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※写真は全てイメージです。
※時期により付け合わせ等変わる場合があります。
※掲載商品は全てご予約販売となります。

広
告

日時

申込締切 申込先 申込方法 その他問合せ

期間 時間 場所 内容 講師 対象 定員 費用 持ち物

情報を寄せる場合はこちらまで

　このコーナー（毎月 15 日号）は、国・
県・市民団体など市の行政情報以外の
ものを掲載しています。「行事名・日時・
場所・内容・参加費・問合せ先」を明
記の上、掲載希望号の前月 20 日まで
に情報をお寄せください。なお掲載を
保証するものではありません。また、
期日が掲載月の 15 日〜 18 日のもの、
サークルなどの会員募集、営利を目的
とするものは掲載できません。
     box@city.yonezawa.yamagata.jp
     0238-22-0498（代表）

〈送付先〉
〒 992-8501 米沢市金池５丁目 2-25
米沢市秘書広報課 宛て

■�条件／経済的に困難でも、向上心旺
盛な生徒
■�給付金額／月額 15,000 円（全額無

償給付）
■期間／１年（各年審査で継続可能）

24 人（各高校 4 人以内）
■�募集期間／４月 21日㈬〜５月 20 日㈭

 各高校の奨学生担当まで

相談
　 生活の自立に向けた  

お手伝いをします
　新型コロナウイルスの影響により
収入が不安定で生活に困っている、仕
事が続かない、家族のことで悩んでい
る、社会に出ることが怖いなど、お
困りのことはありませんか？一人一
人の状況に合わせたプランを作成し、
専門の支援員があなたに寄り添いな
がら、他の専門機関と連携して、解決
に向けた支援を行います。悩みを抱え
込まずに、まずはご相談ください。

 月〜金曜日（祝日、年末年始除く）
８時 30 分〜 17 時 15 分※訪問
相談も可
 米沢市生活自立支援センター（す
こやかセンター内）☎ 21-7867

　相続手続のアレコレ
５月 15 日㈯９時 30 分〜 11 時
税理士法人 豊（中央６丁目）
 ゆたか相続センターのセミナーです。
 ゆたか相続センター 総括 芳賀敏明氏
1 人につき 1,000 円
 ゆたか相続センター米沢オ
フィス☎ 40-0046

　不動産無料相談
５月 20 日㈭ 13 時〜 15 時

 山形県宅地建物取引業協会米沢地
区事務所
 不動産に関する一般的な相談、苦
情相談など。※要予約
 宅建米沢事務局☎ 23-0001（水曜
日を除く平日９時〜 15 時）

その他

　まちきれいプロジェクト2021
４月 24 日㈯９時〜 11 時

■集合場所／西條天満公園
 ナセ BA 周辺・西條天満公園など
の花植えと美化活動※雨天決行。
花植え後、子ども向けのお楽しみ
イベントあり。
軍手、タオル、帽子、移植ベラなど
 米沢市中心市街地活性化協議
会（市役所商工課）☎ 22-5111

　危険物取扱者試験準備講習会
■種類／①丙種②乙種第４類

 ①５月 26 日㈬②５月 26 日㈬・
27 日㈭の２日間
飯豊町町民総合センターあ〜す 
①20人②50人（いずれも先着順）

■�申込期間／４月 19 日㈪〜５月 14
日㈮

■�申込書入手／置賜広域消防本部各
消防署
 米沢消防署内危険物安全協会
事務局☎ 23-3108

　ラジオ体操
 年中無休※すこやかラジオ体操会
のみ第２日曜日が雨天の場合休み。
６時 30 分〜

■�愛宕ラジオ体操会／� �
ヤマザワ堀川町店駐車場  
（担当：矢木☎ 20-4134）

■�すこやかラジオ体操会／��
すこやかセンター駐車場  
（担当：重野☎ 22-0325）
■�中部ラジオ体操会／� �

興譲小学校グラウンド  
（担当：原田☎ 23-7922）

■�南部ラジオ体操会／� �
南部小学校グラウンド  
（担当：神足☎ 21-3024）
■�松川ラジオ体操会／� �

松川小学校グラウンド  
（担当：高橋☎ 38-2768）

　�長井法務局証明サービス
　センター移転のお知らせ
　長井市役所に設置されている山形
地方法務局長井法務局証明サービス
センターは、５月６日㈭から長井市役
所新庁舎１階に移転します。取扱時間
及び取扱業務に変更はありません。
■�移転先所在地／長井市栄町１-１

 山形地方法務局米沢支局 
☎ 22-2148
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…曜日・時間を選んで頂いての１回又は、１ヶ月(４回)の体験
　※対象：子ども：スイミング・ダンス・バレエ・英会話
 　　　　 大人：スイミング/パドルバイク/スタジオ

（別途入会登録料2,750円 (税込) がかかります。）

春の体験会募集中‼

（６,６００円）

100％OFF ●マイティスイミング倶楽部米沢
●オーシャン・イングリッシュ・クラブ米沢校
●ガウディア米沢教室（幼児～小学生の学習教室）

3 ～５月

日能研関東と河合塾グループが作った学習教室
　ガウディア米沢教室（対象：幼児～小学生）
・学習教室のみ（4/28 まで２週間無料体験算数・国語）
※クラスの人数によっては受付できないクラスもあります。
　料金・時間等詳しくは当倶楽部へお問い合わせ下さい。

オリジナルタオル・
スイミングキャップ
などプレゼント！！

入会金 〒992-0012米沢市金池7丁目８-13
TEL：0238-22-3644

入会特典

検索 マイティスイミング

身近な情報まとめ
てゲット！

催し物
　 国宝「上杉本洛中洛外図屏風」
原本展示
４月 17 日㈯〜５月 16 日㈰
9 時〜 16 時 30 分
上杉文華館（常設展示室内）
 一般 700 円、高大生 300 円、中
学生以下無料
上杉博物館☎ 26-8001

　宮澤賢治の読書会　米澤ポランの廣場
４月 23 日㈮ 18 時 30 分〜
ザルノイエ

■作品／「山男の四月」
無料
本間☎ 28-3982

　ゆかたの着方、着せ方講座
４月 27 日㈫（全 6 回）
 ① 10 時 30 分〜② 14 時〜③ 18
時 30 分〜
三條かの記念館
18 歳以上の女性
8,000 円（税込）
 （一財）民族衣裳文化普及協会山
形支部（山形市）☎ 0120-029-315

　シルバー人材センター
　入会説明会

 ４月 28 日㈬、５月 12 日㈬・26
日㈬各日 10 時〜
西部コミュニティセンター
 （公社）米沢市シルバー人材セン
ター☎ 22-6680

　 吹奏楽研究クラブ� �

第 56回定期演奏会
 ５月５日（水・祝）16 時〜

 市民文化会館
 前売券 300 円、当日券 500 円、
未就学児無料
 米沢興譲館高等学校（土井）�
☎ 38-4741

　米沢女子短期大学公開講座
■�講座名／英語力の検定試験�

－ TOEIC リスニング中心の話－
 ５月７日㈮・14 日㈮ 18 時 30 分
〜 20 時
県立米沢女子短期大学
TOEICリスニングテストの講座です。
社会情報学科 教授 伊

い

豆
ず

田
た

義
ぎ い ど

人氏
高校生以上
20 人
無料

■受付開始日／４月 15 日㈭
 県公立大学法人附属図書館 
☎ 22-7334

　定時総会記念講演会
５月 20 日㈭ 14 時〜 15 時 30 分
グランドホクヨウ

■�演題／「国際情勢と今後の日本経済
に与える影響」
 キャノングローバル戦略研究所 
研究主幹 宮

みや

家
け

邦
くに

彦
ひこ

氏
100 人（先着順）
無料
５月 13 日㈭
 （公社）米沢法人会☎22-5401

　みんなあつまれ！うたごえ広場
５月 22 日㈯ 14 時〜
上郷コミュニティセンター
 懐かしの童謡・唱歌をピアノの伴
奏で一緒に歌いましょう。
500 円
４月 30 日㈮
 黒田☎ 090-2885-3774

　キッズいけばなスクール
 ６ 月 〜 12 月（ 全 ８ 回 ）13 時 〜
15 時
中部コミュニティセンター
 小学生（原則全日程参加できる人）
10 人
 参加費無料、教材費（花代）6,400 円
筆記用具、タオル、新聞紙など
５月 10 日㈪
 （一財）小原流米沢支部（向
山）� ☎ 22-6833

募集

　�自衛官など
■�募集種目／①幹部候補生（一般、歯

科・薬剤科）②一般曹候補生③自衛
官候補生
 ①【一般】大卒程度：22 歳以上
26 歳未満の人／院卒者：20 歳以
上 28 歳未満の人で修士課程修了
者など（大卒・院卒ともに見込含
む）【歯科】20 歳以上 30 歳未満
で専門の大卒者（見込含む）【薬剤
科】20 歳以上 28 歳未満で専門の
大卒者（見込含む）②③ 18 歳以上
33 歳未満の人

■�１次試験日／①【一般】第１回：5
月 8 日㈯・9 日㈰ 第２回：6 月 26
日㈯【歯科・薬剤科】５月８日㈯※
２次試験日は合格者に通知②③５月
21 日㈮〜 30 日㈰のいずれか１日
■�受付期間／①第１回：〜４月 28 日

㈬ 第２回：〜６月 18 日㈮②〜５
月 11 日㈫③随時

  自衛隊米沢地域事務所☎23-0011

　（公財）近野教育振興会奨学生
市内の高校に在学する生徒


