対象の古着
洗濯されたもので、着れるもの
×回収できない古着
油、泥がついたもの・濡れているも
の・ペットのにおいがついたもの・布
団・枕・マットレス・カーペット・そ
のまま着ることができないもの（ひど
い破れや汚れのある服）
対象の小型家電
デスクトップ・ノートパソコン、
ワー

【個別相談会】
山形県精神保健福祉センター
２階 相談室
内容 精神科医師による個別相談
（随時予約制）

デジタルビデオカメラ、ハードディス
ク、ＵＳＢメモリー、メモリーカード、
携帯電話、ＰＨＳ、スマートフォン、

【集い「ティアーズの会」
】
場所

山形県精神保健福祉センター
３階 会議室
内容 わかちあいなど
詳しくは、山形県精神保健福祉センター
まで（☎０２３－６７４－０１３９）

家庭用ゲーム機など
▼

詳しくは、
町民税務課生活安全係まで

▼

（☎４３－２１１１）

「借金と心の無料相談会
（予約制）
」のご案内

会場

山形財務事務所

きれいな川を守るため、皆さんのご

５月３１日（木）まで

協力をお願いします。

健康になれる生涯スポーツとして、近

は全国町村会館 (東京都千代田区)

すので、ぜひご利用ください。

年注目されています。

公売方法

平成３０年５月１１日 ( 金 ) ～６月４日 ( 月 )
定員

約５名

受験資格

薬剤師免許を有する者ま

せり売り

公売場所 ヤフーオークション
参加申し込み期間

で、ぜひ、ふるってご参加ください。

５月２５日（金）～６月１１日（月）
入札期間

免許を取得する見込みの者

６月１８日（月）～６月２０日（水）

詳しくは、山形県総務部人事課

（☎０２３－６３０－２１２６）

「つくし会」会員募集中！
スタッフ協力や、自主イベントの企画・

開催します。ただいま受講者を募集し

運営など、年間を通して様々な活動を

ていますので、ぜひご参加ください。

しています。また、ボランティアにつ

日時及び場所

いて勉強する機会を設け、知識を深め

６月１６日（土）９：３０～１７：００
庄内会場
（藤島地域活動センター）
７月２８日（土）９：００～１６：３０
置賜会場（赤湯公民館）
８月１２日（日）９：００～１６：３０
村山会場（山形ビッグウイング）

最上町内（町外での活動

８月１８日（土）９：００～１６：３０
最上会場（わくわく新庄）

会費 ５００円（保険料・活動費）

申し込み方法
詳しくは、最上町立中央公民館まで

まで（☎４３－２０１２）

受講を希望する日の５日前まで、一
般社団法人山形県猟友会または猟友会

（☎４３－２３５０）

各地区支部に、受講料を添えてお申し
込みください。

広告

ハ－バリウム作り
期 日 ：６ 月 1０ 日 (日)
場 所 ： ぬくぬくハウス

AM10：00 ～ 12：00
（もがみ中央農業協同組合
最上支店様前）
（ＪＡ新庄もがみ最上町支店様前）

教材費 ：１人 ￥１,０００-

（小瓶２個 製作）
（ケーキとコ－ヒ－付）
※ご予約が必要ですので、
お電話でお申込み下さい。

ＴＥＬ 0233－44－2316

▼
高さ

2,100
高さ
150cm まで 2,800
100cm まで

高さ

3,300
高さ
200cm 以上 3,800
200cm まで

※アミ戸の幅は 130cm までとなります
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住まいる館マルトク

TEL 0233-43-3028

ふるせプライム 47SS 丸徳ふるせ
TEL 0233-44-2047

今年３月に全戸配布のチラシでご
案内していた住宅支援制度のうち、
「最上町木造住宅耐震診断補助事業」

４，
２５１ 人

（うち、外国人６人）

４，
４６０ 人

（うち、外国人５７人）

最上町中央公民館

亡くなった人

９人

－７５６３）または教育文化課スポーツ

転

入

１０ 人

（うち、外国人０人）

推進係まで（☎４３－２０１３）

転

出

３８ 人

（うち、外国人０人）

放課後子ども教室

第２回ワイルドエドベンチャー

スクール開催のお知らせ

大場満郎さん指導の下、開催してい
る「ワイルドエドベンチャースクール」。
第２回は山形大学生も一緒に活動しま
す。貴重な体験となりますので、ぜひ
ご参加ください。
日時

お誕生おめでとうございます
集落名

子の氏名

（親の名） 誕生日

じん

立小路

伊藤

仁

本城二

加藤 あおば

（弘貴） ４.９
（弥）

４.１３

（孝）

４.１６

おとは

若

宮

中嶋

音花

６月１６日（土）

平成３０年４月３０日届出分まで

９：００～１５：００（予定）
内容 槍ヶ先登山
定員 ２０名
※参加申し込み・詳細は、学校を通じ
て児童へご案内しています。

心よりおくやみ申しあげます

☆ エ ド ベ ン チ ャ ー（edventure） は、

集落名

Education（教育）と Adventure（冒険）

大堀

尾形

志茂

本間 ヨソノ （國男） 4.14 100

を掛け合わせた造語です。
詳しくは、中央公民館まで

（☎４３－２３５０）

新庄弓道連盟弓道教室
参加者募集

亡くなった人 （世帯主） 月日

忠

（広美） 4.7

年齢

79

十日町 工藤 ミネ子 （勝秀） 4.17

86

向町二 黒田 ハナ子 （満雄） 4.18

88

新田一 倉金 とめ子 （君子） 4.21

69

（道子） 4.23

93

東法田 柴﨑 ハマ子 （勝博） 4.23

90

向町八 黒坂 啓蔵 （まさ子）4.24

63

新田二 岸

道子

参加対象者
平成３０年４月３０日届出分まで

社会人、高校生及び中学生
実施時期
６月３０日～１０月２０日まで
（全１５回予定）
実施場所

新庄市武道館弓道場

教室内容

支援制度の内容については、下記ま
詳しくは、建設課都市環境整備係まで

３４ 人減

前月比

「最上町克雪化住宅支援事業」の申請

（☎４３－２０１５）

２，
８７７ 世帯

世帯総数

詳しくは、齊藤貴義（☎０９０－７６６８

毎週土曜日１３：００～１５：００

でお問い合わせください。

（うち、外国人６３人）

女

「最上町木造住宅耐震改修補助事業」
受付を６月１日から開始します。

円＋税

http : // www . e - suzuki . net

アミ戸の貼り替えお任せ下さい
円＋税

※ 写真はイメ－ジです。

下取りは他社製品でも壊れていてもＯＫ!８月末まで

円＋税

鈴木工務店

STIHL製刈払機１台ご購入につき
STIHL製刈払機
１台ご購入につき
１台下取り致します 下取り
価格 \3,000～

最上町住宅支援制度のご案内

８，
７１１ 人

３人

（☎４３－２０１６）

刈払機下取りキャンペーン

町の人口

平成３０年４月３０日現在

生まれた人

または農林課森林整備係まで

刈払機､買い替えるなら今 !

円＋税

株式会社

始めました♪

スチール

詳しくは、一般社団法人山形県猟友会

町の人口

男

（☎０２３－６２４－０３８２）、

▼

広告

かるちゃ-教室のお知らせ

受講料 ５，
０００円（テキスト代等含む）

掲示板

６月５日（火）、６月１２日（火）

※お申し込みは不要です

これから新たに狩猟を希望する方を
対象に、狩猟免許試験の事前講習会を

を行う場合もあります）

会場

お知らせ

１３：３０～１５：３０

狩猟免許
（初心者）
講習会のご案内

つくし会では、町内のイベントへの

活動場所

日時

詳しくは、町民税務課収納係まで

（☎４３－２０１４）

最上町高校生ボランティアサークル

仲間・絆・生きがいづくりにも最適
です。参加費は無料となっていますの

たは平成３１年６月３０日までに当該

高校生

▼

▼

なっています。どなたでも参加できま

対象 最上町に在住・通学している

詳しくは、町民税務課生活安全係

（☎０２３－６４１－５２０１）

山形大学小白川キャンパスまた

申込受付期間

年の河川清掃日は６月１７日（日）。

詳しくは、山形財務事務所 理財課まで

を問わず、ゲーム感覚で楽しみながら

さい。

一斉河川清掃を行なっています。今

山形県最上総合支庁

予約先

会場

町では毎年、河川愛護デーに町内

１１：００～１５：００

保のため、インターネット公売を行

ています。お気軽にお問い合わせくだ

６月１７日（日）は
町内一斉河川清掃の日です

平成３０年６月４日（月）

６月２４日 ( 日 )

第１試験日

▼

日時

スポーツ吹矢は、性別・年齢・季節

人事管理係まで

場所

プロ、タブレット、デジタルカメラ、

町では、財源確保と納税の公平性確

【山形県職員選考試験 ( 薬剤師 )】

▼

役場正面玄関前

開催のお知らせ

▼

場所

◆心の健康インターネット相談
心の中に抱え込んでいるつらい気持
ちを、ひとりで悩まず相談してみませ
んか？
携帯、スマートフォン、パソコンの
いずれからも相談できます。
（精神保健センターホームページより
アクセスしてください。）
◆大切な人を自死で亡くした方へ
安心して相談できる窓口「個別相談
会」と、遺族同士のわかちあいの場「集
い」を開催しています。

スポーツ吹矢無料体験会

第２回インターネット公売

弓道を基礎から学び、段位（級位）
の取得を目指します。
詳しくは、新庄弓道連盟・事務局まで

▼

６月２日（土）
９：００～１１：００

山形県職員選考試験のご案内

▼

日時

精神保健福祉センターから
のお知らせ

▼

６月２日（土）古着・小型家電
回収ご協力のお願い

（☎０２３３－２２－６４１９）
No.806
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