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市報なんようは
電子版でも
ご覧になれます。

ご家庭に眠っていませんか？

■期日

～

11 時

南陽市役所北側駐車場

※ドライブスルー方式です。車に乗ったまま
受付においでください。

無料回収業者にご注意ください
市の廃棄物収集運搬許可を持たずに小型家電品を
集めている業者がいます。これは、
「法律違反」です。
集めた業者だけではなく、出した人も罰せられる場合
がありますのでご注意ください。
南陽市の許可業者は、問い合わせください。
【家電等の有料回収も同会場で行います（別窓口）】
◆有料回収対象品（家電リサイクル対象品等）
テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、パソコンのブ
ラウン管モニター（当日、現金払いになります。）
※品物の種類、メーカー、大きさ、重さによって料金
が異なりますので、詳しくは問い合わせください。

◆市民課環境係（☎㊵－８２５６）
【無料回収対象品一覧】
通信機械

電話機（ダイヤル式除く）、ファク
シミリ※、携帯電話、スマートフォ
ン、ＰＨＳ端末

機械器具
ラジオ、 レコーダー 類（ テープ、
MD、CD、IC、DVD/BD)、 ビ デ
オカメラ、 プロジェクター、BS/
CS アンテナ、CS/ 地 上デジタル
チューナー、ケーブルテレビ STB,
デジタルオーディオプレーヤー（フ
ラッシュメモリ、HDD)、チューナー
アンプ（ギター・ベースアンプ除
く）、ヘッドホン・イヤホン、通信
カラオケ、レーザーディスクカラ
オケ装置（カセット式除く）、CD
ラジカセ、電子書籍、電子辞書、
デジタルカメラ

カー用品
カーナビゲーションシステム、カー
カラーテレビ、カーステレオ、カー
CD/MD/DVD、カーアンプ / チュー
ナー、カーラジオ、ＶＩＣＳユニッ
ト、ＥＴＣ車載ユニット、鉛バッ
テリー（自動車、バイク、農機具）

パソコン類
パソコン本体（デスクトップ・ノー
ト・モニター一体型）
、液晶モニ

家庭ごみの不法焼却は犯罪です

STOP

ター（ブラウン管除く）
、タブレッ
ト、
ワープロ、
プリンター※（レー
ザープリンター除く）、ＵＳＢメモ
リ・メモリーカード・ハードディス
ク・基盤、周辺機器（ハブ・ルーター
など）

ゲーム機
ゲーム機（据置型 / 携帯型）
、ミ
ニ電子ゲーム、ゲーム機用コント
ローラー、カセット式ゲームソフ
ト

その他
ケーブル、
充電器、
アダプター、
プラグ
・
ジャック

注意事項

※箱や袋から出してお持ちくださ
い。
※電球や電池、ビデオカメラ・プ
レーヤー内のテープ・ディスク、
ワープロやプリンターのインク
等は取り外してお 持ちくださ
い。
※業務用プリンター・コピー機、
スキャナー、スピーカー単体は
対象外です。
※パソコン等の中の個人情報は必
ず消去してください。

野良猫への
むやみなエサやりはやめましょう

野良猫にむやみにエサを与えることは、繁殖による野
良猫の増加や近隣住民への糞尿の被害などの原因にな
るのでやめましょう。
飼い主として自覚と責任を！

不法焼却は、有害物質による健康被害や、悪臭・煙害・
火災の原因になります。不法焼却（野焼き等）を見かけ

野良猫にエサを与える場合は、飼い主として自覚と責
任をもって、不妊去勢手術やトイレの管理、近隣住民か
らの苦情対応なども行いましょう。

たら通報をお願いします。
◆南陽警察署（☎㊿－０１１０）
◆市民課環境係（☎㊵－８２５６）

◆置賜総合支庁生活衛生課（☎㉒－３７５０）

日曜労働
悩みごと相談会

希望が丘祭
みんな元気 希望のわ！

解雇など労使間でのトラブルで
温泉健康相談
お悩みの方の相談をお受けします。
■日時 29 ㈫13時30分～15 時30 分
■日時 10 月６日㈰ 10 時～ 15 時
■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） ■場所 アクティー米沢（米沢市）
すこやか栄養・食事相談（予約制） ※予約優先（当日申込も可）
◆県労働委員会事務局審査調整課
■日時 17 ㈭ 10 時～ 15 時
（☎０２３－６３０－２７９３）
■場所 市役所４階４０２会議室
※当初の予定から変更しています。
行政無料相談会
（予約不要）
◆すこやか子育て課すこやか係（☎㊵－1691）
心の健康相談（予約制）
外国人登録在留資格、
その他（相続、
■日時 ３㈬、16 ㈬ 9 時 30 分
年金など）の相談をお受けします。
■場所 置賜総合支庁
■日時 10 月４日㈮ 10 時～ 15 時
◆置賜保健所（☎㉒－３０１５）
■場所 赤湯公民館
無料法律相談（受付順）
◆行政書士会米沢支部南陽分会・小林
■日時 ７㈪ ･21 ㈪ 9 時～ 13 時
（☎０８０－１８００－５０１１）
■場所 市民相談室
■受付時間 ８時 30 分～ 12 時 30 分
おくりもの
◆市民課生活係（☎㊵－８２５５）
結婚相談会
■宮内小学校へ 児童用図書 4 冊
■日時 15 ㈫ ･17 ㈭ 9 時～正午
㈱ Terakoya Kids から
■場所 南陽市役所
・９月の納税・
◆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
固定資産税・都市計画税 第３期
国民健康保険税
第３期
■日時 20 ㈰ 13 時～ 16 時
介護保険料
第３期
■場所 あこや会館 ■申込締切 18 ㈮
後期高齢者医療保険料
第３期
◆やまがた出会いサポートセンター
※納付書の納期を確認して納付ください。
事務所（☎０２３－６１５－８７５５）
納期限 ９月 30 日 ㈪
行政相談
■日時 18 ㈮ 13 時～ 15 時
人口の動き
■場所 市民相談室
令和元年８月末現在
◆市民課生活係（☎㊵－８２５５）
（ ）内は前月比
人権相談
人口
３１，
２７０ 人（＋ 25）
■日時 ７㈪ 13 時 30 分～ 16 時
男性
１５，
０７５ 人（＋ 18）
（☎㊸－５８８８）
◆場所 健康長寿センター
ふれあい総合相談
女性
１６，
１９５ 人（＋ ７）
■日時 11 ㈮･25 ㈮13 時30 分～16 時
世帯
１１，
３９６ 世帯（＋ 21）
（☎㊸－５８８８）
◆場所 健康長寿センター

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）

■期日 10 月５日㈯
■時間 ９時 50 分～ 15 時
■場所 コロニー希望が丘（川西町）
■内容 よさこい踊り、乗馬体験等
◆コロニー希望が丘ひめゆり寮
（☎㊻－３１０２）

講演会「発達障がいの
人たちの生きてる世界

～正しい理解と支援のために～」

■日時 10 月 6 日㈰ 14 時～ 16 時
■場所 伝国の杜（米沢市）
■参加料 ５００円
■講師 佐藤佑貴氏
（福島学院大学准教授）
◆加地 FAX ０２３８－㊲－３５９０

不登校・ひきこもり等
相談会（予約優先）
専門の相談員が学校や就労の相
談に応じます。
ご家族も相談できます。
■日時 ９月 30 日㈪ 10 時～ 14 時
■場所 赤湯公民館
◆ＮＰＯ法人 With 優・安達
（☎㉝－９１３７）

献血（４００ｍｌのみ）
■日時

９月 29 日㈰９時～ 11 時、
13 時～ 15 時 30 分
■場所 ヤマザワ南陽店
（男性）
、18 ～ 69 歳
■対象 17 ～ 69 歳
（女性）の体重 50㎏以上の方
（65 ～ 69 歳 の 方 は 60 ～ 64 歳 の
ときに献血したことがある方）
身分証明書
■持ち物
献血カード
（お持ちの方）
◆すこやか子育て課けん診係（☎㊵－1693）
広 告

ドラム缶・一斗缶など不適切な焼却炉で家庭ごみ等の
廃棄物を焼却する行為は、
法律により禁止されています。
（違反した場合は５年以下の懲役または、1,000 万円以
下の罰金又はこれの両方。
）

■ 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）

■場所

10 月 5 日㈯ ８時

10 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
№１２５６
令和元年９月 16 日号

ごみの減量と資源リサイクルのため、
小型家電の回収にご協力ください。

◆＝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。

■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

９

小型家電 を
無料で回収 します

☎０２３８－㊵－３２１１

▽ ▽

南陽市役所代表

有料広告募集中
企業の宣伝や商品のＰＲなど、
（税込）
市報なんように広告を載せてみませんか。
全枠
半枠
大きさ
縦 42 ㎜×横 178 ㎜
縦 42 ㎜×横 86 ㎜
掲載料
25,000 円／回
13,000 円／回
掲載場所
市報お知らせページ最下段
◆みらい戦略課広報広聴係（☎㊵ー０２４９）
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◆＝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。

夕鶴の里イベント

はり・きゅう・
マッサージ体験

■対象 満 70 歳以上
（４月１日現在）
の南陽市はり
･
きゅう・マッサー
■日時 ９月 22 日㈰ 10 時 30 分
ジ等助成券をお持ちの方（助成券
■場所 夕鶴の里語り部ホール
１枚利用により無料です）
■内容 ボードビル、人形劇、紙芝
■日時 ９月 2 2 日㈰９時 ～11 時
居、手遊び、ダンス
■場所
ワトワセンター南陽
■入場料 無料
（南陽市勤労者総合福祉センター）
■ゲスト 東北文教大学児童文化部
■体験内容 はり、きゅう、マッ
第 20 回 夕鶴の里「民話まつり」
サージのいずれかを 15 分程度
■日時 10 月６日㈰ 13 時
※事前予約は不要です。
■場所 夕鶴の里 語り部ホール
当日は受付順に施術します。
民話会ゆうづるの語り ◆市鍼灸マッサージ師会福祉部会
■内容
長沢登代さんと島貫貞子さんの
（☎㊸－７７７８）
語り＆トーク
南陽市商工まつり 2019
■入場料 200 円（小学生以下無料）
■チケット取扱先 夕鶴の里、各地
自慢のご当地グルメ、すぐれた工
区公民館
業製品が勢ぞろい。お誘いあわせの
◆夕鶴の里（☎㊼－５８００）
上お越しください。
■日時 ９月29 日㈰ 10 時半～16 時
市小学校合同音楽会
■場所 シェルターなんようホール
一店逸品展示販売
■内容
どなたでも鑑賞できます。
ご当地特産品販売
■日時 10 月２ 日 ㈬ 13 時 30 分 ～
市建設組合住宅デー等
15 時 30 分頃
▽ ▽ ▽

▽

▽

第 21 回夕鶴の里子どもまつり

■場所 シェルターなんようホール
下水道フェア（会場内）
大ホール
■内容 下水道なんでも相談会・下
◆学校教育課指導係（☎㊵－８４５４）
水道促進グッズやマンホールカー
南バン連チャリティー
ド、ポップコーンの配布
ライブ＋フィーリング
◆南陽市商工会（☎㊵－３２３２）
カップル（無料）
◆上下水道課給排水係（下水道フェ
アについて／☎㊵－８８４５）
■日時 ９月 22 日㈰ 15 時
（14 時 30 分開場）
■場所 交流プラザ「蔵楽」
※会場にはドリンク＆フードコート
（有料）があります。
◆南陽市バンド連絡協議会・嵐田
（☎㊸－４８１２）

市立図書館イベント
[ 読書でＧＯ！ ]

図書館で借りた本 ( 雑誌 ･ マンガ
･ ＡＶ資料除く ) を読み終えるごと
に、フラワー長井線をイメージした
専用の冊子に記入します。
南陽市長杯
何冊か読み終えるごとに１駅分
パークゴルフ大会
進み、終点までたどり着けばゴール
です。達成者にはプレゼントを贈呈
■日時 10 月 20 日㈰８時 45 分
します。
（受付８時 30 分から）
■冊子の配布場所
■場所 南陽グリーンヒル
市立図書館カウンター
■参加料 １，
０００円（保険代等）
■期間
10 月 1 日㈫～ 12 月 28 日㈯
■対象 市内在住・在勤の方
◆市立図書館（☎㊸－２２１９）
■申込締切 10 月 10 日㈭
◆南陽グリーンヒル（☎㊼－５８３５）
（3）
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講座・催し
「噛む COME（かむかむ）
３６５」
■期日 10 月11日㈮・21日㈪、11 月
８日㈮・18 日㈪、12 月９日㈪・23
日㈪（全６回）
■時間 13 時 30 分～ 14 時 30 分
（10月21日、
11月18日は15時30分まで）
■場所 健康長寿センター
お口の手入れ
■内容
口の体操とお話
軽体操・ストレッチ体操等
■対象 沖郷・梨郷地区在住の 65
歳以上の方
※申込者のご自宅に訪問し手続き
をします。送迎希望の方は申込時
に相談ください。
■参加料 ４００円／回
■申込締切 ９月 27 日㈮
◆地域包括支援センター
（☎㊵－１６４６）
▽ ▽ ▽

Information

南陽しゃきっといき隊！
～認知症予防教室～
■場所 ①シェルターなんようホール
②南陽市役所
■期日（計 12 回） ① 10 月１日㈫
～令和２年１月 28 日㈫② 10 月
３日㈭～令和２年１月 16 日㈭
■時間 10 時 10 分～ 11 時 30 分
■対象 65 歳以上で介護保険サー
ビスを利用していない方
■定員 先着 20 人 ■参加料 無料
■申込締切 ９月 24 日㈫
◆地域包括支援センター
（☎㊵－１６４６）

初心者向け
雪囲い講習会（無料）
■日時 10 月10日㈭９時30分～正午
■場所 ワトワセンター南陽
■対象 市内在住の 59 歳以上の方
■定員 20 人（超えた場合は抽選）
■持ち物 縄を切るはさみ・
実技のできる服装
■申込締切 10 月４日㈮
◆（公社）市シルバー人材センター
（☎㊸－６３７３）

南陽市役所代表
■開庁時間

☎０２３８－㊵－３２１１

平日８時 30 分～ 17 時 15 分

シェルターなんようホール
（南陽市文化会館）催事情報
よろしくお願いします

おしらせ

お知らせ

A L T（外国語指導助手）の
ダニエル先生が着任しました

就学時健康診断

◆学校教育課指導係（☎㊵－８４５４）

ダニエル先生からのメッセージ
こんにちは、みなさん。
私は、イギリスのサフォークから来
ましたダニエル・フォルスターです。
私は、２０１３年から１年間、八王
子の首都大学で、交換留学生として、
日本語や日本文化を勉強しました。そ
して、ＡＬＴとして、また日本に戻っ
てくる機会を得ることができ本当に
うれしいです。
私は、田舎、特に山の中にいるの
が大好きなので、ＡＬＴとして自然
いっぱいの南陽市に配属されたとき
はとても喜びました。
これからお世話になる学校を訪れ

県営桜木アパート
２号棟入居者
■階数・戸数 ４階・２戸 、３階・２戸
■部屋数 ８－６－４．５畳
■家賃（月額）15,800 円～ 31,100 円
※一般用、倍率優遇有。４階のみ単
身可。
■募集期間 10 月１日㈫～７日㈪
■受付時間 平日 10 時～ 17 時
■入居時期 12 月上旬（予定）
◆㈱西王不動産置賜事務所
（☎㉔－２３３２）

令和２年４月採用
商工会連合会職員
■応募職種 経営指導員・経営支援員
■職務内容 県内市町村の商工会に
おける地区内事業所の経営指導業
務又は経営指導補助業務
■採用数 各若干名
■一次試験日 10 月 19 日㈯
■試験会場 霞城セントラル（山形市）
■受付期間 ９月24日㈫～10 月１日㈫
※受験資格等は問い合わせください。
◆県商工会連合会
（☎０２３－６４６－７２１１）

る機会もありましたが、生徒たちは
校舎をとても大切にしているように
見えます。これは、イギリス人であ
る私たちは学ぶべきところです。
南陽市に来てから話をした人たち
はとても親切で、私の日本語がその
時上手でなくてもみんな助けてくれ
ます。先日、葡萄を買ったお店の店
長さんが私にやさしく「おまけ」を
くれました。南陽市で育てられた葡
萄はとってもおいしかったです！赤
湯の盆踊りにも参加して市民の皆さ
んとお会いできてうれしかったです。
これから、もっと南陽市の良さを学
んでいきたいです。

来春、小学校に入学するお子さん
を対象に就学時健診を実施します。
■日程
学校
期日
学校
期日
中川小 10/29㈫ 梨郷小 10/９㈬
漆山小 10/30㈬ 宮内小 10/９㈬
赤湯小 10/31㈭ 沖郷小 10/17㈭
荻小 10/23㈬
東日本大震災避難者の方へ
本市で就学時健診を希望する方は、
印鑑をお持ちのうえ申込ください。
■申込締切 10月３日㈭
◆学校教育課学事係（☎㊵－８４５３）

秋の交通安全県民運動

9 月 30 日は
「交通事故死ゼロを目指す日」
一人ひとりが交通ルールを守り、
応募総数 84 句。たくさんのご応 交通マナーを実践して、交通事故死
募ありがとうございました。
（敬称略） 傷者数ゼロを目指しましょう。
日没の早まる秋は
■特賞 さくらんぼ南陽の天甘く
夕暮れ～夜間の事故に注意
なる／佐々木晃一（米沢市）
■入選 ▷一つずつ増やす桜桃写 運動の重点
生の子／佐々木昭（米沢市）▷み ▷子どもと高齢者の安全な通行の
確保と高齢運転者の交通事故防止
どり児の瞳に映るさくらんぼ／木
▷夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車
村正子（同）▷さくらんぼメール
乗用中の交通事故防止
画面は君の笑み／佐藤和雄（同）
▷全ての座席でシートベルトや
◆商工観光課観光ブランド係
チャイルドシートの正しい着用
（☎㊵－８２９５）
▷飲酒運転の撲滅
▷運転者は基本ルールを守る
募 集
◆市民課生活係（☎㊵－８２５５）

「第 19 回フルーツのみち
俳句」入賞作品紹介

趣味の生きがい教室
パッチワーク参加者
10 月 10 日㈭～令和２年３月開催
分の参加者を募集します。
■対象 市内在住の 65 歳以上の方
■申込期間 ９月 24 日㈫～ 27 日㈮
■受付時間 ８時 30 分～ 17 時 30 分
※応募多数の場合は抽選。
◆太陽の里ふたば（☎－４３３３）

自慢の品をふるさと納税
で全国に発信しませんか
お米、果物、製菓等、ふるさと納税
のお礼の品を随時募集しています。
採用になった返礼品は、ふるさと納
税サイト「ふるさとチョイス」に掲
載されます。採用には要件がありま
すので、詳細は問い合わせください。
◆商工観光課地域振興係
（☎㊵－８２９６）
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