情報交差点
第四中学校吹奏楽部
第34回定期演奏会
■日時／ 10月８日㈰14時～■会場／
市民文化会館■入場料／無料■問合
せ／第四中学校☎23-2856

米沢フィルハーモニー管弦
楽団 第54回定期演奏会
■日時／ 10月８日㈰14時～■会場／
伝国の杜■入場料／一般1,000円、中
高生500円、小学生以下無料■問合せ
／楠☎090-3365-5231

月見の茶会
■日時／ 10月８日㈰供茶15時〜、副
席15時30分 ～ 19時30分 ■ 会 場 ／ 上
杉記念館・座の文化伝承館■茶券／
2,500円※当日300円増し■問合せ／
米沢茶道連合会 長谷川☎21-2012

第一中学校吹奏楽部
第31回定期演奏会
■日時／ 10月９日（月・祝）14時～■会場
／市民文化会館■入場料／無料■問
合せ／第一中学校☎23-3383

Andante Concert in Yonezawa
■日時／ 10月９日（月・祝）14時～■会場
／伝国の杜■入場料／ 1,000円（未就学
児無料）■チケット取扱い／伝国の杜
ほか■問合せ／渋谷☎080-6027-2540

犬伏亜理 ヴァイオリンコンサート
■日時／ 10月12日㈭19時〜■入場料
／ 一 般3,000円、 学 生1,500円 ※ 当 日
500円増し■会場・問合せ／カフェハ
ウス・パウゼ☎23-4760

三友堂看護専門学校 三看祭
■日時／ 10月14日㈯10時〜 15時■参
加費／無料■会場・問合せ／三友堂看
護専門学校☎23-6470

知っトクセミナー
■日時／ 10月14日㈯14時〜 15時30分
■内容／うっかり生前贈与■参加費
／ 1,000円■会場・申込・問合せ／ゆ
たか相続センター☎40-0046

公開講演会
■日時／ 10月14日㈯14時10分〜 15時
20分■会場／ホテルモントビュー米
沢■演題／「未来へ向けて動き出す５
G」佐藤孝平氏■参加費／無料■問合
せ／長谷部☎090-4553-4593

第45回米沢地区母親大会
■日時／ 10月15日㈰13時30分〜 16時
■会場／置賜総合文化センター■演題
／「世界から核兵器をなくそう」情野
貞一氏■資料代／ 300円■問合せ／米
沢地区母親大会実行委員会☎23-1542

チェリアフェスティバル山形
■日時／ 10月15日㈰８時30分～ 16時
■会場／遊学館（山形市）■内容／講
演会、ワークショップ■参加費／無料
■問合せ／山形県男女共同参画セン
ター「チェリア」☎023-629-7751

第二中学校吹奏楽部
第13回定期演奏会
■日時／ 10月15日㈰14時～■会場／
市民文化会館■入場料／無料■問合
せ／第二中学校☎22-3455

トリオコンサート
■日時／ 10月18日㈬19時～■会場／伝
国の杜■入場料／一般2,500円、高校生
以下1,000円■チケット取扱い／伝国の
杜ほか■問合せ／蓼沼☎070-5479-0489

弦楽四重奏コンサート
■日時／ 10月19日㈭17時開演■会場
／グランドホクヨウ■入場料／未使
用タオル１～２本※福祉施設にタオ
ルプレゼント事業を行います。■問合
せ／米沢法人会女性部会☎22-5401

講習会など
秋の盆栽講習会
■日時／９月24日㈰９時〜■会場／
置賜総合文化センター■内容／盆栽
の楽しみ方、盆栽の剪定・整姿■参加
費／無料■問合せ／置賜盆栽会事務
局 我妻☎090-1399-4599

「介護予防運動」教室
■日時／ 10月２日㈪・16日㈪・23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

フラダンス無料体験・見学会
■日時／ 10月６日㈮・13日㈮・20日
㈮14時～ 15時■会場／中部コミュニ
ティセンター■問合せ／フラ・サーク
ルレフアの会☎090-8783-9268

子ども食体験キッズキッチン
「ステップアップ編」
■日時／ 10月22日㈰10時30分〜 13時
30分■会場／置賜総合文化センター■
内容／調理体験者を対象とした食体験
教室■対象／年長児～小学６年生■定
員／ 20人■参加費／ 2,500円■申込・
問合せ／食育ママ加藤☎22-3616

ファミリーサポートセンター
サポート会員養成講座
■期日／ 10月23日㈪・25日㈬・27日㈮・
11月２日㈭（全４回）■会場／すこや
かセンター■対象／子育て支援に興味
のある人どなたでも■申込締切／ 10
月16日㈪■申込・問合せ／米沢市ファ
ミリーサポートセンター☎24-6464

コーディネーター養成研修会
■研修期間／ 11月～平成30年３月■
応募資格／①原則25歳以上の健康な
人②骨髄バンク事業を理解し、熱意を
持って業務に時間と労力を割くこと
ができる人③スマートフォンやタブ
レット端末などの操作ができる人■
募集人数／若干名■内容／集合研修、
近隣の指定病院での実地研修、中間試
験、修了試験など■受講料／無料■募
集締切／ 10月10日㈫■応募・問合せ
／日本骨髄バンク☎03-5280-2200

募集
JICAボランティア2017年度秋
■募集期間／９月29日㈮～ 11月１日
㈬■対象／日本国籍を持つ次の人①
青年海外協力隊日系社会青年ボラン
ティア20 ～ 39歳②シニア海外ボラン
ティア日系社会シニアボランティア
40 ～ 69歳
＜体験談＆説明会＞
■日時 ／ 10月15日㈰13時30分 ～ 15時
30分■会場／霞城セントラル（山形市）
■問合せ／ JICA東北☎022-223-4772

冬休み海外研修交流事業
■期間／ 12月24日㈰～１月４日㈭のう
ち６～ 10日間■研修国／オーストラリ
ア・カナダ・サイパン・フィリピン・
カンボジア■内容／ホームステイ、ク
リスマス体験など■対象／小学３年生
～高校３年生■定員／各グループ15人
■参加費／ 22.8 ～ 42.8万円■申込締
切／ 11月１日㈬■資料請求・問合せ／
国際青少年研修協会☎03-6417-9721
29.9.15
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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
各種検定試験
◎第147回日商簿記検定１～３級
■申込締切／ 10月19日㈭■試験日／
11月19日㈰
◎ 第39回 福 祉 住 環 境 コ ー デ ィ ネ ー
ター検定試験２・３級
■申込締切／ 10月13日㈮■試験日／
11月26日㈰
◎共通項目
■問合せ／米沢商工会議所☎21-5111

９月はがん征圧月間です
がんの早期発見に大切なのは、定期
的に検診を受診し生活習慣を見直すこ
とです。がんに負けない社会をつくる
ためにも、がん検診を受診し健康管理
に努めましょう。■問合せ／やまがた健
康推進機構米沢検診センター☎21-8811

催し物
お寺で落語！第４回西蓮寺寄席
■日時／９月20日㈬18時〜 20時■会
場／西蓮寺■出演／三遊亭萬橘■入
場料／大人1,200円、小中学生500円■
問合せ／西蓮寺寄席実行委員会 伊藤
☎070-5457-6566

第15回
サンファミリア米沢祭り
■日時／９月23日（土・祝）10時30分～ 12
時30分■内容／手形をモチーフにした
利用者の作品展示、山大花笠サークル
の花笠踊りなど■入場料／無料■会場・
問合せ／サンファミリア米沢☎26-8255

第五中学校吹奏楽部
第４回定期演奏会
■日時／９月24日㈰14時～■会場／
市民文化会館■入場料／無料■問合
せ／第五中学校☎23-1139
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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。

まちづくり米沢塾９月例会
■日時／９月26日㈫19時〜 21時■会
場／置賜総合文化センター■演題／
「米沢の鉱山史について」伊田稔氏■
入場料／無料■問合せ／粟野☎0903369-4447

宮沢賢治読書会・
米澤ポランの廣場（第327回）
■日時／９月29日㈮20時〜■会場／
ザルノイエ■作品／蛙のゴム靴■参
加費／無料■問合せ／米澤ポランの
廣場事務局☎28-3982

FP（ファイナンシャル・プ
ランナー）フォーラムin米沢
■日時／９月30日㈯10時30分～ 17時
■会場／伝国の杜■内容／ FPによる
講演会＆ミニセミナー、個別相談会■
定員／ 50人■参加費／無料■問合せ
／日本FP協会山形支部☎0120-874-251

創立60周年記念
山形県南吟詠大会
■日時／ 10月１日㈰９時30分～■会
場／市民文化会館■内容／漢詩や和
歌を独吟、合吟で披露します。鷹山公
の特集あり。■入場料／無料■問合せ
／吟道岳鷹会事務局 宍戸☎23-2555

第８回米沢市学童まつり
■日時／ 10月１日㈰９時45分～ 15時■
会場／市営体育館■内容／出店、子ど
もの遊び体験、折り紙クラフトなど■
対象／どなたでも■参加費／無料■問
合せ／米沢市学童まつり実行委員会事
務局「風の子クラブ」佐藤☎23-3277

米沢栄光の里 感謝祭
■日時／ 10月１日㈰10時～ 13時30分
■内容／よさこい演舞、雀踊り演舞、
生産品販売、飲食販売など■会場・問
合せ／松風園 斎藤☎28-7710

自然エネルギーを考える会
被災地見学会
■日時／ 10月５日㈭８時30分～ 18時
30分■内容／日本製紙石巻工場見学、
塩釜仲卸市場■定員／若干名■参加費
／ 2,000円■問合せ／梅宮☎22-8943

2017年チャリティディナー
コンサート
■日時／ 10月５日㈭18時〜■会場／
グランドホクヨウ■出演／紙ふうせ
ん■入場料／ 10,000円■問合せ／国
際ソロプチミスト米沢☎22-4060

希望が丘祭
■日時／ 10月７日㈯９時50分〜 15時30
分■内容／小松豊年獅子踊、コンサー
ト、乗馬体験など■会場・問合せ／コ
ロニー希望が丘（川西町）☎46-3102

さようなら原発米沢
第48回のつどい
■日時／ 10月７日㈯14時〜■会場／北
部コミュニティセンター■演題／「韓
国の原発事情など」木口政樹氏■問合
せ／さようなら原発米沢☎21-0191

作家トークショー
桜庭一樹×辻村深月
■日時／ 10月７日㈯15時〜 17時■会
場／遊学館（山形市）■参加費／一般
2,000円、高校生以下1,000円■チケッ
ト取扱い／山形県生涯学習センター、
ローソンチケットなど■問合せ／山形
県生涯学習センター☎023-625-6411

ひとり親家庭交流会
■日時／ 10月８日㈰10時～ 15時■会場
／リナワールド（上山市）■対象／ひ
とり親家庭60世帯■参加費／大人1,500
円、子ども1,000円■申込締切／９月22
日㈮■申込・問合せ／山形県母子寡婦
福祉連合会事務局☎023-633-0962

