
りんごとワインの里　朝日町

お 知 ら せ 板
発行　朝日町役場　〒 990-1442 山形県西村山郡朝日町大字宮宿 1115　 編集　政策推進課　
朝日町ホームページ　http://www.town.asahi.yamagata.jp　　　　　TEL  ６７－２１１２
朝日町携帯サイト　　http://www.town.asahi.yamagata.jp　　　　　FAX ６７－２１１７

令和元年８月３０日号

　被害果の処分については、以下のとおりに適切な
処分をお願いいたします。
▶黒星病の被害果の処分方法
　・各農家において、焼却処分または土に埋めるな
　　ど適切に処分してください。
　・上記対応ができない場合は、クリーンセンター
　　に直接搬入してください。
　※処分費用は（150円/10kg）各農家負担となります。
　※クリーンセンターへの搬入は、平日の午前 8 時
　　30 分～ 11 時 30 分または午後１時～４時までに
　　お願いします。

▶禁止事項
　・家庭用一般ごみ袋にいれて、ごみ集積所に置か
　　ないでください。
　　※被害果は、事業系ごみとなるため、地区のごみ
　　　集積所からの収集は行いません。
　・河川等に捨てないでください。
　　※不法投棄となるため、重い罰則が科せられます。

▶問合せ先
　農林振興課　☎６７- ２１１４

りんご黒星病の被害果処分について

①

▶日　時　９月 22 日（日）※雨天決行
　　　　　受付：午後１時～１時 30 分
　　　　　プレー：午後２時～午後５時
▶場　所　見晴らしの丘（西部公民館周辺芝生広場）
▶参加料　500 円
▶申込締切　９月 13 日（金）

▶申込方法・申込先
　参加料を添え、創遊館・西部公民館・秋葉山交遊
館へ直接お申込みください。開催要項および参加申
込書は上記各所に準備してあります。

▶問合せ先　町グラウンド・ゴルフ協会
　　　　　   佐竹 庄吉　☎６７- ３８５１

第 54 回 朝日町民グラウンド・ゴルフ大会

▶日　時　９月 28 日（土）※日帰り
　　　　　午前５時 15 分　創遊館集合　
　　　　　※天候により予定変更する場合があります。
▶参加者　先着 20 人（小学５年生以上の方）
　　　　　※小・中学生は保護者同伴とします。
▶コース　創遊館～古寺鉱泉口～古寺山～小朝日岳
　　　　　～古寺山～古寺鉱泉口～創遊館

▶参加料　大人 2,000 円　小・中学生 1,000 円
▶申込方法
　９月 19 日（木）まで創遊館、西部公民館、秋葉山
交遊館、総合産業課に参加料を添えてお申込みください。

▶問合せ先　朝日山岳会事務局（総合産業課内）
　　　　　　☎６７- ２１１１（代表）

朝日町民登山 ～日本百名山 紅葉の朝日岳に魅せられて～ 



●９月の土曜診療は９月７日です。
●眼科は９月５日（木）は休診です。
●循環器外来は９月６日（金）は都合により、受付
　は午前 10 時までとなります。
●肝臓外来は９月から担当医師が「星川恭子」先
　生から「勝見智大」先生に替わります。

【診察予定】

「○」：午前９時から診察、「△」：午後２時から診察
※都合により変更の場合があります。
※急患の場合はいつでも診察いたします。
○風しん抗体検査
　風しん抗体検査に予約は必要ありません。内科
　の診察時間にお越しください。
　※予防接種は予約が必要となります。
○各種予防接種
　電話にて予約を受け付けております。
　・電話予約時間　平日の午後 2 時 ～ 午後４時 30 分
　・予防接種時間　平日の午後３時 30 分 ～ 午後４時 30 分
▶問合せ先　朝日町立病院　☎６７- ２１２５

町立病院診察・休診のお知らせ

月　日 内科 循環器 肝臓 糖尿 外科 眼科 整形
外科

９/ ２（月） ○ △ △ ○
９/ ３（火） ○ ○ ○ 　　
９/ ４（水） ○
９/ ５（木） ○ 休診 ○
９/ ６（金） ○ ○
９/ ７（土） ○
９/ ８（日）
９/ ９（月） ○ △ △ ○
９/10（火） ○ ○ ○
９/11（水） ○
９/12（木） ○ △
９/13（金） ○ ○

町長と語る日
・期　日　9 月 17 日（火）
　あらかじめ時間を設定したい方は総務課総務係
　（☎６７- ２１１１）までご連絡ください。

　
総 合 相 談

( 心配ごと・行政・人権・婦人 )

・期　日　9 月 5 日（木）、19 日（木）
・時　間　午後１時～３時
・場　所　開発センター　相談室

母子父子・子育てなど児童関係の相談
・期　日　9 月 12 日（木）
・時　間　午後１時～３時
・場　所　開発センター　相談室

心配ごと相談
・期　日　９月 26 日（木）
・時　間　午後１時～３時
・場　所　開発センター　相談室

９月の各種相談日

▶対象者
　町内に住所があり、呼吸器機能障害の身体障害者
手帳をお持ちの方で、医師の処方により在宅酸素療
法として酸素濃縮器を使用している方。
※施設入所の方や、長期入院中の方は、助成の対象
　にはなりません。
▶手続方法
　申請書、身体障害者手帳、印鑑、支払希望金融機

関の預金通帳を持参し、９月 25 日（水）まで健康福
祉課に申請してください。
※申請書は健康福祉課にあります。

▶申請・問合せ先
　健康福祉課 福祉子育て係
　☎６７- ２１３２

在宅酸素療法者へ電気料金を一部助成します

▶期日・時間　９月 10 日（火）　午前 10 時～午後４時
▶電話相談　６７- ３３０２（学校教育係）
※面談相談希望の方は、電話でお申込みください。

９月の教育相談日



広報　あさひまち　お知らせ板　　　　　　　　　　　　　令和元年８月 30 日号①

　選奨土木遺産にも指定された旧明鏡橋周辺を散
策し、カヌーランドや国内最長の舟道遺構、かまど
岩採り場跡などを巡り、かつての簗場跡まで足を伸
ばし、ガメラのような奇岩や断層なども見ます。
　最上川の自然や成り立ちを学べる見学会となって
おります。皆さまの参加をお待ちしています！
▶日　時
　9 月22日（日）　午後 9 時～正午
▶集合場所
　道の駅あさひまち駐車場（和合 2724）
▶案内人
　堀  茂　氏
▶募集人数
　15 人

▶申込締切
　9 月 20 日（金）正午まで
▶参加費
　500 円（資料・保険代）　
▶主　催
　朝日町エコミュージアム案内人の会

▶申込み・問合せ先　
　朝日町エコミュージアムルーム
　☎６７- ２１２８
※創遊館改修工事に伴い、9 月中は土・日曜日、10
　月以降は月・木曜日が休館日となります。

朝日町ふるさとミニ紀行「最上川を歩く～其の弐～」参加者募集

　町県民税の申告において、伐採・改植・新植・
高接ぎ・気候等（霜害・雹害・薬害等）により、
前年に比べ大幅に収量が変動する見込みの方は、
届出をお願いします。なお、当該園地の状況等に
ついて、後日現地を確認させていただく場合があ
りますのでご了承ください。

▶届出期限　９月 13 日（金）
　※届出用紙は税務町民課にあります。

▶届出・問合せ先
　税務町民課 税務係
　☎６７- ２１０７

農作物の収量変動届について

　当協会では、これまで町民の方々に日々の暮らし
にまつわる聞き取り調査を行い、朝日山麓での生活、
地区の祭り・取り組みについての思いや昔話など、
貴重な話をたくさん伺ってきました。方言のまま文
字を起こしてまとめた文章からは、それぞれの話に
ついて、いろいろな思いを感じとることができます。
　この度、町民の方にスポットを当てた「エコミュー
ジアムノート展」を開催します。

▶展示期間及び開館時間
　9 月５日（木）～10 月15日（火）
　午前 9 時～午後６時
▶展示場所
　道の駅あさひまち「りんごの森」
　２階ギャラリー（入場無料）

▶主催及び共催
　・主催：朝日町
　・共催：ＮＰＯ法人朝日町エコミュージアム協会

▶問合せ先　
　朝日町エコミュージアムルーム
　☎６７- ２１２８
※創遊館改修工事に伴い、9 月中は土・日曜日、10
　月以降は月・木曜日が休館日となります。

朝日町エコミュージアム 30 周年記念「エコミュージアムノート展」を開催します



　町内の食に詳しい『食改さん（※）』が、簡単でお
いしい料理を教えてくれます。
　男性の皆さん、和気あいあいと楽しく料理してみ
ませんか。
　（※）『食改さん』…食生活改善推進員の愛称
▶日　時
　９月 19 日（木）　午前 10 時～
▶内　容
　あけび料理をメインに、ごはん・汁物等
▶会　場
　西部公民館

▶持ち物
　エプロン、バンダナ、材料代（300 円）
▶申込方法
　参加希望の方は、13 日（金）までお申込みください。

▶申込み・問合せ先
　朝日町食生活改善推進協議会事務局
　（健康福祉課内）　☎６７－２１１６

男の料理教室　参加者大募集

　空気まつり等で「木のぼり（ツリーイング）」の体
験会を実施している『森林体験木のぼりクラブ（平
成 23 年発足）』では、この秋に開講するツリーイン
グ資格取得講座の参加者を募集します。
　18 歳以上の心身ともに健康な方であれば、どなた
でも受講できます。また、受講後に当クラブへ入会し、
一緒に活動していただける方には、当クラブが費用
の約半額を立替えます。
　堅苦しさは全くない楽しいクラブです。資格を取
得し一緒に樹上の世界を案内しませんか？
▶講座名
　ツリーイング T-1（クライマー資格取得）講座
▶日　時
　9 月 28 日（土）～ 29 日（日）　1 泊 2 日
▶場　所
　朝日鉱泉ナチュラリストの家及びその周辺

▶人　数
　5 名程度
▶費　用
　受講料及び登録料：30,000 円
　宿泊費：9,000 円
▶その他
　森林体験木のぼりクラブへの入会を条件として、
20,000 円を立替えます。立替え分は、入会後に指導
協力していただいた際の日当で返済となりますので、
実質的な負担はありません。

▶申込み・問合せ先
　木のぼりクラブ　西澤（代表）
　☎０９０-９７４５-７７０４
　メール：shinji_goe@yahoo.co.jp
　ＵＲＬ：http://kinoboriclub.blog.fc2.com/

木のぼり（ツリーイング）の資格取得講座の参加者を募集します

　９月１日から 30 日まで、創遊館の空調設備改修工事に伴い全館休館となることから、
９月のおはなし会は休みになります。10 月から再開しますので、ご理解の程、よろし
くお願いします。　　　　　▶問合せ先　おはなし会ぶなの実　☎６７- ２４５８

９月のおはなし会は
お休みです

　山形県立図書館では、平成 30 年 8 月から大規
模な改修工事を行っています。
　今回、リニューアルオープンに向けた準備に伴
い、臨時休館になります。
　県民の皆様には、長期にわたり、ご不便をおか
けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

▶休館期間
　9 月 15 日（日）～令和 2 年 2 月上旬

▶問合せ先
　県立図書館（山形市緑町１- ２- ３６）
　☎０２３- ６３１- ２５２３
　FAX ０２３- ６２５- ６５２０

県立図書館　臨時休館のお知らせ


