
■�募集内容／米沢産舘山りんごを使用したスイーツのオ
リジナルレシピ
■�応募資格／平成 28 年８月現在、菓子業界で製造技術

者として勤務していない人※個人・団体は問いません。

■�応募方法／応募用紙に必要事項を記入の上、
作品の写真を添付して郵送もしくはメール
でご提出ください。
※�コンテストの詳細は「米沢おしょうしな

ショップ運営協議会」のホームページでご

覧いただけます。応募用紙もダウンロード

できます。

■�賞品／グランプリ（１点）…賞金 30,000 円、準グラン
プリ（１点）…賞金 10,000 円、特別賞（３点）…菓子共
通券（5,000 円相当）、奨励賞（２点）…菓子詰め合わ
せ（3,000 円相当）、米沢菓子組合理事長賞（２点）…
クオカード（1,000 円分）
■応募締切／ 10 月 28 日㈮※当日消印有効

■応募先／〒 992-8501 米沢市金池 5 丁目 2-25
　舘山りんご＆スイーツフェスタ実行委員会（農林課内）
　【電子メール】osyousina7@gmail.com
■問合せ／農林課農畜産担当☎ 22-5111

第７回

舘山りんご
スイーツコンテスト

レシピ募集！

応募者全員に

舘山りんごを

プレゼント！

「広報よねざわ」
読者モデル
安部静香さん

皆さんの

アイデアレシピを

お寄せください！

米沢市役所
☎0238-22-5111

 広報よねざわ  検 索広報よねざわはホームページでもご覧になれます。　http://www.city.yonezawa.yamagata.jp
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国民健康保険被保険者証の一斉更新を行います
■問合せ／国保年金課国保担当 ☎22-5111

届いたら内容のご確認を！

９月１日からは
新しい保険証をご使用ください

　現在使用している国民健康保険被保険者証・退職被保険者証（以下「保
険証」といいます）の有効期限は８月 31 日です。カード型で、１人１
枚ずつ交付されています。保険証は、病気などで医療機関にかかると
きに必要な、国保に加入している証明書です。小さいので、なくさな
いようご注意ください。
　９月１日から使用する新しい保険証は、８月 23 日頃発送する予定で
す。同封するパンフレットも必ずお読みください。
　なお、今までの保険証は回収しませんので各自で処分してください。

　　　保険証の内容を確認してください

□国保加入者全員分の保険証が届いていますか？
※加入者が多い世帯や外国人を含む世帯には、封筒を分けて郵送する場合があります。

□住所、世帯主の氏名は正しいですか？
□加入者の氏名、生年月日、性別は正しいですか？
※不明な点はお問い合わせください。

新しい保険証が届いたら

見 本

新しい
保険証が
届いたわ

　会社などの保険に入ったとき、国民健康保険をやめる届出
をしないと、国民健康保険税が課税されたままになってしま
います。早めに手続をしましょう。

これを
持ってい
くのね！

市役所１階
市民課③～⑥番窓口へ

●持参するもの
・郵送された新しい保険証
・現在使用している保険証
・印鑑（スタンプ印を除く）
・職場の健康保険証など
・福祉医療証
　（該当している人）

新しい保険証は
薄い緑色です！

　　　こんなときは届出を！

□加入する健康保険が変わった
　職場の健康保険に加入した場合は、その時点から保険
証は使用できません。本市の国民健康保険をやめる届出
が必要です。

□米沢市から転出する
　転出後は本市の保険証は使用できません。忘れずに転
出の届出をし、保険証は転出時に返却してください。

□記載内容が変わった
　「市内で転居して住所が変わった」「世帯主が変わった」
など、保険証の記載内容に変更が生じたときは、窓口へ
お越しください。

健康保険の
重複加入に
ご注意を！

届出は

その１

その２
届出は随時必要ですが、お忘れではありませんか？

保険証が
２種類
あるわ！

228.8.15



特に
「人生の節目」は

注意しましょう！

国民年金マスコット
「ネッキーくん」

国民年金の届出を忘れずに！
■問合せ／国保年金課年金担当 ☎22-5111、米沢年金事務所 ☎ 22-4220

被保険者のグループが変わる人は届出が必要です

　国民年金の被保険者（加入者）は、職業などで３種類のグループに分か
れています。
　就職などで被保険者のグループが変わる人は、届出が必要です。届出
をしないと、場合によっては年金を受給できなくなります。

｢わたしと年金｣ エッセイ募集中！
　公的年金の大切さや意義を感じたエピソードな
どをご応募ください。
■応募資格／中学生以上
■�応募方法／ 1,000 ～ 2,000 文字程度にまとめ、郵送で提出してく

ださい。また、氏名（ふりがな）、年齢、性別、住所、電話番号、
職業（または学校名など）を明記してください。
■�その他／�内容は応募者本人が創作したもので、未発表のものに

限ります。応募作品は返却しません。
■応募締切／９月５日㈪※当日消印有効

■�応募先／〒168-8505 東京都杉並区高井戸西 3-5-24　日本年金機構
　相談・サービス推進部サービス推進グループ「わたしと年金」担当
　☎ 03-5344-1100

口座振替・前納 をご利用ください
　今年度の第１号被保険者の保険料は、月額
16,260 円です。前納制度を利用すると、一定期間
分を前もって納付することができ、保険料が割引
されます。■問合せ／米沢年金事務所

任意加入制度 をご存知ですか？

　60 歳までに老齢年金受給資格期間（25 年）を満
たさない人や、年金額を満額に近づけたい人、日
本国籍を持っていて海外に住所のある人は任意加
入して保険料を納付できる場合があります。加入要
件や手続に必要な物はお問い合わせください。■問
合せ／米沢年金事務所または国保年金課年金担当

国民年金被保険者（20 歳以上 60 歳未満）のグループとは？

こんなときは届出が必要です！

第１号被保険者 第２号被保険者 第３号被保険者

自営業者や学生、
フリーター、失業
中の人

会社員や公務員
（厚生年金加入者）

会社員や公務員に
扶養されている配
偶者

※１　20 歳の誕生月に日本年金機構から住所地へ送付されます。

※２　国民健康保険と国民年金を同時に手続する人は市民課記録担当に届出をしてください。

届出が必要なとき 被保険者のグループ 届出先 必要なもの

20 歳になったとき
（厚生年金に加入している人は不要）

第１号
国保年金課
年金担当

印鑑、国民年金被保険者資格取得届※
1 など

就職したとき 第２号 勤務先 届出先へお問い合わせください。

会社員や公務員が退職したとき
第２号から
第１号へ

国保年金課
年金担当※ 2

年金手帳、印鑑、退職日のわかる証明
書（資格喪失連絡票など）

会社員や公務員である配偶者の扶養に
なったとき

第３号
配偶者の
勤務先

届出先へお問い合わせください。

配偶者が退職したとき・配偶者の扶養
でなくなったとき

第３号から
第１号へ

国保年金課
年金担当※ 2

年金手帳、印鑑、扶養喪失のわかる証
明書（資格喪失連絡票など）

3 28.8.15



News and Topics

　農業振興地域整備計画では、優良な農地を確保し農業
の健全な発展を図るため、農用地の区域や用途を定めて
います。この計画は、概ね５年ごと見直しすることとし
ており、このたび平成 28 年度に見直しを行います。
　見直しの内容
　整備計画と農用地利用計画を策定します。現在の計画
で農用地区域に指定されている区域の見直し（除外）を
行いますので、要望のある人は担当へご相談ください。
なお、除外の要望は右記の５つの要件を全て満たす場合
のみ受け付けます。また、要望受付後は関係機関による
審議があります。詳しくは説明会にお越しください。
■受付期間／８月 30 日㈫～９月 30 日㈮
■説明会／

日時 場所
８月 30 日㈫ 18 時 30 分～ 六郷コミュニティセンター
８月 31 日㈬ 18 時 30 分～ 万世コミュニティセンター
９月１日㈭ 18 時 30 分～ すこやかセンター

　除外に必要な５つの要件
・�除外することが必要かつ適当であって、当該地以

外に代替すべき土地がないこと
・農業上の効率的な利用に支障がないこと
・�認定農業者等の農用地の利用集積に支障を及ぼす

恐れがないこと
・�土地改良施設等の有する機能に支障を及ぼす恐れ

がないこと
・�農業生産基盤整備事業（国営かんがい排水事業な

ど）完了後８年を経過していること
（水窪ダム関連の改修事業の受益地ではないこと）

Point !
　農用地に指定されている土地は農業以
外の用途（住宅や店舗の建設など）には
使えません。農業以外に使用する場合は
「除外」の手続が必要です。なお、除外
手続が済むまでは、事前着工は一切認め
られません。※都合の良い会場にお越しください。

なる
ほど

農業振興地域整備計画の見直しを行います

■問合せ／農林課農政担当 ☎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 イベント 講座・講習会 News 募集 高齢者 障がい者

防災 マイナンバー 年金 バス ペット

etc.

年金 選挙

防犯 農業

試験区分 採用人数 受験資格

薬剤師 １人

昭和 57 年４月２日以後に生まれた
人で、現に薬剤師の免許を有する人
または平成 29 年３月末日までに当
該免許を取得する見込みの人

理学
療法士

若干名

昭和 62 年４月２日以後に生まれた
人で、現に理学療法士の免許を有す
る人または平成 29 年３月末日まで
に当該免許を取得する見込みの人

平成 28年度 米沢市職員（病院職員）採用試験

■問合せ／市立病院総務課総務担当 ☎22-2450

交通安全

保健

下水道 その他 住宅 環境 子ども 税金

水道 イベント 講座・講習会 News 募集 高齢者 障がい者

防災 マイナンバー 年金 バス ペット

etc.

年金 選挙

防犯 農業

第１次試験
■期日／ 10 月 16 日㈰　■会場／米沢市立病院
■�試験科目／小論文、適性検査

平成 29 年４月１日採用 ■�受付期間／８月 15 日㈪～９月 21 日㈬
※土日・祝日を除く

※第 2次試験は第 1次試験合格者に通知します。

■申込先／〒 992-8502 米沢市相生町６-36
　米沢市立病院総務課総務担当　
※�受験案内・受験申込書は問合先で入手できるほか病院ホー

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。

広
告

結露でお悩みの方はご相談ください

昨年「プラマードＵ」を取付した
通り町Ｋさんからの感想です　　　　
　①外の音も気にならなくなりました
　②結露も止まって気持ちもすっきり
　③温かくなったからストーブの設定
　　温度も３℃も下げたのよ～
Ｋさんの笑顔が、我々の最高の喜びです。
今ならリフォーム補助金が付いてお得。

まずは、お電話を。

　プラマードUで家族円満！

米
沢
牛
・
山
懐
料
理

よ
し
て
い

ち
ょ
っ
と

贅
沢
で
優
雅
な
宴
席
。

吉
亭
。

山形県米沢市門東町1-3-46
TEL.0238（23）1128
http://www.yoshitei.co.jp
営業時間【午前】11：30～15：00

【午後】17：00～21：00

吉
亭
有
機
Ｅ
Ｌ
照
明
の
座
敷
。

ご
接
待
に
。

結露でお悩みの方はご相談ください

昨年「プラマードＵ」を取付した
通り町Ｋさんからの感想です　　　　
　①外の音も気にならなくなりました
　②結露も止まって気持ちもすっきり
　③温かくなったからストーブの設定
　　温度も３℃も下げたのよ～
Ｋさんの笑顔が、我々の最高の喜びです。
今ならリフォーム補助金が付いてお得。

まずは、お電話を。

　プラマードUで家族円満！

428.8.15



　次の施設について平成 29 年度からの指定管理者を公募により選定します。施設現地説明会に参加しない団体は応募
できませんので、応募を予定している団体は必ず参加してください。

■日時／ 10 月 13 日㈭８時 45 分～ 16 時 15 分
※市役所 8時 45 分集合（バスで移動）

■参加費／無料　■定員／ 40 人程度
■募集期間／８月 15 日㈪～９月 16 日㈮
■内容／森林散策、昼食会、陶芸教室
■�その他／昼食は各自持参となります。詳細は、後日資

料を自宅へ郵送します。

施設の名称 施設現地説明会の日時・会場 申込・問合せ

市民バス（廃止代替）
８月 23 日㈫ 13 時 30 分～
市役所３階庁議室

総合政策課地域振興担当
☎ 22-5111

上杉記念館
８月 22 日㈪ 10 時～
上杉記念館

観光課観光施設担当
☎ 22-5111

児童会館
８月 23 日㈫ 10 時～
児童会館２階第１クラブ室

社会教育・体育課指導管
理担当☎ 21-6111

＜共通事項＞
■公募要領などの配布開始日／
　８月 18 日㈭
■質疑受付期間／
　８月 18 日㈭～ 26 日㈮
■応募受付期間／
　９月１日㈭～ 16 日㈮

　今年もみどり環境交付金事業を活用し、森林巡りツアーを開催します。

指定管理者を公募します

森林巡りツアー「源流の森（飯豊町）の森林散策＆陶芸教室」参加者募集

■問合せ／総合政策課経営政策担当 ☎22-5111

■申込・問合せ／農林課森林農村整備担当 ☎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 イベント 講座・講習会 News 募集 高齢者 障がい者

防災 マイナンバー 年金 バス ペット

etc.

年金 選挙

防犯 農業

交通安全

保健

下水道 その他 住宅 環境 子ども 税金

水道 イベント 講座・講習会 News 募集 高齢者 障がい者

防災 マイナンバー 年金 バス ペット

etc.

年金 選挙

防犯 農業

市営住宅入居者募集

■申込・問合せ／指定管理者公益サービス共同企業体事務所 ☎40-8700交通安全

保健

下水道 その他 住宅 環境 子ども 税金

水道 イベント 講座・講習会 News 募集 高齢者 障がい者

防災 マイナンバー 年金 バス ペット

etc.

年金 選挙

防犯 農業

■募集期間／８月 15 日㈪～ 20 日㈯
■抽選会／８月 30 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／９月 23 日㈮
■�申込方法／平成 27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�※家賃は収入により決定

団地名 部屋数 戸数 階数 家賃（円） �区分
吾妻町 6-4.5-4.5 1 1 5,600~11,100 一般

金池 6-4.5-3 1 4 10,400~20,400 一般

窪田 8-6-4.5 2 1・4 16,200~36,900 一般

窪田 6-6-4.5 1 2 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 1 2 25,800~50,600 一般
塩井町 6-6-6 1 2 22,700~44,600 一般

広
告

 

なごみCafe

い つ：２月16日(火) 
どこで：東部コミュニティーセンター

時   間 9：30-11：30
参加費 500円
対象者 どなたでも

お問い合わせ  　　
〒992-0039 米沢市門東町2-8-38 ☎22-7557 担当：三浦・矢木

(有)なごみの部屋

　介護で困っているご家族、認知症の方とそのご家族、地域住民の方々など誰でも参加でき、
集う場です。参加者の皆さんで温かいコーヒーなどを飲みながら、団らんや情報交換、レクリ
エーションなどをしながら、楽しい時間を一緒に過ごしませんか。

 

なごみCafe

い つ：９月２０日(火) 
どこで：東部コミュニティセンター

時   間 9：30-11：30
参加費 500円
対象者 どなたでも

お問い合わせ  　　
〒992-0039 米沢市門東町2-8-38 ☎22-7557 担当：三浦・矢木

(有)なごみの部屋

　介護で困っているご家族、認知症の方とそのご家族、地域住民の方々など誰でも参
加でき、集う場です。参加者の皆さんで温かいコーヒーなどを飲みながら、団らんや情
報交換、レクリエーションなどをしながら、楽しい時間を一緒に過ごしませんか。
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0238-22-3644オーシャン・イングリッシュ・クラブ米沢校

２８日(日)まで

こどもスイミング /英会話 /大人フィットネス･スイミング

８月１回無料体験

※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。

期間中、曜日・時間を選んでいただいての1 回無料体験となります。

９月１８日㈰敬老の日イベント★

プール無料開放します♪

夏の体験会開催中 !!
マイティよりご案内

日曜日ごご２時～４時
 ( 休館日を除く )

プール一般開放してます !!
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合同企業面接会＆
求職者セミナー
　ものづくり関連の職場で働きたい
人のための求職者セミナーと合同企
業面接会です。■期日／９月 14 日
㈬　■時間・内容／ 12 時～ 13 時：
求職者セミナー、13 時～ 16 時：合
同企業説明会　■会場／グランドホ
クヨウ　■対象／求職者（平成 29
年３月新卒予定者を除く）■参加費
／無料※申込不要　■問合せ／キャ
リアバンク㈱☎ 023-673-0515 また
は商工課工業労政担当

夏のおきたま　食の銘店
めぐりスタンプラリー！

　食の銘店をめ
ぐって、置賜の食
と農を応援しませ
んか？約 330 の参
加店で、飲食・買
い物をして、異な
る店舗のスタンプ

を４つ集めて応募すると、抽選で置
賜の素敵な商品が当たります。詳し
くは、参加店にある専用リーフレッ
トまたは「おきたま食の応援団」
ホ ー ム ペ ー ジ（http://yamagata-
okitama-shoku.net/）をご覧くださ
い。■開催期間／９月 25 日㈰まで
■問合せ／「おきたま食の応援団」
置賜農業振興協議会☎ 26-6051 ま
たは農林課農政担当

催し物

～農恋第２弾～
ゆかたの君と出会いの夕べ 

　浴衣を着て農業青年と知り合って
みませんか。美味しい料理と米沢牛
串であなたを歓迎します！■期日／
９月 10 日㈯　■時間・内容／ 17 時
～ 18 時 30 分：受付（着付け・プロ
フィールカード記入）、18 時 30 分
～ 20 時 30 分：イベント　■会場／
上杉伯爵邸中庭（雨天時は大広間）
■対象・定員／ 20 歳～ 45 歳の独身
男女・各 15 人（先着順）■参加費／
女性（フリー）2,000 円、男性（市在
住農業関係者）3,000 円 ※希望者に
は、浴衣レンタル・着付け無料 。た
だし色・柄はおまかせ。■募集締切
／８月 31 日㈬　■申込・問合せ／
農業委員会事務局農政振興担当

自然農法東北大会 in 山形
　自然農法・自然食を基本に、生産
者と消費者が行政と一体となっての
まちづくりをテーマに開催します。
■日時／９月 11 日㈰ 14 時～ 17 時
■会場／上山市体育文化センター
■内容／事例報告、シンポジウム　
■参加費／ 1,000 円（資料代）■申
込締切／９月７日㈬　■申込み／自
然農法東北大会 in 山形実行委員会
☎ 023-633-3266　■問合せ／申込
先または農林課農畜産担当

講座・講習会

市立病院公開セミナー
■日時／８月 20 日㈯ 10 時開演　
■会場／すこやかセンター　■演題
／①米沢市における骨粗鬆

しょう

症の実態
と米沢市立病院の取り組み～元気で
折れない骨を作るために～②自分ら
しく生きるために その４～がんを
なおす手術と、その後の生活～　■
講師／①整形外科医員・髙橋忠久医
師②外科長兼内視鏡外科長・佐藤佳
宏医師　■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

平成 28 年度後期 危険物取
扱者試験準備講習会
■日時／９月 26 日㈪・27 日㈫９時
～ 16 時　■会場／南陽市役所　■
種類／丙種（26 日）、乙種４類（26・
27 日）■受講料／【協会員】丙種
3,300 円、乙種４類 4,600 円【協会
員以外】丙種3,800円、乙種４類5,600
円　■申込締切／９月 12 日㈪　■
申込み／危険物安全協会事務局（米
沢消防署内）☎ 23-3108■問合せ／
申込先または総務課危機管理担当

募集

米沢市高等技能専門校で国
家資格を取得しませんか？

　働きながら国家資格が取れる県認
定の学校です。■平成 29 年度募集
課程／木造建築科、左官タイル科、
建築塗装科、建築板金科　■問合せ
／米沢市高等技能専門校☎ 21-3360
または商工課工業労政担当
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（担当課におつなぎします）

問合せ
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● 御法要膳「百合」\6,500（税別）、「桔梗」（和洋折衷コース）\7,500（税別）もございます。
● 米沢牛すき焼をご用意。● 御引出物・ご案内状・オードブルなども承っております。ぜひご用命下さいませ。

御法要プラン「水仙」　\5,800（税別）

故人を偲びご親戚・ご友人と語り合うお席に、お客様の
ご要望にお応えして真心こめてお手伝いさせていただきます。

金剛閣の御法要プラン

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
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自衛官候補生・一般曹候補
生、航空学生
■募集種目／①自衛官候補生②一般
曹候補生③航空学生　■対象／①②
18 歳以上 27 歳未満の男女③高卒以
上で 18 歳以上 21 歳未満の男女※
平成 29 年４月 1 日現在　■受付期
間／９月８日㈭まで　■試験日・試
験会場／受付時にお知らせします。
【自衛官採用説明会】
■日時／８月 20 日㈯９時～ 11 時
■会場／自衛隊米沢地域事務所（米
沢地方合同庁舎４階）※予約不要　
■問合せ／自衛隊米沢地域事務所☎
23-0011 または総務課総務担当

平成 28 年度後期
広報よねざわ有料広告
■掲載号／ 10 月 15 日号～平成 29
年４月１日号　■料金／全枠（縦
4.2㎝×横 17㎝）31,000 円、半枠（縦
4.2㎝×横 8.5㎝）17,000 円　■申込
期間／８月 15 日㈪～ 31 日㈬　■
申込方法／広告掲載申請書に必要事
項を記入の上、郵送またはご持参く
ださい。また、掲載広告案も併せて
提出してください。なお、申請書は
秘書広報課にあるほか、市ホーム
ページからダウンロードできます。
※正式な広告データは広告掲載が決
定した後にご提出いただきます。■
その他／①申込多数の場合は調整の
上、抽選します。②掲載位置の指定
はできません。③受付期間以降の申
込みは、空きがある場合のみ先着順
で受け付けています。詳しくはお問
い合わせください。
■申込・問合せ／秘
書広報課広報広聴係

平成 28 年度第３期
ホームページ有料広告
■掲載期間／ 10 月１日～ 12 月 31
日（１か月単位で掲載可能）■申込
締切／① 10 月から掲載：８月 31
日㈬② 11 月から掲載：９月 30 日
㈮③ 12 月から掲載：10 月 31 日㈪
■料金／１か月１枠 10,000 円　■
提出物／広告掲載申請書、バナー画
像　■申込方法／市ホームページか
ら申請書をダウンロードし必要事項
を記入の上、郵送または総合政策課
まで持参してください。バナー画像
は CD または DVD に保存し申請書
と一緒に提出するか、メールで提出
してください。■バナー画像／ 60
×150ピクセル　■その他／①ホー
ムページでの広告掲載のため、広告
主がサイトを開設していなければ受
付はできません。②掲載順は抽選で
決めるため指定はできません。③
詳細は市ホームページをご覧くだ
さい。■申込・問合せ／総合政策
課情報システム担当【電子メール】
j-sys@city.yonezawa.yamagata.jp

「山形県就職情報サイト」
掲載企業
■掲載サイト／山形県就職情報サイ
ト（http://www.shushoku.yamagata.
jp/）■募集数／ 100 社　■掲載費
用／無料　■申込方法／申込書を申
込先までお送りください。様式は山
形県ホームページからダウンロード
可。■募集締切／９月 30 日㈮　■
申込み／山形県商工労働観光部雇用
対策課☎ 023-630-2375　■問合せ
／申込先または商工課工業労政担当

税金

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３期分及び後期高齢者医療保
険料の第２期分の納期限（普通徴収
の人）は８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。現在、９月 30 日㈮
納期限の市税等の口座振替申込みを
受付中です。■問合せ／納税課

第 11 回 伴淳映画祭 2016 米沢
　米沢が生んだ昭和の喜劇王「伴淳三郎」の懐かしい映画
をご覧ください。2007 年から７年連続でゲスト参加した
瀬川昌治監督が亡くなったため、偲ぶ時間も設けています。
■日時／９月 25 日㈰ 10 時開場 10 時 30 分開演
■会場／伝国の杜 置賜文化ホール
■内容／
① 10 時 30 分～ 12 時 20 分「駅前旅館」豊田四郎監督 1958 年（109 分）
② 13 時～ 14 時 20 分「アジャパー天国」斎藤寅次郎監督 1953 年（78 分）
③14時45分～16時15分「喜劇・女は男のふるさとョ」森崎東監督1971年（90分）
■チケット（通し券）／前売り 2,000 円、当日 2,500 円
■問合せ／「伴淳の会」酒井☎ 080-5226-1539 または文化課文化振興担当

7 28.8.15



人口 85,075 人������対前月比 -58
男 41,675 人
女 43,400 人
世帯数 32,982 世帯��対前月比 3
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米沢市役所　〒 992-8501 米沢市金池 5 丁目 2-25　☎ 22-5111

市議会を傍聴しませんか？
■９月定例会の会期／９月２日㈮
～ 29 日㈭（予定）※詳しくは市議
会ホームページをご覧いただくか
議会事務局までお問い合わせくだ
さい。請願の提出期限は８月 26
日㈮ 17 時です。■問合せ／議会
事務局

選挙人名簿の縦覧
　９月２日の定時登録で、新たに
選挙人名簿に登録される人の縦覧
を行います。■登録される人／次
の要件を満たし、９月１日現在引
き続き本市に住所を有している人
①平成 28 年３月 22 日～６月１日
に住民登録した人②平成 10 年７
月 12 日～９月２日に生まれた人
■縦覧期間／９月３日㈯～７日㈬
８時 30 分～ 17 時　■縦覧場所／
選挙管理委員会事務室（市役所６
階）■問合せ／選挙管理委員会事
務局

市民課窓口の時間延長日
　毎週火・木曜日（祝日は除く）
は、証明発行の窓口サービスを 18
時 30 分まで延長します。本人確
認のため、身分証明ができるもの
をご持参ください。■取扱業務／
住民票、印鑑証明書、現在戸籍及
び附票、税の証明書などの発行業
務※一部発行できないものもあり
■�問合せ／市民課

人口と世帯数（推計人口）

７月１日現在

■問合せ／総合政策課統計担当

News Navi 米沢市インターネット公売
　差押えをした動産（美術品、民芸
品）と不動産（土地、建物）をイン
ターネット上で公売します。詳細は
市ホームページをご覧ください。■
対象／どなたでも　■参加申込期限
／９月２日㈮ 23 時※保証金が必要　
■入札方法／【動産（せり売り）】９
月９日㈮ 13 時～ 12 日㈪ 23 時【不
動産（入札）】９月９日㈮ 13 時～ 16
日㈮ 13 時※参加申込みした人のみ　
■問合せ／納税課納税係・整理係

こども

来春小学校に入学するお子
さんのいるご家庭へ

【就学時健康診断】
　来春小学校に入学するお子さんを
対象に、入学予定の小学校で 10 月
に実施します。詳しい案内は、後日
各小学校よりお送りします。本市に
住民登録のない人で、受診を希望す
る場合は、9 月 12 日㈪までお問い
合わせください。
【震災で避難している人へ】
　本市に住民登録がない人で、市内
の小学校に入学を希望する人は、印
鑑をご持参の上、窓口にお越しくださ
い。■問合せ／学校教育課学事担当

高齢者

敬老のお祝い品を
お届けします

　９月 19 日（月・祝）の敬老の日を記
念して、対象者にお祝いの寿詞を、
市職員がご自宅にお届けします。夕
方や休日などにお伺いすることもあ
りますので、ご了承願います。■期
間／９月１日㈭～ 19 日（月・祝）　■対
象／①昭和４年生まれの人（今年数
え年 88 歳を迎える人＝米寿）②大
正６年生まれの人（今年数え年 100
歳を迎える人）③大正５年以前生ま
れの人（今年数え年 101 歳以上を迎
える人＝長寿）■問合せ／高齢福祉
課高齢者福祉係

福祉

障がい者（児）等の相談窓口
　障がい者（児）等の生活全般に関
する様々な相談を行っていますの
で、ご利用ください。■問合せ／社
会福祉課障がい者支援担当
●あずさ（城西１丁目３－ 78）
■相談時間／８時 30 分～ 17 時　
■定休日／毎週土・日曜日、祝日及
び年末年始　■相談・問合せ／あず
さ☎ 24-4335
●�しょうがい者地域生活支援事業所
すてっぷ（東２丁目８－ 54）
■相談時間／９時 30 分～ 17 時　
■定休日／奇数週の土曜日、偶数週
の木曜日、祝日及び年末年始　■相
談・問合せ／すてっぷ☎ 22-0703

農業

農地利用意向調査に
ご協力ください

　農地法では利用状況調査（農地パ
トロール）と利用意向調査が義務付
けられています。8 月22日㈪から農
地パトロールを実施し遊休農地と判
断された農地の所有者には 11 月末
頃利用意向調査を行います。お手元
に調査票が届いた人は、ご協力くだ
さい。■問合せ／農業委員会事務局

その他

山形大学工学部で
国際会議が開催されます

　９月６日㈫～８日㈭に、山形大学
工学部米沢キャンパスで、フレキシ
ブル印刷エレクトロニクスの科学・
技術・応用に関する国際会議（通称：
ICFPE2016）が開催されます。この
会議には、海外からも多くの研究者
が参加します。参加者が市内のお店
や観光施設に立ち寄られる機会もあ
りますので、皆さんの温かいおもて
なしで迎えましょう。■問合せ／
米沢観光コンベンション協会☎ 21-
6226 または観光課観光企画担当

828.8.15



■ 8/25 ㈭～ 28 ㈰ 第 35 回記念米沢書写センター作品展
煌遊会書道展

■ 9/8 ㈭～ 11 ㈰ 鈴木美知子パッチワーク教室展
※最終日 17 時まで

■ 8/30 ㈫～ 9/4 ㈰ 第 20 回やまなみ会写真展
松本正光写真展６「ポートレートドラマティック」
第 21 回研美会絵画展
第 12 回彩りの会絵画展
第 14 回うきたむ水墨画展

■ 9/13 ㈫～ 18 ㈰ 第 67 回置賜地区高校美術展
※最終日 14 時まで

第 27 回米沢水墨画同好会展
第 52 回写覧会写真展
小さな親切の会ポスター作品展

■ 9/6 ㈫～ 11 ㈰ 第 13 回デッサンの会「絵夢」作品展 ■開催中 開館記念展「米沢の美術作家たち～昭
和を生き抜いた 11 人～」※ 8/21 まで

文化会館

ナセＢＡ 大沼

ホテルサンルート

まちなか駐車場
米沢信用
金庫

よねざわ 市民ギャラリー
中央 1 丁目 10-6（ナセＢＡ）　☎ 22-6400
９時～ 20 時（事務室受付）※展示時間は原則 10 時～ 18時

ワク！ナビ
ワクワクするような

市の施設情報をお届け！

市立米沢図書館
中央 1 丁目 10-6（ナセＢＡ）　☎ 26-3010　平日 10 時～ 20 時　土・日・祝９時～ 19 時
休館日：８月 25 日㈭※毎月第４木曜日

　

　世界で初めて人工の雪を作り
出すことに成功し、「雪の博士」
とも呼ばれる物理学者、中谷宇
吉郎。一方で、さまざまな自然
の不思議を随筆にまとめ、科学
のこころの啓蒙に努めた文筆家
としても知られています。人工
雪の生成実験の様子や十勝岳で
の結晶の採集などを綴る筆致の
豊かさに加え、灰銀色の表紙も
魅力的な、美しい一冊です。暑
い夏に、清涼剤となる物語を。

中谷宇吉郎
雪を作る話
作：中谷宇吉郎
出版：平凡社

今月のおすすめの 1 冊安保論争
枕元の本棚
オリーブの歴史
フランス人がときめいた日本の美術館
忍者の歴史
もし、シェイクスピアがスター・ウォー
ズを書いたら　ジェダイ、帰還せり

細谷雄一
津村記久子
ファブリーツィア・ランツァ
ソフィー・リチャード
山田雄司

ジョージ・ルーカス

新
着
一
般
書

イルカと友達になれる海　大西洋
バハマ国のドルフィン・サイト
ちっちゃいさん
書店・図書館で働く人たち
しごとの現場としくみがわかる！
そして 谷川俊太郎自選詩集
フォックスクラフト 1

越智隆治

イソール

戸田恭子

谷川俊太郎　
インバリ・イセーレス

新
着
児
童
書

　図書館サポーター 募集
　本の整理や読み聞かせなどを行うサポーターを募集して
います。詳しくは図書館ホームページをご覧ください。

　８月のおはなしのへや
◎おはなしかい
■�日時／８月 13 日㈯ 14 時～・20 日㈯ 14 時～・26

日㈮ 11 時～※ 26日㈮はサークル夢空間の読み聞かせ

お車でお越しの際は「まちなか駐車場」をご利用ください
　ナセＢＡ（図書館・ギャラリー）、市民文化会館をご利用の場合は、
まちなか駐車場が３時間まで無料になりますので、駐車券を各施設にお
持ちください。なお、施設閉館以降は有料となります（30 分毎 100 円）。

広
告
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ワク！ナビ
ワクワクするような

市の施設情報をお届け！

「古典の日」特別企画

置賜文化ホール

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：８月 24 日㈬、９月 28 日㈬

丸の内 1 丁目 2-1（伝国の杜）☎ 26-2666　9 時～ 17 時（事務室受付）
【うごく能舞台～空気浮上式移動作業の一般公開～】９月８日㈭ 17 時～入場無料

平成 28 年度　山形県能楽の祭典
　県内の能楽愛好団体が一堂に会し、連吟・仕舞・舞囃
子などを披露します。伝国の杜こども狂言クラブも出演。
■�日時／９月 11 日㈰９時 30 分～ 16 時 30 分（予定）
■�入場料／無料（入退場は自由です）

能楽囃子コンサート ～音から触れる能の世界～
　プロの囃子方による能楽器（笛・小鼓・大鼓・太鼓）
の演奏を、解説付きでお楽しみください。
■�日時／ 11 月１日㈫ 18 時開演
■会場／エントランス能舞台
■�入場料／全席自由 500 円（当日 300 円増）
※４歳以下の入場不可、託児あり（有料、申込制）

■チケット／９月１日㈭伝国の杜にて発売

置賜文化ホール開館 15周年記念コンサート
「カナディアン・ブラス」
　金管五重奏で世界中を魅了す
るカナディアン・ブラスの米沢
公演。多彩なジャンルの楽曲を
ユーモアあふれるパフォーマン
スでお届けします♪
■�日時／
　11 月 15 日㈫ 18 時 30 分開演
■�入場料／全席指定 4,000 円、学生 1,500 円（当日 500

円増）※未就学児の入場不可、託児あり（有料、申込制）

■チケット／９月１日㈭発売　※伝国の杜では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、こまつ書店堀川町店

　開館 15 周年記念企画展
　時間旅行展
　ＴＩＭＥ！ＴＩＭＥ！ＴＩＭＥ！
　光の旅（宇宙から届く
星の光を体感）、動物時
間（動物の体の大きさと
心拍数の関係）、無響空
間（音も光もない空間で
の時間の長さは？）、マ
シュマロスコープ（「時
間」が素材の不思議なアート作品）、錯時間（聴覚・視覚
の時間感覚の変化を体験）ほか、「時間」の不思議を体感
できる展示物がやってきます！
■期間／８月 29 日㈪～９月 24 日㈯
※会期中の休館日なし

■入館料／一般 410 円、高大生 300 円、小中生 200 円
◎時間ツアー（企画展示室にて、要入館料）
■日時／９月３日㈯ 14 時～、９月 10 日㈯ 11 時～
※ナビゲーター・当館学芸員

　上杉文華館　 謙信を生んだ一族・長尾氏

　　　　　
「守護支配の深化」　　　　　　

■期間／８月 25 日㈭～９月 27 日㈫
◎コレクショントーク（要入館料）
■日時／８月 27 日㈯ 14 時～　※学芸員による展示解説

ワークショップ（体験学習室）
米沢とんと昔の会　むかしむかしをきこう②
■日時／９月 10 日㈯ 14 時～　※無料・申込不要

ガラス絵具でつくるステンドグラス（募集開始 9/13 ㈫～）
■日時／ 10 月 23 日㈰ 10 時～ 16 時
■参加費／ 500 円　■対象・定員／高校生以上・20 人

プレイショップ（体験学習室）
９月　季節の行事

重
ちょうよう

陽の節句　■�期間／８月 27 日㈯～９月 22 日（木・祝）
ものづくり
すてきなデカルコマニー　■期間／～９月 22 日（木・祝）
※�８月 24 日㈬、９月 10 日㈯はお休み

広
告
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　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～」、「七夕ものがたり」
② �14 時～「星時間 夏～わし座神話～」、「宇宙クイズ王選

手権 ダークキングからの挑戦状」

米沢市児童会館  ☎ 23-0161  ９時 30 分～ 17 時 30 分※ 9月から 17時閉館

休館日：８月 15 日㈪・22 日㈪・29 日㈪・9 月５日㈪・12 日㈪

文化会館情報

YIRA NEWS

講座名 日時 対象・定員 参加費 受付
つくってあそぼう ①「紙コップおばけ」
②「上手に乗せられる？バランスゲーム！」

① 8/20 ㈯ ② 9/10 ㈯
各 15 時～ 16 時

どなたでも 無料 当日（随時）

パソコンであそぼう
① 8/21 ㈰ ② 9/11 ㈰
各 15 時～ 16 時

小学生・10 人 無料
当日
（14 時 55 分～）

親子星空探検 “ 秋 ”
～秋の星座と星雲・星団をみよう～

10/21 ㈮ 19 時～ 20 時 30 分
※いいで天文台で開催

小中学生、保護者・
15 組

小学生 100 円、
中学生以上 150 円

9/7 ㈬～ 28 ㈬

　中秋節ポットラックパーティー
■日時／
　９月 10 日㈯ 11 時 30 分～ 13 時 30 分
■会場／米沢市国際交流プラザ「アーカス」
■�持ち物／３～５人分の料理（市販のもので

OK）、皿、箸、カップ
■参加費／会員 100 円、非会員 200 円
■定員／ 20 人※要申込

　いも煮会
　～みんなでいも煮を作って食べよう！～
■日時／９月22日（木・祝）10 時 30 分～ 14 時
■会場／松川河川敷（市立病院付近）
■持ち物／お椀、箸、コップ
※必要な人はおにぎり、飲み物をご持参ください。

■�参加費／会員 600 円、非会員 1,000 円、中
学生～大学生 600 円、小学生以下 300 円
■申込締切／９月 15 日㈭

　Eigo でランチ
■日時／９月 14 日㈬ 12 時～ 13 時
■会場／米沢市国際交流プラザ「アーカス」
■参加費／無料（昼食持参）※申込不要

米沢市国際交流プラザ「アーカス」（門東町 3 丁目 1-47）
米沢市国際交流協会事務局　☎ 33-9146　【電子メール】 yira@omn.ne.jp

文化会館情報

YIRA NEWS

■�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。※８月 23 日㈫～９月

２日㈮は秋番組への入れ替えのため投映中止となります。

行事名 日時 内容（会場） 対象・定員 参加費 事前申込 申込・問合せ

ワイヤーで作る
フラワーベース

9/7 ㈬ 9 時 30 分
～ 11 時 30 分

ワイヤークラフト作家まきふみひと
氏からフラワーベースの作り方を学
びます。

成人・20 人
300 円
程度

8/31 ㈬
まで

松川コミセン�
☎�26-8580

だれでも簡単
トールペイント講座

9/28 ㈬・10/5 ㈬
各 9 時 30 分～

初めての人でもできるトールペイン
トの講座です。全２回のうちどちら
かの参加でも可。

成人・16 人
各 1,000
円程度

9/20 ㈫
まで

松川コミセン�
☎�26-8580

「歴史街道ウォーク」
米沢藩参勤交代の板谷
街道

10/2 ㈰ 7 時 30
分～ 13 時頃

大沢～関根羽黒神社の約８km を
ウォーキング！お昼は羽黒神社で芋
煮会を開催！※ JR関根駅集合。大

沢駅までは電車で移動します。

どなたでも・
30 人（街道
地図、昼食代）

1,300 円
8/20 ㈯～
9/20 ㈫

山上コミセン
☎ 35-2110

社会教育・体育課社会教育担当　☎ 21-6111

文化会館情報

YIRA NEWS

　皆さん、こんにちは！米沢に着てから８月で１年が経ちました。今回
は「ユーモア」についてお話しします。私は数か国に行ったことがあり
ますが、ユーモアは人と繋がるためにとても大切なものだと思います。
言葉が通じなくても人を笑わせることで、繋がることができます。どん
なに文化が違っていても、笑うことはどこにでもある共通点です。
　しかし、イギリスのユーモアが日本で通じない時があります。イギリ
スのユーモアは、人に対して皮肉っぽい言い回しやニコリともしない言
い方が多く、少しだけジョークを事実のように言うことが一般的です。
例をあげると、雨がザーザー降っている日に、よくイギリス人が言う
ジョークは「良い天気ですね！」です。通じないことがあるかもしれま
せんが、皆さんに簡単な英語のジョークを教えたいと思います！�
‘Why�was�６afraid�of�７?’�（６はなぜ７を怖がっていたか？ )�　
‘Because�７８９’ �（７８９からです！ )　�
８と Ate�（食べた）は同じ音なので７８９は「９は７に食べられたから」
に聞こえます。笑いが止まらないと思いますが、もう一つ教えますね。
‘ 蜘蛛はどんな味ですか？ ’��
‘ すっぱいだ！ ’�
ぜひ、使ってみてください！では、See�you�next�time!
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■

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／９月 11 日㈰

すこやか

Information
　　　　　今月の
　　　　　すこやかちゃん

　鈴
すず

木
き

　稟
りん

子
こ

　ちゃん
平成27 年11月２日生まれ

　御廟２丁目

　缶詰は保存ができて価格も安定し
ているというメリットがあります。そ

のため、買い置きができますが同じような食べ方になっ
てしまいがちです。そこで、新たな調理法を試してみ
ませんか？いつもとはひと味違った調理法をご紹介し
ます。日常で使い慣れておけば、災害時で自宅避難と
なったときや食品の流通に不安があるときでも、いつ
もの味を安心して食べることができますね。
＜１人分＞
エネルギー 459kcal・たんぱく質 25.8g・脂質 16.2g・
食塩相当量 1.4g

災害時にも役立つ缶詰料理！

妊婦さん向けの栄養講座（申込制）

■日時／９月５日㈪９時 30 分～ 14 時※受付９時15分～

■会場／調理実習室（すこやかセンター３階）
■対象／ 16 週以降の妊婦
■内容／今すぐに取り組める！～マタニティ栄養の基本
　の「き」～、栄養実習、母乳についての話
■参加費／ 500 円※ワンプレートランチを作ります

■持ち物／母子健康手帳・副読本、筆記用具、エプロン、
　三角巾、１食分のご飯（おかず不要）、飲み物（必要な人）
■申込締切／８月 26 日㈮

＜材料（６人分）＞
・サバ水煮缶� � ���・サラダ油
・大豆缶�� � ���・中濃ソース
・たまねぎ� � ���・トマトケチャップ
・カレー粉� � ���・温かいご飯
＜作り方＞
①�フライパンに油を熱し、みじん切りにしたた

まねぎを中火で３分ほど炒める。
②�カレー粉を加えて炒め、香りが立ったらサバ

缶を缶汁ごと加え、大豆缶も加える。サバを
ほぐしながら１分ほど炒め、A を加えて、さらに 30 秒ほど炒める。

③器にご飯を盛り、②をかける。

400g
220g
1 個
大さじ 2

大さじ２
大さじ２
大さじ２
600g

全員参加の乳幼児健診等

　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

＜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。

・該当日に受診できない場合は、健康課にご連絡ください。

・10月以降の日程は市ホームページで確認できます。

お母さんやお子さんの自由参加の場（申込不要）

＜おやこ広場（午前の部）＞
■日時／９月 12 日㈪９時～ 11 時
■対象／５か月～１歳２か月頃の子どもとその親
■内容／体重測定、講話（離乳食・歯科）、個別相談（栄
　養士・歯科衛生士・保育士・保健師）
＜おやこ広場（午後の部）＞
■日時／９月12日㈪ 13 時 30 分～ 15 時 30 分
■対象／妊婦、０～４か月の子どもとその親
■内容／体重測定、個別相談（助産師・心理士・保健師）
＜共通事項＞
■会場／すこやかセンター　■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♪

献血にご協力を

サバ缶と大豆のドライカレー

A

健診 期日 該当児

7か月児
　健康教室

９月８日㈭ H28.01.25 ～ 02.11 生

９月 29 日㈭ H28.02.12 ～ 03.01 生

健診 期日 該当児

１歳８か月児
　　　　健診

９月 20 日㈫ H26.12.24 ～ H27.01.08 生

９月 21 日㈬ H27.01.09 ～ 01.20 生

３歳児健診
９月 27 日㈫ H25.02.27 ～ 03.17 生

９月 28 日㈬ H25.03.18 ～ 04.02 生

食の健
康

メッセー
ジ

No. ４

■日時／９月13日㈫９時 30 分～ 12 時、13 時 30 分～ 16 時
■会場／すこやかセンター

1228.8.15



名称 会場 日時 問合せ

法律相談（予約制）
市役所市民相談室 9/ 2 ㈮・16 ㈮　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 9/15 ㈭　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 9/13 ㈫　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 9/21 ㈬　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 9/ 1 ㈭�　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 9/ 1 ㈭　13 時～ 15 時

9/15 ㈭　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（要相談） 市役所市民相談室 9/27 ㈫　13 時 30 分～ 16 時 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

労働相談 置賜総合支庁 概ね火　13 時～ 16 時 30 分 置賜総合支庁☎ 26-6097

知的財産相談 アクティー米沢 9/ 8 ㈭ 13 時～ 16 時※要予約 山形県発明協会☎ 023-647-8130

高齢者総合相談 高齢福祉課 毎週月～金　8 時 30 分～ 17 時 高齢福祉課☎ 22-5111

女性の健康相談（予約制） 置賜保健所 毎週火　13 時～ 17 時 15 分 置賜保健所☎ 22-3205

心の相談（予約制） 置賜保健所 9/21 ㈬　9 時 30 分～ 11 時 30 分
※予約は 2日前まで

置賜保健所☎ 22-3015

家庭児童相談 市役所市民相談室 毎週月～金　9 時～ 16 時 こども課☎ 22-5111

教育相談 適応指導教室 毎週月～金　9 時～ 16 時 ガイダンス教室☎ 21-7830

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

婦人相談（母子家庭） 市役所市民相談室 毎週月～金　9 時～ 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

９月の無料相談

９月の休日診療

コンビニ払いを指示する架空請求に
ご注意！

　　　　先日、有料サイトの利用料金が未納であると電話が
来たので、コンビニで支払いをしました。しかし、後日よく
確認してみると、オークションで落札した商品代金を支払っ
たことになっていました。
　　　　最近では、詐欺業者が消費者に「支払い番号」を伝え、その番号を使っ
て支払わせるコンビニ払いの仕組が悪用され始めています。覚えのない請求
や不審だと思う請求には、連絡しないでください。また、業者に支払い番号
を伝えられても決して支払わないようにしましょう。

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
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  ９月

月　日 担当歯科医院 問合せ
9/ 4 ㈰ 長十歯科医院（川西） 0238-42-5152
9/11 ㈰ 金子歯科医院（米沢） 0238-23-0909
9/18 ㈰ 高畠歯科クリニック（高畠） 0238-58-0814
9/19（月・祝） たいら歯科医院（米沢） 0238-40-8404
9/22（木・祝） みわき歯科クリニック（米沢） 0238-24-2418
9/25 ㈰ 千葉歯科医院（高畠） 0238-57-4618

■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

母子家庭等特別相談会（無料）
～ひとりで悩まないで～

　離婚や養育費、認知、相
続など法律的な問題を弁護
士に無料で相談できます。
あらかじめ電話で予約が必要です。
■�日時／９月８日㈭ 13 時 30 分～ 15 時

30 分（１人 30 分程度）
■会場／市役所市民相談室
■予約・問合せ／
　こども課相談担当☎ 22-5111

暮らしのトラブル

ワンポイント・アドバイス！

■診療時間／９時～ 15 時

13 28.8.15



　上杉鷹山公と先人顕彰会

◎第26回鷹山公シンポジウム
■日時／８月28日㈰14時～■会場／
伝国の杜■内容／講演「前田慶次と米
沢～晩年を米沢で過ごした慶次の生
き様～」梅津幸保氏、手塚孝氏
◎火種塾講話
■日時／９月４日㈰８時～９時■会
場／我妻榮記念館■内容／講演「米沢
が生んだ幕府最高位の鍼医 嶋浦和田
一の功績と米沢藩との関係」加藤雅和
氏■定員／ 30人
◎共通
■参加費／無料■問合せ／我妻榮記
念館☎24-2211

　月釜

■日時／９月４日㈰10時～15時■会場
／座の文化伝承館■茶券／1,000円■問
合せ／米沢茶道連合会 佐藤☎22-1482

　第25回米沢男声合唱団
　定期演奏会

■日時／９月４日㈰14時～■会場／
伝国の杜■曲目／婆やのお家、おひ
さま～大切なあなたへ～、男声合唱組
曲「海」ほか■入場料／ 500円（高校
生以下無料）■問合せ／米沢男声合唱
団 鈴木☎23-3845

　犬伏亜里ヴァイオリンコンサート

■日時／９月８日㈭19時～■曲目／
モーツァルト作曲ヴァイオリンソナタ
k305ほか■入場料／一般3,000円、学
生2,000円（コーヒー付）■会場・問合
せ／カフェハウス・パウゼ☎23-4760

　楽しく学ぼうさい！
　みんなの防災フェア

■日時／９月11日㈰10時～ 16時■会
場／アクティー米沢周辺■内容／緊
急車両展示、防災体験ブースなど■
問合せ／米沢青年会議所☎29-0336
（月・水・金９時～ 15時30分）

　第17回地域生活支援
　セミナー in おきたま

■日時／９月15日㈭13時～ 16時10分
■会場／長井市タスパークホテル■
内容／講演「職場における雇用管理
の実際」庄司浩氏、シンポジウム～「障
がい者」の就労を考える～■参加費／
無料■問合せ／サポートセンターお
きたま☎0238-88-5357

　視覚障がい者情報交換会

■日時／９月16日㈮10時30分～ 15時
■会場／南陽市防災センター■内容
／情報交換・交流会、制度の説明など
■参加費／ 600円■申込・問合せ／山
形県点字図書館 田中☎023-631-5930

　KHJ全国大会 in 山形

■日時／９月18日㈰12時～ 18時30
分、19日（月・祝）９時～ 12時■内容／
ひきこもりに関する講演、報告、シ
ンポジウムなど■定員／ 250人（要予
約）■参加費／一般2,000円（ご家族
2,500円）■申込・問合せ／ KHJ全国
大会�in�山形実行委員会☎21-6436

　第六中学校吹奏楽部
　第３回定期演奏会

■日時／９月19日（月・祝）14時～■会場
／市民文化会館■入場料／無料■問
合せ／第六中学校 植木☎37-5363

　第27回西吾妻山
　秋の市民トレッキング

■日時／９月25日㈰◎中級者コース
８時20分～ 15時30分◎初級者コース
８時50分～ 14時■集合場所／アルブ
天元台■定員／各コース50人■参加
費／大人2,500円、子ども2,000円■申
込締切／９月22日（木・祝）■申込・問合
せ／アルブ天元台☎55-2236

　実証工房スマート未来ハウス
　一般公開

■日時／毎週金曜日①13時～②14時
～③15時～■会場／スマート未来ハ
ウス■定員／各15人■申込方法／事
前にホームページにて申込み（山形大
学COIスマート未来ハウス一般公開申
込みで検索）■問合せ／山形大学COI
研究推進機構 佐野☎26-3585

　日本とスペインの交流の懸け橋
　支倉常長の足跡を辿る講座

■日時／８月20日㈯・９月17日㈯13
時30分～ 14時30分■会場／伝国の
杜■内容／支倉常長の人生を顕彰し、
フラメンコ音楽を聴きながら、スペ
イン語の挨拶を学ぶ■講師／遠藤英
氏■参加費／ 500円■申込・問合せ／
日本・スペイン文化交流フェスティ
バル実行委員会 福崎☎29-0100

　米沢にも子ども食堂を作ろ
　う！ワークショップ

■日時／８月25日㈭18時30分～■会場
／極楽麦酒本舗■対象／どなたでも■
申込・問合せ／鈴木☎090-6780-0972

　55歳以上の人への就活応援
　技能講習

◎仕事で使うパソコン技能
■期間／９月27日㈫～ 10月６日㈭■
会場／米沢総合卸売センター■定員
／ 20人■申込締切／９月13日㈫
◎玉掛資格取得
■期間／ 10月11日㈫～ 13日㈭■会場
／米沢総合卸売センター※実技は寒
河江重車輌㈱（南陽市）■定員／ 10人
■申込締切／９月20日㈫
◎共通
■対象／ 55歳以上でハローワーク登
録カードをお持ちの求職者■参加費／
無料■申込・問合せ／山形県シルバー
人材センター連合会☎023-626-3566

　白鷹高等専修学校
　「校歌の歌詞」

生徒たちの夢や希望、地域性が感じ
られる歌詞を公募します。■募集締
切／９月30日㈮■応募・問合せ／白
鷹高等専修学校「校歌」制定委員会事
務局☎0238-85-2081

　山形県発明くふう展作品

■対象／県内の小中高校の児童・生
徒、短大・大学の学生、個人など■
応募作品／自然法則を科学的に観察
し、それを利用した新規で独創性に
富むもの。縦、横、高さともに１m以
内、重量20kg以下。■応募方法／申
込書に必要事項を記入し提出■申込
締切／９月16日㈮■応募・問合せ／
山形県発明協会☎023-644-3316

　山形県未来の科学の夢絵画
　展作品

■対象／県内の小中学校の児童・生
徒■画材・様式／画材は絵の具・ク
レヨンなど自由。B3判か四つ切の画
用紙を使用。パソコンを使って描い
た場合はA4判も可。■応募方法／申
込書に必要事項を記入し提出■申込
締切／ 11月２日㈬■応募・問合せ／
山形県発明協会☎023-644-3316

講習会など

募集

情報交差点

1428.8.15



　再生可能エネルギー施設
　親子見学会

■日時／８月27日㈯９時30分～15時頃
■会場／置賜電気水道事務所■内容／
地球温暖化・再生可能エネルギーの学
習、施設見学■対象／県内の小学生と
保護者１人（１組３人まで）■定員／ 20
人■参加費／無料■申込・問合せ／山
形県企業局電気事業課☎023-630-2345

　米沢東高校文化祭

■日時／８月27日㈯10時～ 14時30分
■会場／本校舎、体育館■内容／展
示、ステージ発表、模擬店など■問合
せ／米沢東高校生徒保健課☎22-3450

　琴伝流大正琴第15回山形県大会

■日時／８月27日㈯12時～■会場／
伝国の杜■入場料／無料■問合せ／
高野☎37-6206

　第５回芸文協歌声サロン

■日時／８月27日㈯14時～16時■会場
／米沢信用金庫本店■出演／フォーク
スパイス■参加費／ 500円（歌集、飲み
物、お菓子付）■申込・問合せ／芸文
協事務局☎22-7015（平日13時～17時）

　内水面水産試験場参観デー

■日時／８月28日㈰９時～ 15時■内
容／魚の相談、展示、つかみ取りな
ど※つかみ取りは中学生まで■会場・
問合せ／内水面水産試験場☎38-3214

　やまがたおもちゃ病院
　よねざわ診療所

■日時／８月28日㈰13時30分～ 15時
30分■会場／すこやかセンター■費
用／無料（部品交換時は実費）■その
他／お子さんと一緒にお越しくださ
い。■問合せ／小関☎090-4311-5787

■採用人数／初級行政・初級機械（若干名）、消防士（6 人程度）■試験日・会
場／ 9 月 25 日㈰・同組合千代田クリーンセンター※消防士の体力試験は 26 日
㈪米沢市営体育館■受付期間／ 8月15日㈪～9月9日㈮■受験申込書／同組合
事務局総務課、消防本部および各消防署、米沢市役所総合政策課または組合ホー
ムーページからダウンロード（http://www.okikou.or.jp/toppage.htm）

■申込・問合せ／同組合事務局総務課☎23-3246

平成4年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた人

ア昭和62年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた人
イ採用後に米沢市、南陽市、高畠町および川西町に居住できる人
ウ普通自動車運転免許（AT車限定は除く）を有する人または取得見込みの人

置賜広域行政事務組合職員採用試験

消防士

初級機械
初級行政
試験区分 受験資格

【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！

　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

　不動産無料相談

■日時／９月13日㈫13時～ 15時■会
場／山形県宅地建物取引業協会米沢
地区事務所（要予約）■問合せ／宅建
米沢事務局☎23-0001（水曜日除く平
日10時～ 16時）

　弁護士による住まいに関する
　無料法律相談

■日時／９月15日㈭13時30分～■会
場／置賜総合支庁■定員／４人（要申
込）■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

　高齢者・障害者のための
　成年後見＆相続無料相談会

■日時／９月19日（月・祝）10時～ 16時■
会場／山形県司法書士会会館（山形市）
■相談方法／面談、電話■相談・問合
せ／成年後見センター・リーガルサポー
ト山形支部☎023-664-2088（当日のみ）

お知らせ

催し物

　借金返済に関する相談窓口

相談は秘密厳守、無料です。■相談
日時／平日８時30分～ 16時30分■相
談・問合せ／山形財務事務所☎023-
641-5201

　国有地売却のお知らせ

国有地を一般競争入札により売却し
ます。■売却物件／通町5-8893-2、宅
地213.92㎡■入札公示／８月26日㈮
■入札受付期間／９月15日㈭～ 30日
㈮■開札日／ 10月13日㈭■問合せ／
山形財務事務所☎023-641-5176
　

　特別支援教育市民啓発講演会

■日時／８月19日㈮14時～ 16時30分
■会場／伝国の杜■内容／講演「子ど
もと大人の発達障がい～その理解と
対応～」星野仁彦氏■参加費／無料■
問合せ／東部小学校 岩倉☎22-8047

　宮澤賢治の読書会・米澤ポ
　ランの廣場（第314回）

■日時／８月26日㈮20時～■会場／
ザルノイエ■作品／十六日■参加費
／無料■問合せ／米澤ポランの廣場
事務局☎28-3982

15 28.8.15
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米坂線全線開通 80周年

米坂線に手をふろう !!

■集合日時／８月 28 日㈰ 11 時

■集合場所／ JR 南米沢駅
※車でお越しの際は、興道南部保育園の駐車場をご利用ください。

※右の時刻表を参考にお近くの沿線で手を振っていただいても構いません。

■�内容／のぼり旗､ 横断幕､ パフォーマンス､ ユニークな服装など大歓迎！列車に向かっ
て手を振ってください。なお、当日の様子を列車内から撮影し、インターネットなど
で公開しますので、あらかじめご了承ください。

※線路から 20m�以上離れていただくと映りやすくなります。

■��注意点／
　◇手をふっていただく場所の安全に十分ご留意ください。
　◇線路内には絶対に立ち入らないでください。
　◇路上駐車などの危険な行為はしないでください。
　◇私有地への立ち入りやゴミの投げ捨てなど、
　　近隣の人の迷惑になる行為は厳に慎んでください。
■�問合せ／米坂線整備促進期成同盟会（小国町役場内）
　☎ 0238-62-2264 または総合政策課地域振興担当☎ 22-5111

快速べにばな 時刻表

　ドラマ『かぶき者 慶次』（NHK）で慶次の一人息子、前田新九郎を演じた中村蒼と、
朝ドラ『まれ』（NHK）で主人公の同級生役が話題となった高畑裕太が出演。田村
孝裕が主宰する劇団 ONEOR８の新作舞台に、注目の若手俳優たちが挑みます。ご
期待ください。

【作・演出】田村孝裕
【出演】中村蒼／恩田隆一、冨田直美、和田ひろこ、伊藤俊輔、山口森広／高畑裕太 ほか

■日時／ 11 月 26 日㈯ 14 時開演
■会場／市民文化会館☎ 23-8510
■料金／全席指定 一般 2,500 円、学生 1,000 円（当日各 500 円増）
※未就学児は入場できません。

■チケット前売／９月８日㈭ 10 時発売
■�プレイガイド／市民文化会館、こまつ書店堀川町店、チケット購入サイト「チケ探」
■主催・問合せ／（公財）米沢上杉文化振興財団☎ 26-2666

平成 28年度 市民文化会館自主事業［演劇公演］

ONEOR８（ワンオアエイト）「さようならば、いざ」

中村蒼 高畑裕太

「さようならば、いざ」

　父親が死んだ。突然の知

らせ。悲しみなどない。む

しろ安堵だけ。それでも遺

骨を取りにいかねば、葬式

をしなければならないらし

い。準備に、なぜか高揚す

る姉を見て、彼は面倒臭そ

うに重い腰をあげた。さよ

うならば、いざ、オヤジの

元へ。

みんなで

列車に手を

振ろう！

JR 南米沢駅

始発 新潟
8:43

坂　　町発
成　　島〃
西 米 沢〃
南 米 沢〃
米　　沢着

9:33
11:18
11:22
11:26
11:31

横山さん親子

　米坂線全線開通 80 周年を記念して「快速べにばな」が記念ヘッドマークをつ
けて走ります。そこで、皆さんで列車に向かって手を振り、とびっきりの笑顔で
80 周年を祝いましょう。


