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音と光が織りなす幻想的な世界が出現
「やまがた音と光のファンタジア２０２１」のオー

ミネーションの共演が行われ、音と光の織りな

プニングイベントとして、イルミネーション点

す幻想的な世界が観客を魅了しました。点灯は

灯式が11月26日、最上川ふるさと総合公園で開

来年２月14日㈪まで行われ、１月29日㈯・30日

催されました。点灯式のスペシャルショーでは、

㈰にはスペシャルデーとして、打ち上げ花火な

山形県出身の歌手・朝倉さやさんの生歌とイル

どさまざまなイベントが行われます。

ゆめはーと寒河江だより
小学生の日・冬企画「絵付け体験」
マグカップに、５色のペンを使って好きな絵

●日時／１月15日㈯午前10時～11時30分
●会場／ハートフルセンター

や模様を描いてみませんか。世界に一つだけの

●定員／小学生15人

オリジナルマグカップを作りましょう。

●申込／ゆめはーと寒河江☎83-3225へ。
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さくらんぼと笑顔かがやく
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９月 ・保育料の段階的負担軽減開始（１日）
・キャッシュレスさがえさくらんぼプレミアム
商品券販売（13日）
・寒河江まつり（14日～19日）
・郷土館特別展「訪ねてみよう 寒河江市の石
造文化財」(17日～10月10日）
・市埋蔵文化財フェア「結髪土偶 里帰り展」
(22日～10月４日）
・寒河江寄席「春風亭昇太・林家たい平二人会｣
(25日）
10月 ・サガエスケートボードビギナーズスクールvol.
2（３日・10日・24日）
・市金婚賀詞贈呈式（４日）

一年を
振り返る

12月 ・寒河江市年末年始お年玉券販売（16日）

８月 ・さがえ心地体験住宅「さがえベース」開設（１日）
・サガエスケートボードビギナーズスクール（１
日・８日・22日）
・東京2020パラリンピック聖火フェスティバル
寒河江市採火（12日）
・令和２年度市成人式ウェブ配信（14日）
・市議会第3回定例会（31日～９月22日）

・さくらの丘ライトアップ（13日～23日）
・市議会第２回臨時会（23日）
・ミスさくらんぼコンテスト2021（25日）
・新型コロナウイルスワクチン集団接種開始▽
病児・病後児保育ウェブ予約サービス「あず
かるこちゃん」運用開始（26日）

今年は、新型コロナウイルスについて山形県と

11月 ・市表彰式（２日）
・市技能者表彰式（５日）
・さがえ元気づくりＡＷＡＲＤ2020表彰式▽さ
がえ応援クーポンプレミアム50販売（15日）
・クラシックコンサート「高嶋ちさ子 with
Ｓuper Ｃellists」(16日）
・市公民館連絡協議会60周年記念式典（21日）
・さがえ慈恩寺ふるさとコンサート「渡辺貞夫
カルテット2021」(23日）
・やまがた音と光のファンタジア2021（26日～
令和４年２月14日）
・市地域おこし協力隊活動報告会(29日）
・市議会第4回定例会（30日～12月15日）

７月 ・市立図書館30周年記念イベントｉｎサマー（21
日～８月25日）
・サガエＢＭＸスクール（22日・23日）

ミスさくらんぼコンテスト2021

寒河江市が共同で「緊急事態宣言」を発出するな

・さがえちぇり～マルシェ朝市（９日・11月６日）
・ストライダーエンジョイカップ寒河江つや姫
ステージ（16日）
・市スポーツレクリエーション祭（17日・24日）
・慈恩寺修験の道ウォーキング（23日・27日・
30日）
・2021市福祉と健康フェア（25日～29日）
・市立図書館30周年記念イベントｉｎオータム
(26日～11月21日）
・陵南中学校創立50周年記念式典（29日）

ツール・ド・さくらんぼ2021

ど、昨年に引き続きコロナ禍の中にありましたが、

寒河江まつり

新第６次市振興計画の初年度であり、新たな施策

市スポーツレクリエーション祭

を展開する芽吹きの年として「夢と希望あふれる

やまがた音と光のファンタジア2021

「慈恩寺テラス」オープン

子どもたちを育むまちへ」 持
｢ 続可能で安全・安

紅秀峰品種登録30周年記念
イベントデー

心な暮らしを共感できるまちへ」 新
｢ しい生活様
式に対応し市民みんなが元気になるまちへ」とい

ストライダーエンジョイカップ
寒河江つや姫ステージ

う３つの大きな柱を立て、さまざまな施策を展開

市公民館連絡協議会
60周年記念式典

新型コロナウイルスワクチン
集団接種開始

してきました。

東京2020オリンピック聖火リレー

今号では、市報で紹介した記事を中心に本市の

さがえちぇり～マルシェ朝市

１年を振り返ります。

市表彰式

令和３年

幸生小学校閉校

１月 ・さがえっこスマイル応援事業対象拡大▽寒河
江ぽけっとナビ運用開始（１日）
・西村山４町・消防および警察と「災害相互協
力協定」を締結（21日）
・東京2020オリンピック・パラリンピック聖火
トーチ県内巡回展示（30日～２月１日）

５月 ・史跡慈恩寺旧境内ガイダンス交流拠点施設「慈
恩寺テラス」オープン（１日）
・慈恩寺十景詩ウォーキング（９日・９月26日）
・市議会第3回臨時会（18日）
・つつじまつりイベントデー「ひなたぼっこマ
ルシェ」(23日）

２月 ・市豪雪対策本部設置（５日）
・第一生命保険株式会社山形支社と「包括連携
協定」を締結（18日）
・市議会第１回臨時会（19日）
・大塚製薬株式会社仙台支店と「健康維持増進
等に関する包括的連携協定」を締結（24日）

６月 ・ツール・ド・さくらんぼ2021（１日～30日）
・ふれあい・市民一斉クリーン作戦▽東京2020
オリンピック聖火リレー寒河江市通過（６日）
・市議会第２回定例会「さくらんぼ議会」(７日
～25日）
・さくらんぼの祭典（12日～30日）
・"さがえ"さくらんぼマラソン2021オンライン
大会（14日～27日）
・紅秀峰品種登録30周年記念イベントデー（26
日・27日）
・第50回記念さくらんぼの都市さがえ全国俳句
大会報告会（29日）

３月 ・市議会第１回定例会（２日～23日）
（仮称）陵南アパート整備等事業安全祈願祭（８日）
・
・明治安田生命保険相互会社山形支社と「健康
増進に関する連携協定」を締結（22日）
・新型コロナウイルス感染症山形県・寒河江市
｢緊急事態宣言」(27日～４月11日）
・幸生小学校閉校（31日）
４月 ・小・中学校給食費の完全無料化開始▽保育施
設等３歳以上児の副食費無料化開始（１日）
・さがえっこすくすくアプリ運用開始（５日）
・市民対象の無料ＰＣＲ検査実施（５日～18日）
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お知
らせ
償却資産の申告をお忘れなく
市内事業者や市内に貸し付けしてい
る償却資産のある方は、令和４年１月
１日に所有する償却資産について、令
和４年１月 日 までに申告が必要で
す。地方税ポータルシステムｅＬＴＡ
Ｘ（エルタックス）を利用してインタ
ーネットからも申告できます。
●問合せ／償却資産の申告は市税務課
固定資産税係☎ ８５ １７０８、ｅ
(
)
ＬＴＡＸはナビダイヤル☎ (
０５７
０ )
０８１４５９へ。

健康診査受診申込書（兼）
調査 書 を 提 出 し て く だ さ い
令和４年度に市が実施する健康診査
の受診申込書（兼）調査書を、対象と
なる方に郵送します。必要事項を記入
の上、同封の返信用封筒で令和４年１
月 日 までにご提出ください。詳細
についてはお問い合わせください。

上の方。他にも要件がありますので、
●問合せ／市健康福祉課市民健康係
☎ ８(５ ０)９７３へ。
詳細は市ホームページをご覧ください。
●任期／２年
●応募方法／申込書に記入の上、令和
市立病院職員採用試験
４年１月 日 まで市健康福祉課へ
（令和４年４月１日採用予定）
郵送（〒
-寒河江市中央２丁目２
番１号 、
●試験区分／ 看護師、薬剤師、各若干名
) 電子メール kenkou@city.
、ファックス (
８３ )
●受験資格／生年月日が昭和 年４月
sagae.yamagata.jp
２日以降で、それぞれの免許を保有
３２０１、やまがた 申請、持参の
または令和４年４月 日までに取得
いずれか。
見込みの方。他にも要件があります
●問合せ／市健康福祉課市民健康係
ので、詳細については受験案内をご
☎ ８(５ ０)９７３へ。
覧ください。
●試験日時／令和４年１月 日 午前
あなたのチャレンジを応援！
８時 分～
創業セミナー
●試験会場／市立病院
●試験種目／作文試験、性格特性検査、
創業に必要な心構えやビジネスプラ
ンの作成方法などが身に付くセミナー
職場適応性検査、人物試験（個別面
を開催します。
接 、適性検査（看護師のみ）
)
●日時／ 令和４年１月８日 ・ 日 ・
●受験申込／申込用紙に記入の上、令

和４年１月 日 まで市立病院事務
日㈯、全３回、午後１時 分～６
時 分
室（〒
寒河江市大字寒河江字塩
●会場／市技術交流プラザ
水 番地）へ提出（郵送の場合は１
●定員／ 人程度
月 日消印有効 。
)申込用紙は市立病
●申込／令和４年１月６日 まで市商
院で交付する他、市立病院ホームペ
工推進課商工振興係☎ ８(５ １)４９
ージからダウンロードもできます。
●合格発表／２月上旬予定
２へ。
●問合せ／ 市立病院☎ ８(６ ２)１０１へ。
12

30

●公募数／２人（応募多数の際は抽選）
●応募資格／市内に５年以上在住して
いる令和３年４月１日現在で 歳以

市自殺対策計画推進委員会
委員を公募

(水)

●内容／手芸、雑貨、衣類、骨とう品
等の展示即売会
●問合せ／フリーマーケット事務局・
半澤さん☎ ８(５ １)４９９へ。

寒河江民踊舞踊連盟
第十一回新春初踊り会
●日時／ 令和４年１月 日 午後１時～
●会場／ハートフルセンター
●問合せ／寒河江民踊舞踊連盟・杉沼
さん☎ ８(４ ２)９９３へ。

さんで～すて～じ・さがえ
インフローラ 第 ・ 回公演

22

醍醐地区慈恩寺大晦日（みそか）
花火大会「雪月華」
慈恩寺の冬を彩る花火が２年ぶりに
大晦日の夜空に大輪の花を咲かせます。
●日時／ 月 日 午後 時 分～。
天候
 により令和４年１月１日 ～３

●問合せ／実施フォーラム事務局長・
五十嵐さん☎０９０ ７(０６８ ３)９
９０へ。

市老人福祉センター
催し案内
ふれあいカフェ＆高齢者の交通安全講
習会
■日時／令和４年１月 日 午前 時
～正午
■参加費／３００円
■その他／マイクロバスでの送迎あり
老人福祉センター杯グラウンドゴルフ
大会
■日時／令和４年１月 日 午前９時
～正午
■参加費／３００円
●会場／市老人福祉センター
●申込／市老人福祉センター☎ ８(７ )
１３２８へ。

オレンジカフェ
オレンジカフェだいご
●日時／令和４年１月 日 午後１時
分～３時 分
●会場／特別養護老人ホーム醍醐
●問合せ／特別養護老人ホーム醍醐
☎ ８(４ ０)３０９へ。
オレンジカフェえがお
●日時／令和４年１月 日 午後１時
分～３時 分
●会場／ハートフルセンター

●問合
 せ／居宅介護支援事業所「えが
おで」☎ ８(５ １)９０１へ。
オレンジカフェとこしえ
●日時／令和４年１月 日 午後１時
分～３時 分
●会場／皿沼公民館
●問合せ／ケアセンターとこしえ島
☎ ８(４ ７)１９０へ。
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日 に順延する場合があります。
●会場／慈恩寺活性化センター前
●内容／約６００発の花火打ち上げ、
仁王坂のライトアップ、インスタグ
ラムを活用した写真コンテスト
●問合せ／西部地区公民館☎ ８(７ １)
３０２へ。

油の流出にご注意ください

日

（４期）
（６期）
（６期）
（６期）

月

冬期は暖房機器の使用が多くなるた
め、一般家庭や事業場から河川等へ灯
油などが流出する事故が増加します。
次の５項目を必ず守りましょう。万一
事故を起こしたときや油の流出を確認
したときは、必ずご連絡ください。①
給油中はその場を離れないこと、②除
雪等による配管の破損を防ぐため配管
に目印をつけること、③防油堤（ぼう
ゆてい）を設置すること、④落雪によ
る配管の破損やホームタンクの転倒に
注意すること、⑤配管やホームタンク
の定期点検を行うこと。
●連絡先／市市民生活課地球温暖化対
策室☎ ８(５ １)９１４へ。

今月の納税等
納期限は

市県民税［普通徴収］
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料

（月）

40

寄贈ピアノ「お披露目コンサート」
■日時／令和４年１月９日 午後２時
～２時 分
■出演／伊藤由美さん、黒田弥生さん
正月娯楽時代劇「お島千太郎」上映
美空ひばりと林与一がコンビを組ん
で熱演。旅役者・お島と若旦那・千太
郎の悲恋物語。
■日時／令和４年１月９日 午後２時
分～４時
■提供／ボランティア赤帽志
新春を飾る三大舞踊のステージ
■日時／令和４年１月 日 午後２時
～３時
■出演／藤間流藤好会、クーリアイカ
ウイ中川ミチコフラ教室、山形大学
花笠サークル四面楚歌
●会場／フローラ・ＳＡＧＡＥ地下
●定員／各 人

27
(土)

2021.12.20
2021.12.20 市報さがえ
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12

※国勢調査の人口は、市報でお知らせし
ている人口と集計方法が異なります。
●問合せ／市企画創成課統計係
☎85-1423へ。

22

10

（月）

40,189人
人 口
男
19,529人
女
20,660人
世 帯 数
13,654世帯
対平成27年 人 口 －1,067人(－2.6％)
増減数
世帯数 ＋568世帯(＋4.3％)

30

(水)

人 口
世帯数
18,827
6,932
4,828
1,731
4,679
1,590
4,647
1,554
2,546
831
1,087
355
2,474
937
1,384
518
40,472
14,448
－13
＋5
男：10人、女：8人

令和2年10月1日現在

地区名
寒河江
南 部
西 根
柴 橋
高 松
醍 醐
白 岩
三 泉
総 計
前月比
出生数
数

総

11月末の市人口、11月届出の出生数

(土)

(土)

40

(水)

(火)

令和２年国勢調査人口確定値

30

15 15

(木)

(火)

(金)

30

11

991
0021

10

12

56

(日)

20

e

(木)

さくらんぼ会館
片桐蝶コレクション展

一般相談・登記相談・行政相談／20日㈭13:30～15:30

(土)

12

11

10

法律相談／５日㈬13:30～16:30

11

19

20

(木)

●日時／令和４年１月２日 ～ 日
の午前 時～午後４時（最終日は午
後３時）
●会場／さくらんぼ会館
●問合せ／さくらんぼ会館☎ ８(６ １)
８１８へ。

市社会福祉協議会☎86-7867

31

30

30

(土)

ハートフルセンター２階

15

30

30

フローラ

ふれあい相談所

(月)

(日)

(日)

in
人権相談／平日８:30～17:15、法務局寒河江支局☎86-3258

10

16

フリーマーケット

教育相談ダイヤル／平日８:30～17:00、市学校教育課☎86-1700

287

(月)

●日時／令和４年１月８日 午前 時
～午後３時
●会場／フローラ・ＳＡＧＡＥ２階

消費生活相談／平日９:00～16:00、市市民生活課☎85-1876

8508

60

31

法律相談／14日㈮13:15～16:35、市市民生活課☎85-1876

991

30

新型コロナウイルスの影響により、
掲載の催しなどが中止・変更になる
場合があります。

20

(木)

10

市長相談／26日㈬９:00～11:00、市市民生活課☎85-1876

12 80

30

(日)

20

1月の相談日（市長・法律・登記相談は要予約）

288

(日)

お知らせ
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市報さがえ

市ドックの問い合わせは、総合健診センター☎84-0851へ。その他の問い合わせ・申し込み・相
問い合わせは、市健康福祉課市民健康係☎86-2111へ。
談は、左段は市健康福祉課☎85-0973、右段は市子育て推進課☎85-0916へ。

市ドック（特定健診、がん・骨粗鬆症検診）

▶

2021．12．20 No.1783

月

日

１／８㈯
１／12㈬
１／13㈭
１／17㈪
１／18㈫

対

金谷３～５

象

地

種 別
３～４カ月児健診
９～10カ月児健診
１歳６カ月児健診
２歳６カ月児
ピカピカ歯科検診
３歳６カ月児健診

落衣１、落衣南町
全地区

休日当番医（診療時間は午前９時～午後５時）

▶

日曜日や祝日に病気・けがをしたときは、まずかかりつ
けのお医者さんへ連絡しましょう。休診や留守等でやむを
得ないときのみ、休日当番医で受診してください。受診す
る際は、健康保険証を忘れずに持参してください。
■発行／寒河江市企画創成課広報広聴係
〒
- 寒河江市中央１丁目９番 号
991
8601

45

月

日

医

療

機

関

電話番号

☎
（８５）
１４３１

12／26㈰

さとうクリニック

☎83-3300

12／29㈬

大原医院

☎86-8600

12／30㈭

折居内科医院

☎86-0330

12／31㈮

国井医院

☎86-4811

１／１㈯

国井クリニック

☎84-4103

１／２㈰

熊坂整形外科医院

☎86-3101

１／３㈪

小関内科胃腸科医院

☎86-5550

１／９㈰

陵南さとう整形外科

☎85-5511

１／10㈪

鈴木眼科

☎86-6900

１／16㈰

中正堂髙橋医院

☎87-1001

１／23㈰

寒河江武田内科往診クリニック

☎86-2641

１／30㈰

田村内科・消化器科クリニック

☎85-8700

健康の広場（12月28日㈫まで要申込）

▶

■印刷／寒河江印刷株式会社
この広報誌は自然保護のため再生紙を利用しています

いつまでも健康で元気に活動できるように、生活習慣を
振り返り健康について考える研修会を行います。
●日時／令和４年１月６日㈭①午後１時30分～、②午後２
時30分～、いずれも１時間程度
●会場／ハートフルセンター
●対象／60～64歳の方
●内容／60代以降の食事のとり方についての講話、体のゆ
がみチェックや運動体験など

精神科医による、こころの健康相談（要申込）

▶

眠れない、気分が憂鬱（ゆううつ）など不調を感じてい
る方が増えています。こころに悩みを抱えている方、家族
のことが心配な方を対象とした個別相談です。
●日時／令和４年１月11日㈫午後２時～４時（１人50分程度）
●会場／ハートフルセンター
▶

乳幼児健診

▶

区

●受付／午前７時～８時
●会場／総合健診センター
●対象／30歳以上の方
●料金／健診票送付時に料金表を同封

保健師・栄養士による、心や体の健康相談(要申込)

●ハートフルセンターへの来所相談／毎週木曜日（閉庁日
を除く）の午前９時～11時30分
●電話相談／開庁日の午前８時30分～午後５時

保健だより

月 日
対 象
１／26㈬ 令和３年９月生
１／13㈭ 令和３年３月生
１／19㈬ 令和２年６月生
１／21㈮ 令和元年６月生
１／12㈬ 平成30年６月生

●受付／午後１時～１時30分
●会場／ハートフルセンター
●持ち物／健診票、母子健康手帳、バスタオル
●その他／感染症の疑いがあったり体調が悪い場合は、電
話連絡の上、翌月の健診日程をご利用ください。また、
転入等でお済みでない方もお早めに受診してください。

妊娠届け出・母子健康手帳交付（妊婦健康相談）

▶

妊娠の届け出は母子保健法で定められており、届け出を
された際に母子健康手帳等を交付します。都合が付かない
場合は、電話等で相談してください。
●日時／開庁日の午前９時～11時30分
●会場／ハートフルセンター
●持ち物／医療機関交付の妊娠届出書、個人番号（通知カ
ード等）および本人確認（免許証等）ができるもの

保健師個別育児相談

▶

●日時／令和４年１月14日㈮午後１時30分～３時30分
●会場／ハートフルセンター
●持ち物／母子健康手帳

産後リフレッシュ講座（前日まで要申込）

▶

●日時／令和４年１月27日㈭午後１時30分～２時30分
●会場／ハートフルセンター
●対象／生後６カ月までの赤ちゃんとお母さん
●持ち物／母子健康手帳

助産師による母乳ミルク個別相談室

▶

●日時／令和４年１月14日㈮午後１時30分～３時30分
●会場／ハートフルセンター
●対象／妊娠中または育児中の方
●持ち物／母子健康手帳

離乳食前期教室（前日まで要申込）

▶

●日時／令和４年１月28日㈮午前10時～11時
●会場／ハートフルセンター
●内容／栄養士講話「離乳食の進め方｣等
●持ち物／母子健康手帳・筆記用具

不登校・ひきこもり個別無料相談会（要申込）
●日時／令和４年１月18日㈫午前10時～正午
●会場／ハートフルセンター
●申込／認定ＮＰＯ法人発達支援研究センター若者
相談支援拠点☎023-623-6622へ。
■次号の市報１月５日号は、１月20日号との合併号として、
令和４年１月14日㈮に発行します。
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