情報交差点
グランフォンド飯豊
150人のサイクリストが小国町まで
の往復コースを走り抜けますので、応
援してください。■日時／６月４日㈰
７時〜 18時■スタート地点／米沢総
合公園■問合せ／グランフォンド飯
豊事務局【Eメール】info@gf-iide.jp

吾妻山開き
■期日／６月４日㈰■集合場所／峠
駅（米沢駅発７時18分乗車）■行程／
峠駅～滑川温泉～霧の平■参加費／
無料（申込不要）■問合せ／米沢山の
会 佐藤☎37-4861

月釜
■日時／６月４日㈰10時～ 15時■会
場／座の文化伝承館■茶券／ 1,000円
（２席）■問合せ／米沢茶道連合会
伊藤☎46-2223

民謡一家・米沢おはやし連
自主公演
■日時／６月４日㈰13時30分～■会
場／伝国の杜■入場料／ 1,000円※高
校生以下無料■申込・問合せ／民謡一
家☎23-4746

第９回さつき好友会展
■日時／６月９日㈮～ 11日㈰９時〜
17時（最終日は16時）■会場／西部コ
ミュニティセンター■その他／技術
講習会は６月10日㈯13時30分～■問
合せ／佐藤☎37-3883

パーキンソン病医療講演会
■日時 ／６月10日㈯９時30分 〜 12時
■会 場／すこやかセンター■内容／
「パーキンソン病のリハビリテーショ
ン」松木信氏■参加費／ 300円■申込
締切／６月３日㈯■申込・問合せ／友
の会置賜地区代表 鈴木☎37-3749

第48回山形県合気道演武大会
道場創立40周年記念です。■日時／
６月10日㈯13時30分〜 16時■会場／
市営武道館■入場料／無料■問合せ／
合気道米沢道場 今成☎090-4634-3556

米沢市ボランティア
連絡協議会 芸能部会発表会
■日時／６月11日㈰13時〜 16時■会
場／置賜総合文化センター■参加費
／無料■問合せ／米沢市社会福祉協
議会ボランティアセンター☎24-7881

第７回温泉落語会
立川こしら参上
■日時／６月11日㈰19時～■参加費
／ 3,500円（１ドリンクと温泉入浴付
き）■会場・申込・問合せ／小野川温
泉 鈴の宿登府屋旅館☎32-2611

山響メンバーによる室内楽
の夕べ～弦楽二重奏の魅力
■日時／６月11日㈰19時～■入場料／
一 般3,000円、 学 生1,500円 ※ 当日500
円増（コーヒー付き）■会場・問合せ
／カフェハウス・パウゼ☎23-4760

平成29年こども食体験
「キッズキッチン基本編」
■日時／６月18日㈰10時30分～ 13時
30分■会場／置賜総合文化センター
■内容／子どもだけで一食分つくる
体験教室■対象／料理をつくりたい
という年中児から小学３年生■問合
せ／食育ママ 加藤☎22-3616

第５回こども食堂
■日時／６月18日㈰14時〜■会場／
レストランフェリーチェ■内容／無
料学習塾、ボールゲーム、夕食■参加
費／大人300円、子ども無料■その他
／運営ボランティアを募集します。食
材の提供も受け付けています。■問合
せ／高橋☎080-6018-8970

平成29年創立95周年
椎の実会総会・懇親会
■日時／６月24日㈯総会：18時～、懇
親会：18時30分～■会場／グランド
ホクヨウ■会費／ 5,000円■問合せ／
米沢中央高等学校同窓会係☎22-4223

BANK BOOK BARで
デニムコン
■日時／６月25日㈰18時〜 21時■条
件／ 40歳までの男女各20人※当日は
デニム素材の洋服を着用■会場・申込・
問合せ／ BANK BOOK BAR☎40-8528
【メール】fresh@bankbookbar.com

第113回山形掃除に学ぶ会
九里学園高等学校大会
学校のトイレをお借りして掃除を行
います。■日時／７月９日㈰８時〜 12
時■会場／九里学園高等学校■参加費
／ 1,000円※高校生以下無料■申込締
切／６月15日㈭■申込・問合せ／山形
掃除に学ぶ会事務局☎023-624-3519

講習会など
ヨガを体験してみませんか
■日時／５月24日～６月28日の毎週
水曜日14時15分〜 15時45分■会場／
アクティー米沢■講師／川上優子氏
■参加費／１回500円■申込・問合せ
／ヨガーの会 原☎22-2336

やさしい入門太極拳講習会
■日時／昼の部：６月３日～ 24日の
毎週土曜日10時〜 12時、夜の部：６
月１日～ 22日の毎週木曜日19時～ 21
時■会場／三條かの記念館■対象／
ど な た で も ■ 受 講 料 ／ 3,000円 ■ 申
込・問合せ／米沢市武術太極拳協会事
務局 新関☎090-5840-0825

米沢とんと昔の会
語り部養成講座【全5回】
■日時／６月４日㈰・17日㈯・７月２
日㈰・16日㈰・８月６日㈰13時30分〜
15時30分■会場／すこやかセンター■
内容／講話・語り■対象／成人一般■
定員／ 20人■参加費／ 500円■申込
締切／５月31日㈬■申込・問合せ／米
沢とんと昔の会 丸山☎090-6253-8322

カラテ無料体験会
■期日／６月７日～ 21日の毎週水曜
日■時間／４歳〜小学６年生：18時
30分〜 19時30分、中学生以上：19時
50分〜 21時■会場／市営体育館■服
装／動きやすいもの※運動靴は不要
■申込・問合せ／極真会館田畑道場☎
023-625-0900

「介護予防運動」教室
■日時／６月12日～ 26日の毎週月曜
日15時〜 16時■会場／すこやかセン
ター■内容／タンタンタッチやレジ
袋ストレッチを含む介護予防運動■
対象／ 75歳以上で着替えや移動が自
立で行える人■定員／ 30人■参加費
／ 1回500円■問合せ／鹿俣体育研究
所☎24-2604

パソコン実務初級～中級
■ 期 間 ／ ６ 月20日 ㈫ ～ 29日 ㈭ ■ 会
場／米沢卸売センター P-PAL■対象
／ 55歳以上でハローワーク求職登録
カードをお持ちの人■定員／ 15人■
参加費／無料■申込締切／６月６日
㈫■申込・問合せ／山形県シルバー人
材センター連合会☎023-626-3566
29.5.15
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情報交差点

【情報を寄せる場合は】

■お知らせ情報用メールアドレス／
box@city.yonezawa.yamagata.jp
■住所／〒 992-8501 米沢市金池５丁目 2-25
■ FAX ／ 0238-24-4540

お知らせ
平成29年度山形県警察官A
採用試験（大学卒）
■受験資格／昭和57年４月２日～平
成12年４月１日に生まれた人で、大
学を卒業した人または平成30年３月
までに卒業見込みの人■申込締切／
６月19日㈪■第１次試験日／７月９
日㈰■問合せ／米沢警察署☎26-0110

平成29年度国家公務員税務
職員採用試験（高校卒業程度）
■受験資格／①高校卒業見込みの人
及び高校卒業後３年を経過していな
い人②人事院が①に掲げる人と同等
の資格があると認める人■申込期間
／【イ ン タ ー ネ ッ ト 】６月19日㈪～
28日㈬■第１次試験日／９月３日㈰
■問合せ／仙台国税局人事第二課試
験研修係☎022-263-1111

各種検定試験

住まいの無料法律相談
■日時／６月15日㈭13時30分～■会
場／置賜総合支庁■定員／３人※要
予約■相談時間／１人40分程度■申
込・問合せ／県営住宅指定管理者㈱西
王不動産置賜事務所☎24-2332

自動車税（県税）の納税を
納期限は５月31日㈬です。金融機関、
郵便局、総合支庁税務担当課、コンビ
ニエンスストアのほか、クレジットカー
ドでも納めることができます。■問合
せ／置賜総合支庁税務課☎26-6014

催し物
第63回春の山野草展
■日時／５月19日㈮～ 21日㈰９時〜
17時（最終日は16時まで）■会場／南
部コミュニティセンター■問合せ／
あずま山草会 石田 ☎28-1067

あいべのイベント

◎第210回珠算検定試験１級～３級
■申込締切／５月25日㈭■試験日／
６月25日㈰■会場／米沢商工会議所
◎ 第38回 福 祉 住 環 境 コ ー デ ィ ネ ー
ター検定試験２級・３級
■申込締切／５月26日㈮■試験日／
７月９日㈰■会場／アクティー米沢
◎第80回リテールマーケティング（販
売士）検定試験２級・３級
■申込締切／６月16日㈮■試験日／
７月８日㈯■会場／米沢商工会議所
◎共通項目
■問合せ／米沢商工会議所☎21-5111

不動産無料相談

◎お手玉を作って遊ぼうⅡおじゃみ型
■日時／５月20日㈯10時〜 14時■参
加費／ 500円■その他／おにぎり付き
◎昔がたり＆ハーモニカに合わせて
うたおう
■日時／６月３日㈯14時～■参加費
／無料
◎親子 笹巻き作り
■日時／６月10日㈯10時30分～ 12時
30分■参加費／ 1組800円
◎共通項目
■会場・申込・問合せ／まちの茶の間
あいべ☎24-1312

吉川忠英 みちのくギター旅

■日時／６月13日㈫13時〜 15時※要
予約■会場／山形県宅地建物取引業
協会米沢地区事務所■問合せ／宅建
米沢事務局☎23-0001（水曜日除く平
日10時〜 16時）
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このコーナー（毎月 15 日号）は、国・県・市民サー
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■日時／５月21日㈰19時20分〜■会
場／ DococaCoffee■入場料／前売り
3,000円 ※ 当 日500円 増（ １ ド リ ン ク
オーダー別途）■問合せ／安部☎0908257-6140

東南置賜地区の県立高校
再編整備に係る地域説明会
■日時／５月24日㈬19時〜 20時30分
■会場／置賜総合文化センター■内容
／高校再編整備の検討の進め方と質疑
応答■その他／説明会は南陽市、高畠
町、川西町でも開催します。■問合せ
／県教育庁高校教育課☎023-630-2493

伊達政宗生誕450年記念
山城探索トレッキング
■日時／５月28日㈰８時〜 12時■集
合場所／地蔵園■内容／伊達の山城
とされる片倉山舘の探索など■参加
費／ 500円■申込み／【FAX】24-5151
■問合せ／ NPO法人斜平山保全活用
連絡協議会 鈴木☎090-1934-0245

第11回米沢歌章会発表会
■日時／５月28日㈰13時〜■会場／松
川コミュニティセンター■入場料／無
料■問合せ／三澤☎090-7934-5534

「山形おきたま産直市」朝市
■日時／６月３日㈯８時〜９時※11月
まで毎月第１土曜日と８月11日（金・祝）開
催■会場／置賜総合支庁■問合せ／置
賜総合支庁農業技術普及課☎57-3411

工業技術センター 一般公開
■日時／６月３日㈯９時～ 16時30分■
内容／物を透かして見るX線テレビ、ハ
ンカチ染め体験など■参加費／無料
（申込不要）■会場・問合せ／山形県
工業技術センター置賜試験場☎37-2424

希望舞台プロジェクト
「焼け跡から」
■日時／６月３日㈯①14時〜②18時
30分～■会場／伝国の杜■入場料／
一般3,000円、大学生2,000円、高校生
以下・障がい者1,500円■問合せ／観
る会事務局 極楽麦酒本舗☎40-0291

