
                               

                               

                               

                               

                               

 いて座とわし座の間の、天の川がより明るく

見える「スモール・スター・クラウド」と呼ば

れる領域に位置している星座です。 

夜空の星座「たて座」 

 

Ｎｏ．５３６ 

１ 

 

令和２年  

３月２７日号 広  報 

軽自動車税が申請をすると減免になります。 

▼対  象／〇一定の範囲の身体障がい者等が所有する 

軽自動車で、本人が運転する場合または 

その方と同居する家族が身体障がい者 

等のために運転する場合 

〇構造がもっぱら身体障がい者等が利用 

するための車両の場合 

▼〆  切／４月 21日（火） 

▼提出書類／申請者(納税義務者)の氏名・住所・個人 

番号等を記載した申請書、障害者手帳、 

運転免許証の写し 

※申請書は住民税務課で準備しています。 

▼持 ち 物／印鑑・障害者手帳、運転免許証、個人 

番号のわかるもの 

▼問い合わせ／舟形町住民税務課税務係 

       ☎ （32）0466 

舟形町結婚サポートセンター 

一時休業のお知らせ 
 
結婚サポートセンターの移転およびリニューアル

に伴い、センター業務を一時休業します。 

なお、休業中の婚活支援に関する問い合わせにつ

きましては、まちづくり課地域支援係へご連絡くださ

い。 

▼休業期間／４月１日（水）から１ヵ月程度 

▼問い合わせ／舟形町まちづくり課地域支援係  

☎（32）0104 

 

公民館で習い事や教室をしてみませんか 

中央公民館は、習い事や教室の会場としても利用で

きます。和室やホールなど用途や人数に合わせて利用

できますので、ご相談ください。 
 

◎習い事や教室についての情報を 
お寄せください 

町で開催されている習い事や教室の一覧を作成す

ることとなりました。そこで、町内の習い事や教室に

ついての情報を募集しています。掲載に当たっては、

詳しい内容をお聞きしますのでご協力お願いします。 

▼〆切／４月 10日（金）  

▼問い合わせ／中央公民館 ☎（32）2246 

狂犬病の予防注射 
 「狂犬病予防法」により、生後91日以上の犬は、

毎年 1 回狂犬病予防注射を接種することが義務づ

けられています。 

▼日 時／4月13日（月）、14日（火） 

     午前9時～ 

▼料 金／3,300円 ※注射料として 

▼持ち物／集合注射通知ハガキ  

※4月上旬ごろ届きます。 

▼その他／詳しくは問い合わせください。 

▼問い合わせ／舟形町健康福祉課地域保健係

☎（32）0810 

 

https://3.bp.blogspot.com/-VRW8UVPGdy4/V6iIMhM8l8I/AAAAAAAA8_4/4vy5AerE6ksA3fPsACRU3AY7-yCjj-EXQCLcB/s800/piano_rendan_family.png
https://1.bp.blogspot.com/-NpPtHQR0_y4/XhwqqtaX_UI/AAAAAAABXCs/abKY9DH-4VovQUZgZbXZLRm0ttYs9-_2gCNcBGAsYHQ/s1600/shodou_fude.png
http://3.bp.blogspot.com/-NTffizXGRJs/UxbLkZ_KsbI/AAAAAAAAeA0/EV4XDikEzw0/s800/pet_inu_chuusya.png


                               

                               

                               

                               

                               

町では、最上地域の市町村と連携し、これからの最上地域の医療を支える看護士や準看護士の育成と確保を図る

ことを目的に、将来、最上地域で働くことを希望する看護学生に修学資金の貸付けを行います。貸付けを希望する

方は次により申込みください。 

▼貸与対象／最上地域出身者で、看護師を養成する大学・学校・養成所を卒業後、最上地域で医療機関や介護・福

祉施設等で看護師・准看護師として居住・就業する意思のある方 

▼募集人数／若干名  ▼貸 付 額／月額５万円  ▼利子／無利子 

▼貸付期間／在学する大学・学校・養成所の正規の最短修業年限の終期まで 

▼返還免除／卒業後 10 年間のうちに５年間、最上地域に居住し、最上地域の医療機関や介護・福祉施設等で看護

師・准看護師として従事した場合、返還を全額免除。 

※山形県職員に採用された場合は返還免除の対象となりません。 

▼申請手続き／舟形町教育振興修学資金貸付申請書に必要書類を添えて提出してください。 

※２名の保証人が必要です。 

（父母等１名、父母等以外の独立生計を営む成年で５５歳以下の方１名） 

※その他詳細については募集要項を確認してください。 

▼申込み期間／４月１日（水）～5月22日（金）※土、日、祝日は除く 

▼そ の 他／募集要項は４月１日（水）より教育委員会教育課学事係に準備しています。 

▼申込み・問い合わせ／舟形町教育委員会教育課学事係 ☎（32）2379 

 

令和２年度 舟形町健康診断 日程表 
◆人間ドック 

検診月日 対 象 地 区  

4月20日（月） 野、幅、長尾 

4月30日（木） 内山、長沢第２ 

5月  8日（金） 長沢第１、長沢第３ 

5月27日（水） 経壇原、大平、向山 

6月  3日（水） 一の関、舟形第２ 

6月26日（金） 舟形第１、太折 

7月13日（月） 舟形第３ 

8月12日（水） 舟形第４ 

9月  4日（金） 未受診者整理日 

9月29日（火） 紫山 

 

検診月日 対 象 地 区  

10月  8日（木） 沖の原、木友 

10月14日（水） 西堀 

10月30日（金） 小松、長者原 

11月  6日（金） 福寿野、馬形 

11月18日（水） 富田第１ 

12月10日（木） 富田第２ 

12月22日（火） 瀬脇、堀内、実栗屋 

1月18日（月） 洲崎、横山、真木野、新堀、西又、松橋 

1月29日（金） 未受診者整理日 

 

▼受 付／午前7時～8時（女性の方から先に受付） 

▼場 所／最上検診センター 

◆地域健診（特定健診、胃・大腸・肺がん検診） 
検診月日 場 所 対 象 地 区  

4月28日（火） 保健センター 舟形地区（大平、一の関、舟形第１～４） 

5月13日（水） 保健センター 舟形地区（紫山、沖の原、鼠沢、西堀、木友、太折、向山） 

6月16日（火） 生涯学習センター 長沢地区（野、幅、長尾、内山、長沢第１～３、経壇原） 

7月  3日（金） 農村環境改善センター 
富長・堀内地区（小松、長者原、福寿野、富田第１・２、馬形、瀬脇、堀内、実栗屋、洲崎、 

横山、真木野、新堀、西又、松橋） 

9月25日（金） 保健センター 未受診者整理日  

 
◆乳がん・子宮頸がん検診 

検診月日 対 象 地 区 

5月29日（金） 長沢・舟形地区 

（野、幅、長尾、内山、長沢第１～３、経壇原、大平、一の関、舟形第１、太折、向山） 

6月24日（水） 舟形地区（舟形第２～４、紫山、沖の原、西堀、木友） 

7月 20日（月） 富田・堀内地区 

（小松、長者原、福寿野、富田１・２、馬形、瀬脇、堀内、実栗屋、洲崎、横山、真木野、 

新堀、西又、松橋） 

10月23日（金） 未受診者整理日 

 

▼受 付／午後０時３0分～１時 

▼場 所／最上検診センター 

▼申込み・問い合わせ／舟形町健康福祉課地域保健係 ☎（３２）０８１０ 

 

▼受 付／午前6時45分～7時45分 

 

https://2.bp.blogspot.com/-vRUpZkfW9Is/VznTLDEdyYI/AAAAAAAA6pw/M_l7pq3X734sFU8FjWTk1Uk1pJeugr04wCLcB/s800/medical_naika_adult.png


                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

○「住んでいる人が誇れるまち、豊かな舟形」を目指して 

 みなさんからのご意見やご提案を、これからのまちづくりにいか

していきたいと思っています。 

 みなさんが日頃から考えていることや、疑問に感じていること、

ふと思いついたことなどを気軽にお聞かせください。 

○「広報ふながた」を活用しよう 

 みなさんの知りたい情報や広報紙で取り上げたい情報、身近なち

ょっといい話など何でもお寄せください。また、会員募集、サーク

ルなどの情報も募集しています。 

みなさんの情報ステーションとしてどんどん利用してください。 

【方法】 

・P4の封筒に必要事項を書き、のりとハサミで組み立てます。 

・P5の便せんに「あなたの声」を書きます。 

・便せんを封筒に入れ、封をしてポストに投函します。 

※お寄せいただいたお便りの内容は、できる限り広報誌上で紹介さ

せていただきます。ただし、無記名でのお便りは掲載いたしません

（記名の上での匿名希望はＯＫ）。また、政治・宗教・営業行為、

個人を誹謗中傷する内容についてはご遠慮ください。 

○電子メールでも受け付けています。 

電子メールによる受付も行なっています。どうぞご利用ください。 

kikakupr@town.funagata.yamagata.jp 
▼問い合わせ／舟形町まちづくり課企画調整係 ☎（32）０１０４ 



                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

舟形町舟形２６３ 

舟形町役場まちづくり課 

差出有効期間 

2021 年 1 月

25日まで 

封筒の作り方 

①外線に沿って切り取る 

②重なった部分にのりづけ 

③封筒の出来上がり 

料金受取人払郵便 

 

（受取人） 

（差出人） 

舟形町 

男・女 

電 話（   ） 

 可     否 

歳 

新庄局承認 



                                  

                                  

                                  

                                  

                                  



 



防災情報登録制メールの運用が始まります

1

空メールを送信します。
サイトにアクセスし、[空メールを送信する]

から空メールを送信します。

「空メールを送信する」ボタンをクリックすると、メールが立ち上
がります。そのまま何も入力せずにメールを送信してください。
※メールが起動しない場合は、手動でメールを立ち上げ、下記
アドレスに空メールを送信してください。

https://plus.sugumail.com/usr/funagata/home

t-funagata@sg-p.jp

2
メールが届きます。
届いたメールに記載された登録用URLを

クリックし登録に進みます。

○○○へ申し込みいただきまして、ありがとうございます。
登録を行う場合は、次のURLより行ってください。

https://plus.sugumail.com/usr/XXXXXXXXXXXXXXX

１
3

利用規約を確認します。
利用規約をご確認の上、「同意する」ボタン

をクリックします。

１4

配信カテゴリを選択します。
カテゴリを選択して[確認画面へ]ボタンを

クリックします。

１
5

入力内容を確認し、登録します。
入力内容をご確認の上、「登録」ボタンをクリック

します。 登録完了画面が表示されたら登録完了

です。

空メールアドレス宛にメールを送信します。
返信メールが届きますのでそちらから変更などを行います。

■メールアドレス変更

登録情報変更・退会

■配信カテゴリ（希望する登録情報）変更

■退会（登録解除）

メールアドレス下にある[編集]ボタンをクリックして手続きして
ください。

登録情報の[編集]ボタンをクリックします。
配信カテゴリ選択画面が表示されるので内容を確認しながら
画面を進めて下さい。

画面右上のメニューボタン
をクリックし[登録解除へ]を
クリックします。
次の画面で[登録解除へ]ボタン
をクリックしてください。

https://m.sugumail.com/m/funagata/home

▼PC・スマートフォンの場合

▼フィーチャーフォン（ガラケー）の場合

▼共通

※フィーチャーフォンの場合は異なるURLが表示されます。

問い合わせ／舟形町住民税務課危機管理室
☎（32）0155

ご登録の前に
●メール配信サービスの利用規約に同意したうえで、ご登録をお願いします。

●「@sg-p.jp」ドメインあるいは「funagata@sg-p.jpのアドレスからのメールの受信を許可する設定を行なってください。

●URL付きメールの受信を許可する設定を行なってください。

登録情報入力

xxxxx@xxxx.xx.xx

メールアドレス

戻る 確認画面へ

登録情報を確認して
[確認画面へ]ボタンをクリックします。

受信を希望するカテゴリに
チェックを入れます。

登録後、登録完了
メールが届きます。

配信カテゴリ

登録情報

メールアドレス
xxxxx@xxxx.xx.xx

戻る

登録

登録情報確認

・行政情報

配信カテゴリ選択

登録情報入力

行政情報

防災気象情報

鳥獣被害情報

火災情報

４月より舟形町防災行政無線で放送した内容を登録制メールとＴｗｉｔｔｅｒ、電話で確認できるようになります。

メール配信を希望される方は、次の手順で登録をお願いします。

Ｔｗｉｔｔｅｒの場合は「防災ふながた」（funagata_bousai）をフォローしてください。

なお、４月１日より登録可能です。

〇配信内容は「行政情報」・「防災気象情報」・「鳥獣被害情報」・「火災情報」です。

また、防災行政無線で放送された内容を電話で確認する場合は、次の電話番号におかけください。

☎（３２）２１１２ または （３２）２１１３

舟形町役場

登録内容

舟形町役場

登録解除へ

ログアウト

https://plus.sugumail.com/usr/XXXXXXXXXXXXXXX


   子育て支援センター「みらい」 ４月の日程表  

日 月 火 水 木 金 土 
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遊びの広場 
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１６ 

お話し広場 
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２２ 

遊びの広場 

午後閉館 

2３ 

 

  

２４ 

午後閉館 ２５ 

２６ 

２７ 

 

２８ 

 

 

  ２９ 

３０ 

 

 

  

 

  
［ご利用について]  ☆ 土曜日・日曜日・祝日 ○印は休館日になります。 

     ２２・２４日は、乳幼児健診のため午後閉館。 

     ６日は入園式のため終日閉館となります。 

 

 

①育児相談（来所・電話）…午前8時30分～午後4時30分  

②遊びの場としての利用  …午前9時30分～11時30分 

午後3時～4時30分 

   ●第２・４水曜日は｢遊びの広場｣…親子で楽しめる簡単な遊びを用意しています。 

●第３木曜日は「お話広場」……絵本の読み聞かせと楽しい手遊びを行います。 

③ふれあい育児の広場 ……1歳以上の未就園児を対象にした親子の交流広場です。 

           

                         

「いただきま～す。」 

おいしいラーメン召し上がれ。 

（ふれあい育児の広場より） 

 

 

 

ふれあい育児の広場 

今年度終了しました。 

  子どもたちや保護者との触れ合いの中、十人十色の成長が見られ、 

楽しい1年間になったのではないでしょうか。 

  来年度のふれあい育児の広場は6月より開始します。対象の方には 

5月に連絡しますので来年度もよろしくお願いします。 

 

【お願い】 

新型コロナウィルス感染対策に伴い、支援センター 

利用時は、手指の消毒をお願いしています。 

また、体調のすぐれない方は利用をご遠慮願います。 

 

 

   にこにこ通信                
                                令和２年３月発行 第１４３号 

             

 

 

 

 

  

                                                       

                        

                      

                      

                                                                           

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                            舟形町子育て支援センターみらい ☎（32）2120  

 2014年は、午(うま)年です。 

天候を始め、国内外でも気になる

話題も多い今日です。新しい年が穏

やかな良い年でありますように願っ

ています。 

先ずは、健康第一。前向きに明るい

気持ちで過ごすことは、免疫力アッ

プにもつながります。笑顔いっぱい

の年になりますように・・・!! 

 卒園、進級、新入園…夢と希望がいっぱい

の春ですね。センターで遊んだお友だちの

多くは、ピカピカの新入園児です。おめでと

うございます。 

ワクワク、ドキドキの一方で、子どもにと

っては環境の変化により、不安や緊張を感

じやすい時期でもあります。気持ちを受け

止め、寄り添いながら子どもの成長を助け

てあげましょう。 

 

 

 

共にふれあい、未来をはぐくむ子育て支援センター 

 


