
問い合わせ
（電話番号）

資料
番号

ゆざわ-Biz
0183-56-7117 1

⼦ども未来課
0183-72-3501 2

⽉ ⽇ 曜
⽇ 時間 ⾏事名 場所 問い合わせ

（電話番号）
資料
番号

9 29 ⽊ 14:00 オンラインセミナー
「求⼈票の作り⽅　ハローワーク活⽤術」 オンライン ゆざわ-Biz

0183-56-7117 チラシ

1 ⼟ 14:00 道でつなぐ・東北どまんなかサミット2022 市役所本庁舎
2階会議室25・26

企画課
0183-55-8274 3

2 ⽇ 14:00 令和4年度湯沢市地域福祉セミナー 湯沢グランドホテル 福祉課
0183-73-2122 チラシ

9 ⽇ 10:00 ペットちゃんのためのHAPPY END-OF-LIFE　ー終活と健康を
考えるー 誓願寺 ゆざわ-Biz

0183-56-7117 1

16 ⽇ 13:30 ⾳楽のまち"ゆざわ"10⽉の⽉イチ♪
落ち葉のコンサート

市役所本庁舎
1階市⺠ロビー

⾳楽のまちゆざわ推進協議会
0183-73-2163 チラシ

20 ⽊ 14:00 オンラインセミナー
「ふるさと納税担当者が語る　『選ばれる返礼品』のヒントを探る」 オンライン ゆざわ-Biz

0183-56-7117 チラシ

22 ⼟ 10:00 絵本⼤好き︕読書フェスタ2022 雄勝⽂化会館
メインホール

湯沢図書館
0183-73-3040 チラシ

23 ⽇ 9:30 ゆざわ⼦育て○(まる)っと応援DAY 市役所本庁舎 ⼦ども未来課
0183-72-3501 2

30 ⽇ 13:30 ゆざわ市⺠⼀⽇議会 市役所本庁舎
4階議場

議会事務局
0183-73-2168 4

11 11 ⾦ 13:30 令和4年度 第2回図書館講座
「秋⽥のお酒の魅⼒」

湯沢図書館
2階集会場

湯沢図書館
0183-73-3040 チラシ

問い合わせ
（電話番号）

資料
番号

まちづくり協働課
0183-55-8249 5

6

7

東北初︕「ペット終活」イベント　10⽉9⽇（⽇）開催
湯沢市・由利本荘市・気仙沼市・⼭形市の事業者がシニア⽝向け健康⾷品やペット墓⽯などを出展します

PRESS INFORMATION

定例記者会⾒資料
秋⽥県湯沢市

令和4年9⽉28⽇

項⽬

◆トピックス

報道関係者各位

次回の定例記者会⾒は、10⽉25⽇(⽕) 午前11時、本庁舎3階　庁議室で開催します。
問い合わせ／情報政策課 元気・魅⼒発信班　電話︓0183-56-8387　FAX︓0183-73-2117

本庁舎証明窓⼝　および　各総合⽀所に
「キャッシュレス決済」「対⾯式セルフPOSレジ」を導⼊します︕

項　⽬

ゆざわ⼦育て○(まる)っと応援DAY
⼦どものこと、⾃分のこと○(まる)っと気軽に相談できます

◆⾏事予定

◆その他情報提供

「⼝座振替オンライン申請」の取り扱いを開始します︕
インターネットがあればいつでもどこでも⼝座振替の申し込み可能︕

湯沢市参加・協働のまちづくり提案型補助⾦事業　採択事業の紹介
市⺠主体の個性豊かな独⾃のまちづくり

情報政策課
0183-55-8264

10



【報道発表資料】 

令和4年9月28日 

 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

ビジネス支援センターゆざわBiz 担当:藤田・高橋 

Tel:0183-56-7117  Mail:info@yuzawa-biz.jp 

東北初!「ペット終活」イベント 10月9日（日）開催 

湯沢市・由利本荘市・気仙沼市・山形市の事業者がシニア犬向け健康食品や 

ペット墓石などを出展します 

湯沢市・由利本荘市・宮城県気仙沼市・山形県山形市から8事業者が集まり、高齢化するペットの
健康と⾧生き、終活について考えるイベント「ペットちゃんのためのHAPPY END-OF-LIFE ―終
活と健康を考える―」を開催します。ペットの終活をテーマとしたイベントは全国的にも珍しく、東
北では初の試みとなります。 
 家族の一員であるペットの⾧寿化が進み、飼い主のニーズも多様化しつつあります。このイベント
では「ペットの終活と健康」をテーマに、サメから作ったシニア犬向けの健康食品や、ペット用の墓
石、高齢のペットの体に優しい洗体サービスなど、まだあまり知られていない商品・サービスを紹介
します。このほか、特別セミナーを同時開催します。入場料は無料、事前予約は不要でお越しいただ
けます。また、ペットを連れての来場も歓迎です。 
 なお、このイベントは、東北ビズ（ゆざわ-Biz、Y-biz、気仙沼ビズ）の連携により実現しました。 
 
＜概要＞ 

日時 10月9日（日）午前10時から午後3時まで 

場所 誓願寺（下院内字新馬場158） 

内容 

展示品・体験コーナー 事業者 所在地 
ペット供養のQ&Aコーナー 誓願寺 

湯沢市 
ペットの墓石など 仏壇と墓石の宝輪 
シニア犬向け無水洗体 Dog Salon CLESCENT  
ペットの遺影撮影 フォトスタジオワタナベ 
ペット供養ハーバリウム 喜楽里 由利本荘市 
シニア犬向け健康おやつ・ふりかけ UMINO PET 

宮城県気仙沼市 
ペット用葬送衣・木製ベッド 天然素材の葬送衣びゃくえ 
肉球再現レリーフ 鈴木鋳造所 山形県山形市 

同時開催 

特別セミナー「ペットを元気に⾧生きさせる食事」 
 【時間】①午前11時から ②午後2時から 
 【講師】「Animal Banquet」代表 大  一也 

（前 帝京科学大学教授、ペットフードアドバイザー） 

主催 
ペット終活を考える会 
会⾧ 栗山 晃昇（誓願寺副住職） 電話:090-4047-9247 

後援 湯沢市 
 

資料 1 





【報道発表資料】 

令和4年9月28日 

 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

福祉保健部子ども未来課 子育て支援総合センター 担当:佐藤 

Tel:0183-72-3501  Mail:sukoyaka@city.yuzawa.lg.jp 

ゆざわ子育て〇
まる

っと応援DAY 
子どものこと、自分のこと〇

まる
っと気軽に相談できます 

 入園手続きのこと、子育てに関する手当のこと、聞きたいことはあるけど、仕事は休めない・・・
そんな子育てに追われる保護者のため、子どもに遊び場を提供し、気軽に相談ができるよう「ゆざ
わ子育て〇

まる
っと応援DAY」を開催します。 

ゆざわ子育て〇
まる

っと応援DAYでは、11月から始まる入園申込みに合わせ、市内保育所、認定こ
ども園の紹介コーナーのほか、市の保健師、栄養士、保育士、担当職員などの子育て応援隊の隊員
が入園手続きや子育てに関する「困った」「わからない」にお答えします。市内中学生が商品開発
している特産品などの展示、未就学児から小学生までが親子で楽しめる遊びコーナー（事前申込制）
もあります。子育ての不安を軽減し、さらに子育てを楽しめるよう子育て応援隊がみなさんの子育
てを〇

まる
っと応援します。 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

<概要> 

資料 2 

日時 
10月23日（日）午前9時30分から正午まで 
※情報展示コーナーのみ10月28日（金）まで 

場所 市役所本庁舎 1階市民ロビー、2階会議室 

内容 

・育児なんでも相談コーナー・・・子育て応援隊がお答えします 
・情報展示コーナー・・・市内の保育所、認定こども園や子育てお役立ち情報展示 
・地域応援コーナー・・・市内中学生の作品展示や販売、食育に関する展示 
・読み聞かせコーナー・・・読み聞かせや絵本の紹介 
・親子ふれあい広場（事前申込制）・・・ベビーヨガ、ベビーダンス、リトミック、

クラフトコーナー 
その他 詳細は、チラシをご覧ください。 







【報道発表資料】 

令和4年9月28日 

 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

総務部企画課 地域活力振興班 担当:白土 

Tel:0183-55-8274  Mail:ck-shinko-gr@city.yuzawa.lg.jp 

道でつなぐ・東北どまんなかサミット2022 
～日本海と太平洋をつなぐ～ in湯沢市 を開催します! 

 道路整備の促進は、交流を生み出し地域の発展に至るという観点から、3県にまたがる市町（宮城
県:大崎市、秋田県:由利本荘市・湯沢市、山形県:新庄市・金山町・最上町・真室川町）が連携し
た取組みとして、「道でつなぐ・東北どまんなかサミット2022～日本海と太平洋をつなぐ～ in湯沢
市」を10月1日（土）に、市役所本庁舎2階会議室25・26にて開催します。 
 当日は、国土交通省東北地方整備局道路部⾧の基調講演や、連携7市町の首⾧によるパネルディス
カッションが開催されます。東北地方整備局道路部⾧や連携7市町の首⾧の、道路整備に対する熱い
気持ちを感じる良い機会になりますので、ぜひお越しください。なお、来場者プレゼントとして、各
市町の特産品をご用意しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜概要＞ 

日時 10月１日（土） 午後2時から4時まで 

場所 市役所本庁舎 2階会議室25･26 

内容 
〇国土交通省東北地方整備局道路部⾧による基調講演 

○連携7市町の首⾧によるパネルディスカッション 

主催 

「道でつなぐ・東北どまんなかサミット2022  

～日本海と太平洋をつなぐ～ in湯沢市」実行委員会 

https://www.city-yuzawa.jp/soshiki/31/4895.html 

 

資料 3 

『道でつなぐ・東北どまんなかサミット2019』 



【報道発表資料】  

令和4年9月28日 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

議会事務局 担当:鹿角 

Tel:0183-73-2168  Mail:gikai@city.yuzawa.lg.jp 

「ゆざわ市民一日議会」10月30日開催! 
自分の思いを議場で発信 

湯沢市議会では、市民の市政参画を推進し、市議会活動について一層関心を深めていただくこ
とを目的に、市民の皆さまから市政や議会へのご意見やご提案をお聴きする新しい取組みとし
て、「ゆざわ市民一日議会」を開催します。 

当日は、議場において、市民の皆さまが暮らしの中で思われていることなどを発表していただ
く場を設けます。発言者からいただいたご意見やご提案については、議会改革推進会議などで協
議し、市政および議会活動に反映させ、政策提言などに生かします。 

 
＜「ゆざわ市民一日議会」概要＞ 

日時 10月30日（日） 午後1時30分から4時まで 

会場 市役所本庁舎 4階議場 

議会運営 

① 議事の進行は議⾧が行います。 
② 発言内容は市政や市議会に関すること（国・県・他市町村に関することは除

く）とし、1つのテーマに沿って発言します。 
③ 発言時間は1人5分程度とします。 
④ 発言内容を確認するために、議員が発言者に質問させていただく場合があり

ます。 
⑤ 当日の議会の映像はYouTube（ユーチューブ）でライブ配信します。 

募集人数 市内に在住・在学（小学生以上）・勤務のいずれかに該当する方で、10人程度 

募集期限 9月30日（金） 

応募方法 

チラシに記載の二次元コードから応募フォームのページにアクセスしていただ
くか、チラシ裏面の応募用紙を郵送、FAX、Eメール、持参のいずれかの方法に
より、提出してください。 
【住所】〒012-8501 湯沢市佐竹町1番1号 
【FAX】0183-72-3780 【Eメール】gikai@city.yuzawa.lg.jp 

主催 湯沢市議会 
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【報道発表資料】 

令和4年9月28日 

 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

ふるさと未来創造部 まちづくり協働課 まちづくり班 担当:石山 

Tel:0183-55-8249  Mail:kyodo-gr@city.yuzawa.lg.jp 

湯沢市参加・協働のまちづくり提案型補助金事業 採択事業の紹介 
市民主体の個性豊かな独自のまちづくり 

湯沢市参加・協働のまちづくり提案型補助金は、地域自治組織、NPO、ボランティア団体などの市
民活動団体が、自主的、主体的に企画、実施する公益性のあるまちづくり事業に対し、経費の一部を
市が補助することにより、「新たな公共の仕組みづくり」を目的とした補助金です。 
 今年度は6件の提案事業が採択され、それぞれ事業に取り組んでいます。 
 
＜第1回採択事業＞ 

 

採択団体 山田地域づくり協議会 

事業名 山田の魅力発信事業 

内容 
山田の「今」を次世代へ伝えていくため地区の名所などを撮影し、カレ
ンダーを作成。カレンダーに二次元コードを添付し、地区の情報発信を
強化していく。 

 
 

採択団体 稲庭町自治区 

事業名 稲庭小学校周辺保全活動 

内容 
閉校となった稲庭小学校の校庭の桜の保全活動や花の植栽などを通じ
て、地区のシンボルを中心としたまちづくりを展開していく。 

 
 

採択団体 弁天地域づくり協議会 

事業名 史跡等の案内看板設置事業（弁天地域郷土史作成事業） 

内容 
昨年度編集した「弁天地域郷土史」に掲載した地域内の史跡の案内看板
を設置し、地域内外へのPRを強化するとともに、先人の業績を後世に伝
承していく。 

 
  

採択団体 特定非営利活動法人おがちふるさと学校 

事業名 “わくわく・ドキドキ”するまちづくり事業 

内容 
風景画家の作品展及び絵画教室を開催し、院内地域の豊かな自然を地域
の子供たちに体感させることで、自然を愛でる機運を醸成し、持続可能
な地域づくりを展開していく。 
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【報道発表資料】 

令和4年9月28日 

 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

ふるさと未来創造部 まちづくり協働課 まちづくり班 担当:石山 

Tel:0183-55-8249  Mail:kyodo-gr@city.yuzawa.lg.jp 

＜第2回採択事業＞（今後行われる事業） 
  

採択団体 布和里（ふわり） 

事業名 和布のかたらい 

日時 
① 10月1日から4日まで 4日間  

② 令和5年2月下旬から3月上旬まで 

場所 
① いろは（佐竹町3番32号） 

② 市役所本庁舎 1階市民ロビー 

内容 
「つるし飾り」の展示を通じて街中に見どころを創出することで、市外か
らの誘客による町おこしを目指す。また、作成者の輪を広げ、生きがいを
創出していく。 

 
 

採択団体 前森公園愛護会 

事業名 公園整備とにぎわい創出 

日時 11月3日（木・祝） 時間未定 

場所 前森公園 

内容 
新型コロナウイルス感染症の影響で来園者数が減少傾向にあるため、にぎ
わい創出のイベントを開催し、多くの地域住民に愛される憩いの場を創出
する。 

 

【つるし飾り】 【前森公園まつり（第1回:H30年）】 



【報道発表資料】 

令和4年9月28日 

 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

ふるさと未来創造部 情報政策課 デジタル・情報推進班 担当:小嶋 

Tel:0183-55-8264  Mail:joho@city.yuzawa.lg.jp 

「口座振替オンライン申請」の取り扱いを開始します! 

インターネットがあればいつでもどこでも口座振替の申込み可能! 

これまで市税などの口座振替を申し込むためには、通帳、印鑑（届出印）などを持参し、金融機関
窓口で手続きが必要でしたが、デジタル推進事業の一環として、インターネット（web）を利用した
口座振替の申込み手続き（新規・変更）のサービスが開始されます。 
 
＜概要＞ 

サービス開始日 10月3日（月） 

ご利用できる方 
次の金融機関の「預貯金口座キャッシュカード」をお持ちの方（個人に限る） 

→ 北都銀行、秋田銀行、北日本銀行、羽後信用金庫、 
東北労働金庫、こまち農業協同組合、ゆうちょ銀行 

用意するもの 

① キャッシュカードまたは通帳 
② インターネットに接続できる端末 

→ パソコン、スマートフォン、タブレット端末など 
③ 納税通知書など 
（振替する科目によって異なりますので、詳細はホームページを確認してくだ
さい） 

アクセス先 
「湯沢市 Web口座振替受付サービス」 
https://www.web-koufuri.jp/cgi-bin/wkf/yuzawa/web_koufuri.cgi 

 
＜振替可能な市税など＞ 

市 税 
・市県民税（普通徴収）    ・固定資産税    ・軽自動車税 
・国民健康保険税（普通徴収） ・入湯税 

その他 

・後期高齢者医療保険料（普通徴収） ・介護保険料（普通徴収） ・保育料 
・市営住宅使用料 ・墓地管理手数料 ・温泉給湯使用料 
・学校給食費   ・奨学資金償還金 
・上下水道料金  ・下水道事業受益者負担金分担金 
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【報道発表資料】 

令和4年9月28日 

 

取材、お問合せ、ご質問、画像・素材の貸し出しについて 

ふるさと未来創造部 情報政策課 デジタル・情報推進班 担当:小嶋 

Tel:0183-55-8264  Mail:joho@city.yuzawa.lg.jp 

本庁舎証明窓口 および 各総合支所に 

「キャッシュレス決済」「対面式セルフ POS レジ」を導入します! 

国ではキャッシュレス化を推進しており、本市においても感染予防とともに多様な決済方法の導
入による市民サービスの向上、迅速な窓口対応を図るために、各種証明書発行手数料のキャッシュレ
ス決済を導入します。 

このキャッシュレス決済を導入にするにあたり、本市の指定金融機関であり公金収納業務を請け
負っている株式会社北都銀行様のご協力のもと、会計処理のアドバイスなどを受け、関連機器などの
調達を行いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜概要＞ 

サービス開始日 10月3日（月） 

設置場所 
市役所本庁舎（市民課・税務課証明窓口） 
稲川総合支所、雄勝総合支所、皆瀬総合支所 （全4カ所） 

導入するレジ 自動釣銭機付き 対面式セルフPOSレジ 

 

＜利用可能なキャッシュレス決済の種類＞ 

クレジットカード ・JCB ・VISA ・Master ・AMEX ・Diners ほか 

電子マネー ・WAON ・nanaco ・楽天Edy ・QUICPay+ 

交通系電子マネー ・Suica ・PASMO ほか 

コード決済 
・PayPay ・楽天ペイ ・d払い ・au PAY ・FamiPay  
・メルペイ ・LINE Pay ・ゆうちょPay ほか 
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お客様側 職員側 



オンラインセミナーのお申し込みは、下記メールまたは電話、ホームページから
ご連絡をください。事務局から追って当日の参加方法等をご連絡いたします。
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「ハローワークでは本当に欲しい人材

を獲得できない」と思っていませんか？

実は、ハローワークだからこそ欲しい人

材が採用できるんです。

求人票の書き方や、ハローワーク求

人の仕組みと、意外に知られていない

便利な機能、そして職員の方との付き

合い方のコツやノウハウを、ハローワーク

を徹底活用した採用支援を行っている

社会保険労務士を講師にお招きし、

徹底的に解説していただきます。

ナビゲーター

ゆざわ-Bizセンター長

藤田敬太～セミナーご参加のお申込み～

円で欲しい人材を引き寄せる！

の

木

14:00

▼

15:30

●主催 ゆざわ-Biz

●開催方法 オンライン

●定員 無制限

参加費無料

講師紹介

オンラインセミナーのお申し込みは、下記メールまたは電話、ホームページからご連

絡をください。事務局から追って当日の参加方法等をご連絡いたします。

ウエルズ社会保険労務士事務所代表。

1977年岐阜県生まれ。明治大学卒。

大手食品スーパー店長、民間企業の人

事担当者、ハローワーク勤務を経て社会

保険労務士の資格を取得し、独立。ハ

ローワークを徹底活用した採用支援には

定評があり、SMBCコンサルティングなど

のメガバンク系シンクタンクや全国各地の

商工会議所・商工会、労働局、社会保

険労務士会等に向けた講演・セミナー・

研修を多数。著書に、日本初のハロー

ワーク採用に特化した実務書『ハローワー

ク採用の絶対法則』『求人票実例集

160種』（ともに誠文堂新光社）。

社会保険労務士

五十川将史（いかがわ まさし）

✓いい人材を費用をかけずに採用したい！

✓求人票を出しても応募が来ない！

✓ハローワークでの採用のコツを知りたい！

✓採用活動を強化したい！

０
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「地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超え

つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社

会」である「地域共生社会」の実現に向けて、全国各地で、高齢者や障がい者、子

ども等の全ての地域住民が地域において生きがいを持って活躍できる地域づくりに

取り組まれています。

  今回のセミナーは、福祉事業所でありながら、地域資源と多様な地域住民を多

分野横断的にマッチングして、地域づくり、社会貢献を実践されている社会福祉法

人福祉楽団理事長飯田大輔氏を講師としてお招きし、人口減少等の様々な課題を抱

える現代の地域社会において、自分たちの住む地域や地域住民のことを考えた上

で、如何にして地域をデザインし、構築していくかを講演いただくことで、湯沢市

における地域づくりの考え方、在り方、進め方について考える機会といたします。

① 会場の駐車場は駐車台数に限りがあります。当日は、うどんエキスポ  

が開催されておりますので、お申込の方は乗り合いや送迎などでのご来

場にご協力ください。  

② セミナー当日の朝に検温のうえ、マスク着用でご来場ください。

  なお、３７．５度以上の発熱がある場合はご参加をお控えください。

③ 受付時の検温や手指消毒にご協力ください。

④ 新型コロナウイルス感染症の感染状況により、開催内容の一部変更、

または中止する場合がありますので、予めご了承ください。

ご参加の皆様へお願い



音楽のまち“ゆざわ”１０月の月イチ♪

２０２２年１０月１６日(日)

湯沢市役所本庁舎 市民ロビー 入場無料

主催：音楽のまちゆざわ推進協議会
湯沢市教育委員会事務局教育部生涯学習課内
☎0183‒73‒2163 Mail:otomachi.yuzawa@gmail.com

ホームページ フェイスブック

新型コロナウイルス感染症拡大防止策（マスク・検温・座席数・予定変更）へのご協力をお願いいたします。

１部 三人囃子 13：30～14：10

２部 未来翔    14：20～15：00

★赤とんぼ
★チョコレートダモーレ
★ベートーヴェン「三重奏曲」     

etc.
クラリネット 五十嵐映美
ファゴット    大野多加志
ピアノ        廣田ちひろ

★また君に恋してる
★蘇州夜曲
★未来翔オリジナル曲     etc.

ヴォーカル 未来翔（あすか）
ギター      organic
ピアノ      effy



オンラインセミナーのお申し込みは、下記メールまたは電話、ホームページから
ご連絡をください。事務局から追って当日の参加方法等をご連絡いたします。
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ふるさと納税は、応援したい自治体へ

の寄付金の返礼として、その土地の特

産品などを受け取ることができ、さらに寄

付額に応じて所得税の還付や住民税

の控除を受けられる制度です。

地域の事業者にとってはこの「返礼品」

が自分たちの商品やサービスにとってテス

トマーケティングの場となったり、全国の

ファンづくりに一役買ったりと、売上UPの

ためにも活用できる制度です。

今回は、楽天グループのふるさと納税

の担当者を講師に迎え、全国的にどの

ような返礼品が好まれるのか、そして返

礼品を出す上での「コツ」などを伝授して

もらいます。
ナビゲーター

ゆざわ-Bizセンター長

藤田敬太
～セミナーご参加のお申込み～

ふるさと納税

返礼品活用セミナー

の
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●主催 ゆざわ-Biz

●開催方法 オンライン

●定員 無制限

参加費無料

オンラインセミナーのお申し込みは、下記メールまたは電話、ホームページからご連

絡をください。事務局から追って当日の参加方法等をご連絡いたします。

早稲田大学卒業後、2007年4月に入

社。楽天市場への新規出店コンサルタ

ント、新規事業開発業務等を経て

2015年にふるさと納税事業課に異動。

現在は秋田県、青森県、山形県、北

海道の自治体へのコンサルタンティング

業務を中心に行っている。

楽天グループ株式会社

地域創生事業

ふるさと納税事業課

田中恵

講師紹介

楽天ふるさと納税

「楽天ふるさと納税」は、楽天市場が提供

するふるさと納税のサービス。国内の1億人

以上の楽天会員は、「楽天市場」での買

い物と同じく簡便にふるさと納税の手続き

が可能となり、寄附の金額に応じて楽天

スーパーポイントも付与される仕組み。

2015年に17自治体とスタートし、現在は

湯沢市を含め約1,500自治体向けに寄

付の受付を行っている。

ふるさと納税担当者が語る

mailto:info@yuzawa-biz.jp




 

 

 

 

講 師：秋田県総合食品研究センター 

日 時：令和４年１１月１１日（金） 

   午後１時３０分（午後１時開場） 

会 場：湯沢図書館 ２階 集会場 

受講料：無料 

定 員：２０名（申込先着順） 

申込み：１１月４日（金）まで湯沢図書館へ 

電話または直接お申込みください。 

 

 

 

 

 

令和４年度 第２回図書館講座 

「秋田のお酒の魅力」  
 

【申込み・問い合わせ先】 

湯沢市立湯沢図書館 

〒012－0842 湯沢市字内舘町 27番地 

電話  0183‐73‐3040 

Fax  0183‐72‐6414 
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