日時

10 / 14

（月・祝）

場所

８時 30 分スタート※小雨決行
参加者特典 いも煮の振る舞い
◆ 参加賞
南陽産ワイン（未成年の方
はぶどうジュース）、大粒ぶどう
◆

■参加料
区分

参加料

一般

3,000 円

高校生

1,000 円

小・中学生

500 円

ファミリー

親 1,000 円、子 500 円

ウォーキング

500 円

※市内の小中学生は無料。各学校で
とりまとめて申し込み。

大会 HP は
コチラから→

■ゲストランナー

「箱根駅伝

３代目山の神」

「MGC（東京五輪マラソン代表
選考レース）出場予定」
◆

所属

◆

自己最高記録

種目

区分

ハ

一般男子（高校生不可）
18 ～ 39 歳／ 40 ～ 59 歳／ 60 歳以上

フ
マ
ラ
ソ
ン

10

km

一般女子（高校生不可）
18 ～ 39 歳／ 40 ～ 59 歳／ 60 歳以上
高校・一般男子
39 歳以下／ 40 ～ 59 歳／ 60 歳以上
高校・一般女子
39 歳以下／ 40 ～ 59 歳／ 60 歳以上

種目

５km

区分
高校・一般男子
39 歳以下／ 40 ～ 59 歳／ 60 歳以上
高校・一般女子
39 歳以下／ 40 ～ 59 歳／ 60 歳以上

３km 中学生男子・中学生女子
小学生男子・小学生女子 ４年生以上
1.5km
ファミリー（親と小学１～３年生）
５km どなたでも参加可

ウォー
※小学３年生以下は保護者同伴。
キング

■申込方法
①各地区公民館・市民体育館備え付けの郵便振替用紙に記入し申込
②インターネット（RUNNET・右記 QR) から申込
③市内小学校、中学校での申込
【市外の方】④赤湯温泉宿泊パックプラン⑤ふるさと納税寄付による申込
※申込が重複しないように十分ご注意ください。
※④⑤についての詳細は大会 HP をご覧ください。
■申込締切 ①８月２日㈮ 17 時 ②８月 13 日㈫
コース略図
④８月２日㈮（満室になり次第終了）⑤７月 28 日㈰

募集！

1 時間１分４秒

※当日 11 時・正午に神野選手との
交流イベントを予定しています。

■招待チーム ND ソフトアスリートクラブ

■南陽東ロータリークラブから
南陽市へ 現金 30 万円
公立児童施設へ
バイリンガル絵本・紙芝居 ６セット
■㈱南陽葬祭から
漆山小学校へ
タブレット ９台、無線ルータ １台
宮内中学校へ
折りたたみ式下足箱 ５台
■匿名希望の方から
南陽市教育委員会へ 現金 50 万円

・６月の納税・
市・県民税

■対象 中学生以上の方 ■申込方法 下記に電話
■内容 参加賞引換、計測タグ回収、係員補助、走路安全員等

当日の交通規制について
当日はコース・周辺道路の交通規制を行います。近隣の方々には大変
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。詳細は追っ
てお知らせします。

◆さわやかワインマラソン大会事務局（市民体育館内・☎㊾－２６００）

第１期

※納付書の納期を確認して納付ください。

納期限

７月１日 ㈪

人口

３１，
２８３ 人（－ 44）

男性

１５，
０５２ 人（－ 24）

女性

１６，
２３１ 人（－ 20）

世帯

１１，
３５４ 世帯（＋ ９ ）

良く育つ！エコたいひ
無料提供いたします！
株式会社丹野 エコプラザ
提供場所：上山市楢下字柏木1527番地
ＴＥＬ：023-674-3352
詳しくはこちら
9：00～16：00（日・祝日を除く）

▽

▽

■日時 ６月 22 日㈯９時～ 13 時
■場所 ＪＡ山形おきたま
南陽愛菜館前広場
■内容
南陽産さくらんぼ品評
会（９時・品評会、10 時 30 分・
予約開始） 朝摘みさくらんぼ・
地元新鮮野菜・各出店ブース販売
つきたて餅の振る舞い（12 時
30 分、先着 150 食）
◆農林課果樹 6 次化推進係
（☎㊵－０９０４）

生徒の手作り製品を販売
米沢養護学校バザー
米養中学部わいわいバザー
■期日 ７月３日㈬・４日㈭
■場所・時間
米沢市役所・９時
50分～11時10分 道の駅米沢・
10時～11時15分
■内容 ポチ袋、消臭剤、木工製品
など
米養高等部バザー 夏
■期日 ７月９日㈫～11日㈭
■時間 10時～11時30分
■場所 米沢市役所、道の駅米沢
■内容 茶碗、ベンチ、トートバッグ、
固形石けん、自家焙煎コーヒー等
◆県立米沢養護学校（☎㊳－６１０１）

空き家所有者向け
無料相談（随時）

人口の動き
令和元年５月末現在
（ ）内は前月比

大会ボランティア

セルソース

ハーフマラソン

おくりもの

広 告

神野大地 選手

■種目と区分
ー

受付中！

（市民体育館周辺）
■発行 南陽市 ■編集 みらい戦略課広報広聴係
〒 999-2292 山形県南陽市三間通 436 の１
☎ 0238（40）3211（内線 440）

参加申込

中央花公園

■期日 ６月30 日㈰９時 30 分～正午
■場所 米沢市すこやかセンター
■内容 講演「パーキンソン病のリ
ハビリ」、音楽で遊ぼう
■参加料 ５００円（付添の方無料）
■申込締切 ６月 25 日㈫
◆全国パーキンソン病友の会山形県
支部・鈴木（☎㊲－３７４９）

▽

南陽 さわ
やか ワインマラソン大会

市農業祭
さくらんぼまつり

▽

秋の南陽。

温泉健康相談
■日時 23 ㈫13時30分～15 時30 分
■場所 ハイジアパーク南陽
◆すこやか子育て課すこやか係（☎㊵－1691）
すこやか栄養・食事相談（予約制）
■日時 24 ㈬ 10 時～ 15 時
■場所 市役所２階２０１会議室
◆すこやか子育て課すこやか係（☎㊵－1691）
心の健康相談（予約制）
■日時 17 ㈬ 9 時 30 分
■場所 置賜総合支庁
◆置賜保健所（☎㉒－３０１５）
無料法律相談（受付順）
■日時 1 ㈪ ･16 ㈫ 9 時～ 13 時
■場所 市民相談室
■受付時間 ８時 30 分～ 12 時 30 分
◆市民課生活係（☎㊵－８２５５）
結婚相談会
■日時 16 ㈫ ･18 ㈭ 9 時～正午
■場所 南陽市役所
◆社会教育課結婚推進係（☎㊵－８９９７）
「やまがた縁結びたい」結婚相談会
■日時 14 ㈰ 13 時～ 16 時
■場所 あこや会館 ■申込締切 12 ㈮
◆やまがた出会いサポートセンター
事務所（☎０２３－６１５－８７５５）
行政相談
■日時 19 ㈮ 13 時～ 15 時
■場所 市民相談室
◆市民課生活係（☎㊵－８２５５）
人権相談
■日時 1 ㈪ 13 時 30 分～ 16 時
◆場所 健康長寿センター
（☎㊸－５８８８）
ふれあい総合相談
■日時 12 ㈮･26 ㈮13 時30 分～16 時
◆場所 健康長寿センター
（☎㊸－５８８８）

▽ ▽

第 20 回 記念

■市報なんよう
№１２５０
令和元年６月 16 日号

駆け抜ける、

パーキンソン病の方へ
「講演会と音楽あそび」

７月の相談

市報なんようへの
ご意見は
こちらから

▽

市報なんようは
電子版でも
ご覧になれます。

▽

■開庁時間
平日８時 30 分～ 17 時 15 分
■ホームページ
http://www.city.nanyo.yamagata.jp/
■フェイスブック https://www.facebook.com/city.nanyo

６

2019
No.1250

◆＝問合せ・申込先。
※料金記載の無いものは無料、申込締切の無いものは申込不要です。
※掲載事項について、詳しくは各担当に問い合わせください。

▽

おしらせ版

☎０２３８－㊵－３２１１

▽

南陽市役所代表

相続・売却・解体費用についてご
相談ください。訪問相談もできます
ので、事前に問い合わせください。
◆（公社）全日本不動産協会
（☎㉔－４１５５）

プロに学ぶ接客の極意
おもてなしセミナー（無料）
■期日 ７月 18 日㈭・22 日㈪・29 日㈪（全３回）
■時間 18 時 30 分～ 21 時 30 分
■場所 南陽市商工会
■対象 市内企業経営者、在職者、起業予定者等
■定員 40 人
■申込締切 ７月９日㈫
◆南陽市商工会（☎㊵－３２３２）

元 . ６. 16

（4）

フード・手作り品・アート・健康
など、蔵楽においしい・たのしい・
うれしいがあつまります。
■日時 ６月 30 日㈰ 10 時～ 16 時
■場所 交流プラザ蔵楽
※売上金の一部は東北復興に使わ
せていただきます。
◆絆サークルコスモス班・上野
（☎０９０－６２２５－３０９８）
元 . ６. 16

中山間地域等直接支払制度とは
水源かん養や洪水防止等、中山間
地域の農業的機能の確保を図る制度
です。事前協定による生産活動等を
した集落等に交付金が交付されます。
平成 30 年度の実施状況
協定締結数 17 件
（内特認地域４件）
協定参加人数 172 人

■日時 毎週木曜日 19 時～ 21 時
協定面積
交付金
■場所 沖郷中学校
田
232,937㎡
4,122,229 円
■対象 どなたでも
畑
465,279㎡
4,298,752 円
※参加料などは問い合わせください。 合計
698,216㎡
8,420,981 円
◆橋本（☎㊵－２５５９）
◆農林課農村整備係（☎㊵－８３１９）

交通安全母の会へのご協力
◆市民課生活係（☎㊵－８２５５）
ありがとうございました
交通安全母の会は、活動資金を市民の皆さんから協力いただき、交通事
故防止のため活動しています。今年度もご理解とご協力をお願いします。
平成 30 年度 交通安全母の会収支決算
■収入

■支出

項目
金額
協力金 交通安全活動
857,000 円
資金（１世帯 100 円以上）
交付金（県交通安全母の
会連合会から）
繰越金
県補助金
繰入金（母の会 50 周年
記念大会残金）
雑収入
合計

27,012 円
50,322 円
15,000 円
926 円
6,516 円
956,776 円

事業費

項目

金額
530,008 円

【主な事業】 かもしかクラブ補助
県交通遺児募金（＠20×4,004 人）
交通安全啓発物品 ランドセル
カバー贈呈など事業経費
負担金
各支部活動交付金
会議費
事務費
合計

120,120 円
220,000 円
24,155 円
9,579 円
903,862 円

【おわびして訂正いたします】
市報なんよう６月１日号 P.10「むしばゼロ！」の掲載者氏名に誤りがありました。
【誤】なかはら じん くん → 【正】なかがわ じん くん

②開場 15 時／開演 15 時 30 分

■時間 開場 16 時 30 分／開演 17 時

※１回の公演時間は１時間の予定です。

■場所 シェルターなんようホール大ホール

■場所 シェルターなんようホール大ホール

■料金（全席指定） ８，６４０円

■料金（全席指定）２，
７００円

※

４歳未満入場不可（４歳以上チケット必要）。

▽

※１歳以上チケット必要。
■市民先行販売（１人４枚まで）
■市民先行販売 ６月 22 日㈯ 15 時～ 28 日㈮
６月 22 日㈯～ 28 日㈮
シェルターなんようホール（23 日㈰以降９時～21時）
シェルターなんようホール（９時～ 21 時、月曜休館）
※市民である証明（運転免許証など）をお持ちください。

※市民である証明（運転免許証など）をお持ちください。

■一般販売（１人４枚まで） ６月 29 日㈯ 10 時～
■一般販売 ８月 24 日㈯ 10 時～
ローソンチケット（Ｌコード 22971、☎ 0570-084-002）
ローソンチケット（Ｌコード 21731、☎ 0570-084-002）
チケットぴあ（Ｐコード 643-019、☎ 0570-02-9999）
チケットぴあ（Ｐコード 152-735、☎ 0570-02-9999）
イープラス（http://eplus.jp）
イープラス（http://eplus.jp）
シェルターなんようホール
（30 日㈰以降９時～21時）
シェルターなんようホール（25 日㈰以降９時～ 21 時）
▽ ▽ ▽ ▽

「中山間地域等直接支払
制度」の実施状況

①開場 12 時／開演 12 時 30 分

▽

■時間 10 時～ 14 時 30 分
※定期検査前に事前調査を行いま
す。ご協力をお願いします。
◆商工観光課商工労政係
（☎㊵－８２９４）

■期日 ９月 15 日㈰
■時間

■期日 10 月 26 日㈯

▽ ▽ ▽ ▽

赤湯・中川 ７/22 ㈪ 沖郷公民館
沖郷・梨郷 ・23 ㈫ （防災センター）

◆ニュース・プロモーション（☎０２２－２６６－７５５５）

■共通事項

インターネットオークションへの出品、 金券ショップへの販売委託等禁止。
駐車場の台数に限りがありますので、できるだけ乗り合わせでお越しください。

入院や高額な診療の前は
「限度額適用認定証」の
申請をしましょう
限度額適用認定証とは
国民健康保険に加入していて、入
院の予定がある方や高額な外来診
療を受けている方が医療機関に提
示すると、窓口での支払いが自己負
担限度額までになります。事前に市
役所で申請し、認定証の交付を受け
てください。
所得や診療状況で限度額が異な
ります。詳細は問い合わせください。
■持ち物 保険証、印鑑、個人番号
通知カード等、身分証明書（運転
免許証等）
◆すこやか子育て課国保医療係
（☎㊵－１６９２）

「きれいな川で住みよい
ふるさと運動」にご協力を
７月７日㈰は河川愛護デーです。
豊かな河川環境を守るため、市内一
斉の河川清掃にご協力ください。
◆建設課管理係（☎㊵－８３９２）

国保に加入している方は
特定健診を受けましょう

お知らせ

国民健康保険（国保）に加入して
６月 23 日～ 29 日は
いる 40 歳～ 74 歳の方を対象に特
男女共同参画週間です
定健診を行っています。健康状態を
男性も女性も多様なライフキャ
知り、生活習慣を見直すきっかけと
リアを形成・選択できる社会の実現
なります。毎年受診しましょう。
について考えてみませんか。
受診を勧める通知を送付します
■キャッチフレーズ
■通知期間 ７月、10 月
「知る 学ぶ 考え
■対象 今年度健診の申し込みがな 「男女共同参「学」」
い方で、 過去５年間未受診の方 る 私の人生 私がつくる」
◆社会教育課結婚推進係
不定期に受診している方
（☎㊵－８９９７）
◆すこやか子育て課国保医療係
（☎㊵－１６９２）
ふるさと納税へのご協力

ありがとうございました

労働保険料の申告・納付
期限は７月 10 日㈬です

平成 30 年度ふるさと納税の状況
事業主の方は、忘れずに申告・納
寄付件数 11,916 件
付の手続きをしてください。
寄付金額
■手続き先
金融機関
３億 1,660 万 7 千円
労働基準監督署
今年度も友人・知人の
◆米沢労働基準監督署
方へ南陽市ふるさと納税
（☎㉓－７１２０）
の紹介をお願いします。
◆コールセンター（申告書作成につ ◆商工観光課地域振興係
いて／☎０１２０－００８－７１５） （☎㊵－８２９６）
▽ ▽

コスモスマルシェ

宮内・漆山 ７/18 ㈭ ワトワ
金山・吉野 ・19 ㈮ センター南陽

◆シェルターなんようホール（☎㊵－１２２２）

▽

■日時 ７月 14 日㈰ 13 時
■場所 夕鶴の里 語り部ホール
■内容 島根県のおはなしおばさん
多勢久美子さんの語り＆トーク
■対象 どなたでも（入場無料）
※事前に下記まで予約願います。
◆夕鶴の里（☎㊼－５８００）

場所

玉置浩二 コンサート

▽ ▽

多勢久美子さんの民話
講演（口演）会

期日

「おかあさんといっしょ」
ガラピコぷ～がやってきた !!

▽

講座・催し

太極拳で体力づくり
してみませんか

地区

シェルターなんようホール
（南陽市文化会館）催事情報

※ ※

日本の伝統、
盆栽を楽しみませんか。
■内容 盆栽展の開催・研修旅行等
■年会費 ２,０００円
（臨時会費あり）
◆漆山盆栽愛好会・我妻
（☎㊼－２７７３）

市のイメージ
ガールとして県内
外の各種イベント
に参加し、南陽市
の観光をＰＲして
いただきます。
■応募資格
満 18 歳～ 29 歳で市内在住また
は在勤の方
■募集人員 ３人
■任期 ８月１日～令和３年７月 31日
■応募方法 全身写真（スナップ写
真可）を貼り、
市販の履歴書に必要
事項を記入して申し込み（郵送可）
■申込締切 ７月８日㈪
※面接により選考します。
◆南陽市観光協会
（☎㉝－９５１２）

▽

漆山盆栽愛好会会員

第 35 代ミス南陽

物の取引や証明等に使う「はかり」
は、２年に１度の検査が義務付けら
れています。忘れずに受検しましょう。
■日程

▽

■募集職種 源泉施設の管理、
温泉の供給業務
■採用予定人員 １人
■採用予定年月日 ８月１日㈭
■資格 普通自動車運転免許（AT
不可）
、
設備・管工事経験者歓迎（未
経験者可）
■勤務地 市赤湯財産区温泉事務所
■応募方法 ハローワーク米沢（☎
㉒－８１５５）に申込書と履歴書
を提出
■応募締切 ７月５日㈮必着
※応募は先着５人で締め切ります。
◆財政課管財係（☎㊵－０２５４）

はかりの
定期検査を行います

集

☎０２３８－㊵－３２１１

■開庁時間 平日８時 30 分～ 17 時 15 分

▽ ▽

募

市赤湯財産区職員
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南陽市役所代表

◆＝問合せ・申込先。
※料金記載の無いものは無料、申込締切の無いものは申込不要です。
※掲載事項について、詳しくは各担当に問い合わせください。

▽▽

Information

元 . ６. 16
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