
◆＝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。
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おしらせ

（13） ２. ８. １

お知らせ

生活応援ローンを
ご利用ください

　市と東北労働金庫が提携し低利
で融資する制度です。生活資金全
般、自動車購入・教育資金・医療
介護費・冠婚葬祭費・家電購入費等、
広くご利用ください。
■融資対象者　
　市内在住の勤労者で、勤続年数が
　１年以上の職場に労働組合がない方、
　または、職場に融資制度のない方
■融資額　
　１００万円以内～３００万円以内
■貸付金利
　年１．２５％～年２．７５％（保証料含む）
■融資期間　７年～ 10 年以内
※詳細は問い合わせください。
◆東北労働金庫南陽支店
　（☎40ー３５１１）

■採用予定職種・受験資格等　　　　　　
区分 職種 採用予定 受験資格 １次試験種目 2次試験種目

初級
一般行政

若干名

　平成 11 年４月２日から
　平成 15 年４月１日までに
　生まれた方
※住所要件はありません。

▶教養試験▶事務適性検査
▶一般性格診断検査

人物試験
▶教養試験▶事務適性検査
▶専門試験　土木技術

■１次試験日　９月 20日㈰　
■試験会場　　南陽高等学校　
■申込期限　 ８月 20日㈭
■２次試験日　11 月上旬（予定）
■必要書類　　 ▽受験申込書 ▽受験票

　 　 　 　 　 　 　 ▽返信用封筒（長形３号。84 円切手　
　　　　　　　を貼り、受験票送り先の宛先を明記）

■申込書の取得方法

　 　 ▽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 31 日㈪まで
　　　届かない場合は問い合わせください。
　
　
◆総務課職員係

　　　（☎40－０２４４）

　
爆音機の使用に注意

　早朝や夜間の鳥よけ爆音機の使
用に苦情が寄せられています。爆音
機を使用する際は、周辺の環境に十
分配慮してください。
◆農林課果樹６次化推進係
　（☎40－０９０４）

付けてみませんか
さくらんぼナンバー
プレート

　地方版図柄入りナンバープレート
の交付が始まっています。車の購
入時以外に、今付いているナンバー
を変えずにさくらんぼナンバーに
交換できます。
　申し込みや手続きは近くの自動
車整備工場や自動車ディーラーへ
問い合わせください。
◆（一社）県自動車整備振興会
　（☎０２３ー６８６－４８３４）

詳しくはこちら→

公衆浴場はお盆も
休まず営業します

　８月 13 日㈭～ 15 日㈯は、全浴
場とも休まず営業しますのでご利
用ください。
※８月13日㈭の受付は16時30分まで
（17時終了）。昼時間も休みません。
◆赤湯財産区温泉事務所
　（☎43－２１５６）

くりえいと工房再生品を
無償で提供します

■提供品　自転車10 台、家具類５点
※申込は１世帯各１点まで。
■展示期間　８月５日㈬～９月５日㈯
■公開抽選日時　９月８日㈫ 10 時
※申込時は本人確認書類（運転免許
証、健康保険証など）が必要です。
■場所　千代田クリーンセンター
◆千代田クリーンセンター
　（☎　 －４００４）

令和３年４月１日採用予定　第 2回 南陽市職員採用試験
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キミの力 !!

待っている
!

　◆＝問合せ・申込先。

  ※掲載内容は７月22日時点のものです。新型コロナウイルス感染症の影響で、　
      情報が変更となる場合があります。各主催・担当に直接問い合わせください。

Information
南陽市役所代表　☎０２３８－40－３２１１
■開庁時間　平日 8時 30 分～ 17 時 15 分　

（12）（12）２. ８. １

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

除菌や消毒をうたった商品について　

　新型コロナウイルスの感染拡大により、除菌・消毒用
のアルコール液剤の需要が増えています。インターネッ
ト通信販売サイトでは様々な成分を含む商品が販売され
ていますが、中には、人体への毒性が高いメタノールを
含有する商品や、手指の除菌には不向きな商品が手指に
も使えるかのように表示され販売されています。
　除菌や消毒をうたうような商品を購入・使用する際は、
成分は何か、使用してもよい場所はどこか、希釈して使
用する商品なのかなど、広告や表示をよく確認するよう
にしましょう。メタノールは人体への毒性が高いので、
絶対に消毒用には使用しないでください。また、高濃度の
アルコールを使用する際は、火気を避け換気をしましょう。

～消費者へのアドバイス～
　手指からの新型コロナウイルスの除去には、流水と石
けんを使った丁寧な手洗いが有効です。

南陽市消費者の会　◆市民課生活係（☎40－８２５５）

　　かしこい消費者ご用心！暮らしのトラ
ブル

感染を防ぐため
咳エチケットを守りましょう！

ティッシュ
やハンカチ
で口・鼻を
覆う。

マスクを
着用する。

袖で口・鼻
を覆う。

▷支給対象者
④左記①または②に該当する方
で、新型コロナウイルスの影響を
受けて家計が急変し、収入が減小
している方

 ひとり親世帯に臨時特別給付金を支給します
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている低所得のひとり親世帯の家計を
 支援するため臨時特別給付金を支給します。

【上記①の方】　　　手続きは不要です。
　　　　　　　　　児童扶養手当を受給している口座に振り込みます。
　　　　　　　　　※口座の変更がある場合は至急お知らせください。
【上記②～④の方】　申請が必要です。申請内容を確認し指定口座に振り込みます。
　　　　　　　　  ご自分が該当するかどうかご不明な場合は問合せください。

基本給付

▷支給対象者
①令和２年６月分の児童扶養手当を受給している方
②公的年金等を受給しており、児童扶養手当が全額停止されている方
③新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変するなど、収入が
　児童扶養手当の対象となる水準まで下がったひとり親世帯の方

■支給方法

◆すこやか子育て課
　子ども家庭係
　（☎40ー１６８９）

追加給付

5万円

■支給時期   　基本給付の①に該当する方には８月11 日㈫に支給します。②～④の方は審査後、順次支給します。

   ” 南陽市プレミアムクーポン ”を
  追加販売します

　追加を希望した店舗においてプ
レミアムクーポンを追加販売しま
す。8月 7日㈮より販売しますが、
すでに 10 枚購入された方は購入
できませんのでご了承ください。
　取り扱い店舗掲載のチラシを市
報と一緒に配布しましたのでご確認ください。
　なお、該当店舗の店頭にはステッカーが
貼られています。
◆商工観光課観光ブランド係
　（☎40－８２９５）

１世帯１世帯 第２子以降
１人につき ３万円5万円 +



◆＝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。
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黒江太郎コレクション展

　宮内出身の歯科医、歌人、郷土史
家の黒江太郎氏が寄贈したコレク
ションから、齋藤茂吉直筆の墨跡作
品を中心に自身の短歌や絵画など
の作品展示をしています。
■期間　９月 13 日㈰まで
■場所　大石田町立歴史民俗資料館
■開館時間　10 時～ 16 時 30 分
■入館料　▷大人２００円
　▷高校生・大学生１５０円
　▷小中学生１００円
※ 20 人以上の団体割引あり。
※月曜日休館。（祝日の場合は翌日休館）
◆大石田町立歴史民俗資料館
　（☎０２３７－35ー３４４０）

障がい者（児）などの
相談を受け付けます

　下記の事業所では障がい者（児）
などの生活全般に関する相談や情
報提供を行っています。事前予約の
上ご利用ください。
　南陽の里
■対象　 身体障がい者手帳をお持

ちかそれに準ずる方
◆南陽の里（☎　  ー１０３０）
　いちょう
■対象　 療育手帳をお持ちかそれ

に準ずる方
◆いちょう（☎47－３４５６）
　とまり木
■対象　精神保健福祉手帳をお持
　　　　ちかそれに準ずる方
◆とまり木（☎40－４０５５）
【共通事項】
■受付時間　9時～正午、14時～17時
※ 土日祝、12 月 29 日～１月３日の
相談はお休みです。

暮らしにアートを
８月のギャラリー

　サロン銀杏
「入木会・墨心会書道作品展」
◆宮内公民館（☎47ー３１１２）
公立置賜南陽病院「病院ギャラリー」
「宮内公民館絵画教室作品展」
「小川弘写真展」
◆公立置賜南陽病院（☎47ー３０００）

８月の南陽の朝市

　赤湯温泉観光朝市
■期日　２日㈰・23 日㈰
■時間　6時～７時 30 分
■場所　えくぼプラザ駐車場
　りんごう朝市
■期日　毎週日曜日、12 日㈬
■時間　７時～８時
■場所　の川や駐車場
　げんき熊野市
■日時　15 日㈯ 10 時～正午頃
■場所　きらやか銀行駐車場
◆南陽の朝市運営協議会
　（☎47－７１３１）

借金返済に関する
相談窓口（随時）

　借金返済でお困りの方の相談窓
口です。相談員が借金の状況をお聞
きし必要に応じて、弁護士等の専門
家に引き継ぎます。
　相談は秘密厳守・無料です。
■相談専用電話
　☎０２３－６４１－５２０１
■日時　平日８時30分～16時30分
◆山形財務事務所理財課
　（☎０２３－６４１－５１７８）

予約でスムーズ！年金
相談は予約が便利！　

　米沢年金事務所では、年金請求手
続きや年金額に関しての相談、ご家
族が亡くなられた際の手続き等の
相談などに対応しています。
　待ち時間なくスムーズに手続き
ができるように相談の事前予約を
お願いします。
■受付時間　 月～金曜日の８時 30

分～ 17 時 15 分
※ ご連絡の際は、「基礎年金番号」　
の分かる年金手帳や年金証書を
ご準備ください。
◆日本年金機構予約受付専用電話
　（☎０５７０－０５－４８９０）

空き家の相続・売却・　
解体費用等の無料相談

　空き家を所有している方を対象に
随時受け付けています。（要予約）
■場所　 （公社）全日本不動産協会

山形県本部（山形市）
◆（公社）全日本不動産協会山形県本部
　（☎０２３－６４２－６６５８）

福祉のしごと・保育の　
しごと出張相談会

　福祉や介護、保育の分野の仕事に
関心のある方ならどなたでもお気
軽にご相談ください。
■日時　８月 27 日㈭
■時間　10 時～ 15 時
■場所　置賜総合文化センター
　　　　（米沢市）
※予約は不要です。
◆県福祉人材センター
　（☎０２３－６３３－７７３９）
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有料広告募集中
企業の宣伝や商品のＰＲなど、
市報なんように広告を載せてみませんか。　　（税込）

◆みらい戦略課広報広聴係（☎40ー０２４９）

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

　◆＝問合せ・申込先。

  ※掲載内容は７月22日時点のものです。新型コロナウイルス感染症の影響で、　
      情報が変更となる場合があります。各主催・担当に直接問い合わせください。

日日本本国国内内にに住住むむすすべべててのの人人とと世世帯帯をを対対象象ととししたた５５年年にに一一度度のの大大調調査査

月月 日日国国勢勢調調査査、、ははじじままりりまますす

◆みらい戦略課統計係（☎40ー０９０３）

Information
南陽市役所代表　☎０２３８－40－３２１１
■開庁時間　平日 8時 30 分～ 17 時 15 分　

（14）（14）２. ８. １

募　集

置賜広域行政事務組合
職員採用試験

■試験区分　①初級行政②初級機械
③初級電気④消防士
■採用予定人数　
　①②③若干名④４人程度
※受験資格は問い合わせください。
■１次試験日　９月27日㈰
■場所　千代田クリーンセンター
※④の体力試験は、９月 28日㈪に
米沢市営体育館で行います。
■採用予定日　令和３年４月１日
■受付期間　８月17日㈪～９月11日㈮
■申込書の交付場所
　 ▽同組合総務課 ▽消防本部

　 ▽南陽消防署 ▽南陽市役所総務課

　 ▽同組合HP
※詳しくはこちらから→
◆置賜広域行政事務組合
事務局総務課
　（☎㉓－３２４６）

介護職員初任者研修
（通信課程）受講者

■期間　９月２日㈬～令和３年２
月 24 日㈬の間の水曜 18 時～、
日曜９時～
■場所　ウエルフェア慈光園（長井市）等
■定員　20 人
■受講料　４万円（テキスト代別）
■申込締切　８月 20 日㈭
◆慈光園（☎０２３８ー　－２７１１）

県統計コンクール作品

■対象　市内在住の小・中学生・
　　　　高校生、一般の方
■課題　各部とも自由
※小学校４年生以下は、児童が自ら
観察または調査した結果をグラフ
にしたもの。
■申込締切　９月23日㈬必着
※募集要領は下記にあります。
◆みらい戦略課統計係
　（☎40－０９０３）

市民大学講座「南陽学
歴史と文化を紡ぐ！パート 2」

期日 内容（講師など）

８/22
㈯

新々刀の巨匠　水心子正秀
（山形考古学会会長　佐藤庄一氏）

９/５
㈯

南陽市における近世・近代の窯業
（飯豊町教育委員会　高橋拓氏）

10/17
㈯

【無料公開講座】
白鷹山に由来する歴史と信仰
（ 置賜民俗学会 白鷹町史談会 
江口儀雄氏）

10/31
㈯

南陽市の相撲昔ばなし
（吉野文化史研究会　小形芳美氏）

11/14
㈯

宮内に流れる名家大江氏の血脈
（南陽市文化懇話会　髙岡亮一氏）

■時間　13 時 30 分～ 15 時 30 分
■場所　赤湯公民館
■定員 　先着 30 人
■参加料  2,000 円（初回に支払）
※１回のみ（500 円）の受講も可。
■申込方法　電話、メールまたは
所定の申込書に必要事項を記入の
上、社会教育課または地区公民館
に申し込み
■申込締切  ８月 20 日㈭
◆社会教育課社会教育係
　 （☎40－８９９２）
　 syakyo1@city.nanyo.yamagata.jp

『やまがた縁結びたい』
わが子の婚活交流会

■期日　８月 30 日㈰
■時間　13 時 30 分～ 16 時 30 分
■場所　ホテルキャッスル（山形市）
■対象　25 歳～概ね 45 歳の独身男
　　　　女の親（男女各 15 組）
■内容　
　▷セミナー（現代の婚活事情や具
　　体的な解決策を学びます）
　▷親同士の交流会、個別相談
■参加料　1人 1,000 円（当日持参）
■申込締切　8月 24 日㈪
※ やまがた縁結びたいの未登録者
が優先となります。

◆やまがた出会いサポートセンター
　（☎０２３－６１５－８７５５）
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太極拳で体力づくり
してみませんか

■日時　毎週木曜日 19 時～ 21 時
■場所　沖郷中学校
■対象　どなたでも
※見学は自由です。
◆横尾（☎43－５２３４）

保育士就職・再就職
支援研修会受講者

■期日　９月 30 日㈬
■時間　13 時～ 16 時 30 分
■場所　伝国の杜　（米沢市）
■内容　▷説明（山形県の保育の現
状と取組）▷講演「ここ 10 年の
保育の移り変わり」▷事例報告▷
相談カフェ▷保育の職場実習（研
修会後、別日程で 1日）
■参加料　無料
■対象　▷保育士として就職（再就
職）を考えている方▷保育の仕事
に興味のある方
◆県福祉人材センター
　（☎０２３ー６３３－７７３９）

講座・催し

実践！リモート時代の
婚活セミナー

 ～Z
ズ ー ム

oomを使った
　新しいリモートな出会い～

■日時　９月６日㈰14時～16時
                 （受付13時30分～）
■場所　白鷹町交流センターあゆーむ
■内容　 ▽セミナー（講師　井上
尚子氏） ▽リモート婚活実践
■対象　25～42歳の独身男女
■定員　各10人（超えたら抽選）
■参加料　1, 000円（お土産付き）
■持ち物　スマートフォンまたは
タブレット（会場内はW

ワイーファイ

i-Fi有り）
■申込締切　８月17日㈪
◆白鷹町婚活サポート委員会
　（☎０２３８－86－０２１２） 
 konkatu@so.town.shirataka.
yamagata.jp


