※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。

■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

７

市報なんようは
電子版でも
ご覧になれます。

※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。

令和２年４月１日採用予定

■１次試験日 ９月 22 日㈰
南陽高等学校

■申込期限

８月 21 日㈬

■２次試験日

10 月下旬

シェルターなんようホール
（南陽市文化会館）催事情報

モーニング娘。'19
コンサートツアー秋

◆ニュース・プロモーション
（☎０２２－２６６－７５５５）

▽ ▽

■期日 11 月 24 日㈰
■時間
1 回目 開場 14 時
／開演 15 時
２回目 開場 17 時 30 分／ 開演 18 時 30 分
■場所 シェルターなんようホール大ホール
■チケット料金（全席指定） ７，５００円
※３歳以下無料、４歳以上チケット必要（ただし保護者１人
に対し１人まで膝上で。席が必要な場合はチケットをお買
い求めください。ファミリー席の取り扱いはございません）
。

▽
▽ ▽ ▽ ▽

■共通事項

▽

▽

▽

▽

佐渡 裕 指揮
シエナ・ウィンド・オーケストラ
演奏会 2019 ～ブラスの祭典～
◆佐渡×シエナ演奏会 2019 東北ツアー事務局
（☎０１８－８２４－８５００）
■期日 12 月 21 日㈯
■時間 開場 13 時 30 分／開演 14 時
■場所 シェルターなんようホール大ホール
■チケット料金（全席指定） ８，０００円
■曲目 「ブラスの祭典１～３」までの収録曲を
中心に構成（曲目変更の場合あり。）
※未就学児入場不可。
■市民先行販売（購入枚数制限なし）
８月３日㈯～９日㈮
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。
■一般販売（１人４枚まで）８月 24 日㈯ 10 時～
ローソンチケット（Ｌコード 21856 、発売日特電
☎ 0570-084-621、25 日㈰以降 ☎ 0570-084-002）
チケットぴあ（Ｐコード 158-128、発売日特電
☎ 0570-02-9929、25 日㈰以降 ☎ 0570-02-9999）
イープラス（http://eplus.jp） チケットＧＩＰ
シェルターなんようホール（25 日㈰以降９時～ 21 時）

■南陽市へ
現金 15 万円 南陽ライオンズクラブから
現金１０８，
３１５円 ㈱武蔵屋から
ＬＥＤ防犯灯 20 台
㈲加藤電気工事所から
■宮内中学校へ
琴一式 神野タマノさんから
ワイヤレスマイク 2 台
マイクスタンド 1 台
平成 30 年度卒業生一同から
タブレット端末 9 台
ＵＳＢ電源 10 ポート充電器 2 台
㈲菊地工業から
■宮内小学校へ
ＡＯ対応プリンター 1 台
（公財）山形銀行学事振興基金から
■沖郷小学校へ
交通安全のぼり旗 ５本
南陽地区交通安全協会沖郷支部から

・7 月の納税・
固定資産税・都市計画税
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料

第２期
第１期
第１期
第1期

※納付書の納期を確認して納付ください。

納期限は 7 月 31 日㈬

人口の動き
令和元年６月末現在
（ ）内は前月比

人口

３１，
２３７ 人（－ 46）

男性

１５，
０３４ 人（－ 18）

女性

１６，
２０３ 人（－ 28）

世帯

１１，
３５７ 世帯（＋ ３）

やまがた木育を実践する人材養
成のため、入門編の座学と木育プロ
グラムの実習を行います。
■日時 ８月４日㈰
９時 30 分～ 16 時
■場所 山形県源流の森（飯豊町）
■定員 30 人 ■受講料 無料
■申込締切 ７月 31 日㈬
◆県環境エネルギー部みどり自然課
（☎０２３ー６３０ー２２０６）

人権啓発講演会
「天使がくれた贈り物」
書道家金澤泰子さんの講演とそ
の娘でダウン症の書道家金澤翔子
さんの書道パフォーマンス。
■日時 ７月 28 日㈰ 14 時
■場所 高畠町文化ホールまほら
※整理券が必要です。
◆高畠町生活環境課（☎ 52 ー１５７７）

公徳会夏祭り
■日時 ８月３日㈯18時
■場所 佐藤病院外来棟南側駐車場
（雨天時は体育館）
■内容 屋台、大花火大会等
※悪天候の場合、花火大会は８月５
日㈪20時に延期します。
◆公徳会佐藤病院（☎㊵－３１７０）

宮内駅清掃
ボランティア
■期日 ８月４日㈰、９月８日㈰
■時間 ６時 30 分～７時
■持ち物 草むしり道具
◆粟野（☎㊼ー４０６８）

広 告

■市民先行販売
７月 27 日㈯～８月９日㈮
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。
■一般販売 ９月 14 日㈯ 10 時～
ローソンチケット（Ｌコード 21385、☎ 0570-084-002）
チケットぴあ（Ｐコード 156-429、☎ 0570-02-9999）
イープラス（http://eplus.jp）
シェルターなんようホール（15 日㈰以降９時～ 21 時）

新南陽病院竣工に伴い、7 月 1 日付けで人事
異動がありましたのでお知らせします。
※氏名後の（ ）内は前職です。
【課長級】 総務課技術調整主幹 吉田弘太郎
（総務課付課長 置賜広域病院企業団派遣）
◆総務課職員係（☎㊵－０２４４）

■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）

■試験会場

■市職員の人事異動について

▽

※住所要件はありません。

問い合わせください。
◆総務課職員係（☎㊵－０２４４）

▽

平成 10 年４月２日から
初級 一般行政 若干名 平成 14 年４月１日までに
生まれた方

■申込書の取得方法
南陽市 HP からダウンロード 郵便請求
総務課（市役所３階）で配布
※受験票が８月 30 日㈮まで届かない場合は

▽ ▽

受験資格

温泉健康相談
■日時 28㈬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 21 ㈬ 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 １㈭ ･14 ㈬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 ５㈪ ･19 ㈪ 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 15 ㈭ ･20 ㈫ 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 18 ㈰ 13 時～ 16 時
■場所 あこや会館 ■申込締切 16 ㈮
◆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 16 ㈮ 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 ５㈪ 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 ９㈮･23 ㈮ 13 時 30 分～16 時
◆場所 健康長寿センター
（☎㊸－５８８８）

やまがた木育
人材養成講座

▽

採用予定

▽

職種

▽

区分

受験申込書 受験票 返信用封筒（長形
３号。82 円切手を貼り、受験票送り先の宛先を明記）

■市報なんよう
№１２５２
令和元年７月 16 日号

■採用予定職種・受験資格

■必要書類

▽ ▽

第２回南陽市職員採用試験

おくりもの

８月の相談

市報なんようへの
ご意見は
こちらから

▽ ▽ ▽

2019
No.1252

◆＝問合せ・申込先。

▽ ▽

おしらせ版

☎０２３８－㊵－３２１１

▽

南陽市役所代表

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。

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）
元 . ７. 16

（4）

南陽市役所代表
■開庁時間

（3）

▽

▽

元 . ７. 16

市民が主役の地方創生事業

『人との出会い・音楽との
出会い』ワークショップ

地元県会議員が地域の課題や施
策等を協議します。県議会の活動を
傍聴できる機会ですので、お気軽に
お越しください。
■日時 ７月25日㈭13時
（受付は12時30分から）
■場所 置賜総合支庁
◆県議会事務局議事調査課
（☎０２３ー６３０－２８４１）

肝臓週間に伴う
Ｂ型・Ｃ型肝炎検査時間
拡大キャンペーン（無料）
■期日 ７月22日㈪
■時間 11時～16時
■場所 置賜総合支庁
面接相談 血液検査
■内容
※検査は匿名、要事前申込。
◆置賜総合支庁生活衛生課
（☎㉒－３００２）
▽

市青少年育成市民会議では、青少
年のボランティア活動に関わる市
内の団体に対して活動資金を助成
します。
区分

構成員

金額

小学生～ 30 歳
青少年
1 万円
ボランティア団体 未満の青少年
青少年育成や
青少年育成
2 万円
ボランティア団体 指導にあたる方

■定員 区分ごと２団体程度（応募
多数の場合は審査のうえ決定）
※詳しくは市HPをご覧ください。
■申込締切 ８月23日㈮
◆社会教育課社会教育係（☎㊵－８９９２）

前立腺がん検診（PSA検査）
が
1,000円で受診できます

▽

■対象 昭和33年４月２日から
昭和34年４月１日生まれの男性
で検診日に市内在住の方
南陽警察署協議会
※対象外の方も受診可（全額自己負担）。
おしらせ 委員を紹介します
■実施期限 令和２年１月31日㈮
県の公安委員会から委嘱された
公立置賜南陽
■実施医療機関
下記の方が、警察署の業務運営に反
病院（市が実施する肝炎ウイルス
映させるため意見や要望をお聞き
検診を同時に受診する場合のみ）
南陽検診センター
しますので、ご協力をお願いします。
※詳しくは問い合わせください。
南陽警察署協議会委員
会 長＝古山芳則さん（爼柳）
◆すこやか子育て課けん診係
副会長＝佐藤善一さん（高畠町）
（☎㊵－１６９３）
大木千津子さん（大橋）
” 明るいやまがた ”
青木幸彦さん （高畠町）
おしらせ 夏の安全県民運動
髙橋秀明さん （三間通）
大武美佐子さん（元中山）
夏は事故等が多くなり、青少年の
二瓶ひろみさん（高畠町）
非行や犯罪等も多くなる傾向にあ
◆南陽警察署（☎㊿ー０１１０）
ります。事故を防ぎ、青少年の健全
な育成を図るため、みんなで運動に
水稲病害虫の無人ヘリ
取り組みましょう。
防除作業にご協力を！
■期間 ７月19日㈮～８月18日㈰
■期日 ８月３日㈯、17日㈯
■重点目標
■時間 ４時30分～正午頃
青少年の健全育成といじめ・非行
※生育状況や天候により日程の変更あり。
および犯罪被害防止
■散布区域 赤湯、沖郷、梨郷地区
子どもと高齢者の交通事故防止・
※実施水田に白または青色の三角
飲酒運転の撲滅
旗を立て表示します。
海・山・川での事故防止
◆JA山形おきたま南陽支店
身近な犯罪等の防止
（☎㊺－３０００）
◆市民課生活係（☎㊵－８２５５）
※実施日は（☎㊵－３０３３）

元南陽市長 荒井幸昭氏（享年
80歳）が６月14日㈮ご逝去され
ました。
荒井元市長は、平成10年７月
から２期８年間にわたり市長と
して、また昭和51年４月から17
年３か月にわたり市議会議員とし
て、平成６年４月から４年間は議
長として活躍されました。
この間、第４次南陽市総合計画
の策定を始め、公立置賜総合病院
の開設、えくぼプラザ、赤湯小学
校、交流プラザ「蔵楽」の建設、
斎場整備など福祉、医療、教育、
産業等多方面において、多大な功
績を残されました。
ご生前のご功績に深く感謝申し
上げますとともに、謹んでご冥福
をお祈りいたします。

▽

▽

▽

▽

▽

楽器を演奏してみませんか。初心者
の方も発表できるまでサポートします。
身体障がい者巡回相談
■レッスン対象楽器
ボーカル ギター ベース
■期日 ９月５日㈭
ドラム キーボード
■時間 14 時 30 分～15 時 30 分
■場所 シェルターなんようホール
■場所 健康長寿センター
練習室等
■内容 身体障害者手帳および補装
■参加費 無料
具の交付手続き等
■対象 聴覚および肢体不自由の方 ※詳細は申込者に後日連絡します。
■持ち物 印鑑（認印）
、医療保険証、 ※９月 22 日㈰に発表会を開催します。
身体障害者手帳（お持ちの方） ◆南陽市バンド連絡協議会・嵐田
◆ 福祉課地域福祉係（☎㊵－１６３９） （☎㊸－４８１２）

青少年ボランティア
活動を支援します

置賜地域議員協議会

▽

▽

▽ ▽

▽ ▽

▽

■日時 ８月２日㈮13時 30分～15 時
■場所 市民体育館
カローリング
■競技種目
ダーツ ターゲットボッチャ
ＲＤチャレンジ 輪投げ等
■申込締切 7 月 26 日㈮
室内運動靴 飲み物
■持ち物
タオル
◆市身体障がい者福祉協会・島貫
（☎０９０－１３７８－０６７０）

７月23日㈫～28日㈰
９時30分～17時30分
（28日㈰は16時まで）
■場所 シェルターなんようホール
表彰式
■日時 ７月28日㈰13時30分
■場所 シェルターなんようホール
展示ギャラリー
審査員 によるギャラリートーク
審査員 青山ひろゆき氏（東北芸術工
科大学准教授)が出品作品を解説します。
■日時 ７月28日㈰14時20分
■場所 シェルターなんようホール
小ホール
（☎㊵－８９９６）
◆社会教育課文化係

■募集職種
①助産師②看護師
③薬剤師④診療放射線技師
⑤理学療法士⑥作業療法士
⑦言語聴覚士
■採用予定人員 それぞれ若干名
■試験期日 ８月 25 日㈰
■試験会場 公立置賜総合病院
■申込締切 ８月 13 日㈫（必着）
※詳しくは HP をご覧ください。
◆置賜広域病院企業団総務企画課
職員係（☎㊻－５０００）

▽

身体障がい者スポーツ
出前教室

■期間
■時間

令和２年４月１日採用
置賜広域病院企業団職員

▽

①８月３日㈯ 10時～正午
②８月24日㈯ 10時～正午
③９月７日㈯ 10時～15時
④９月28日㈯ 10時～15時
■場所 夕鶴の里 語り部の館
■講師 川合ひさ子（織物工芸家）
■定員 先着大人30人
■受講料 １，
５００円
■申込締切 ７月26日㈮
◆夕鶴の里（☎㊼－５８００）

第 28 回えくぼ絵画展

■住宅・戸数
①住宅１号２階・１戸
②住宅２号４階・１戸（単身可）
③住宅２号３階・２戸、４階・１戸
■部屋数 ８－６－ 4.5 畳
■家賃（月額）15,800 ～ 31,100円
■募集期間 ８月１日㈭～７日㈬
※８月３日㈯～４日㈰は休み。
■受付時間 10 時～ 17 時
■入居時期 10 月上旬（予定）
◆㈱西王不動産置賜事務所
（☎㉔－２３３２）

▽

■日時

■対象 市内在勤の独身男女各15人
※申込多数の際は抽選。
■日時 ８月 24 日㈯ 男性 17 時
～ 20 時 女性 18 時～ 20 時
ビジネスでも使える
■内容・場所
「コミュニケーション講座」
（男性
のみ）
・赤湯公民館 パーティー・
洋献和菜イストワール
（赤湯地内）
※女性は直接イストワールへお越しください。
■申込締切 ８月５日㈪
■会費 男性 4,000 円、女性 3,000 円
◆社会教育課結婚推進係
（☎㊵－８９９７）
bmnanyo@ms5.omn.ne.jp

県営桜木住宅入居者

▽ ▽

～草木染めのオリジナル
マフラーを織ろう～

なんよう異職種交流会

集

謹んでお悔やみ申し上げます

染め織り講習会

募

元南陽市長

夏休み応援コーナー
小中学生の自由研究や読書感想
文など夏休みの宿題を応援する本
の展示コーナーや相談コーナーを
設置します。
■期間 ８月25日㈰まで
小学生１日図書館員（事前申込）
■日時 ８月１日㈭９時30分～16時
■内容 図書の貸出と返却業務、本
の整理等
■対象 市内小学３～６年生
■定員 先着10人
■申込締切 ７月27日㈯
夏の子どもまつり
ゲームに参加して景品を貰おう！
■期日 ８月４日㈰
■時間 13時30分～17時
■対象 ３歳以上の幼児とその保護者
◆市立図書館（☎㊸ー２２１９）

講座・催し

荒井 幸昭 氏 逝去

市立図書館
夏休みのイベント

平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分

▽

※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。

☎０２３８－㊵－３２１１

▽ ▽

※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。

▽

◆＝問合せ・申込先。

▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

Information

お知らせ
北部バスの路線が
一時変更になります
宮内熊野大社例大祭による通行
止めのため、路線を一部変更して運
行します。
「新町～寺前～宮内駅前
～本町」の停留所は通過（停車）せ
ず、次の臨時停留所に変更します。
■変更期日 ７月24日㈬・25日㈭
■臨時停留所 宮内郵便局前～
山形銀行宮内支店～南陽病院
◆社会教育課（☎㊵－８９９２）

千代田クリーンセンター
土曜日の臨時営業
■期日 ８月10日㈯
■時間 ９時～正午、13時～16時
■処理手数料 10㎏あたり180円
◆千代田クリーンセンター（☎ 57 －４００４）
元 . ７. 16

（2）

