
昆
こ ん

虫
ち ゅ う

ニンジャ参
さ ん

上
じ ょ う

！
まねる、かくれる、おどろかす

　何かのマネをして身を守る昆虫たちの生
せい

態
たい

を「擬
ぎ

態
たい

」といいま
す。昆虫たちが生き残るために使う技

わざ

は、どれも忍
にん

者
じゃ

の術
じゅつ

のよう
でびっくりするものばかり。キミは術を見やぶれるかな？
■展示期間／ 7 月 15 日㈯～９月 10 日㈰※期間中は無休

■展示時間／ 9 時～ 17 時※入場無料

■会場・問合せ／よねざわ昆虫館（三沢コミュニティセンター内）
　☎ 32-2005

夏の特別展イベント情報
イベント名 日時 内容 対象・定員 参加費

タッチに T
と

R
ら

Y
い

！
７月 16 日㈰
① 10 時～② 14 時～

ヘラクレスオオカブトをはじめ世
せ

界
かい

の大
おお

型
がた

昆虫がやって来る！
ー 無

む

料
りょう

※予約不要

夏
なつ

休
やす

み工
こう

作
さく

室
しつ

（木
もっ

工
こう

）
「もくもくクラフト」

８月６日㈰
９時～ 12 時

木
もく

材
ざい

を利
り

用
よう

してキミだけのかっこいい
昆虫を作ろう♪（ナイフ・キリを使

つか

いま
す。）※やまがた緑環境税交付金活用事業

小学生と保
ほ

護
ご

者
しゃ

・30 組
無
む

料
りょう

※要予約

アイロンビーズ
８月 11 日（金・祝）
９時～ 14 時

アイロンでくっつく樹
じゅ

脂
し

ビーズでいろい
ろな小

こ

物
もの

を作ります♪
ー 200 円※予約不要

ニンジャ凧
たこ

をつくろう！
ポリ袋

ぶくろ

を材
ざい

料
りょう

に、擬態する昆虫をモチー
フにした凧を作ろう！

ー 200 円※予約不要

　忍者の術をつかう昆虫たち

が集
しゅう

合
ごう

！この中にボクたちを

除
のぞ

いて、６匹
ひき

の昆虫と１つの

卵
たまご

が隠
かく

れているよ。上手に隠

れた虫をいくつ探
さが

せるかな？

米沢市役所
☎0238-22-5111
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米沢市国民健康保険
に加入している

70歳以上75歳未満
の人が対象です

高齢受給者証の見本

【自己負担割合が2割の場合の表示例】

世

帯

主

対
象
被
保
険
者

記号
番号

住 所

氏 名

氏 名

生年月日

男

女

〒992-8501　山形県米沢市

金池5丁目2番25号

米 沢 　 市 郎

米 沢 　 市 子

昭 和 2 １ 年 5 月 5 日

一部負担金の割合

発 効 期 日

有 効 期 限

保 険 者 番 号

並 び に 保 険 者

の 名 称 及 び 印

平 成 ２ ９ 年 0 8 月 0 1 日

平 成 3 0 年 0 7 月 3 1 日

2割

0   6   0   0   2   0

山形県米沢市金池五丁目2番25号

　　　　　米沢市　印

　電話　（0238）22-5111(代)

国 民 健 康 保 険 高
齢 受 給 者 証

9 8 7 6 5 4 3 2 1
交付年月日　　　平

成29年　8月　1日

判定基準 一部負担金
の割合生年月日 市民税課税標準額

昭和 19 年４月１日までに生まれた人
145 万円未満 １割

145 万円以上 ３割

昭和 19 年４月２日以降に生まれた人

※ �70 歳の誕生日の翌月（1 日生まれの人は誕生
日）から適用

145 万円未満 ２割

145 万円以上 ３割

　70 歳以上 75 歳未満の人に交付している高齢受給者証は７
月末で有効期限が切れます。８月から使用する新しい高齢受
給者証を７月下旬に郵送します。内容を確認し、大切に保管
しましょう。
　医療機関にかかるときは、国民健康保険被保険者証と高齢
受給者証を窓口に提示してください。

※�新しい高齢受給者証は、

水色です。

▲高齢受給者証の見本
（自己負担割合が２割の

場合の表示例）

※�同一世帯に国民健康保険加入者で70歳から74歳までの人が2人以上いる場合に、3割負担
の人が1人でもいるときは、高齢受給者証の適用者全員が3割負担になります。

所得区分 外来 外来＋入院 限度額表示

現役並み所得者：課税所得額145万円

以上

44,400 円 　80,100 円＋

（総医療費－ 267,000 円）× 1％

4回目以降 44,400 円※（改定なし）

限度額証の提示

は必要なし【改定後】57,600 円

一般：現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱに

該当しない人

12,000 円 44,400 円
限度額証の提示

は必要なし【改定後】14,000 円

(年間上限144,000円 )

【改定後】57,600 円

4回目以降 44,400 円※

低所得Ⅱ：同一世帯の世帯主及び国保

被保険者が住民税非課税
8,000 円（改定なし） 24,600 円（改定なし） 区分Ⅱ

低所得Ⅰ：低所得Ⅱの世帯で、その世

帯の各所得が必要経費・控除を差し引い

たときに0円となる

8,000 円（改定なし） 15,000 円（改定なし） 区分Ⅰ

　全ての人が安心して医療を受けられるよう、世代間の公平を図るため、能力に応じたご負担をいただく必要があ
ります。
　このため、平成 29 年８月診療分から 70 歳以上の人の高額療養費の上限額が下表のとおり変わります。

高齢受給者証を一斉更新します

70 歳以上の人の高額療養費の上限額が変わります

担当／国保担当

■問合せ／国保年金課 ☎ 22-5111

担当／国保担当

※過去 1年以内に３回以上限度額に達した場合、４回目以降 44,400 円

■自己負担限度額 70 歳以上 75 歳未満 (国民健康保険 )� 【改定後】８月以降の額

国保年金課からの
お知らせ
　高齢受給者証、後期高齢者医療被保険者証の一斉更新、高額
療養費の上限額の変更、平成 27 年度の医療費の状況をお知ら
せします。

229.7.15



広
告
くもん米沢窪田教室 

算数・数学 英語 国語 生徒募集中 
週 2回(月曜と木曜)午後 3時から 8時まで 

「やってみよう、やってみなければわからない」 

夏にパワーアップ‼夏休みにチャレンジ‼ 

*夏の特別体験受付中(～8/31)* 
〒992－0003 窪田町窪田 1435－13 窪田プラザ１Ｆ 

☎080-5078-1655(宍戸) kubota_kumon@yahoo.co.jp 

30 ～ 39 歳 40 ～ 49 歳 50 ～ 59 歳 60 ～ 69 歳 70 ～ 74 歳

１位
統合失調症、妄
想性障害など 4,167

統合失調症、妄
想性障害など 5,634

腎不全

7,165

高血圧性疾患

21,141

高血圧性疾患

14,588

２位
その他の心疾患

2,275

気分（感情）障
害など 5,524

統合失調症、妄
想性障害など 6,306

糖尿病

18,967

糖尿病

13,635

３位
気分（感情）障
害など 1,922

腎不全

4,646

糖尿病

4,763

歯肉炎及び歯周
疾患 14,148

その他内分泌等
代謝障害 9,534

平成 27 年度の年代別、疾病別医療費をお知らせします 担当／国保担当

　国保に加入している人の年代別の医療費が高い疾病をまとめました。疾病別では、30・40 歳代で精神及び行動
の障害が上位です。50 歳代では腎不全が最も多く、60 歳代以上では高血圧性疾患、糖尿病が上位を占めていて、
年齢が高くなるほど医療費が掛かる傾向です。体調がすぐれない場合は、早めに治療を受けるとともに、定期的に
健康診断を受け、生活習慣の見直しや病気の早期発見に心がけましょう。

■疾病別年齢階層別医療費（平成 27 年度 上位３疾病）

■一人当たりの医療費（平成 27 年度） （円）

※国保データベース（KDB）、国保総合システム　※平成27年３月～平成28年２月診療分の総医療費　※歯科の調剤分は含まれません。

※�年間総医療費／平均被保険者数

30 万円

60 万円

０～９歳 10～ 19 歳 20 ～ 29 歳 30 ～ 39 歳 40 ～ 49 歳 50 ～ 59 歳 60 ～ 69 歳 70 ～ 74 歳

175,978

78,307 101,345

212,372
278,906

362,994 382,770

542,363

（万円）

～ 所得・収入による
　　一部負担金の判定基準 ～

います

いません

申請により 1割負担になる場合

②被保険者でない 70～ 74 歳の人も

　含めた収入合計が520万円未満

①被保険者の収入が383万円未満

1人
です

被保険者全員の収入合計が520万円未満

同一世帯内に被保険者でない
70～ 74 歳の人がいる場合

１割

３割
あなたの世

帯に 75 歳

以上の人

（被保険者）

は、何人い

ますか？
2人以上
います

あなたの世帯に

後期高齢者被保

険者医療証をお

持ちで、住民税

課税標準額が

145 万円以上の

人はいますか？

３９０６2 0 2 1

性別　男

印

後期高齢者医療被保険者証
有効期限
平成 30年０７月３１日

被 保 険 者 番 号

住 所

氏 名

生 年 月 日

資格取得年月日

発 効 期 日

交 付 年 月 日

一部負担金の割合

保 険 者 番 号

保 険 者 名

１２３４５６７８
米沢市金池五丁目２番２５号

長寿　太郎
昭和０８年０５月０１日

平成２０年０５月０１日

平成２０年０８月０１日

平成２９年０８月０１日

△割

山形県後期高齢者医療広域連
合

後期高齢者医療被保険者証を一斉更新します 担当／高齢者医療担当

※�平成 29 年度（平成

28 年分）の住民税課

税標準額で再判定し

た負担割合で作成し

ています。詳しくは、

通知書をご覧くださ

い。

　75歳以上の人と、
65歳以上で障害
認定を受けた人が
対象となります

　75 歳以上の人と 65 歳以上で障害認定を受けた人に交付してい
る後期高齢者医療被保険者証は７月末で有効期限が切れます。８
月から使用する新しい被保険者証を７月下旬に緑色の封筒で郵送
します。内容を確認し、大切に保管しましょう。
※同世帯でも配達日が異なる場合があります。

▲後期高齢者医療被
保険者証の見本

3 29.7.15



区分 助成内容

一般分
リフォーム

対象工事を含む全体工事費の 10％（限度額 20 万円）
※�県産木材３㎥以上使用する場合または中古住宅診断を受け

た空き家を購入してリフォームする場合は限度額30万円

人口減少
対策分
リフォーム

以下の５つのいずれかの世帯に該当する場合は、対象工事
を含む全体工事費の 20％（限度額 30 万円）
※�県産木材３㎥以上使用する場合または中古住宅診断を受け

た空き家を購入してリフォームする場合は限度額40万円

Ⅰ�三世代世帯：平成 11 年４月２日以降に出生した子がい
る三世代世帯（出産後同居予定世帯）※③⑥の工事のみ

Ⅱ�移住世帯：平成 28年４月１日以降に県外から住み替えた
世帯または平成 23年３月11日に東日本大震災の被災地に
居住しており、平成 28年３月31日までに住み替えた世帯
Ⅲ�近居世帯：平成 28年４月１日以降に親世帯と子世帯の居
所が新たに近居区域内になった世帯
Ⅳ�新婚世帯：申請日において、婚姻してから１年以内の世帯
Ⅴ�子育て世帯：平成 11 年４月２日以降に出生した子が３
人以上いる世帯

■対象／
①�市内に自ら居住する住宅または居住予定の空き
家などについて、県内施工業者とリフォーム工
事の契約をする人で、市税の滞納がない人

②�平成 30 年２月末日までにリフォーム工事の完
了届を提出できる人

■�対象工事／以下の６つの要件工事のいずれかを
含み、かつ一定基準を満たす住宅リフォーム工
事で、工事費の総額が 10 万円以上となるもの

　①�耐震化（部分補強）工事 ②省エネ化改修工事
　③バリアフリー化工事 ④県産木材を使用する工
　事⑤克雪化工事 ⑥三世代同居リフォーム工事
■�受付期限／ 12 月 28日㈭※�予算額に到達時点で終了

■�その他／交付決定通知前に着工しているもの、
建築確認申請が必要な工事にあっては確認済証
の交付を受けていないもの、及び４月１日より
前に契約したものは、助成の対象外です。

＜県営住宅＞

■募集期間／８月１日㈫～７日㈪※土日を除く10時～17時�

■入居時期／ 10 月上旬
■�申込・問合せ／山形県県営住宅指定管理者㈱西王不動
産置賜事務所（置賜総合支庁内）☎24-2332

＜市営住宅＞

■募集期間／７月 15 日㈯～ 21 日㈮
■抽選会／７月 25 日㈫ 13 時 30 分～
※世帯の状況や申込回数によって、抽選倍率の優遇制度あり

■入居時期／８月 25 日㈮
■�申込方法／平成 28 年分の源泉徴収票など収入を証明
できるもの、印鑑を持って事務所にお越しください。

■�申込・問合せ／米沢市市営住宅指定管理者公益サービス
共同企業体事務所（門東町3丁目3-1米沢共立ビル1階）
☎40-8700※水曜日・祝日を除く９時30分～18時 30分

住宅リフォームの補助事業をご活用ください
■申込・問合せ／都市整備課建築住宅担当 ☎22-5111交通安全

保健

下水道 その他 住宅 環境 子ども 税金

水道 講座・講習会 News 募集 高齢者 障がい者

防災 国保 年金 バス ペット

etc.

年金 選挙

防犯 農業

イベント

福祉

※家賃は収入により決定

※家賃は収入により決定。「特目用」は高齢者・身体障がい者用

公営住宅 入居者募集
■問合せ／【市営住宅】市営住宅指定管理者 ☎40-8700【県営住宅】県営住宅指定管理者 ☎24-2332交通安全

保健

下水道 その他 住宅 環境 子ども 税金

水道 講座・講習会 News 募集 高齢者 障がい者

防災 国保 年金 バス ペット

etc.

年金 選挙

防犯 農業

イベント

福祉

広
告

団地名 部屋数 戸数 階数 家賃（円） �区分

太田町 6-6 1 1 19,200~37,700 特目用

中田第 1 8-6 1 1 21,100~41,500 特目用

太田町 8-6-6 1 2 23,600~46,300 一般

春日 8-6-6 1 3 26,200~51,500 一般

中田第 2 6-6-4.5 3 1・3・4 13,000~26,600 一般

成島 6-6-4.5 2 2・3 15,500~30,400 一般

米沢中央 8-6-6 1 3 21,800~42,800 一般

中田第 1 8-6 2 1 17,500~41,500 単身可

中田第 1 8-6-6 2 3・4 21,800~44,400 一般

団地名 部屋数 戸数 階数 家賃（円） �区分
金池 6-6-4.5 1 5 12,600~24,900 一般

窪田 6-6-6 2 3・4 17,300~34,100 一般

窪田 6-6-4.5 1 4 16,200~31,800 一般

窪田 8-8-6 1 4 24,500~48,100 一般

太田町 8-6-6 2 2 25,100~50,900 一般

429.7.15



回 期日 テーマ

① ９月 16 日㈯
ビジネスプランを考える
　創業の心構えと創業計画

② ９月23日（土・祝）
事業計画とお金の知識
　創業計画と資金計画

③ 10 月７日㈯
成功する創業モデルとは
　創業体験者の話

④ 10 月 21 日㈯ ビジネスプランの作成方法

⑤ 11 月４日㈯
成果発表と今後の課題
　ビジネスプランの発表

　夢の実現に向けての第一歩！創業に必要な【経営】【財
務】【人材育成】【販路開拓】の４つの分野の知識が修得
できるカリキュラムです。
■�対象／創業を目指す会社員、主婦、学生、退職者、創
業後間もない事業者、後継者など

■受講料／無料　■会場／すこやかセンター 大会議室
■定員／ 20 人
■�講師／舟越博紀（山形県創業支援マネージャー連携協
議会）、遠藤裕司（株式会社通信技研 代表取締役）、
松浦 智（有限会社チェレステ 代表取締役）、伊藤理恵
（インキュベーション・マネージャー）、渡邊 朗（米
沢信用金庫山形支店 支店長）

■�内容／※全回 13 時～ 17時の開催

　首都圏や地元の観光イベ
ント・PR 活動で、米沢の魅
力を伝えませんか？
■応募条件／本市に在住、勤
　務または通学する 18 歳以

　上の未婚女性（高校生は除く）で、家族・勤務先・学
　校の理解、協力が得られる人
■任期／９月の認定日から２年間　
■募集人数／２～３人　■選考方法／書類審査、面接　

■�応募方法／申込書に必要事項を記入し、郵送・FAX・
メールでご応募ください。

※�申込書は四季のまつり委員会、商工会議所、市観光課にあり

ます。米沢観光ナビホームページからもダウンロード可。

■応募締切／８月２日㈬必着
■�応募先／〒 992-0052 米沢市丸の内 1丁目 4-13　上杉
神社臨泉閣　米沢観光コンベンション協会内米沢四季
のまつり委員会☎ 22-9607【FAX】22-2042
　【電子メール】sikinomaturi@yahoo.co.jp

■�その他／創業塾を修了した人は、創業関連保証枠の拡
充などの優遇措置を受けることができます。

■�活動内容／①総合案内受付の補助（平日の午前のみ）
②図書の貸出し・図書の整理（平日週１～２回）③病
棟とリハビリ室間の車いす送迎（平日）

■�応募資格／ 18 歳以上 75 歳未満の健康
な人、病院の方針に基づいて活動してい
ただける人

■�応募方法／申込書に必要事項を記入し、お持ちいただ
くか郵送、FAX で提出してください。申込書は病院総
務課または病院ホームページで入手可能。
■選考方法／書類審査及び面接
■�応募先／〒 992-8502 米沢市相生町６番 36 号 市立病
院総務課総務担当☎ 22-2450【FAX】22-2876

創業塾（後期）であなたの夢を実現しませんか？

第 20 代上杉小町 大募集 !

市立病院でボランティアをしませんか？

■申込・問合せ／商工課商業振興担当 ☎22-5111

■問合せ／米沢四季のまつり委員会 ☎ 22-9607 または観光課観光企画担当 ☎22-5111

■問合せ／市立病院総務課総務担当 ☎ 22-2450
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ご予約専用
ダ イ ヤ ル 0238-22-4122

［URL］h t t p : / /www . k o ngo u kak u . c om

金剛閣 検 索

夏の暑さをふきとばすコクと旨味の米沢牛！！
ご職場やお仲間でぜひお待ちしております。
詳しくはお電話もしくはホームページをご覧下さい。

生ビールと極上焼肉の饗宴！！
ビアガーデンビアガーデン ご予約承り中！金剛閣の

税別税別
贅沢焼肉コース贅沢焼肉コース

4,000円4,000円

スタミナ焼肉コーススタミナ焼肉コース
3,000円3,000円

要予約

税別税別

お一人様お一人様

お一人様お一人様

5 29.7.15
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講習会

市立病院公開セミナー 
■日時／７月 29 日㈯開場９時 30
分・開演 10 時　■会場／すこやか
センター　■演題／こわい心臓と血
管の病気、きちんと防いで楽に治そ
う　■講師／診療部長兼心臓血管外
科長・佐藤洋一医師　■定員／ 160
人　■参加費／無料※申込不要　■
問合せ／市立病院総務課☎ 22-2450

女性研究者研究成果発表会
■日時／８月６日㈰ 14 時～ 15 時
■会場／米沢栄養大学　■内容／
①「高齢化社会に伴う嚥下障害」山
形大学講師・三原法子氏②「『健康
プログラム』を活用した健康づくり
の普及拡大」米沢栄養大学助教・金
谷由希氏③「～女性にとって『快適
で豊かな未来の生活』をデザインす
る～�産学連携サービスデザインプ
ロジェクト活動内容」山形大学准教
授・黒谷玲子氏、大日本印刷株式会
社・穂刈久美子氏・松田久仁子氏　
■問合せ／米沢栄養大学☎ 93-2932
または総合政策課地域振興担当

エコクッキング講習会
　環境にやさしいエコな工夫をしな
がら調理を行うエコクッキング講習
会を行います。■日時／８月 10 日
㈭ 10 時～ 13 時 30 分　■会場／す
こやかセンター　■講師／鷹山大
学・我彦祐子氏　■対象・定員／市
内在住の小学生５、６年生と保護者・
10 組※応募者多数の場合は抽選　
■受講料／ 500 円　■申込期間／
７月 18 日㈫～ 26 日㈬　■申込・
問合せ／環境生活課廃棄物対策担当

  
第 65 回市民体力づくり

「愛宕山民衆登山」
■日時／８月１日㈫※早朝４時～６
時の登山者には参加記念品を差し上
げます。■コース／�地蔵園～愛宕
山山頂　■問合せ／社会教育・体育
課体育振興担当

愛宕の火祭り
■期日／８月１日㈫　■会場／愛宕
神社及び米沢信用金庫西部支店～県
道 233 号　■時間・内容／ 18 時～：
御輿のお山登り・御輿渡御、18 時
30 分～：たいまつ行列、18 時～ 21
時：愛宕の芝舞台　■問合せ／愛宕
神社☎ 23-3268 または観光課観光
企画担当※たいまつ行列申込先☎
090-3982-0395

第 56 回
米沢納涼水上花火大会

■期日／８月４日㈮※荒天時は７日
㈪に順延　■会場／松が岬公園（観
客席は伝国の杜芝生）■時間・内容
／ 18時～ 19時 10分：アトラクショ
ン、19時 30分～ 21時：花火打ち上
げ　■問合せ／米沢日報デジタル☎
22-7250または観光課観光企画担当

催し物

米沢市戦没者追悼式
　戦争で尊い命を失われた人々に哀
悼の意を表し、永遠の平和を祈念す
る式典です。不戦の誓いを新たにし、
平和の大切さを語り継ぐために、ぜ
ひご参加ください。戦没者の遺族で
ない人には、一般席を用意していま
す。■日時／７月 21 日㈮ 10 時 30
分～　■会場／伝国の杜　■問合せ
／社会福祉課総務企画担当

第 41 回
米沢市民ラジオ体操会 

■期日・会場／７月 27 日㈭・28 日
㈮：西部小学校グラウンド、29 日
㈯～ 31 日㈪：興譲小学校グラウン
ド※雨天時は各校体育館　■時間／
６時 15 分～ 40 分　■問合せ／社
会教育・体育課体育振興担当

第 80 回東北花火大会
　打ち上げ花火に加え、長さ 200
ｍの大ナイアガラなど見どころ満載
です。■日時／ 7 月 30 日㈰ 19 時
30 分～ 21 時　■会場／松川河川敷
■問合せ／
米澤新聞社
☎ 22-4411
または観光
課観光企画
担当

広
告
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米沢市役所  〒 992-8501 米沢市金池 5 丁目 2-25 
☎ 22-5111   http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/

（担当課におつなぎします）

問合せ
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環境

サル、クマの出没情報等の
開示と配信について

　本市では、農作物などに被害を及
ぼす恐れのあるサル群の位置情報
や、ツキノワグマの出没情報をイン
ターネット上で公開しています。サ
ルの位置情報については、確認後す
ぐに通知するメール配信も行ってい
ますので、ご活用ください。詳しく
は、市ホームページをご覧いただく
かお問い合わせください。■問合せ
／農林課農畜産担当、環境生活課環
境担当

農業

農業用使用済プラスチック
回収

■日時／８月２日㈬９時～ 11 時 45
分、13 時 15 分～ 15 時　■会場／
JA 舘山選果場　■処理品別持込形
態／①施設用農ポリ・ビニール：梱
包した荷姿②農薬空ボトル・肥料袋：
指定専用処理袋※①②以外のもの、
不分別のものは受付不可。■処理料
金／①梱包した荷姿：54 円／㎏（消
費税込）②指定専用処理袋：1,620
円／袋（消費税込、20㎏が目安）の
購入により処理料金となります。※
プラスチック以外のもの、農業資材
でないもの、家庭用ごみは回収でき
ません。■問合せ／ JA 山形おきた
ま米沢支店購買☎ 36-0218 または
農林課農畜産担当

ラジコンヘリコプター
水稲病害虫防除

　安全な防除作業の実施に努めます
ので、ご理解とご協力をお願いしま
す。新たに防除を希望する場合は、
気軽にお問い合わせください。■予
定期日／第１回：７月下旬、第２回：
８月上旬、第３回：８月下旬※雨天
時など事情により順延する場合があ
ります。■予定時間／４時 30 分頃
～ 18 時 30 分頃　■問合せ／ JA 山
形おきたま米沢支店☎ 22-7100 ま
たは農林課農畜産担当

爆音機使用の際はご注意を
　爆音機は、野鳥による農作物被害
防止に効果的ですが、騒音となって
近隣住民とトラブルになる恐れがあ
ります。防鳥ネットなど爆音機以外
の対策も検討し、やむを得ず使用す
る場合は、次のことに十分注意しま
しょう。①使用期間は必要最小限に
する。②早朝や夜間は控える。③住
宅付近の使用は極力控える。■問合
せ／環境生活課環境担当・農林課農
畜産担当

募集

　置賜地区自作視聴覚教材
　コンクール
　郷土の自然・歴史・文化をテーマ
にしたメディア作品を募集します。
趣味やサークル活動などで映像や紙
芝居を制作している皆さん、ぜひご
応募ください。■部門／学校教育部
門（学校の教育活動で活用できる教
材）、社会教育部門（学校以外の学
習活動で活用できる教材）、児童生
徒作品（児童生徒が製作した教材）
■種別／映像（20 分以内）、紙芝居、
コンピューターソフトなど　■内容
／山形県の自然、歴史、風土、伝説、
文学、文化財、産業、地域課題など
■応募方法／社会教育・体育課にあ
る出品票に記入の上、作品と合わせ
て提出してください。■応募締切／
10 月 27 日㈮必着　■応募・問合せ
／社会教育・
体育課社会教
育担当

　国指定文化財として歴史的な価値が高い羽黒神社をライトアップし、音
と光が織りなすコンサートを開催します。今年は、現役和尚でありながら
実力派サックス奏者として活躍するぼくくぼ氏、津軽三味線奏者の山口晃
司氏が魂をゆさぶる迫力の演奏を繰り広げ、さらに山上敬師太鼓との共演
も実現。浮世を忘れて幻想的なひとときをお楽しみください。
■�日時／７月 29 日㈯ 17 時 30 分～ 20 時
■�会場／山上地区羽黒神社境内（駐車場は山上コミュニティセンター）
■入場料／無料（申込不要）
■��問合せ／敬師のこころを学ぶ事業実行委員会（社会教育・体育課指導管
理担当）

　米沢敬師のこころライトアップコンサート

広
告

マイティ

夏祭り

7
16
㈰

米沢市金池7丁目8-13　
0238-22-3644オーシャン・イングリッシュ・クラブ米沢校

※対象 ：子どもスイミング ・英会話 （1回のみ） ・ 大人フィットネス /スイミング

☆１回無料体験又は１ヶ月体験

夏の体験会申込受付中!!７～８月

※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ください。

曜日・時間を選んでい
ただいての体験

～８月28日㈪

☆３日間体験 ※対象 ：子どもスイミング　水が怖い～クロールを習得したい子まで

8 月２日 ( 水 ) ～４日 ( 金 ) 午前９:００～１０:００(６０分）

ベビーから選手コース、 大人のコースまで幅広く活動しています。 ぜひ、 ご体験ください。

午後１時～４時

愉しいイベント盛りだくさん！

スイカ割り大会・スライム作り

マリンバ演奏会などなど・ ・ ・

出店もたくさんあるよ！

プールも一般無料開放しま～す★
みんなで来てね♥午後２時～４時

7 29.7.15

米沢市役所　〒 992-8501 米沢市金池 5 丁目 2-25　☎ 22-5111



人口 84,096 人����対前月比 -2
男 41,322 人
女 42,774 人
世帯数 33,047 世帯 対前月比�31
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統計グラフコンクール
　身近にある情報を統計グラフで表
現してみませんか。小学生以上なら
どなたでも応募できます。応募者全
員に記念品が贈呈されます。■課題
／自由　■応募締切／８月 29 日㈫
必着　■応募・問合せ／総合政策課
統計調査担当

水道

水道メーター検針にご協力を
　迅速・正確なメーター検針ができ
るようにご協力ください。■問合せ
／水道業務課経営企画係☎ 22-4511
●�犬は放し飼いにしないで、出入り
口・メーターボックスから離して
つないでください。
●�メーターボックスが床下や屋内に
あったり埋没したりするときは、
水道工事指定店に依頼し、屋外の
見やすい場所に移してください。

●�メーターボックスの上に物を置い
たり駐車したりしないでください。
●�メーターボックスの周辺や中はき
れいにしてください。

福祉

臨時福祉給付金の申請を
　対象となる可能性のある人には申
請書を郵送しています。まだ申請が
お済みでない人は、お早めに申請し
てください。■申請期限／７月 31 日
㈪　■受付時間／９時～ 16 時※土
日・祝日は除く　■問合せ／社会福
祉課総務企画担当「臨時福祉給付金窓
口」☎ 26-5236

その他

人権擁護委員の委嘱
　安部美和子さん（本町）、手塚修さ
ん（福田町）、深瀨順子さん（本町）
が、７月１日付けで法務大臣から人
権擁護委員を委嘱されました。人権
擁護委員は、皆さんの人権が侵され
ないよう見守り、相談相手になって
救済を図るとともに、正しい人権の
考え方を広めることを使命としてい
ます。■問合せ／総務課行政担当

マイナンバーカードの
交付について

　今年度２回目のカード休日交付窓
口を８月５日㈯９時～ 16 時に開設
します。対象者や持ち物など、詳し
い内容は広報よねざわ 6 月 1 日号
または市ホームページをご覧の上、
事前に予約をお願いします。
【今後、郵送にてマイナンバーカー
ドの申請を予定する人は】
　通知カードに同封されている申請
用封筒の差出有効期限は、10 月４
日㈬です。10 月５日㈭以降は、切
手の貼付が必要となりますので、ご
注意ください。■問合せ／市民課

市営プールのご利用を
　８月 31 日㈭まで営業していますの
で、ご利用ください。※なお、大会
などにより 7月 28 日㈮の終日、８月
６日㈰の午前・午後、８月 13 日㈰の
夜間は利用ができません。■問合せ
／社会教育・体育
課体育振興担当

“ 明るいやまがた ” 夏の安全
県民運動
■運動期間／７月 21 日㈮～８
月 20 日㈰
【こんな交通事故に注意！】　
①レジャーや夏の暑さなどによ
る疲れや気の緩みが原因の交通
事故が増えます。水分補給と休
憩をとりましょう。②交差点で
の出会い頭の事故に気をつけま
しょう。相手が見える位置まで
一気に進まず、一時停止線で止
まってからゆっくり進みましょ
う。■問合せ／環境生活課生活
安全担当

税などの納付は忘れずに
　市税・国民健康保険税・介護
保険料の第２期分及び後期高齢
者医療保険料の第１期分（普通
徴収の人）の納期限は７月 31日
㈪です。納期内納付には便利で
簡単な口座振替をおすすめしま
す。ただ今、８月 31日㈭納期限
の市税などの口座振替申込みを
受付中です。■問合せ／納税課

人口と世帯数（推計人口）

６月１日現在

■問合せ／総合政策課統計調査担当

広
告

予
約
制

リンパでむくみ対策
アロマオイルで冷え予防
リンパでむくみ対策
アロマオイルで冷え予防

○リンパ　￥４,０００（50分）
　上半身または下半身
○アロマ　￥４,５００（50分）オイル使用で全身
　※「すっきりした。」「ここに来ると元気になる！」
　　とのお声をいただいています。

セルスリムケア　☎0238(22)1645　担当　わらしな
（月曜～金曜）午前8：30～午後7：00　（土日・祝日）応相談

 米沢市春日１－７－１８　 ドコモショップ米沢春日店さん近くです

829.7.15

米沢市役所　〒 992-8501 米沢市金池 5 丁目 2-25　☎ 22-5111



米工生徒が表示板を制作

　本県で 45 年ぶりに開催されるインター
ハイでは、県内各地の高校生が活躍してい
ます。米沢工業高校では、ソフトボール
競技の BSO カウント表示板を作りました。
信号機の LED を使用した表示板は、設計
から全て自分たちで行いました。３年生の
長沼輝さんは「高さは３mまで上昇できる
ほか、強風に耐えるため地面にアンカーで
固定できる工夫をしました。ランプ部分は
鉄板が曲がらないよう専用の工具を作って
穴を開けました」と話します。表示板は 30
日㈰から長井市と南陽市で行われる試合で

使用されます。「１
年がかりの作品。遠
くから選手が見て
も、すぐにカウント
が分かる仕上がりに
なったと思います。
皆さんも会場に足を
運んで、ぜひ見てく
ださい」。

ソフトボール競技も注目！

髙橋 萌歌さん

甲谷真唯子さん

中川 沙紀さん
長沼輝さんと
BSOカウント表示板

　全国高校総体（インターハイ）ホッケー競技が開催されます。全国
各地の予選を勝ち抜いたチームが、全国の頂点を目指して熱戦を繰
り広げます。ぜひ会場で全国から集まった選手たちに声援をお送り
ください。※大会期間中、会場周辺では交通渋滞などが発生する場合が

あります。ご迷惑をお掛けしますがご了承ください。

■山形県代表の試合／
　【男子】置賜農業高校（８年ぶり 17回目の出場）
　１回戦：７月 29 日㈯ 12 時 10 分～　川西町総合運動公園
　【女子】米沢商業高校（７年連続 21回目）
　２回戦：７月 30 日㈰ 10 時 35 分～　米沢商業高校ホッケー場
※�熱中症対策など、暑さに対する備えをしっかりしてお越しください。各

会場とも一般駐車場を設けていますが、満車の際はご容赦願います。

■�問合せ／社会教育・体育課体育振興担当または川西町・米沢市実
行委員会（川西町交流館内）☎ 44-2843

インターハイで

ホッケー競技を応援しよう！

日時　７月 29日㈯～８月２日㈬

会場
　川西町総合運動公園ホッケー競技場

　　　米沢商業高等学校ホッケー場（１日まで）

　私たち米沢商業高校ホッケー部は「インターハイ優勝」を目
標に掲げ、これまで練習を重ねてきました。特に冬期間の厳し

い走りこみに耐えて、米商ホッ
ケーの強みである粘り強い守備
を伸ばし、攻撃面では確実な１
点獲得の決定力強化に努めてき
ました。皆さんの応援が力にな
ります。地元開催となるホッケー
競技を一緒に盛り上げましょう。

応援を力に変え、頑張ります！
出場選手

インタビュー



すこやか

Information

　乳幼児健康診査は以下の該当日にお越しください。
■会場／すこやかセンター（４か月児健康診査を除く）�
■持ち物／母子健康手帳、健診票など※すこやかKids 参照

＜４か月児健康診査＞※詳細はすこやか Kids 参照

市指定医療機関（小児科）で個別健診となります。

＜７か月児健康教室（約１時間 30 分）＞
■受付時間／９時～９時 30分
※図書館から読み聞かせと絵本プレゼントもあります。

＜１歳８か月児健診・３歳児健診（約２時間）＞
■受付時間／ 12 時 50 分～ 13 時 20 分
※希望者に歯のフッ素塗布をします。（自己負担 300 円）

※健診前に必ず歯を磨いてきてください。

※３歳児健診は健診票や検査容器などを事前に送付します。

全員参加の乳幼児健診など

・該当日に受診できない場合は、健康課にご連絡ください。

・９月以降の日程は市ホームページをご覧ください。

＜赤ちゃんを迎える親講座＞
■日時／８月 15 日㈫ 13 時 15 分～ 16 時※受付 13 時～

■会場／地域健康指導室 B（すこやかセンター１階）
■対象／ 16 週以降の妊婦と夫 12 組
■�参加費／無料
■�内容／実際に赤ちゃんの様子を見てみよう（おやこ広
場午後の部見学）、妊婦疑似体験（希望者のみ）など
■�持ち物／母子健康手帳・副読本、筆記用具、飲み物（必
要な人）
■申込締切／８月８日㈫※定員になり次第締切

プレパパママ向けの講座（要申込）

期日 会場 時間
８/３㈭ （協）米沢総合卸売センター 13：30 ～ 16：00

８/ ８㈫ 置賜総合支庁
9：30 ～ 11：30
13：00 ～ 15：30

８/14 ㈪ イオン米沢店 9：30 ～ 16：00

８/18 ㈮ 金子建設工業㈱
9：00 ～ 12：00
13：30 ～ 16：00

８/24 ㈭
AGCディスプレイグラス
米沢㈱

9：30 ～ 11：30
13：00 ～ 15：30

８/28 ㈪ サクサ㈱米沢事業場 9：30 ～ 11：30

■日時／８月 15 日㈫ 13 時 30 分～ 15 時 30 分
■会場／地域健康指導室 A（すこやかセンター１階）
■対象／妊婦、０～４か月までの子どもとその親
■�内容／体重測定、個別相談（助産師・保健師）
■�持ち物／母子健康手帳

相談がなくても一息つきにお越しください♪
おやこ広場＜午後の部＞（申込不要）

献血にご協力をお願いします 
①��接種履歴を確認しましょう。
　�受け忘れや、重複して接種す
ることがないように母子健康
手帳などで確認しましょう。
②�お子さんの日頃の様子をよく知っている保護者が
予診票を記入し、連れて行きましょう。　
③医療機関へ母子健康手帳を必ず持参しましょう。
　�接種履歴は、大人になってからも記録が必要とな
ることがあります。紛失することがないようにし
ましょう。接種履歴が分からない時は、健康課へ
お問い合わせください。

予防接種を受けに行く前に

健診 期日 該当児

１歳８か月児
　　　　健診

８月 29 日㈫ H27.12. 2 ～ 12.16 生
８月 30 日㈬ H27.12.17 ～ H28. 1. 4 生

３歳児健診
８月８日㈫ H26. 1.20 ～ 2. 2 生
８月９日㈬ H26. 2. 3 ～ 2.23生

健診 期日 該当児

７か月児
　　健康教室

８月３日㈭ H28.12.20 ～ H29. 1. 6 生
８月 17 日㈭ H29. 1. 7 ～ 1.24 生

■

問合せ／健康課（すこやかセンター内）☎ 24-8181
■すこやかセンターの休館日／８月 13 日㈰

　　　　　   　今月の
　　　　　   　すこやかちゃん

　大
おお

比
ひ

良
ら

陽
ひ な

菜 ちゃん（左）
平成23年10月８日生まれ

祐
ゆ う と

登 くん    （右）
平成25年６月17日生まれ

　遠山町

　保健師または助産師が育児相談などに応じています。
お気軽においでください（電話相談も可）。
■�����日時／毎週月～金曜日９時～ 16 時 30 分（年末年始・
祝日を除く）
■会場／すこやかセンター２階

健康相談室をご利用ください

1029.7.15



0%

20%

40%

60%

80%

100%

43 人
135 人

30 人
（41%） 37 人

（21.5%）

女男
0%

20%

40%

60%

80%

100%

70 代60 代50 代40 代

39.5％
58.9％ 64.2％ 66.2％

11.6％10.0％58.7％

37.8％ 25.8％ 22.2％

1.8％

3.3％0%

20%

40%

60%

80%

100%

43 人
135 人

30 人
（41%） 37 人

（21.5%）

女男
0%

20%

40%

60%

80%

100%

70 代60 代50 代40 代

39.5％
58.9％ 64.2％ 66.2％

11.6％10.0％58.7％

37.8％ 25.8％ 22.2％

1.8％

3.3％

要指導
要治療

異常なし

平成 28 年度の健康診査の結果をお知らせします！

血糖値が高くても「症状がないから、大丈夫」と思っていませんか？

血液サラサラ　青魚をおいしく食べて夏を元気に過ごそう！

１．健診を受けて自分の血糖値を知る
２．減量と禁煙でリスクを減らす
３．食事と運動を柱に生活習慣の改善を
４．治療中の人は中断しないで

　昨年度に健診を受けた人の結果の中で、「糖尿病」に関する項目に着目してみました。
　HbA1c（ヘモグロビンエーワンシー）は、血液中のヘモグロビンが、どのくらいブドウ糖とくっついているのか
（糖はべたつくのです！）を調べる検査で、糖尿病の診断や病状の経過を把握するのに役立ちます。

　６月に食生活改善推進員を対象にした研修会を開催しました。その中で好評だったレシピをご紹介します。

5.5％以下

5.6 ～ 6.4％

6.5％以上

異常なし

要指導

要治療

■HbA1c の判定基準

＜よく知られている症状は、かなり悪くなってから＞

のどが渇く
体重が減る

多飲・尿に糖が出る
多尿・尿に泡が立つ

＜ちょっと高めが、見逃されやすい症状＞

物が見えづらい・かすむ・蛋白尿
手足の痺れやむくみ・めまい
足の感覚の違和感・足がつる
下痢と便秘を繰り返す　など

HbA1c
約 9.4％以上

HbA1c
約 8.0％以上

HbA1c
約 5.6％以上

症状としては見逃しやすいが
変化が始まる

サラサラドロドロ

　血液中に糖があふれると、全身の血管が傷ついて動脈硬
化などが進行します。目に見えない血管の状態を意識し、
行動できるかが大切です。

ストップ！重症化～４つのポイント～

【材料４人分】
・いわし
・塩
・こしょう
・酢
・チーズ

■いわしのチーズ巻き

・大葉
・片栗粉
・油
・パセリ
・レモン

【作り方】
①�開いたいわしの背びれをとり、塩こしょうをふり、酢につける。
②��①のいわしの水分をふきとり、大葉、チーズをのせ、チーズを
芯にして巻き、水分が出ればふきとり、巻き終わりは楊枝で止
める。焼く直前に片栗粉をつける。
③��フライパンに油をひき、中火で焼き色がついたら弱火にして、
じっくり中まで火をとおす。

④��器に盛り、パセリとレモンを添える。
（１人分エネルギー 122Kcal、食塩相当量 0.6g）

４尾（１尾50g）
少量
少量
小さじ１・1/3
12g

４枚
適量
大さじ２
少量
1/2 個

■はつらつ基本健診（18～ 39歳）
　受診者 245 人の結果（HbA1c）

■特定健康診査（40～ 74 歳）
　受診者4,418人の結果（HbA1c）

異常なし
要指導

40 歳以上の年代では、４割～８割弱の人が血糖値に異常があり
ます。39歳までの若い世代でも、男性の 41％が要指導判定です。
子どもの頃から生活習慣病予防の視点で身体に目を向けること
が大切です。

11 29.7.15



ワク！ナビ ワクワクするような

市の施設情報をお届け！

　プラネタリウム（土日・祝日）
■�時間・内容／① �11 時～「星時間��夏～わし座神話～」「米沢の
　今夜８時の星空」「七夕ものがたり」
　② �14 時～「ほしのおもちゃばこ」「米沢の今夜８時の星空」
■受付／投映開始の 30 分前から事務室で行います。
■対象／ 4 歳以上　■観覧料／無料
■�その他／平日（火～金）は団体投映（10 人以上）を行います。
事前にお申し込みください。

※�７月 21 日㈮・23 日㈰、８月 11 日（金・祝）は投映を中止します。

　お楽しみ映画会
■日時／８月 11 日（金・祝）① 10 時～ ② 14 時～
■上映作品／ベイマックス　■観覧料／無料

置賜文化ホール
丸の内 1 丁目２- １（伝国の杜）☎ 26-2666
9 時～ 17 時（事務室受付）

米沢市上杉博物館
丸の内１丁目２- １（伝国の杜）☎ 26-8001  ９時～ 17 時  ※入館は16時 30分まで

休館日：７月 26 日㈬・８月 23 日㈬

柔らかな音色で癒しのひとときを

AKASAKA 木管五重奏団　　チケット発売中

　国際クラリネット協会から「40 年来
の偉才」と絶賛された日本クラリネッ
ト界の第一人者赤坂達三が、木管五重
奏の魅力をお届けします。
■日時／８月 19 日㈯ 13 時 30 分開演
■�入場料／全席指定一般 2,500 円、学生 1,000 円（当日
500円増）※未就学児の入場不可、託児あり（有料、申込制）

■�曲目／ルネ王の暖炉（ミヨー）、森の音楽家じゅんば
ん協奏曲、サウンド・オブ・ミュージック・セレクショ
ン（R. ロジャース）ほか

■�プレイガイド／伝国の杜、大沼米沢店、こまつ書店堀
川町店、米沢楽器店、音楽アズム舘米沢店、チケ探
(http://ticketan.net)

リコーダーのイメージが覆る古楽器コンサート
レ・タンブル＆ハルモニア・レニス 日本公演
～イタリアとスペインのバロック音楽～
　ヨーロッパで活躍する「レ・タンブ
ル」と、踊るようなリコーダー演奏が
特徴の「ハルモニア・レニス」による
バロック音楽コンサート。
■日時／ 11 月３日（金・祝）15 時開演
■�入場料／全席自由一般 1,500 円、学生 500 円（当日
500 円増）※未就学児の入場不可、託児あり（有料、申込制）

■�出演／水内謙一（リコーダー）、川久保洋子（ヴァイオリ
ン）、ミリアム・リニョル（ヴィオラ ･ダ ･ ガンバ）、村
上暁美、ジュリアン・ウォルフス（チェンバロ＆オルガン）
■チケット／８月３日㈭発売　※伝国の杜は９時発売

■�プレイガイド／伝国の杜、大沼米沢店、米沢楽器店、
音楽アズム舘米沢店、チケ探

ワークショップ（体験学習室）
カラーハンティング～色をつかまえよう！～（募集中）
■日時／９月３日㈰ 10 時～ 12 時　■参加費／ 500 円
■定員／小学生以上 20 人
※�都合により７月 30日㈰から日時変更になりました。

※�９月３日㈰開催予定の「はじめての型絵染」は諸事情

により中止になりました。

プレイショップ（体験学習室）
８月　季節の行事　　盂

う

蘭
ら

盆
ぼん

会
え

■�期間／７月 29 日㈯～８月 25 日㈮
ものづくり　バチックあそび～クレヨン VS 水彩絵の具～
■期間／７月 29 日㈯～９月 21 日㈭
※�７月 26 日㈬・28 日㈮、８月５日㈯・６日㈰・12 日㈯
はお休み

　企画展　　ドールハウスへの招待Ⅱ～見て学ぶ
世界のドールハウス～ 大草原のローラ生誕 150 年記念　
　国内外の貴重なアンティー
クドールハウスを中心に、日本
の現代作家の作品とドールハ
ウス制作の工程を紹介。感性を
育み心の癒し効果など、老若
男女が楽しめるアートとして
世界中で親しまれている、魅力あふれるドールハウスの
世界をお楽しみください。
■期間／７月 29 日㈯～９月 18 日（月・祝）
■�入館料／一般 410 円、高大生 300 円、小中生 200 円
◎�オープニングギャラリートーク（要入館料）
■�日時／７月 29 日㈯ 14 時～
　新美康明氏（箱根ドールハウス美術館館長）
◎�翻訳家 谷口由美子氏「大草原のローラ物語：Pioneer�
Girl」出版記念講演会（聴講無料）

■日時／９月２日㈯ 14 時～　■会場／２階大会議室
■定員／ 110 人（申込不要）

バ
チ
ッ
ク
あ
そ
び

作
品
イ
メ
ー
ジ

　
上杉文華館　謙信を生んだ一族・長尾氏「越中の攻略」
■期間／７月 27 日㈭～８月 22 日㈫
◎コレクショントーク（要入館料）
■日時／７月 30 日㈰ 14 時～　※学芸員による展示解説

　今月の講座
■日時／７月 29 日㈯ 15 時～ 16 時
■講座名／つくってあそぼう～からくりおもちゃ�
　『パタパタ』を作ってみよう～
■受付／当日（随時）■対象／どなたでも※参加無料

米沢市児童会館
丸の内 1 丁目３-47 ☎ 23-0161 ９時 30 分～ 17 時 30 分
休館日：７月 18 日㈫・７月 24 日㈪・７月 31 日㈪・８月７日㈪・８月 14 日㈪

ニュルンベルク・キッチン
（1800 年頃ドイツ）
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８月の無料相談

８月の休日診療

暮らしのトラブル
ワンポイント・
アドバイス！

外国人相談窓口（無料）
　困っていることがあれば、ご相談ください。
■相談曜日・時間／

■�相談・問合せ／山形県国際交流センター
（山形市城南１丁目1-1 霞城セントラル
２階）☎ 023-646-8861

言語 曜日 相談時間
日本語・英語 火～土 10 時～ 17 時
中国語 火・金

10 時～ 14 時ポルトガル語 水
韓国・朝鮮語 木・土
タガログ語 金

名称 会場 日時 問合せ

法律相談（予約制）
市役所市民相談室 8/ 4 ㈮・18 ㈮　13 時 30 分～ 16 時

※予約は 7日前～
秘書広報課☎ 22-5111

勤労者福祉会館 8/24 ㈭　11 時～ 15 時※要予約 勤労者福祉協会☎ 21-5250

こまりごと人権相談
市役所市民相談室 8/��8 ㈫　13 時 30 分～ 16 時

法務局米沢支局☎ 22-2148
法務局米沢支局 毎週月・金　9時～ 16 時

行政相談 市役所市民相談室 8/16 ㈬　13 時 30 分～ 16 時 秘書広報課☎ 22-5111

登記相談 市役所市民相談室 8/ 3 ㈭　10 時～ 12 時※受付 11 時まで 秘書広報課☎ 22-5111

交通事故・相続・遺言・
各種手続全般 市役所市民相談室 8/ 1 ㈫　10 時～ 12 時、13 時～ 15 時

8/17 ㈭　10 時～ 12 時、13 時～ 15 時
行政書士会米沢分会
☎ 28-5971

消費生活相談 市役所市民相談室 毎週月～金　8時 30 分～ 17 時 環境生活課☎ 22-5111

消費生活法律相談 市役所市民相談室 8/22 ㈫　13時 30分～15時 30分※要事前相談 環境生活課☎ 22-5111

債務整理手続案内 山形地裁米沢支部 毎週月～金　9時～ 11 時、13 時～ 16 時 山形地裁米沢支部☎22-2165

就業（内職）相談 市役所市民相談室 毎週月・水・金　9時～ 16 時 商工課☎ 22-5111

空き家相談 都市整備課 毎週月～金　8�時 30�分～�17�時 都市整備課☎�22-5111

女性の健康相談（予約制） 置賜総合支庁 毎週火　13 時～ 17 時 15 分 置賜総合支庁☎ 22-3205

心の健康相談（予約制） 置賜総合支庁 8/16 ㈬　9時 30 分～ 11 時 30 分
※予約は 2日前まで

置賜総合支庁☎ 22-3015

婦人相談（母子家庭） 市役所市民相談室 毎週月～金　8時 30 分～ 17 時 こども課☎ 22-5111

障がい者虐待相談 市役所市民相談室 毎週月～金　8時 30 分～ 17 時 社会福祉課☎ 22-5111

生活相談（予約制） すこやかセンター 毎週月～金　13 時～ 16 時 社会福祉協議会☎ 24-7881

ボランティア相談 すこやかセンター 毎週月～金　9時～ 17 時 社会福祉協議会☎ 24-7881

知的財産相談（予約制） アクティー米沢 8/ 4 ㈮ 13 時～ 16 時 山形県発明協会☎023-647-8130

長期間使用している家電の発火に注意！

　　　　10 年以上前に購入した扇風機を深夜に使用しました。１時
間後、たまたま目が覚めて扇風機を見たら、モーター部分から火を噴
いていました。

　　　　家電製品などは長期間の使用や保有による経年劣化で、発煙
や発火などの危険な状態が起きることがあります。不具合が発生した
らコンセントから電源プラグを抜き、すぐ使用をやめて、販売店やメー
カーに相談しましょう。部品の保有期間が過ぎると修理ができなくな
りますのでご注意ください。

相談

アドバイス

　

日 土
1

舟山

市立
10

3
三友堂

2
市立

三友堂
17

市立
24

9
三友堂

市立
16

三友堂
23

8
市立

三友堂
15

市立
22

5
三友堂
12
市立

三友堂
19

市立
26

4
市立
11

三友堂

市立
18

市立
25

6
市立

13
市立

市立
20

三友堂
27

7
舟山

市立
14

三友堂
21

市立
28

市立
30

三友堂
31

三友堂
29

診察時間
8時30分～
翌日8時30分
17時～
翌日8時30分

 
  
  

月 火 水 木 金

市立病院
☎22-2450

三友堂病院
☎24-3700

舟山病院
☎23-4435

救急時のみ
対応している病院です救急輪番病院  ８月

月日 担当歯科医院 問合せ
8/ 6 ㈰ 五十嵐歯科医院（白鷹） 0238-85-2075
8/11 (金・祝） 笹生歯科医院（米沢） 0238-21-0331
8/13 ㈰ 村上歯科クリニック（長井） 0238-83-3650
8/14 ㈪ 佐藤歯科クリニック（南陽） 0238-47-2888
8/15 ㈫ 金子歯科医院（米沢） 0238-23-0909
8/20 ㈰ ふなやま歯科医院（川西） 0238-42-3057
8/27 ㈰ たいら歯科医院（米沢） 0238-40-8404

■問合せ／消費生活センター☎ 40-0525

休日歯科診療担当歯科医院���������������������������������������������������������������������■診療時間／９時～15時
■ホームページ／ http://yoneshi.org/

13 29.7.15



情報交差点

講習会など

　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

　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
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■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

情報交差点
身近な情報をまとめてゲット！

【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。

お知らせ

催し物

　
　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

　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

　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
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■申込・問合せ／〒 992-8501 米沢市金池５丁目２-25
　総務課人事研修担当☎ 22-5111
※�受験案内・受験申込書は問合せ先または市役所総合案内

で入手できるほか、市ホームページからダウンロードで

きます。郵送で取り寄せる場合は、封筒の表に「受験案内

請求」と朱書きし、宛先を明記した返信用封筒（A4 サイ

ズで 120 円切手を貼ること）を同封してください。

第１次試験
■期日／９月 17 日㈰　■会場／すこやかセンター
■�試験科目／教養試験、専門試験（管理栄養士）、適性
検査

■受付期間／７月 18 日㈫～８月８日㈫ ※土日を除く

※�第 2 次試験の期日などは第 1 次試験合格者に後日通知し

ます（試験科目：面接試験、身体検査など）。

試験区分 採用人数 受験資格

管理栄養士 １人
昭和 61 年４月２日以後に生まれた人で、現に管理栄養士の免許を有する人ま
たは平成 30 年 6月末日までに当該免許を取得する見込みの人

初級行政 若干名 平成８年４月２日から平成 12 年４月１日までに生まれた人

平成 30 年４月１日採用 米沢市職員採用試験

共に歩もう、
　　　　未来の米沢へ

なせばなる　 まつり 参加者大募集！秋秋
ステージイベント

棒
ぼっくいいち

杭市（無人販売）出品者

■日時／９月 23 日（土・祝）・24 日㈰
　10 時～ 17 時（24 日は 16 時まで）
■会場／伝国の杜広場
■出品料／無料
■出品条件／
・未使用品で無人販売に耐えられるもの
・出品者は団体または個人（18 歳以上）
※�常温で長期間保存できない食品、酒類及び

公序良俗に反するものは出品不可

■�日時／９月 23 日（土・祝）・24 日㈰
　10 時～ 17 時（24 日は 16 時まで）
■�内容／伝国の杜前広場特設ステージで
の歌・踊り・ダンスなど
■参加料／無料
※�応募者多数の場合は子どもたちによる発表

団体を優先し、先着順となります。

■申込締切／８月４日㈮

2

1

上杉鷹山の時代、庶民が杭などにザルをつるし、
商品を販売していた「棒杭市」を再現します。

元気いっぱいのステージで、秋まつりを盛り上げよう！！

■出品の注意／
・リサイクル市ではありません。
・�販売に必要な値札、飾りつけなどは各
自で準備してください。
■申込締切／８月 4日㈮
■申込・問合せ／
　総合政策課地域振興担当☎ 22-5111
※�９月 9 日㈯ 19 時から伝国の杜で出品者説

明会を行います

■�申込方法／下記事務局に設置してある
申込書に記入し、お申し込みください。

※�申込書は「米沢観光ナビホームページ」ま

たは「なせばなる秋まつり公式ホームペー

ジ」からダウンロードできます。

■�申込・問合せ／なせばなる秋まつりス
テージイベント担当（米沢商工会議所
内）☎ 21-5111【FAX】21-5116
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