
お知らせ版お知らせ版
やまのべやまのべ広報 令和３年７月１日号（№753）

新型コロナウイルスの影響により、掲載内容に変更が生じる場合があります。最新の情報は問い合わせ先にご確認ください。

申込み・問合せ　総務課　庶務係　☎（667）1111

■ 受験申込み
　受付期間／７月１日㈭～８月５日㈭（必着）
　受付時間／午前８時30分～午後５時15分
　※受け付けは平日のみとなります。
　※郵送による申し込みも可能です。

■ 第１次試験
　期日／９月19日㈰
　場所／役場３階　大会議室

■ 試験区分、採用予定人数および受験資格

試験区分 説明 採用予定
人数 採用要件など

初級行政
一般行政事
務に従事す
る職務

若干名
▽平成４年４月２日から平成16年４月１日まで
の間に生まれた方（学歴不問）

▽採用された場合に山辺町内に居住できる方

初級行政
（社会人経験枠）

一般行政事
務に従事す
る職務

若干名

▽昭和57年４月２日から平成４年４月１日までの
間に生まれた方で、正規・非正規を問わず職務
経験が通算して５年以上、かつ同一組織におけ
る職務経験が３年以上ある方（ただし、証明可
能なものに限ります。最終合格発表後に在職証
明書を提出していただきます。学歴不問）

　※職務経験年数は、申込開始日である令和３
年７月１日が基準日となります。

▽採用された場合に山辺町内に居住できる方

■ 受験申込書の入手方法
▽総務課庶務係（役場２階）で受け取るか、町ホームページからダウンロード（トップページ「申
請書ダウンロード」⇒「令和３年度　町職員採用試験」）してください。ダウンロードした
場合は、感熱紙を除く白色の用紙（Ａ４版）に印刷してください。
▽郵送で請求する場合は、封筒の表に「受験申込書等請求」と朱書のうえ、あて先を記載し
94円切手を貼付した返信用封筒（長形３号）を必ず同封してください。
　郵送で請求する場合の送付先…〒990-0392　山辺町緑ケ丘５番地　山辺町総務課庶務係

山辺町職員を募集します
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　新型コロナウイルスの影響により、掲載内容に変更が生じる　　場合があります。最新の情報は問い合わせ先にご確認ください。

◆役場庁舎のご案内　＊○の数字は窓口の番号
　１階 … ①町民生活課、②保健福祉課、③産業課・農業委員会事務局、④税務課、会計課
　２階 … 総務課、防災対策課、政策推進課、建設課、教育委員会事務局（教育課）　３階 … 議会事務局

【 〒990-0392 山辺町緑ケ丘５番地　代表　TEL（667）1111　FAX（667）1112 】

執務時間／月～金曜日（祝日、12月29日～１月３日を除く）
　　　　　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　※火曜日は一部の証明業務を午後７時まで延長しています。

　国民健康保険と後期高齢者医療制度の保険証は
毎年７月31日に有効期限を迎えます。８月１日か
らお使いになる新しい保険証は７月中に郵送しま
すので、お手元に届きましたら内容をご確認くだ
さい。７月末日までに保険証が届かない場合は、
お問い合わせください。
※国民健康保険の保険証は、世帯主あてに世帯の
加入者全員分を郵送します。
※後期高齢者医療制度の保険証は、被保険者本人
あてに個別郵送します。
※過年度分の国民健康保険税、後期高齢者医療保
険料に納め忘れなどがある場合は、別途窓口での
交付となります。町民生活課へお越しください。

国民健康保険・後期高齢者医療
制度の保険証をお届けします

問合せ
町民生活課　国保医療係　☎（667）1109

申込み・問合せ
総務課　庶務係
☎（667）1111

山辺町会計年度任用職員に
登録しませんか

　令和３年度に町の会計年度任用職員として勤務
を希望する方の登録を募集しています。任用にあ
たっては、申し込みした方を任用候補者として登
録し、担当課でパートタイム職員が必要となった
ときに随時任用します。
主な募集職種／事務補助、保育士、看護師など
待遇／
▽報酬：町ホームページまたは総務課窓口でご確
　認ください。
▽手当：期末手当（６月・12月）、通勤手当相当額（費
　用弁償、上限あり）など
▽休暇：年次有給休暇ほか各種休暇
▽保険：健康保険、厚生年金保険、雇用保険
登録方法／申込書に必要事項を記入し、総務課庶
務係に直接または郵送で提出してください。
※申込書は総務課に準備しています。町ホームペー
ジからダウンロードすることもできます。
※資格を要する職種（保育士・看護師・保健師・
司書など）については、申込書のほか資格を証す
る書類の写しを添付してください。
受付時間／午前８時30分～午後５時15分（土・日
曜日・祝日を除きます）
登録の有効期限／登録日～令和４年３月31日
雇用方法／雇用を必要とする業務が生じた場合に、
登録者の中から選考・面接し任用します。その後、
内定を行い、任用予定者に通知します。
※申し込みをしても、必ず雇用されるとは限りま
せん。

行政相談所を開設します

　国や町の仕事についての苦情や要望を受け付け、
みなさんと役所などとの間に立って、その解決を
進めるよう相談に応じています。相談無料で、秘
密は厳守します。
日時／７月15日㈭　午前10時～正午
場所／役場１階　町民談話室
相談員／長谷川吉則さん（行政相談委員）
～次の相談窓口もご利用ください～
総務省山形行政評価事務所（山形市緑町一丁目５
－48）　☎0570－090110（行政苦情110番）

問合せ
総務課　庶務係　☎（667）1111

診断士を派遣して木造住宅の
耐震診断を実施します

　耐震診断士を派遣し、木造住宅の耐震診断と耐
震改修計画書の作成を行う事業を実施します。お
住まいの住宅の耐震性を把握するためにも、耐震
診断を受けてみませんか。
　この診断内容をもとに、別途お知らせする耐震
改修工事を行うと、補助金を有利に受けることが
できる場合があります。
対象者／町内に住宅を所有し、過去にこの診断を
受けていない方
対象建築物／平成12年５月31日以前に建築された
在来軸組工法による木造２階建て以下の戸建て住宅
自己負担額／床面積により異なります。
▽100㎡未満の場合：床面積に151円を乗じた額
▽100㎡以上の場合：15,100円
※住宅建築時の図面がない場合や、判読が困難な
場合は、図面作成費用が別途必要になります。
申込み期間／７月５日㈪～11月30日㈫
※募集期間内であっても、予算枠に達した段階で
締め切る場合があります。

申込み・問合せ
建設課　管理用地係　☎（667）1113

木造住宅の耐震改修工事に
補助金を交付します

　震災時の倒壊を防ぎ、災害に強いまちづくりを
目指すため、町内の持家住宅の耐震改修工事を行
う方に、県の補助制度を活用して工事費用の一部
を補助します。
補助要件／▽平成12年５月31日以前に建築された
在来軸組工法による木造２階建て以下の戸建て住
宅で、耐震診断の結果、総合評点が0.7未満と診断
されたものを評点0.7以上に向上させる工事である
こと　▽耐震改修工事着工前の住宅に限ること　
▽店舗等併用住宅の場合は、延床面積の２分の１
以上が住宅用途であること　▽令和４年１月末ま
でに工事完了報告書を提出することができること
▽町税などに滞納がないこと　など
補助金額／耐震改修工事費の２分の１（上限40万円）
※町内業者が施工するなどの条件にあてはまる場
合は、耐震改修工事費の２分の１（上限100万円）
申込み期間／７月５日㈪～11月30日㈫
※募集期間内であっても、予算枠に達した段階で
締め切る場合があります。

申込み・問合せ
建設課　管理用地係　☎（667）1113

新型コロナウイルスワクチンのお知らせ新型コロナウイルスワクチンのお知らせ

問合せ
山辺町新型コロナワクチンコールセンター　☎（676）8085
予約受付日時／月～金曜日（祝日を除く）　午前９時～午後４時30分

64歳以下の方へ64歳以下の方へ
接種券（クーポン券）を発送します

　64歳以下の方へ、接種券（クーポン券）を
年齢順で段階的に発送します。
　60～64歳の方（今年度60歳になる方を含
む）へは７月５日の週に発送します。59歳以
下の方への発送については、広報紙などで改め
てお知らせします。詳細は、今回の折り込みチ
ラシまたは町ホームページでご確認ください。

65歳以上の方へ65歳以上の方へ
ワクチン接種の予約はお早めに

　新型コロナウイルスワクチン接種の予約はお
済みでしょうか？
　ワクチン接種をご希望の方は、早めの予約を
お願いします。予約の受付状況は、６月15日
発行「広報やまのべ」への折り込みチラシまた
は町ホームページでご確認ください。

町のホームページ・ツイッター・フェイスブックをご覧ください町のホームページ・ツイッター・フェイスブックをご覧ください
●ホームページ
https://www.
town.yamanobe.
yamagata.jp/

●フェイスブック
https://www.
facebook.com/
yamanobe.town/

●ツイッター
https://twitter.
com/yamanobe_
town
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生け垣設置費用の一部を
補助します

　緑豊かでうるおいのあるまちづくりを目指すた
め、生け垣を設置しようとする方に補助金を交付
します。
補助要件／①～⑥すべてにあてはまること。
①町内の住宅、事務所などの敷地内に設置する生
け垣であり、未植のもの
②道路、公共施設に面する部分を含み、長さが３
メートル以上あること
③高さは道路から１メートル程度とし、植栽本数
は幅１メートルあたり２本以上であること
④樹木の種類は、山辺町の気候風土に適したもので、
他に害を及ぼす恐れがないこと
⑤植栽工事の完了報告を令和４年１月末までに行
うことができること
⑥町税などに滞納がないこと
補助金額／設置費のうち、樹木・資材購入に係る
費用の２分の１の額（円単位、上限７万円）
申込み期間／７月５日㈪～11月30日㈫
※募集期間内であっても、予算枠に達した段階で
締め切る場合があります。

申込み・問合せ
建設課　管理用地係　☎（667）1113

ブロック塀の撤去費用を
補助します

　地震時の避難路確保のため、ブロック塀などの
組積造の塀や門柱の撤去工事に対して補助金を交
付します。
補助要件／▽撤去工事に着手しておらず、山辺町
耐震改修促進計画に定める道路や公共施設などに
面する塀および門柱で、高さが１メートルを超え
るブロック塀造りや石造りなどの組積造のもので
あること　▽撤去工事の完了報告を令和４年１月
末までに行うことができること　▽町税などに滞
納がないこと　など
※撤去後に組積造の塀などを再設置する場合は、
補助対象外となります。
補助金額／①②のいずれか低い額（上限15万円、
千円未満切り捨て）
①ブロック塀などの撤去に要した費用の２分の１の額
②ブロック塀などの延長１メートルあたり３万円を乗
じた額
申込み期間／７月５日㈪～11月30日㈫
※募集期間内であっても、予算枠に達した段階で
締め切る場合があります。

申込み・問合せ
建設課　管理用地係　☎（667）1113

狩猟免許を取得して
鳥獣被害対策実施隊員になろう！

　近年、野生鳥獣による農作物の被害が増えてい
ます。その対策にあたる鳥獣被害対策実施隊員を
募集しています。町では隊員になる方をサポート
していますので、この機会に狩猟免許を取得し、
実施隊員になってみませんか。
対象者／山辺町鳥獣被害対策実施隊の活動に参加
するため、第一種銃猟免許（60歳以下）、わな猟免
許（70歳以下）を取得しようとする方

～ 実施隊員になるための４つのステップ ～～ 実施隊員になるための４つのステップ ～

①県主催の狩猟免許講習会を受講する
　期日／８月28日㈯
　場所／山形ビッグウイング（山形市平久保100）
　受講料／5,000円
　※受講料を後日補助します。
②狩猟免許試験を受験する
　期日／９月11日㈯、12日㈰
　場所／山形県職員育成センター（山形市松波３-７-１）
　�※新型コロナウイルス感染症対策として日程を
２日間に分け、受験者の集中を避けて実施します。
申し込み後に受験日を指定してお知らせします
ので、受験日は選択できません。
　受験料／5,200円
　�※受験料および医師の診断書取得費を後日補助
します。

③狩猟者登録を行う
　�登録料および各種会費／免許の種類により21,000
円～26,000円
　※補助対象外のため、個人負担となります。
④山辺町鳥獣被害対策実施隊員になる
　�　わなの見回り巡回、冬期間の「まき狩り」活
動などへの参加が必要となります。
　年報酬／19,000円
　�※別途、活動手当や公務災害補償などがあります。

★�申し込みできる人数に限りがありますので、お
早めに申し込みください。

問合せ
産業課　農村整備係　☎（667）1106

合併処理浄化槽を設置する方へ
補助金を交付します

対象区域／下水道区域を除く区域
町の補助金額／５人槽：375,000円
※６人槽以上の場合は、別途ご相談ください。
県の補助金額／既存単独処理浄化槽または汲み取
り便槽から合併処理浄化槽に切り替える方は、次
の補助が受けられます。
▽５人槽：160,000円
▽６人槽以上：200,000円
※県の補助金は、新築の場合は対象外となります。
申請期間／７月１日㈭～12月24日㈮
※令和４年３月25日㈮までに実績報告書を提出で
きるものに限ります。
申請方法／補助金交付申請書などの必要書類を提
出してください。
※補助要件など、詳しくはお問い合わせください。
※予算に限りがありますので、早めの申請をお願
いします。

申請・問合せ
建設課　下水道係　☎（667）1113

問合せ 町民生活課　生活環境係　☎（667）1109

＜年度ごとの発火・発煙件数＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：件
平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

発　火 ４ ８ 19 31 48
発　煙 29 52 101 179 238

原因物
電池　　　：26
スプレー缶：０
不明　　　：７
その他　　：０

電池　　　：42
スプレー缶：３
不明　　　：13
その他　　：２

電池　　　：98
スプレー缶：５
不明　　　：３
その他　　：14

電池　　　：178
スプレー缶：　４
不明　　　：　３
その他　　：　25

電池　　　：241
スプレー缶：　４
不明　　　：　41
その他　　：　０

充電池の分別にご注意ください！
　リチウムイオン電池などの充電池の混入が原因と思われる発煙・発火事故が、
立谷川リサイクルセンターで多数発生しています。処理施設の火災発生につなが
る恐れもありますので、分別の際は十分にご注意ください。
●「雑貨品・小型廃家電類」で電子機器を出す場合…電池やバッテリーは事前に取り外してくださ
　い。取り外した電池やバッテリーは、透明な袋に入れて「水銀含有ごみ」へ出してください。
●充電池が取り外せない場合…そのまま透明な袋に入れて「水銀含有ごみ」へ出してください。
　【充電池が取り外せない主な製品】 スマートフォン、モバイルバッテリー、電子たばこ、電動歯ブラシ、
　　　　　　　　　　　　　　　　�電気シェーバー、ハンディクリーナー　など

対象者／町内に住所があり、有効期間中の運転免
許証を自主返納された方（すべての免種を取り消
された方が対象です）
内容／コミュニティバスの無料乗車券を交付
・路線バス、デマンドバス両方で使用できます。
・カードサイズの「無料乗車券」です。
・乗車券の有効期限は、発行年度の翌年度の３月
　31日まで。その後の更新はありません。
申込みに必要な物／運転免許証を返納したことを
証明する書類など（運転経歴証明書など）、印かん、
写真（縦３㎝×横2.4㎝）１枚
※運転経歴証明書持参の場合、写真は不要です。

運転免許証を返納された方へ
バス無料乗車券を交付します

申込み・問合せ
町民生活課　生活環境係
☎（667）1109
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　新型コロナウイルスの影響により、掲載内容に変更が生じる　　場合があります。最新の情報は問い合わせ先にご確認ください。

第71回第71回

社会を明るくする運動
　７月は『社会を明るくする運動』の強調月間です。
「犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の
チカラ」を統一標語に掲げ、すべての国民が、犯
罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生につい
て理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯
罪や非行のない地域社会を築こうとする全国的な
運動です。
　地域社会の理解と協力で、関係機関・団体の連
帯を強め、地域に根ざした幅広い活動を展開する
ことにより、地域の連帯や家族の絆を取り戻し、
夢や希望を持ってお互いに支え合い、安全で安心
して暮らせる明るい社会を築きましょう。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
今年度は街頭での広報活動は行いません。

ひとり親家庭などの学習を
無料で支援します

　県では、ひとり親家庭や就学援助対象の世帯、
経済的に困難で支援が必要な世帯などを対象に、
学校の宿題や不得意な科目の勉強を支援する学習
支援事業を実施しています。新型コロナの影響で
遅れた学習があれば、取り戻すお手伝いをします。
日時／毎週土曜日　午後２時～４時
場所／中央公民館　第２研修室
対象者／町内のひとり親家庭や
就学援助対象世帯などの小・中
学生など
定員／15人程度
支援体制／教師経験者と大学生
の学習ボランティア数人

申込み・問合せ
特定非営利活動法人　山形県ひとり親家庭福祉会
☎（622）5570　ファクス（674）0740
メール：yamagata-hitorioya@shirt.ocn.ne.jp

山辺町社会福祉協議会山辺町社会福祉協議会

無料法律相談会を開催します
　弁護士が困りごとの相談に応じます。お気軽に
ご相談ください。秘密は固く守ります。
日時／７月28日㈬　午前10時～午後３時
場所／中央公民館
申込み／電話でお申し込みください。
※定員になり次第、締め切ります。
※事前予約制で、１人30分程度となります。

申込み・問合せ
山辺町社会福祉協議会　☎（664）7982

自衛隊山形募集案内所自衛隊山形募集案内所

自衛官を募集します
●自衛官候補生（男女）
受付期間／７月１日㈭～９月10日㈮
応募資格／18歳以上33歳未満の方
一次試験／９月17日㈮～18日㈯のいずれか１日
●一般曹候補生
受付期間／７月１日㈭～９月６日㈪
応募資格／18歳以上33歳未満の方
一次試験／９月16日㈭～19日㈰のいずれか１日
●航空学生
受付期間／７月１日㈭～９月９日㈭
応募資格／海：18歳以上23歳未満の方
　　　　　空：18歳以上21歳未満の方
一次試験／９月20日（月・敬老の日）

～採用制度説明会を開催します～
日時／７月９日㈮　午後５時～７時
場所／中央公民館

申込み・問合せ
自衛隊山形募集案内所　☎（634）3439

みんなで楽しく介護予防みんなで楽しく介護予防

いきいき教室
　元気で自分らしく、いきいきと自立した生活を
送るための教室です。タオルを使った運動、音楽
に合わせた体操など、心と身体の健康増進をお手
伝いします。
開催日／８月５日～令和４年２月17日
　　　　（月２回・木曜日）
時間／午前10時～11時
場所／中央公民館
参加費／1,500円（全13回）
定員／先着20人
対象者／おおむね65歳以上の方
服装／動きやすい服装
持ち物／水分補給用の飲み物、タオル、運動靴
申込み開始／７月５日㈪～

申込み・問合せ
山辺町包括ケア推進室　☎（666）6565
※今年度は、公民館での受け付けは行いません。

　町では家庭から出される新聞紙、ダン
ボール、雑誌、雑がみ、古着、古布を資
源回収しています。
　特に雑がみへの分別を徹底すれば『も
やせるごみ（有料ごみ）』を減らせます。
回収日／７月10日㈯・11日㈰
回収時間／午後５時～８時
場所／旧役場跡地（地図に★で示した場
所です。）

問合せ 町民生活課　生活環境係
　　　　　☎（667）1109

やまのべ温泉

作品展示のお知らせ
　山辺温泉保養センターでは、町内７つ
の文化芸術団体の作品（絵画・すみ絵・
写真など）を展示しています。
　７月は、「すみの会」のみなさんの作品
です。温泉においでの際は、ぜひご覧く
ださい。

資源物の回収に
ご協力ください！

問合せ 山辺温泉保養センター
　　　　　☎（664）7777

山形財務事務所山形財務事務所

借金返済に関する相談窓口
　東北財務局山形財務事務所では、借金返済でお
困りの方の相談窓口を開設しています。相談員が
借金の状況などをお聞きし、必要に応じて、弁護
士などの専門家に引き継ぎます。相談無料で、秘
密は厳守します。お気軽にご相談ください。
相談専用電話／☎023（641）5201
相談場所／山形財務事務所（山形市緑町２-15-３）
※山形工業高校の東側となります。
受付時間／月～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　　　　　午前８時30分～正午
　　　　　午後１時～４時30分

問合せ
山形財務事務所　理財課
☎（641）5178

問合せ
保健福祉課　福祉係
☎（667）1107
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山辺町教育委員会・各地区公民館 　 　問合せ／教育課 社会教育係（中央公民館内）　☎（664）6033

社会共育のひろば社会共育のひろば社会共育のひろば社会共育のひろば
おお知知らせらせ版版おお知知らせらせ版版

求職者支援制度のご案内

　求職者支援制度は、雇用保険を受給できない求
職者が、無料の職業訓練を受講し、再就職や転職
を目指す制度です。また、要件に該当する方は月
10万円の生活支援を受給しながら職業訓練を受講
できます。詳しくは、ハローワークへお問い合わ
せください。

問合せ
ハローワークやまがた　職業訓練担当
☎（684）1521（42#）

ゆりかご幼稚園　ちびっこひろば Part３ゆりかご幼稚園　ちびっこひろば Part３

「幼稚園で遊ぼう！」
　おうちの人と一緒に「ごっこ遊び」や「ミニ夏
祭り」を楽しみましょう。参加希望の方は、電話
でお申し込みください。
日時／７月20日㈫　午前９時50分～11時
場所／ゆりかご幼稚園
対象者／１歳～就学前のお子さんとその保護者
※保護者の方の参加は、お子さん一人につき一人
とさせていただきます。
定員／先着15組の親子
服装／親子とも、動きやすい服装
持ち物／着替えのほか、各自で必要な物
参加費／無料
申込み開始／７月７日㈬　午前９時～
※保護者の方はマスクの着用、来園時には玄関で
手指の消毒をお願いします。お子さんやご家族で、
発熱やかぜの症状がある方はご遠慮ください。

申込み・問合せ
ゆりかご幼稚園
☎（664）5355

ご利用ください、山辺町との提携ローンご利用ください、山辺町との提携ローン

「生活応援ローン」
　山辺町と東北労働金庫が提携し、低利で融資す
る制度です。
使いみち／生活資金全般、自動車購入・教育資金・
医療介護費・冠婚葬祭費・家電購入費など広くご
利用いただけます。
※事業資金、投機目的資金、負債整理資金を除き
ます。
融資対象者／町内にお住まいの勤労者の方で、会
社や商店に１年以上勤務し、職場に労働組合がない、
または職場に融資制度がない方
融資金額／100万円以内～200万円以内
一人の融資限度額／200万円
融資金利／固定金利　年1.25％～年2.75％
融資期間／７年～10年以内
※融資金額・金利・期間は、使いみちにより異な
ります。
保証／労働金庫指定の保証機関の利用となります。
※保証料は、労働金庫が負担します。
その他／
・労働金庫の店頭で、返済額の試算を行います。
・労働金庫の審査の結果、融資できないなど、ご
希望に添えない場合がありますので、あらかじめ
ご了承ください。
・掲載内容は、令和３年４月１日現在の情報です。

申込み・問合せ
東北労働金庫　山形北支店　☎（641）1331

　レジ袋有料化から１年が過ぎました。
　「ふろしき」は日本古来から伝わるエコバッグで
す。丸いもの、四角いもの、何でもOK。形を選ば
ず何でも入ります。ハンカチのように小さく畳ん
でバックやポケットに入れておけば、すぐに使え
ます。
　現代に合ったふろしきの活用法を知り、ふろし
きライフを楽しんでみませんか。
日時／７月13日㈫　午前10時～11時30分
場所／山辺北部公民館
講師／鈴木由紀さん（日本風呂敷協会認定講師、
風呂敷研究会会員）
持ち物／空き瓶（ビール・ワインなど）、ボックス
ティッシュ
※講習用ふろしきは、こちらで準備します。（マイ
ふろしき大歓迎）
参加費／無料
募集人数／先着15人
申込み期限／７月８日㈭
※マスク着用をお願いします。また当日発熱やか
ぜの症状がある場合は参加をお控えください。

　ロコモティブシンドローム＝運動器症候群（通
称ロコモ）は、人が身体を動かすための能力が不
足したり、衰えたりした状態をいいます。
　ロコモが進行すると、将来介護が必要になるリ
スクが高くなります。
　今回は食事面から予防するための食べ方のコツ
や簡単レシピを学びます。ぜひご参加ください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のた
め、調理は行いません。
日時／７月21日㈬　午前10時～11時30分
場所／山辺北部公民館
講師／宗片恵理さん（一般社団
法人ゆにしあ）
持ち物／筆記用具
参加費／無料
募集人数／先着20人
申込み期限／７月16日㈮
※マスク着用をお願いします。また当日発熱やか
ぜの症状がある場合は参加をお控えください。

ふろしきECOバッグ講座
～ 今日を良い日にする暮らしレシピ ～～ 今日を良い日にする暮らしレシピ ～

食べるロコモ予防＆夏の元気レシピ講座

申込み・問合せ
山辺北部公民館　☎（667）0551

申込み・問合せ
山辺北部公民館
☎（667）0551

問合せ
教育課　スポーツ振興係　☎（667）1115

　新型コロナウイルスについては、感染力が強い
変異株への置き換えが県内でも確認されるなど、
高いレベルでの注意・警戒が必要な状況です。
　そのため、令和３年度は新型コロナウイルス感
染症の感染拡大防止の観点から、町民プールの開
放を中止します。

山辺町民プールの開放を
中止します

■つくってみよう！　マイナンバーカード
　　カード交付について　町民生活課 住民係 ☎（667）1109
　　マイナンバーについて　総合フリーダイヤル ☎0120-95-0178
　　　　　　　　　　　　　　申請方法（マイナンバーカード総合サイト）→

「夏はぜったい海!!」参加者募集

期日／７月31日㈯　（日帰り）
場所／鶴岡市由良
募集人数／小学生20人＋保護者10人程度
参加費／一人2,500円
※お問い合わせいただいた方へ、詳しい内容や安
全対策、申込み方法や期限などの案内をお送りし
ます。
※新型コロナウイルスの感染防止対策は適切に実
施します。
※独立行政法人国立青少年教育振興機構子どもゆ
め基金助成事業として実施します。

申込み・問合せ
どんぐりクラブ　佐藤さん　☎080（3320）6768写真はイメージです。
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★各講座・教室など、申し込み期限前に募集人数が
　定員になり次第、募集を締め切ります。社会共育のひろば社会共育のひろば社会共育のひろば社会共育のひろば

交付対象競技種目／国民体育大会の正式競技種目、
または日本・県・町スポーツ協会に加盟する団体
の競技種目
交付対象競技大会／県予選会（県大会など）また
はスポーツ協会などによる推薦・選抜などにより
出場権を得る東北・全国大会
※身分・職種などにより参加者が限定される大会
および交流・親善などを主な目的とする大会は対
象となりません。
交付対象者／町内に住所がある方、または保護者
が町内に在住している町出身の学生のうち、上記
の要件を満たす大会に出場する選手・団体
激励金の額／
▽東北大会　個人：　3,000円　団体：15,000円
▽全国大会　個人：10,000円　団体：50,000円
申請方法／大会への出場決定から大会開催日の10
日前までに、所定の申請書に必要書類（開催要項
など）を添付して申請してください。申請書は、
町ホームページからダウンロードできるほか、教
育課（役場２階）で配付しています。

日時／７月25日㈰　午前８時30分開会
場所／須川左岸河川敷　山辺町パークゴルフ場
参加資格／町内にお住まいの方または町内の事業所
に勤務している方、山辺町パークゴルフクラブ会員
種別／一般の部、女子の部
競技方法／個人対抗戦とし、36ホール（18ホール
×２巡）ストロークプレーとします。
参加費／一人500円
申込締切／７月16日㈮正午まで、所定の申込書に
参加料を添えて山辺町パークゴルフ場（管理棟内
の申込箱）へお申し込みください。

中央公民館図書室中央公民館図書室

夏休み・読み聞かせスペシャル

　　今月号から、イベント・特集・新刊などの
　お得な情報をお知らせします。

●７月の壁面コーナー
　『サキドリ夏休み対策　自由研究・工作・
読書感想文　対策本特集』を展開中です。
楽しい夏休みにするためには、早めが肝心
です。
●新刊情報
　大人気「名探偵コナン」のジュニア文庫
シリーズ・なぞなぞ王国シリーズ・最強王
図鑑シリーズなど人気児童書が入りました。
●７月のよみきかせ（予定）
日時／７月10日㈯・24日㈯　午前11時～
場所／児童・幼児（絵本）コーナー
※夏の季節の絵本を中心に行います。

　夏休みがやってきます。今年の中央公民館図書
室のイベントは、紙芝居と大型絵本の豪華二本立て、
楽しいこと間違いなし。参加しないと、もったい
ないですよ。
日時／
▼「紙芝居ドンドンを楽しむ会」
　７月29日㈭　午前10時30分～11時
▼「大型絵本で物語を楽しむ会」
　８月６日㈮　午前10時30分～11時
場所／中央公民館　第一研修室
対象者／幼児～小学生
募集人数／先着25人
参加費／無料
申込み開始／７月６日㈫～
※コロナ禍のため、事前申し込みが必要です。

　街をブラブラ歩いて謎を解くあの番組風に、山辺の謎を解き明かします。

●山辺の謎に迫る、３つのお題を用意しました。

お題１「なぜ山辺は東西南北の対立の要に？」
　南北朝の戦いや関ヶ原の戦いで軍事的境界となったのは、いずれもこの山辺です。山辺はその
要として、どのような役割を果たしてきたのでしょう。
お題２「城と駅が街を変えた？」
　城や道、鉄道ができることによって街が変わることはよくあることです。では、江戸時代に城が、
大正時代に駅ができて、街はどう変わっていったのかを見ていきましょう。
お題３「なぜ山あいの地に大商人が？」
　江戸時代の大商人や豪商と呼ばれる人は、港があるか、それに近いところに住むのが一番よかっ
たと思います。当町の稲村家が山あいの条件の地で商売を繁盛させていったわけとは。

●それぞれのお題で謎を解くために３～４つのルートを設定しています。

　（例）お題１「なぜ山辺は東西南北の対立の要に？」
　　　　徳川方（東）と豊臣方（西）のせめぎあい　東北の関ヶ原の戦いの痕跡を辿る
　　　　①置賜と内陸を結ぶ街道　②畑谷城　③首洗池　④念仏壇

山辺町スポーツ振興基金運営
委員会で激励金を交付します

申請・問合せ
教育課　スポーツ振興係　☎（667）1115

第８回第８回

山辺町長杯パークゴルフ大会

申込み・問合せ
山辺町パークゴルフ場　長岡さん　☎（664）6707

申込み・問合せ
中央公民館図書室　☎（664）6433

申込み・問合せ　ふるさと資料館　☎（664）5033

◆ふるさと資料館（資料やルートの展示）
　期間／８月１日㈰～10月31日㈰　※月曜・祝日は休館　　開館時間／午前９時30分～午後４時30分
　場所／北蔵１・２階、南蔵　　内容／それぞれのお題に関する資料やルートの展示
　入館料／大人200円　高校生・大学生100円　小中学生50円（未就学児は無料）
　※３つのお題のうち一つのルートツアーを実施予定です。８月号で詳細をお知らせします。

◆やまのべ再発見セミナー（会員募集）
　　山辺町郷土史研究会の会員が講師となり、ご案内します。
　第１回…８月７日㈯　開講式
　　　　　「なぜ山あいの地に大商人が？」①　講義（講師：佐藤継雄さん）
　第２回…９月12日㈰
　　　　　「なぜ山あいの地に大商人が？」②　マイクロバスで現地見学（講師：武田美和さん）
　第３回…10月16日㈯
　　　　　「なぜ山辺は東西南北の対立の要に？」①　マイクロバスで現地見学（講師：三浦浩人さん）
　第４回…11月７日㈰
　　　　　「なぜ山辺は東西南北の対立の要に？」②　乗用車分乗で現地見学（講師：三浦浩人さん）
　第５回…11月20日㈯
　　　　　「城と駅が街を変えた？」　講義と徒歩で現地見学（講師：村山賢司さん）
　※資料館が実施するツアーより詳しい内容になります。
　募集人数／先着25人　会費／2,000円（交通費、保険代、資料代など）
　申込み／７月25日㈰まで、山辺町ふるさと資料館へ次のいずれかの方法でお申し込みください。
　　　　　電話：☎（664）5033　ファクス：（664）5377　メール：shiryokan@town.yamanobe.yamagata.jp

ふるさと資料館ふるさと資料館＆＆やまのべ再発見セミナー  コラボ企画やまのべ再発見セミナー  コラボ企画
～ やまのべ物語　山辺の昔が語るおもしろヒストリー ～
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お知らせカレンダーお知らせカレンダー
●町の保健事業（健診・検診など）の問合せ／保健福祉センター　☎（667）1177

　新型コロナウイルスの影響により、掲載内容に変更が生じる場合が
あります。最新の情報は問い合わせ先にご確認ください。

日曜・祝日・年末年始の急病のときは　山形市休日夜間診療所（山形市香澄町2-9-39）　☎（635）9955

１ 木 交通安全の日（黄色い小旗を掲げ交通安全に努めましょう）

２ 金 ●総合健診（詳細は個人通知をご覧ください）
●肺がん検診（詳細は個人通知をご覧ください）

３ 土

４ 日 日曜当番医　９：00～12：00（受付11：30まで）
　やまのべ藤田クリニック　☎（665）7003

５ 月 ●レディース検診（詳細は個人通知をご覧ください）

６ 火

７ 水

●母子手帳交付・妊婦健康相談（妊娠届出書・印かん・マ
　イナンバーカードまたは通知カード・身分証明書持参）
　受付…10：00～11：00　保健福祉センター
●３カ月児健診（母子手帳・バスタオル・ハガキ持参）
　受付…13：00～13：10　保健福祉センター
　対象…令和３年３月生まれ
●９カ月児健診（母子手帳・バスタオル・ハガキ持参）
　受付…13：10～13：20　保健福祉センター
　対象…令和２年10月生まれ
●ママとベビーの健康相談（助産師相談）
　乳児健診時に開催（要予約）

８ 木

９ 金

10 土 資源回収日　17：00～20：00　旧役場

11 日
日曜当番医　９：00～12：00（受付11：30まで）
　山辺こどもクリニック　☎（664）8488
資源回収日　17：00～20：00　旧役場

12 月

13 火 シルバー人材センター入会希望者説明会
　13：30～　町シルバー人材センター　☎（667）1055

14 水

15 木 交通安全の日（黄色い小旗を掲げ交通安全に努めましょう）

16 金 ●総合健診（詳細は個人通知をご覧ください）

17 土

18 日 日曜当番医　９：00～12：00（受付11：30まで）
　鈴木医院　☎（664）5345

19 月 ●総合健診（詳細は個人通知をご覧ください）
●肺がん検診（詳細は個人通知をご覧ください）

20 火

21 水

●母子手帳交付・妊婦健康相談（妊娠届出書・印かん・マ
　イナンバーカードまたは通知カード・身分証明書持参）
　受付…10：00～11：00　保健福祉センター
●生活習慣病に関する健康相談（健診結果持参）
　受付…11：00～11：30　保健福祉センター
●３歳児健診（健診表・採取した尿・母子手帳・
　バスタオル・症状聞き取り問診票・ハガキ持参）
　受付…13：00～13：20　保健福祉センター
　対象…平成29年10月～12月生まれ

22 木 ＜海の日＞

23 金 ＜スポーツの日＞

24 土

  【７月の納税】　固定資産税２期

　　　　　　　　国民健康保険税１期

　納期限／８月２日㈪
　問合せ／税務課　収納対策室　☎（667）1105

めんごっこ広場・子育て広場（7月）
場　所 期　日

安達峰一郎記念保育所
（月・水・金  ）   ☎(664)5066

２、５、７、９、12、
14、16、19、21、26、
28、30

山辺南部公民館（火）
☎(665)7305 ６、13、20、27

山辺北部公民館（木）
☎(667)0551 １、８、15、29

＜時間＞＜時間＞保育所……午前９時～正午、午後１時～３時保育所……午前９時～正午、午後１時～３時
　　　　公民館……午前９時30分～11時30分　　　　公民館……午前９時30分～11時30分
※就園前のお子さんとその保護者が対象です。※就園前のお子さんとその保護者が対象です。
※無料で利用できます。申し込み不要です。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、体温を測って
からおいでください。

25 日 日曜当番医　９：00～12：00（受付11：30まで）
　和敬会クリニック　☎（664）5178

26 月 山辺温泉保養センター休館日

27 火 シルバー人材センター入会希望者説明会
　13：30～　町シルバー人材センター　☎（667）1055

28 水 時間外乳がん・子宮頸がん検診（詳細は山形検診
センター�☎688-6511�へお問い合わせください）

29 木

30 金

31 土

8/1 日
交通安全の日（黄色い小旗を掲げ交通安全に努めましょう）
日曜当番医　９：00～12：00（受付11：30まで）
　伊東医院　☎（664）5025

2 月

３ 火

４ 水

●母子手帳交付・妊婦健康相談（妊娠届出書・印かん・マ
　イナンバーカードまたは通知カード・身分証明書持参）
　受付…10：00～11：00　保健福祉センター
●生活習慣病に関する健康相談（健診結果持参）
　受付…11：00～11：30　保健福祉センター
●３カ月児健診（母子手帳・バスタオル・ハガキ持参）
　受付…13：00～13：10　保健福祉センター
　対象…令和３年４月生まれ
●９カ月児健診（母子手帳・バスタオル・ハガキ持参）
　受付…13：10～13：20　保健福祉センター
　対象…令和２年11月生まれ
●ママとベビーの健康相談（助産師相談）
　乳児健診時に開催（要予約）

５ 木


