情報交差点
ネイチャーフロント
◎西吾妻連峰湿原植物観察会
■日時／７月30日㈰７時40分～ 16時■参
加費／ 2,000円■申込締切／７月23日㈰
◎弥兵衛平植生回復ボランティア
■日時／８月６日㈰・20日㈰７時20
分～ 17時■参加費／各回1,000円■申
込締切／８月１日㈫
◎共通項目
■集合場所／天元台湯元駅■行程／
人形石～弥兵衛平■申込・問合せ／ネ
イチャーフロント米沢事務局 須藤☎
38-3645

フォーク・洋楽コンサート
■日時／７月30日㈰10時30分〜 15時
■会場／極楽麦酒、アートステーショ
ン■入場料／ 1,000円■問合せ／清野
☎080-6058-0285

ハローワーク米沢就職面接会
■日時／８月１日㈫13時30分〜 16時
■会場／グランドホクヨウ■参加企
業／ハローワーク米沢管内の企業約
60社■対象／一般求職者、大学・短
大・専門学校を来春卒業予定の人■問
合せ／ハローワーク米沢 ☎22-8155

未来を照らす最先端高分子・
有機材料
■日時／８月４日㈮10時〜 17時■会場
／山大工学部百周年記念会館■対象／
主に中・高校生■定員／ 60人■参加費
／無料■申込・問合せ／山大工学部高
分子・有機材料工学科支援室☎26-3100

山形おきたま産直市
■日時／８月５日㈯・11日（金・祝）８時～
９時■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

第３回米沢市長杯
パークゴルフ大会
■日時／８月５日㈯９時～■会場／湯
るっとパークゴルフ場（高畠町）■参加
資格／本市在住のパークゴルフ愛好者
など■参加費／ 500円■申込締切／７
月30日㈰■申込・問合せ／米沢市パー
クゴルフ協会 高山☎090-7324-0050

サンプラザ米沢夏祭り
■日時／８月５日㈯17時30分～ 19時
30分■内容／米澤すずめ衆「毘龍」演
舞、出店、花火など■会場・問合せ／
サンプラザ米沢☎32-2234

和美・日本伝統芸能への誘い
茶会
■日時／８月６日㈰10時～、11時30分
～■会場／臨泉閣■内容／謡曲を楽し
みながらの茶会■茶券／ 2,500円※当
日300円増し■問合せ／茶の湯を楽し
む男子の会 高橋☎090-7069-8801

米沢混声合唱団
第19回定期演奏会
■日時／８月６日㈰14時～■会場／伝
国の杜■曲目／世界のホームソングメ
ドレー、
「かなしみはあたらしい」ほか
■入場料／大人500円、高校生以下無
料■問合せ／金子☎080-5565-0461

米沢織物新作求評会
■日時／８月８日㈫10時～ 17時30分、
９日㈬９時～ 16時■会場／臨泉閣■
内容／米沢織新作呉服の展示、作品の
審査投票■参加費／無料■問合せ／
米沢繊維協議会☎23-3525

子どものぜんそくに関する
講演会・相談会（小児）
■日時／８月９日㈬14時〜 16時■会
場／置賜総合支庁■参加費／無料■
その他／希望者に個別相談あり、無料
託児あり■申込締切／８月２日㈬■申
込・問合せ／置賜保健所☎22-3205

置賜の民俗学入門講座
■日時／８月12日㈯14時～ 15時30分
■会場／中部コミュニティセンター
■内容／置賜の苗字■参加費／ 500円
■問合せ／清野☎080-6058-0285

綱木獅子踊り奉納披露
■日時／８月15日㈫９時～ 13時■会
場／綱木円照寺跡地（綱木川ダムを南
に進み兜山の麓）■問合せ／南原コ
ミュニティセンター 雨田☎38-2911

子どもサロン（食堂）
■ 日 時 ／ ８ 月18日 ㈮17時 ～ 18時 ※
毎 月第３金曜日■会 場 ／デリシャス
SHOWTEN（直江町）■問合せ／ NPO法
人フューチャー倶楽部☎090-6458-5690

NNBジャズライブ
東北ツアー 2017
■日時／８月19日㈯19時〜■入場料
／ 3,000円（１ドリンク付き）※当日
500円増し■会場・問合せ／カフェハ
ウス・パウゼ☎23-4760

キッズキッチン基本編
■日時／８月27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作る体
験教室■対象／年中児～小学３年生
■定員／ 20人■参加費／ 2,500円■問
合せ／食育ママ 加藤☎22-3616

内水面水産試験場参観デー
■日時／８月27日㈰９時〜 15時■内容
／ミニ水族館、魚の相談など■会場・
問合せ／内水面水産試験場☎38-3214

第27回鷹山公シンポジウム
■日時／８月27日㈰13時30分〜■会場
／伝国の杜■内容／「伊達と米沢」政
宗生誕450年を記念して■参加費／無
料■問合せ／上杉鷹山公と先人顕彰会
☎24-2211

講習会など
介護のしごとミニ講座
■日時／７月31日㈪13時30分～ 15時
■会場／ハローワーク米沢■参加費
／無料■申込・問合せ／山形県福祉人
材センター☎023-633-7739

「介護予防運動」教室
■日時／８月７日㈪・21日㈪・28日
㈪14時30分〜 15時30分■会場／すこ
やかセンター■対象／ 75歳以上で着
替えや移動が自力で行える人■定員
／ 30人■参加費／ 500円■問合せ／
鹿俣体育研究所☎24-2604

離転職者職業訓練
■訓練科／ OAシステム科■期間／８
月29日㈫～３か月間■会場／ UTパソコ
ンスクール（大字三沢）■対象／ハロー
ワークの求職申込者※託児サービスあ
り■定員／ 20人■参加費／無料※テキ
スト代別途■申込締切／８月14日㈪■
申込み／ハローワーク■問合せ／山形
職業能力開発専門校☎023-644-9227

ボランティア養成講習会
■期間／９月６日㈬～平成30年10月上
旬頃■内容／点訳、音訳、音訳校正■
定員／各10人■受講料／無料■その他
／受講希望者は７月25日㈫13時30分か
ら村山保健所（山形市）で行われる事
前説明会にご参加ください。■申込締
切／７月21日㈮■申込・問合せ／山形
県立点字図書館☎023-631-5930
29.7.15
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【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
司法書士無料相談所
■ 日 時 ／ ７ 月20日 ㈭・ ８ 月17日 ㈭・
９月21日㈭・10月19日㈭18時〜 20時
■相談方法／面談※予約不要■会場・
問合せ／山形県司法書士会（山形市）
☎023-623-7054

求職者の生活・就労相談会
■日時／７月27日㈭～ 29日㈯10時～ 17
時■相談料／無料■相談方法／電話※
予約不要■相談・問合せ／山形県求職
者総合支援センター☎0800-800-7867

生活なんでも相談ダイヤル
■日時 ／７月27日㈭ ～ 29日㈯10時 ～
17時■相談料／無料■相談方法／電話
※予約不要■相談・問合せ／生活あん
しんネットやまがた☎0120-39-6029

高齢者・障害者のための
成年後見＆相続無料相談会
■日時／７月30日㈰10時～ 16時■会場
／山形県司法書士会会館（山形市）■
相談料／無料■相談方法／面談、電話
※予約不要■相談電話／ 023-664-2088
■問合せ／成年後見センター・リーガ
ルサポート山形支部☎023-623-3322

不動産無料相談
■日時／８月８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）

海上保安学校学生採用試験
■対象／ 18歳以上24歳未満■申込期
間／【インターネット】７月18日㈫～
７月27日㈭■第１次試験日／９月24
日㈰■問合せ／第二管区海上保安本
部総務部人事課☎022-363-0111
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このコーナー（毎月 15 日号）は、国・県・市民サー
クル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・会場・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。

入国警備官採用試験
■受験資格／①４月１日において高
等学校または中等教育学校を卒業し
た翌日から５年を経過していない人
及び平成30年３月まで卒業見込みの
人②人事院が①に準ずると認める人
■受付期間／【インターネット】７月
18日㈫９時～ 27日㈭■第１次試験日
／９月24日㈰■問合せ／法務省仙台
入国管理局☎022-256-6076

刑務官採用試験
■受付期間／【インターネット】７月
18日㈫９時〜 27日㈭■問合せ／人事
院東北事務局☎022-221-2022

米沢警察署オープンガイダンス
■日時／８月５日㈯10時～ 12時■内
容／採用試験の概要、警察車両・装備
品の展示・説明、鑑識体験など■会場・
申込・問合せ／米沢警察署☎21-0110

東北電力㈱米沢営業所から
夏の強い日差しを避けるため、飼犬
をつなぎ止める場所を変更するケー
スが見受けられます。咬傷災害防止の
ため、メーター検針作業に支障のない
所へつなぎ止め、つなぎ紐も定期的に
点検してください。■問合せ／東北電
力㈱コールセンター☎0120-175-466

催し物
うつ病家族教室【全２回】
■日時／①７月21日㈮13時30分～ 15
時30分②８月下旬■会場／①南陽市
えくぼプラザ②置賜総合支庁■講話／
①「うつ病の基本を学ぼう」佐藤病院
精神科医 岩本康夫氏②「家族の対応
を考えよう」米沢こころの病院 看護
師■対象／うつ病患者のご家族■参加
費／無料■申込締切／７月20日㈭■申
込・問合せ／置賜保健所☎22-3015

宮沢賢治読書会
米澤ポランの廣場（第325回）
■日時／７月21日㈮20時〜■会場／
ザルノイエ■作品／畑のへり■参加
費／無料■問合せ／米澤ポランの廣
場事務局☎28-3982

英語教育について公開講話
■日時／７月22日㈯14時～ 16時■会
場／すこやかセンター■講話／①「子
供と英語の付き合い」英語塾経営者
今井コレット氏②「小学校英語の教科
化への備え」前赤湯中学校校長 小下
政彦氏■参加費／無料■問合せ／米
沢英語研究懇話会 手塚☎22-1457

三友堂看護専門学校
オープンキャンパス
■日時／７月25日㈫・８月１日㈫13
時30分〜 15時30分■内容／カリキュ
ラム説明、入試概要説明、校内見学な
ど■参加費／無料■会場・申込・問合
せ／三友堂看護専門学校☎23-6470

まちづくり米沢塾７月例会
■日時／７月25日㈫19時〜 21時■会
場／置賜総合文化センター■演題／
「水のおもしろサイエンス～私たちの
健康と環境～」粟野宏氏■入場料／無
料■問合せ／粟野☎090-3369-4447

さようなら原発米沢のつどい
■日時／７月29日㈯①14時〜②18時
～■会場／伝国の杜■内容／映画「太
陽の蓋」の上映会■入場料／ 500円■
問合せ／さようなら原発米沢事務局
☎21-0191

梓園夏祭り
■日時／７月29日㈯17時～ 19時45分
■内容／「木田俊之」歌謡ショー、大
抽選会■参加費／無料■会場・問合せ
／山形県梓園☎22-0398

