平成３０年度最上町
看護師育成修学資金のご案内

定住促進空き家活用住宅の
入居者募集

最上町看護師育成修学資金は、

冬の労災を無くそう運動
期間

現在、新田地区所在の一戸建て

看護師を養成する学校等の修学に

住宅の入居者を募集しています。

２月１５日（木）まで

冬には、凍結や積雪による転倒、

健康づくり
アンケート調査のお願い

指タッチでインターネット
タブレット講習会のご案内
日時

２月１５日（木）

町では「ウエルネスタウン最上

１３：００～１５：００

２１」を策定し、町民の健康づく

場所

りの推進に努めてきました。平成

必要な費用を無利子でお貸しする

所在

富沢１１８６－６
（新田地区）

墜落、交通事故といった労働災害

制度です。

賃料

月額３５，
０００円

が多発します。冬季特有の災害を

内容 タブレットセミナー、

２６年度からは「第２次ウエルネ

減少させるため、監督署では「踏

ＬＩＮＥ（ライン）、インスタなど

スタウン最上２１」として、平成

み出す前に

参加費

３５年度まで１０か年の計画を立て

対象者

当町出身者で看護師を

養成する学校に修学し、卒業後最

ひと呼吸

リスクを

確認 転倒防止」をスローガンに、

中央公民館 ２階 調理実習室

無料（定員１５名）

ＮＴＴ東日本山形支店の協力に

ています。平成３０年度に中間評

上地域に居住し、最上地域の医療

「冬の労災をなくそう運動」を展開

より、上記日程でタブレット端末

価を計画していることに伴い、町

機関や介護・福祉施設等で看護師・

中です。事業所内の滑りやすい箇所

による講習会を開催します。１月

民の各年代を対象に健康づくりへ

准看護師として就業する意思のあ

への表示、滑りにくい履物の着用等

２５日に「タブレット講習会開催

の取り組みなどについてアンケー

る方。

の取り組みを呼びかけています。

のご案内」を回覧しますので、そ

ト調査を実施します。
お手元に調査用紙が届いた際に

ちらもご覧ください。

す。

は、ご協力をお願いします。

▼

詳しくは新庄労働基準監督署ま

▼

詳しくはまちづくり推進室定住
促進係（☎４３－２２６１）

で（☎２２－０２２７）

対象となる職種

詳しくは総務課まちづくり推進

▼

業の貸与を受ける方は、対象外で

室まで（☎４３－２２６１）

詳しくは保健指導係まで

▼

※山形県看護職員修学資金貸与事

（☎４３－３１１７）

お知らせ

掲示板
町の人口

平成２９年１２月３１日現在

町の人口

８，
８２０ 人

（うち、外国人６８人）

男

４，
２９４ 人

（うち、外国人６人）

女

４，
５２６ 人

（うち、外国人６２人）

２，
８９３ 世帯

世帯総数

３人

生まれた人
亡くなった人
転

入

転

出

前月比

１３ 人
３人

（うち、外国人０人）

１１ 人

（うち、外国人０人）

１８ 人減

看護師・准看護師

平成３０・３１年度
「国有林モニター」の募集

公益信託荘内銀行ふるさと

年額６０万円

返還期間等

創造基金募集のお知らせ

貸与を受けた期間と同じ年数で
の返還となります。

助成対象となる活動

ただし、卒業後１０年間のうち

国有林野事業の管理経営に役立て

・ 学校における教育的な活動

に５年間、最上地域に居住し、最

ていくため、モニターを募集します。

・ 地域住民と一体になった社会教

上地域の医療機関等（県立病院や

募集人員 ４８名程度

育的な活動

県の施設を除く）に看護師として

募集期間

・ 県内に伝わる文化的な活動

２月９日（金）まで

任期

４月１日から２年間

内容

アンケートへの回答、現

勤務すると、修学資金の返還が全

助成対象期間

額免除されます。

４月１日～平成３１年３月３１日

地見学会、国有林モニター会議へ

４月２日
（月）
から

募集期間

の出席など

５月１１日
（金）
まで

助成金総額

申込期間

○詳細な内容が決定次第、ホーム

２月２３日（金）まで

詳細については、東北森林管理
局ホームページをご覧いただくか、

１，
０００万円程度（１件１０万～４０万円）

ページ等でお知らせします。

担当までお問い合わせください。

○県内荘内銀行店舗または、ホー
ムページに申請書があります。

▼

詳しくは東北森林管理局企画調
整課林政推進係まで

詳しくは荘内銀行広報ＣＳＲ室

▼

▼

詳しくは健康福祉課保健指導係

冬のランチはスキー場で♪

ふるせ山小屋

おもちも
あるよ～

スキーをしない方も大歓迎！
あつあつ美味しいメニューで
お待ちしていま～す
駐車場からすぐ ご家族みんなで お越しください

福祉法人
社会

豊寿会 職員募集

また､屋根からの落雪による
ホームタンクやガス設備の
破損にもご注意ください !

赤倉温泉スキー場ふるせ山小屋
TEL 0233-45-2759
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No.802

株式会社

丸徳ふるせ

TEL 0233-43-2366

集落名

子の氏名

（親の名） 誕生日

申告書作成会場はたいへん混雑し、長時間お待ちいただく場合
があります。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」
を利用した、ご自宅での申告書作成をぜひ、お試しください。

開設期間 ２月１６日（金）から３月１５日（木）までの平日
開設時間 ９：００～１７：００

平成２９年１２月３１日届出分まで

受付 ９：００～１６：００

【開設時間内に申告書作成を終えられるよう、早めのご来場をお願いします。】

※駐車場はございますが、たいへん混み合いますので、お待ちいた
だくことがあります。会場では、
「手引き」や「パソコン」を利用して、
ご自身で申告書などの書類を作成していただいています。
詳しくは新庄税務署まで（☎２２－５１１１）

心よりおくやみ申しあげます
集落名

亡くなった人 （世帯主） 月日

年齢

～安定して働ける職場です。一緒に働いてみませんか！～
募集職種

看護師・介護職員・支援員・調理員 他
※経験者優遇、パート可、夜勤できない方も可

採用人数

若干名

応募方法

法人事務局（紅梅荘）に職員採用申込書を取りに
きていただくか、または紅梅荘ホームページより
様式をダウンロードして紅梅荘に持参または郵送
してください。

就職相談

随時受け付けます。
お気軽にご相談、お電話ください。

灯油もれにご注意ください
ポリタンク等に灯油を詰める際は 行かないで～
絶対にその場を離れないで下さい !

新庄税務署２階会議室です。

お誕生おめでとうございます

広告

広告

広告

＜随時募集＞

始めました♪

新庄税務署の申告書作成会場は、

（☎０１８－８３６－２２２８）

まで（☎０２３５－２８－２４３７）

まで（☎４３－３１１７）

告

申
確定

申告書作成会場のご案内

▼

貸与金額

時間：
場所：ＪＡ新庄もがみ最上支店様前
プラン提案・お見積は無料です。
介護保険を使った工事やエコ住宅
補助金制度活用のアドバイスや書
類申請など、分かりやすくご説明
致します。
お住まいに関するお悩みやお困り
ごとがありましたら、お気軽にご
来場ください。

新春！
アウトレットフェア
雑貨販売 開催中♪

平成２９年１２月３１日届出分まで

連絡先
〒999-6101 山形県最上郡最上町大字向町73-3
法人事務局：特別養護老人ホーム 紅梅荘
担当/佐藤・石山

TEL：0233-43-3661 / FAX：0233-43-3663
No.802
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