情報交差点
さようなら原発米沢
第47回のつどい
■日時／８月26日㈯14時〜■会場／置
賜総合文化センター■内容／「子供脱
被曝裁判」に取り組んでいる弁護士か
らの報告■入場料／無料■問合せ／さ
ようなら原発米沢事務局☎21-0191

おもちゃ病院
おもちゃを修理します。■日時／８月
27日㈰・９月24日㈰・10月22日㈰13時
30分〜 15時30分■会場／すこやかセ
ンター■参加費／無料（部品交換時は
実費）
■問合せ／小関☎090-4311-5787

フルート演奏会
■日時／９月１日㈮15時〜 16時■会場
／置賜総合文化センター■演奏／フ
ルート：鈴木芽玖、ピアノ：今井和代■
入場料／無料■問合せ／山口☎38-5281

映画「母」小林多喜二の
母の物語 おきたま上映会
■日時／９月２日㈯14時〜 16時■会
場／川西町フレンドリープラザホー
ル■前売券／ 1,100円■問合せ／上映
実行委員会事務局 須貝☎23-9224

先人顕彰会火種塾講話
■日時／９月３日㈰８時〜９時■内
容／「米沢藩の鍼灸医たち」～藩主を
支えたもう一方の藩医たち～■講師
／加藤雅和氏■定員／ 30人■参加費
／無料■会場・問合せ／上杉鷹山公と
先人顕彰会☎24-2211

鈴木芽玖フルートリサイタル
■日時／９月３日㈰14時〜■会場／三
條かの記念館■入場料／一般2,000円、
学 生1,000円 ■ 問 合 せ ／ 鈴 木 ☎0903360-3285

大人もこどもも
けん玉で楽しくあそぼ
■日時／９月９日㈯13時30分〜 15時
■参加費／無料■申込・会場・問合せ
／まちの茶の間あいべ☎24-1312

ナゾトキ×まち歩き
よねざわクエスト
まちなかに隠された謎を解いてゴール
を目指せ！あなたは秘宝を手に入れら
れるだろうか？■日時／９月10日㈰９
時〜 13時■集合場所／西條天満公園
■問合せ／米沢青年会議所☎29-0336

第26回米沢男声合唱団
定期演奏会
■日時／９月10日㈰14時〜■会場／
市民文化会館■入場料／ 500円※高校
生以下無料■問合せ／浅野☎23-6254

置賜三十三観音研修会
■ 日 時 ／９月12日 ㈫ ８時45分 〜 15時
30分 ■ 集 合 場 所 ／ 市 役 所 駐 車 場 ※
詳 しくは ホ ーム ペ ー ジ
（http://www.
okitamakannon.com）をご覧ください。
■問合せ／置賜札所会事務局☎32-2929

第18回地域生活支援セミナー
■日時／９月14日㈭13時〜 16時■会
場／長井市タスパークホテル■内容
／①基調講演「障がい者の就労活動の
実績報告」大場俊孝氏②シンポジウム
■参加費／無料■問合せ／サポート
センターおきたま☎88-5357

第64回秋の山野草展
■日時／９月15日㈮～ 17日㈰９時〜
17時（最終日は16時）■会場／南部コ
ミュニティセンター■問合せ／石田
☎28-1067

めろめろぱんちRound12
■ 日 時 ／ ９ 月17日 ㈰11時 〜 19時 ■
会場／八幡原公園キャンプサイト■
参 加 費 ／ 大 人1,500円、 高 校 生1,000
円、中学生以下無料■問合せ／ MERO
PROJECT☎090-9010-1224

３Ｂ体操体験会
■日時／８月28日㈪・９月11日㈪・18日
（月・祝）・10月９日（月・祝）・23日㈪13時30分
〜 15時■会場／松川コミュニティセン
ター■参加費／１回無料■問合せ／３Ｂ
体操松川まゆサークル 佐藤☎21-4091

先輩ママの家庭訪問
ボランティア養成講座
■日時／８月31日㈭～ 10月10日㈫の
間の７日間概ね９時～ 15時30分■会
場／すこやかセンター■内容／家庭、
傾聴など訪問するために必要なことを
学びます。■対象／子育てに関心のあ
る人■定員／ 10人■参加費／無料■
申込・問合せ／ NPO法人やまがた育児
サークルランド置賜事務所☎87-0814

「介護予防運動」教室
■日時／９月４日㈪・11日㈪・25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
替えや移動が自立で行える人■定員
／ 30人■参加費／ 500円■問合せ／
鹿俣体育研究所☎24-2604

きもの付・着付け３回講座
■日時／９月11日㈪①10時30分～②14
時～■会場／三條かの記念館■対象／
成人女性■教材費／ 5,400円（きもの
付）■申込・問合せ／民族衣装文化普
及協会☎0120-029-315

募集

渡部えりコンサート
■日時／９月17日㈰15時〜■会場／
シェルターなんようホール■チケット
／ 3,000円※当日500円増■チケット取
扱い／南陽市文化会館、大沼米沢店な
ど■問合せ／菊地☎090-4886-1511

第六中学校吹奏楽部
第４回定期演奏会
■日時／９月18日（月・祝）14時～■会場
／市民文化会館■入場料／無料■問合
せ／植木、加藤☎37-5363

講習会など
ヨガを体験してみませんか
■ 日 時 ／ ８ 月23日 ㈬・ ９ 月 ６ 日 ㈬・
13日 ㈬・20日 ㈬・27日 ㈬14時15分 ～
15時45分■会場／アクティー米沢■
参加費／１回500円■申込・問合せ／
ヨガーの会 原☎22-2336

第55回米沢地区社会人
ナイターバレーボール大会
■日時／９月～ 11月の隔週火曜日夜間
■会場／市営体育館■内容／ソフトバ
レーボール（原則、男女混合）
、６人制
バレーボール■参加資格／愛好会チー
ム、職場チームなど。ただし、生徒チー
ムは不可■参加費／１チーム5,000円
■問合せ／米沢市バレーボール連盟事
務局 佐藤☎090-7064-1611

第２回ドライフーズレシピ
コンテスト2017
乾燥した舘山りんごを使ったスイー
ツレシピコンテストです。■募集要
項／ホームページ（http://vegea.jp/
recipe2017/）をご覧ください。■参
加費／無料■応募締切／ 10月９日（月・
祝）■問合せ／山形大学米沢キャンパ
ス事務部研究支援課☎26-3004
29.8.15
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情報交差点
■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
住まい・建物よろず相談会
■日時／９月２日㈯13時30分～ 16時
■会場／置賜総合文化センター■内
容／土地・間取り・改築・水廻りなど
の相談を一級建築士が受けます。■相
談料／無料■問合せ／山形県建築士
会米沢支部 高梨☎090-5594-7763

B型肝炎特別措置法相談会
■日時／９月９日㈯13時30分～ 16時
■会場／置賜総合文化センター■内
容／集団予防接種でB型肝炎になった
人とその家族を対象とした弁護士に
よる相談会※申込優先、当日も可■相
談料／無料■申込・問合せ／全国B型
肝炎訴訟新潟事務所☎025-223-1130

不動産無料相談
■日時／９月12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）

無料法律相談
■日時／９月13日㈬10時～ 15時■会
場／すこやかセンター■問合せ／米
沢市社会福祉協議会 前柳☎24-7881

住まいの無料法律相談
■日時／９月21日㈭13時30分～■会
場／置賜総合支庁■定員／３人■相
談時間／１人40分程度※要申込■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

国有地売却のお知らせ
■ 売 却 物 件 ／ 通 町5-8893-2、 宅 地
213.92㎡■入札公示／８月25日㈮■入
札受付期間／９月14日㈭～ 28日㈭■問
合せ／山形財務事務所☎023-641-5176
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【情報を寄せる場合は】

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。

ご存知ですか？
無期転換ルール
平成25年４月１日以後に開始する
有期労働契約について、同一の事業主
との間で、有期労働契約が反復更新さ
れて５年を超えた場合、有期労働契約
労働者の申込みにより、期間の定めの
ない労働契約（無期労働契約）に転換
できます。■問合せ／山形労働局☎
023-624-8228

第211回珠算検定１～３級
■施行日／ 10月22日㈰■受付締切／
９月21日㈭■問合せ／米沢商工会議
所☎21-5111

平成30年４月１日採用
日本赤十字社職員採用試験
■募集職種／一般事務職及び看護師
職■採用予定人数／若干名■受付締
切／９月８日㈮■申込・問合せ／日本
赤十字社山形県支部☎023-641-1353

平成30年４月１日採用
土地改良区職員採用試験
◎上級職
■受験資格／①４年制大学以上卒業
または平成30年３月中に卒業見込み
の人②平成５年４月２日以降に生ま
れた人③普通自動車運転免許（オート
マ限定を除く）を取得している人また
は採用時まで取得見込みの人④米沢
市、南陽市、高畠町、川西町から通勤
できる人
◎中級職
■受験資格／①短期大学以上卒業ま
たは平成30年３月中に卒業見込みの
人※②③④は上級職と同じ
◎共通項目
■採用人数／若干名■受付期間／ 10
月３日㈫～ 18日㈬■第一次試験日／
11月５日㈰■申込書請求・申込・問
合せ／米沢平野土地改良区☎23-0015

置賜広域行政事務組合
職員採用試験
■試験区分／消防士■採用人数／若
干名■受験資格／①昭和63年４月２
日から平成12年４月１日までに生ま
れた人②採用後に米沢市、南陽市、高
畠町、川西町に居住できる人③普通自
動車運転免許（オートマ限定を除く）
を有する人または取得見込みの人■
受付締切／９月８日㈮■第一次試験
日／９月24日㈰※体力試験は25日㈪
■申込書交付／①置賜広域行政事務
組合事務局総務課②置賜地域の市役
所、町役場の企画担当課③ホームペー
ジ■申込・問合せ／置賜広域行政事務
組合事務局☎23-3246

催し物
日本・スペイン文化交流
フェスティバル2017
◎スペイン・バルプラン
地域食材を用いて、創作によるスペ
イン料理を楽しむプランです。■期間
／ 12月20日㈬まで■開催店／米沢・
川西地区のレストラン、食事処 ※のぼ
り「支倉常長生誕の地 米沢」が目印
◎支倉常長講座“HASEKURAクルーズ”
■日時／①９月２日㈯②10月21日㈯
13時30分～ 15時■会場／九里学園高
校■内容／日本とスペイン交流の歴
史を楽しく学ぶ！■講師／遠藤英氏
■参加費／ 500円
◎共通項目
■問合せ／支倉常長日西文化協会（ 事
務 局：ジーエスデザイン㈱）☎28-4649

宮沢賢治読書会 米澤ポラン
の廣場（第326回）
■日時／８月25日㈮20時〜■会場／
ザルノイエ■作品／詩・原体剣舞連■
参加費／無料■問合せ／米澤ポラン
の廣場事務局☎28-3982

