酒田夜景、神室連峰からの御

18

期日／７月 日㈬～８月 日㈭の
うち 回▼場所／庄内能楽館
（浜

松町）
▼対象／小学生以上
（大人も
可能）▼内容／能楽師による仕舞

指導、発表会時宝生宗家の特別講
座あり▼費用／５回まで３千円、
回５千円▼申し込み／７月 日

㈪まで庄内能楽館へ ☎３３ ４-５６８

初心者の木工まるごと体験
参加者募集

日時／８月３日㈬午前９時～午後
４時 分▼集合／山形県工業技術
センター庄内試験場
（三川町）
▼対
象／高校生以上の木工初心者▼定
員／ 人▼内容／木工品展示場見

室へ直接または ☎３３ ０-１６７

英語で学び世界に触れる２日間
東北公益文科大学
「グローバル
・セミナー」
参加者募集

日時／８月５日㈮、６日㈯の午前
９時 分～午後４時 分
（全２日）

▼場所／東北公益文科大学
（ 飯森
山三丁目）
▼対象／高校生▼定員／

先着 人▼内容／英語や国際教養
の専門科目の授業とフリーディス
カッション、ネイティブの教員や大

学生との交流▼費用／無料▼申し込
み／７月 日㈮まで申込書を東北

公益文科大学教務学生課へ ☎４１ -

１１１６
kyomu@koeki-u.ac.jp
◆申込書、募集要項は同大学ホー
ムページからダウンロードできます。

鳥海山麓八森こども自然学校
参加者募集

日時／①８月６日㈯午後２時 分

22

夏休み短期水泳教室参加者募集

日時／８月５日㈮～７日㈰午前８
時 分～９時 分▼場所／光ケ丘

プール▼対象／年長児～小学６年
来光
（ 雨 天 中 止）▼ 費 用 ／ ２ 千 円
生▼定員／ 人▼内容／水慣れ、
（夕・朝食、保険料など）
▼申し込
み／７月 日㈷まで胎蔵ロマン会、 クロールを中心とした水泳練習▼
費用／２千５００円
（受講料）
▼申
岩間 ☎５４ ２７６６、０８０ ５
し込み／７月 日㈰まで費用を添
５７６ １４９２
えて、光ケ丘プール内酒田水泳教

18

夏休み親子仕舞教室参加者募集

18

約 の出店者による地場産品の販

分▼場所／同センター
（ 京田三丁
目）▼内容／金属技術科に関する
概要説明と施設内見学、体験実習
など▼対象／入校希望者▼費用／
無料▼申し込み／同センターへ
☎３１ ２-７００ ３１ ２-７１０

水中ウオーキング参加者募集
日時／７月７日～８月 日の毎週
木曜日午前 時～ 時
（全８回）
▼

売、ステージイベント、地場産品
が当たる抽選会など
問 中町中和会 ☎２２ １-５５５

無人ヘリコプターによる防除作業

15

学、木製の箱作り体験▼費用／２
千円▼申し込み／７月７日㈭～
日㈮に庄内工業技術振興会木工技
術研究会事務局へ ☎０２３５ ６-

30

場所／平田Ｂ＆Ｇ海洋センタープー

30

30

水稲・大豆の無人ヘリコプター

による防除作業が各地域で始まり
ル▼対象／どなたでも▼定員／先
ます。安全作業に努めますのでよ
着 人▼持ち物／水着、水泳帽、
ろしくお願いします。
タオル、着替えなど▼費用／２千
防除期間／７月上旬～９月上旬
円
（受講料など）
▼申し込み／平田
問 Ｊ Ａ 庄 内 み ど り 営 農 企 画 課 内、 Ｂ＆Ｇ海洋センター内ひらた目ん
玉スポーツクラブへ ☎５２ ３-２

消防学校１日防災体験入校
参加者募集

８４

県立産業技術短期大学校庄内校
夏のオープンキャンパス

日時／７月 日㈰午前 時～午後
３時▼場所／県消防学校
（三川町）
▼対象／小学生と保護者▼定員／
先着１００人▼費用／１人５００
円
（昼食代など）
▼申し込み／７月

45

31

50

29



ＪＡ庄内みどり無人ヘリ防除連絡
協議会事務局 ☎２６ ５-６３１

日時／７月 日㈯午前９時 分～
午後０時 分▼場所／同校
（ 京田
三丁目）▼内容／学校説明会、各
学科説明、施設見学、体験学習▼
申し込み／体験学習のみ７月 日

30

60

25

10

18

5

11

１日㈮～ 日㈬に同校へ ☎０２３

10 23

27

10

５ ６-６ ２-０２２

24

10

６ ４-２２７

30

㈬まで同校へ ☎３１ ２-３００

30

25

22

10

胎蔵山ナイトツアー参加者募集

30

24

13

30

20

県立庄内職業能力開発センター
オープンキャンパス

30

30

10

日時／７月 日㈯午後１時 分～
日㈰午前 時
（１泊２日）
▼集合
23

20

17

23

30

日時／７月 日㈯午前９時 分～
時 分、午後１時 分～３時
30

10

30

11

情報ボックス／さかた情報ひろば
クス

～
（１泊２日）②７日㈰午前８時
分～▼場所／八森自然公園
（麓）
▼対象／どなたでも
（ 小学３年生
以下は保護者同伴）▼定員／先着
人
（大人別）
▼内容／森のキャン
プ、ネイチャーゲーム、ツリーイ
ングなど▼費用／①大人３千円、

日

子ども１千５００円 ②大人１千
円、子ども５００円
（保険料、昼
食代など）▼申し込み／７月
㈮まで申込書を 〒９９９ ８-２３
１ 酒田市麓字荒町
２
- 鳥海山
麓八森こども自然学校実行委員会
事務局へ郵送または ６４ ２-９３
２
tomowashi@apost.plala.or.jp

ひらたタウンセンター
すまいるの催し

問 すまいる ☎５２ ３-１３０

すてっぷ 遊びのひろば
日時／７月 日㈰午前 時～ 時
分▼場所／県立鳥海学園
（ 遊佐
10

日時／７月 日㈬午後２時～３時
分▼場所／総合文化センター▼

メンタルヘルス対策セミナー

３３３４

７５ ３-８７２

対象／どなたでも▼内容／心理カ
ウンセラー 前田京子氏の講演
「
『新型うつ病』
の対策と予防策」
▼
費用／２千円▼申し込み／ 月
日㈮まで
（公社）酒田法人会へ ☎
２６ ４-７７２

第５回酒田市長杯パークゴルフ大会
日時／７月 日㈯午前９時～午後
２時▼場所／酒田市八森パークゴ
ルフ場
（市条）
▼対象／市民、酒田
市パークゴルフ協会員▼費用／５
００円
（コース使用料別途）
▼申し
込み／７月 日㈰まで酒田市パー
クゴルフ協会事務局、佐々木 ☎

くらしの無料相談所
「お金のトラ
ブル・成年後見ナイター相談所」

日時／７月８日㈮、９月９日㈮午

後５時 分～８時▼場所／交流ひ

日時／７月 日㈫午後１時 分～
３時 分▼場所／庄内総合支庁３

大切な方を自死で亡くされた人へ
つどい
（ゆりの会）

佐藤 ☎３３ ４-３７８

日会場へ
問 ＮＰＯ法人ライフサポート庄内、

ろば▼内容／借金問題、相続問題、
町）▼対象／発達が気になる幼児
認知症、高齢者などの財産管理の
～小学生と保護者▼内容／色水と
問題、
成年後見制度の活用など
（秘
ペットボトルでミニ水族館を作ろ
密は厳守します）▼相談員／行政
う！▼費用／無料▼申し込み／７
月 日㈬まで鳥海学園へ ☎７５ - 書士▼費用／無料▼申し込み／当

17

5

階 号室
（三川町）
▼内容／わかち
合い、ミニ講話など▼申し込み／

庄内保健所地域保健福祉課へ ☎
０２３５ ６-６ ４-９３１

アイ・サポート相談会

期日／９月 日㈭、 日㈮▼場所
／庄内教育事務所
（三川町）
▼対象
／目に関することで日常生活・学
習にお悩みの方とその保護者▼費
用／無料▼申し込み／７月 日㈬
まで県立山形盲学校相談・支援室へ

０

児童絵本

保育社

Ｕ-suke／絵・文

中高生向け

岡本よしろう／画

30

13

２３ ７-６５０

介

刊

ひとりぼっちのくろと
んが、いつものように夜
空をながめていると、突
然ながれぼしが落ちてき
ました。「ドスン！」と
音がした方に行ってみる
と、そこにはイルカが苦
しそうにしていて…。
C ＴＲＣ

○

たったひと月しか通え
なかった中学、家計を支
える働き手のひとりとし
て職を転々とした日々。
学ぶ喜びを奪われた主
人公・君子に、半生の思い
をこめた自伝的作品集。

今年こそ、ゆかたを着
て出かけよう！「ふつう
に着る」から「きれいに
着こなす」へ、大人のた
めのゆかたコーディネー
ト全50スタイルを提案。
ゆかたの買い方、大人の
着つけ、お手入れ方法な
ども紹介する。

30

20

新

☎０２３ ６
- ７２ ４
- １１６
２３ ６-７２ ４-１１７
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23

30

田村せい子／作
福音館書店

一般図書

講談社

秋月洋子／著

12

29

七十二歳の卒業制作 学ぶこと、書くこと、生きること くろとん ジェットイルカとほしりょこう

大人のゆかたスタイルブック

30

30

32

5

紹

11

15

13

5

【すまいる名作映画鑑賞会】
期日・
内容／７月６日㈬・
「老人と海」（洋
画）
、 日㈬・
「 男はつらいよ 」
、
日㈬・
「ジョーズ」（洋画）
、 日
㈬・
「うなぎ」
▼時間／午後１時
分～▼費用／無料
【うたごえ喫茶】
日時／７月 日㈪
午後７時～▼費用／４００円
【楽しいＩＴ教室７月生募集】
内容
／ワード・エクセル、ホームペー
ジの作成
（お試し体験可）
▼費用／
４千円
（資料代）
▼申し込み／カフ
ェすまいる、齋藤 ☎０８０ ３-５
２６ ６-１４７

30

7

22

27
11

20

23

10
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30

30

30

20

各種相談窓口、休日診療所の情報はここでチェック。
庄内のイベント情報も併せてご覧ください。

7月の各種相談
項目

ひとりで悩まずにご相談ください。

日時

場所／問い合わせ

月～金曜日／
8:30～17:15
（12：00～13：00を除く）

市民生活相談

項目

日時

場所／問い合わせ

市役所6階、市民相談室
☎26-5760

青少年相談

月～金曜日／
9:30～16:30

中町庁舎4階、市青少年指導センター
☎24-2901

5日㈫、19日㈫／
9：00～12：00

地域福祉センター
（新橋二丁目
1-19）☎23-5765

消費生活相談

月～金曜日／
8:30～17:15

市役所6階、市消費生活センター
☎26-5761

心配ごと相談

多重債務相談

月～金曜日／
8:30～17:15

市役所6階、市消費生活センター
☎26-6266

生活困窮者
自立支援相談

いのちの110番

人権相談

山形市緑町2-15-3、山形財務事
務所1階理財課
［相談専用電話］
☎023-641-5201

月～金曜日／
8:30～17:15

市役所6階、市民相談室
☎26-6236

12日㈫、26日㈫／
9：30～12：00

市役所6階、市民相談室
☎26-5760

11日㈪／
9：00～12：00

ひらたタウンセンター
☎52-3910

人権相談
月・木曜日／
（人権擁護委員駐在日） 9:00～16:00

内職の相談

山形地方法務局酒田支局
☎25-2221
市役所6階、市民相談室
☎26-5760

20日㈬／
13：30～15：00

松山健康センター
☎62-2611

11日㈪／
9：00～12：00

ひらたタウンセンター
☎52-3910

女性のための相談

月～金曜日／
9:00～16:00

交流ひろば1階 ☎26-5616

交通事故相談

月～金曜日／
9:00～16:00

教育相談

月～金曜日／9:30～18:00 総合文化センター2階、教育相談
土曜日／9：30～12：30 室 70120-783-042

◆平日の午前8時30分〜
  午後5時15分
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◆連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
◆全国共通ダイヤルはお住まいの地域の児童相
談所につながります。

市健康課 ☎24-5733
八幡総合支所
地域振興課☎64-3113
松山総合支所
地域振興課☎62-2611
平田総合支所
地域振興課☎52-3911
庄内総合支庁地域保健福祉課
☎0235-66-4931
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遊佐町

庄

6

庄内保健所保健企画課健康相談
室（庄内総合支庁2階）
問 庄内保健所 ☎0235-66-4920

たいほう ひ さい

29

こころの相談窓口

189

［相談］月～金曜日／
エイズ・性器クラミ 8：30～17：15
ジ ア 感 染 症、Ｂ 型 ［検査］毎週火曜日／
肝炎およびC型肝 9：30～12:00（要予約）
炎個別相談・検査 ◆26日㈫は肝炎検査
を20：00まで実施。

11

児童相談所や市相談窓口では、出
産・子育てに関する相談をなんでも受
け付けています。気になることはぜひご
連絡ください。

☎児童相談所全国共通ダイヤル

庄内保健所地域保健福祉課相談
26日㈫／
室（庄内総合支庁1階）
13:30～15:30（要予約）
問 庄内保健所 ☎0235-66-4931

8

7

眠れない…は心の
SOS ― 一人で悩まず相談を ―

26-5734

ひきこもり相談

30

虐待かもと思ったら…
すぐにお電話をください

☎市相談窓口電話番号

月～金曜日／
8：30～17：15

庄内町

10

庄内保健所子ども家庭支援課
（庄内総合支庁1階）
問 庄内保健所 ☎0235-66-5653

女性の健康相談

遊佐町四大祭のひとつ

2

市身体障害者福祉センター
☎26-3715

第2・第4水曜日／
13:00～15:00

戴邦碑祭

5

身体障がい者
更生相談

戴邦碑祭は、今から約１７０年前に起
こった「三方国替え阻止運動」で活躍した
領民らの偉業をたたえ、毎年 月 日に
催されています。
日時／ 月 日㈯午前 時 分～ 時
分▼場所／玉龍寺▼対象／どなたでも▼
い なり
内容／おすわり居成祭、碑前供養、おす
わり大黒舞奉納、
上映ほか
問 遊佐町企画課まちづくり支援係 ☎７２ ４５２４

30

庄内総合支庁産業経済企画課
☎0235-66-5491

日本百名山
「霊峰月山・登山参拝ツアー」

1

酒田産業会館1階、市商工港湾課
☎26-5757

労働相談（社会保 原則金曜日／
険労務士駐在日） 13：00～16：30

日時／ 月 日㈷午前 時 分～午後
時 分▼集合／庄内町役場立川庁舎▼対
象／小学校高学年以上の健康な方（小学
生は保護者同伴）▼定員／ 人（最少催
はら
行人数 人）▼行程／湯殿山お祓い場〜
月山山頂〜月山八合目▼費用／ 千５０
０円（旅行傷害保険料、お祓い料ほか）
▼申し込み／ 月 日㈮まで㈱日本海ト
ラベルへ ☎４３ ４-３１２ ４３ ４-７３７
問 庄内町商工観光課立川地域観光振興係
（立川庁舎内）☎５６ ２-２１７

7

山形県交通事故相談所庄内支所
（庄内総合支庁内）
電話相談可。無料弁護士相談もあ
ります。☎0235-66-5452

国指定重要無形民俗文化財
えん
黒川能野外能楽「水焰の能」

日時／ 月 日㈯午後 時～▼場所／櫛
引総合運動公園野外ステージ（雨天時は
櫛引スポーツセンター）▼内容／舞囃子、
能「野守」
「東北」
、狂言「末広」▼費用
／前売り券 千５００円、当日券 千円
（中学生以下無料）▼前売り券取り扱い
／鶴岡市観光物産課、各地域庁舎産業課、
王祇会館、櫛引公民館
問 鶴岡市櫛引庁舎産業課 ☎０２３５ ５７ ２-１１５

鶴岡市

月～金曜日／
9：00～16：00

6日㈬／
酒田農業技術普及課
精神保健福祉相談 10：00～12：00（要予約）（若浜コミセン東隣）
◆次回8月1日㈪。
問 庄内保健所 ☎0235-66-4931

5日㈫、19日㈫／
13：30～15：00
行政相談

山形県若者就職支援センター庄
内プラザ
（産業会館1階）
70120-219-766

若者の就職・転職・ 月～土曜日／
仕事の悩み相談
10：00～18：00

な

酒田市休日診療所 7月の診療日

7月の診療日は、
3日㈰、10日㈰、17日㈰、18日㈷、24日㈰、31日㈰です。
※急病や軽いけがのときにおいでください。
※保険証を忘れずにお持ちください。
診療受付時間／午前8時30分～11時30分、
午後1時～4時30分
（ただし午前11時30分～午後1時でも急患は受け付けます）
場所／船場町二丁目1-31 市民健康センター別館
電話／21-5225（診療日のみ）
平日の問い合わせ／市健康課健康係 124-5733
▼ ▼ ▼

山形財務事務所
月～金曜日／
借金返済に関する 8:30～17:15
相談窓口
（祝日、年末年始除く）

生活自立支援センターさかた
月～金曜日／
（地域福祉センター内）
8：30～17：15
☎25-0350 524-6299
（祝日、
年末年始除く）
jiritsu@sakata-shakyo.or.jp
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酒田っ子すくすく子育て講座／さかたの旬

数を数える

第

先生

東北公益文科大学教授

國眼 眞理子

回

旬の食材を使った料理を
酒田市食生活改善推進員がご紹介します︒

Seaweed

麺とともに召し上がれ︒

多いかと思いますが︑この
夏はかき揚げにして冷たい

ワカメ︒みそ汁やスープ︑
酢の物などで食べる機会が

日本では︑古くから食され
ているロングセラー食品の

ワカメのかき揚げ

作り方

Mariko Kokugan

数えることがよくあります︒でも
数を唱えることができても数の意
味を理解しているとは限りません︒
１００まで数えられても︑その大

同士を隣り合わせで並べた場合と︑
少し間隔を空けて並べた場合では︑
後者の方を多いと見なすことがわ
かっています︒付け加えたり取り
去ったりしない限り数自体は変わ
らないのですが︑これくらいの時
期はまだ数の理解が十分ではない

見かけに左右されやすく︑同じ５
個のキャンディでも︑キャンディ

えないのです︒
ピアジェという心理学者が見つ
けた現象ですが︑３歳〜４歳頃は

きさや意味を理解しているとはい

ケンちゃんはお父さんと一緒に
かったのです︒
お 風 呂 に 入 る の が 大 好 き ︒で も
日頃︑
子どもたちは﹁待つ﹂
﹁我
ちょっぴり苦手なことがあります︒ 慢する﹂
﹁分け合う﹂ために数を
それは早く出たいのに肩まで湯船
につかって︑ 数えなければいけ
ないこと︒
そのケンちゃんが︑保育園でブ
ランコの順番を待っていたときの
ことです︒先生から﹁ 数えたら
替わろうね﹂と言われたので︑数

ません︒
﹁ 数えたら︑替わるん
だよ ﹂
﹁ずるい﹂とケンカになっ
てしまいました︒
確かにケンちゃんはいつものよ

えて待っていたのに︑先に乗って
いたアリサちゃんは替わってくれ

10

うに 数えたのですが︑ブランコ
が行って返ってきたら１回と数え
ずに︑ブランコの往復とは無関係
に﹁イチ︑ニ︑サン⁝﹂と数えて

ことがこの例からよくわかります︒

生ワカメ ·············· · · · 1パック（120㌘程度）
新タマネギ ········· · · · · 中1／4個
ニンジン·············· · · · · 20㌘
シラス干し ··········· · · · 大さじ3
【A】天ぷら粉：1カップ
（110㌘）
／水：150ミリ㍑
揚げ油 ··············· · · · · 適量

92

市子育て支援課こども支援係
ＴＥＬ 26 5735

野菜を入れずに
生ワカメだけでも
おいしくいただけます︒

ポイント

❶生ワカメは洗って水気をよくふきとり、大きめの一
口大に切る。新タマネギは薄くスライスし、ニンジ
ンはせん切りにする。
❷ボウルに❶とシラス干しを入れて、天ぷら粉（分量
外）を少量まぶす。
❸別のボウルに【A】を入れ粘りが出ないように箸で
ざっくりと混ぜ合わせる。❷と❸はそれぞれ２〜３等
分し、揚げる直前に具と衣を混ぜ合わせる。
❹揚げ油を180度に熱し、❸をへらやスプーンを使い
食べやすい大きさにまとめ、へらから落としながら、
両面がカラッとするまで揚げる。

27
作りやすい分量

材料

10

10

いました︒
﹁イチ﹂と数を唱える
こ と と ブ ラ ン コ の １ 往 復 を﹁ １
回﹂と数えることが対応していな
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10

置工事などをするということは︑
最後の仕上げの部分を任されてい
るということ︒商品が届くのを楽
しみに待っているお客さまからの
感謝の言葉が次へのモチベーショ
ンになります︒
﹁運送業ではなく︑
サービス業である﹂の心構えでお

本社

家電量販店からお客さま宅
へ大型商品の配達・取り付
け・ 設 定・ 取 扱 説 明 まで
丁寧に行います︒

一 般 家 電 工 事の見 積 もり
では︑安価で効率の良い提
案と高 精 度 作 業で高 評 価
を頂いています︒

26

市内企業の優れた技術力や製品︑サービスを紹介します︒

本社電算課 課長

佐藤洋平さん
﹁地元に貢献できる仕事﹂
が
感じられる会社です︒

やる気に満ちた空気づくり
弊社は︑今年の 月に京田西工
業団地に本社を移転しました︒も

お客さまの期待に応えられるよ
う︑新しい仕事に挑戦するときや︑
新しい技術や資格が必要になると
きは︑社員全員で話し合って課題
解決の方針を決めるなど︑一丸と
なって前向きに取り組んでいます︒
和気あいあいとした雰囲気の会社
です︒

革 平成4年鶴岡市で創業、
平成13年法人設立、
平成25年秋田営業所開設、
平成28年本社を現地に移転。
商
号 トラストシステム物流有限会社
資 本 金 600万円
住
所 酒田市京田四丁目1-12
電
話 ☎31-0155
代 表 者 代表取締役社長 尾形正志
従業員数 48人
設置、工事、
事業内容 家電配送、
食品ルート配送
沿

使命感とやりがいのある仕事
ルート配送︑電気工事︑車両の
運行管理︑配送伝票の処理など︑
幅広い業務を担当している中で感
じることは︑お店で買い物をした

企業の概要

運送の枠に捉われないその先の質
の高いサービスの提供を目指して
います︒

家電の配送・設置︑アンテナ工事
客さまに喜ばれる仕事を日々続け
や屋内配線などの一般電気工事な
ていきたいと思います︒
ど︑単にモノを運ぶだけではなく︑

ともと運送業の会社ですが︑大型

3

お客さまの自宅に商品を配達︑設

トラストシステム物流有限会社

39
VOL.

市役所へ行こう／編集後記

まちづくりをインフ
ラ整備で支えます！
ま ち を デ ザ イ ン し た り、
道 路 や 公 園 を 整 備 し た り。

編集長の
ひとりごと

私の街さかた７月１日号の表

紙を飾るのは、いか釣り船団出

航式の様子。手を振る海の男と、

五色のテープを手に見送る家族。

鳴り響く汽笛と共に出航してい

く船。青空の下で展開される、

勇ましくもセンチメンタルな

大漁と無事の帰還を祈りながら

「しばしの別れ」のセレモニー。

心を込めてシャッターを切りま

した（採用されたのは同僚の写

特集「…えっ？行かないの？

真ですが（笑）
）
。

が あ る ５ 階 を 紹 介 し ま す。

えて逆転的なタイトルや、口語

上げられている旬のテーマ。あ

選挙」は、全国の広報紙で取り

南 北 に 広 が り、 視 線 を 遮

体の文章など、普段広報を読ま

工事や建物に関わる部署

る も の が な い の で、 と て

らえるように心掛けました。若

者の意見がこの国を変える…そ

の第一歩は投票に行くこと。社

会の構成員として、責任を持っ

て一票を投じてほしいと、切に

願います。

７月は雨の季節となるでしょ

うか。豪雨による被害が怖い昨

今ですが、酒田に降る雨は、恵

みの雨でありますように。

広報広聴係 大井正紀
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ない若い世代にも手に取っても

VOL.

も開放的です 。
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