モンテディオ山形ホームゲーム

「市町村応援デー」チケット販売
対戦相手

国交通安全運動が実施されます。

今年は仙台市立山田中学校の生

看護師を養成する学校等の修学

最上中学校に「サポート塾」を

４月１５日（日）

徒１０２名が教育旅行で最上町を

に必要な費用を無利子でお貸しす

開設し、「様々な活動を地域みん

１３：００キックオフ

訪れます。民泊にご協力いただけ

る制度です。

なで応援する取り組み」を行なっ

開催日

京都サンガＦ . Ｃ .

今年度は「子どもと高齢者の交
通事故防止」を運動の基本に、町

チケット販売期間・販売場所

内では、交通安全団体によるドラ

４月１３日（金）まで

イブマナー啓発活動や、町内小学

役場教育委員会・中央公民館

校での交通安全教室など様々な啓

座席種

発活動が実施されます。

チケット料金

の皆さんから参加協力していただ

町の人口

８，
７９６ 人

（うち、外国人６７人）

受入生徒１名につき１

介護・福祉施設等で看護師・准看

いています。ぜひ、あなたも活動

男

４，
２８１ 人

（うち、外国人６人）

（学校の応援団）に参加してみま

女

４，
５１５ 人

（うち、外国人６１人）

※山形県看護職員修学資金貸与事業の

の提供をお願いします。詳細は決

販売条件
○大人

まり次第お知らせします。

町内に在住・在勤の方
県内在住の方

詳しくは交流促進課まで

進係まで（☎４３－２０１３）

（☎４３－２２６２）

最上町インターネット公売

受験資格

町では、財源確保と納税の公平

て、集落内のごみをきれいに片付

○昭和６３年４月２日から平成９

性確保のため、インターネット公

けましょう。皆さんのご協力をお

年４月１日生まれの者

売を行なっています。どなたでも

願いします。

○平成９年４月２日以降生まれの

参加できますので、ぜひご利用く

者で次に掲げる者

ださい。

ごみ集積場所

①大学を卒業した者及び平成３１年３

各集落のごみステーションわき

月までに大学を卒業する見込みの者

公売方法

ごみ回収日

②人事院が①に掲げる者と同等の

公売場所 ヤフーオークション

翌日１６日から回収します。

資格があると認める者

参加申し込み期間

※ごみステーションの中には入れ

受験申込受付期間

ールは出さないでください

※全額免除となる条件もあります
詳しくは健康福祉課保健指導係
まで（☎４３－３１１７）

医療関係の学校などでの修学に
必要な費用を無利子でお貸しする
制度です。
（年額６０万円）
薬剤師、
保健師、
助産師、
看護師、

せり売り

セミナーハウス最上寮
調理員（パート）募集

放射線技師、臨床検査技師
募集人数
申込期間

TEL 0233-44-2047

７，
５９８ 人
３，
６９０ 人
３，
９０８ 人

お誕生おめでとうございます

▼

詳しくは町民税務課収納係まで

（☎４３－２０１４）

＜随時募集＞

社会福祉法人

豊 寿 会 職 員 募 集
～安定して働ける職場です。一緒に働いてみませんか！～

まで（☎４３－２０５３）

集落名

子の氏名

（親の名） 誕生日

～４月６日 ( 金 )

詳しくは健康福祉課保険係まで

（☎４３－３１１７）
平成３０年２月２８日届出分まで

広告

２日間開催

ふるせプライム 47SS 丸徳ふるせ

登録者総数
男
女

平成３０年３月１日現在

３月２６日 ( 月 )

詳しくは教育文化課学校教育係

詳しくは仙台国税局人事第二課試験

お買得商品満載

選挙人名簿登録者数

若干名

ページに掲載してあります。

募集職種

８ 人減

対象となる職種（学校）

若干名

広告

No.803

募集要項

○提出書類など詳細は町ホーム

広告
広報もがみ

国保直診施設等
人材育成修学資金

４月２日（月）～５月１１日（金）

※全額免除となる条件もあります

ふるせ春まつり開催決定 !!
丸徳ふるせ春まつり2018
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９３６３）まで

募集人数

※タイヤのことならタイヤアドバイザー･
カーライフアドバイザーのいる当スタンドへ

TEL 0233-43-3028

年額６０万円

調理・清掃業務

低燃費はモチロン､タイヤを 募集職種
長持ちさせたい方へおすすめ

土 ･１５ 日

貸与金額

入札期間

エナセーブ EC204

４/１４

（うち、外国人１人）

前月比

５月８日（火）～５月１０日（木）

より最後まで使える長持ちタイヤ !!

住まいる館マルトク

８人

転

受付申込方法（インターネット申込）

研修係まで（☎０２２－２６３－１１１１）

空くじなしの大福引大会

出

サポート塾（☎０８０－１６５５－

３月３０日（金）～４月１１日（水）

夏タイヤご予約受付中 !!

低燃費タイヤ

（うち、外国人０人）

募集職種

始めました♪

低燃費タイヤ

５人

４月１０日（火）～４月２６日（木）

▼

▼

まで（☎４３－２１１１）

（☎４３－２３５０）またはもがみ

若干名

ドできます。

１１ 人

入

理学療法士、作業療法士、

国家公務員試験採用情報ＮＡＶＩ

詳しくは町民税務課生活安全係

亡くなった人
転

▼

ないでください
※家庭内の粗大ごみや農業用ビニ

詳しくは教育委員会社会教育係

募集人数

町ホームページからダウンロー

６人

生まれた人

申込期間

国税専門官採用試験
（大学卒業程度）のご案内

４月１５日（日）

対象となる職種

２，
８８７ 世帯

世帯総数

せんか？

貸与を受ける方は対象となりません。
看護師・准看護師

詳しくは教育文化課スポーツ推

平成３０年２月２８日現在

に居住し、最上地域の医療機関や

ます。また、朝食２回・夕食２回

無料

町の人口

る学校に修学し、卒業後最上地域

○幼小中高

▼

▼

その他

掲示板

各家庭２名～４名程度

受入人数

護師として就業する意思のある方。

きれいなまちづくりを目指し

実施日

朝の読み聞かせ、環境整備や部活

お知らせ

動などに多くの地域ボランティア

の２泊３日

泊あたり５，
０００円の謝礼があり

まで（☎４３－２１１１）

町内一斉美化清掃

最上町出身者で看護師を養成す

受入日 ５月１５日(火)～１７日(木)

バックスタンド席

○幼小中高
詳しくは町民税務課生活安全係

ています。放課後学習会の指導や

○大人前売 １，
５００円（通常３，
１００円）

しょう。また、歩行者は、夕暮れ
時には夜光反射材を着けましょう。

対象者

▼

に集中し、早めの減速を心掛けま

る方は下記までご連絡ください。

▼

ドライバーは前をよく見て運転

学校支援ボランティアを
募集しています

▼

４月６日から１５日まで春の全

看護師育成修学資金を
ご活用ください

民泊受入家庭を募集しています！

▼

春の全国交通安全運動

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

看護職員・介護職員・支援員・調理員 他
※経験者優遇、パート可、夜勤できない方や
初心者も可、男女問いません

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。

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

平成３０年２月２８日届出分まで

TEL：0233-43-3661 / FAX：0233-43-3663
No.803

広報もがみ
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