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日時

申込締切 申込先 申込方法 その他問合せ

期間 時間 場所 内容 講師 対象 定員 費用 持ち物

講座 ・講習会

その他

募集

相談 情報を寄せる場合はこちらまで

　ドラマチック戎市

９月 15 日㈰ 10 時～ 15 時 30 分
あら町通り商店街路上
路上テント市、ライブほか
�ドラマチック戎市実行委員会�
☎ 090-5230-3030

　山形大学高校生朗読コンクール

　／群読劇「銀河鉄道の夜」

�９月 16 日（月・祝）13 時 30 分～ 17 時
伝国の杜
無料（要事前申込）
� 山形大学エンロールメント・
マネジメント部社会連携課�
☎ 023-628-4844

　国際ソロプチミスト米沢

　認証 35 周年記念事業

�10 月 17 日㈭ 17 時 50 分～
グランドホクヨウ米沢
チャリティーディナーコンサート
10,000 円
� 国際ソロプチミスト米沢高橋
☎ 080-5568-0123

　月曜「介護予防運動」教室

�９月２日㈪・９日㈪・23 日（月・祝）・
30 日㈪ 14 時 30 分～ 15 時 30 分

すこやかセンター
介護予防のための運動
着替えや移動が自立でできる人
30 人
１回 500 円
�鹿俣体育研究所☎ 24-2604

　パソコン基礎科

�９月３日㈫～12月２日㈪９時 30分
～15時10分※土日、祝日休み

�㈱ユーティー山形 UT パソコンス
クール（大字三沢）

�障がい者（身体、精神など）を対
象とした職業訓練

無料
８月20日㈫
�県立山形職業能力開発専門校能力
開発支援課☎ 023-644-9227

　きものキレイ３回講座

�９月６日㈮・13日㈮・20日㈮各日10
時 30分～、14時～、18時 30分～

三條かの記念館
成人女性
5,400 円（練習用きもの付き）
� （一財）民族衣装文化普及協会
山形教室☎ 023-632-3522

　お話し相手ボランティア講座

�９月18日㈬・25日㈬、10月２日㈬・
10日㈭各日 10時～ 11時 30 分

すこやかセンター
30 人
無料
９月11日㈬
� 米沢市社会福祉協議会�
梅津☎ 24-7881

　吾妻山植生回復作業

　ボランティア

９月 29 日㈰７時 20 分～ 17 時
■集合場所／ロープウェイ湯元駅

吾妻山植生回復のため採種作業
�1,000 円（ロープウェイ・リフト
料含む）

８月 31 日㈯
� ネイチャーフロント米沢 森�
☎ 43-6166（18 時～ 20 時のみ）

　住まいの無料法律相談

�９月 19 日㈭ 13 時 30 分～
置賜総合支庁
無料（要事前申込）
� 県営住宅指定管理者㈱西王不
動産置賜事務所☎ 24-2332

　新規里親相談会

�９月 29 日㈰ 10 時～ 16 時
すこやかセンター
�家庭支援センターチェリー�
☎ 0237-84-7111

�申込先又は山形県子ども家庭課�
☎ 023-630-2260

　借金返済に関する相談窓口

　返しきれない借金でお困りの人、ま
ずはお電話を。

�相談専用電話／☎ 023-641-5201
山形市緑町２丁目 15-3
�山形財務事務所理財課� �
☎ 023-641-5178

　置賜広域行政事務組合

　職員採用試験

�試験区分 ・ 採用人数／①初級行政・
若干名②初級機械・若干名③初級
電気・若干名④消防士・4人程度
�受験資格／①～③平成７年４月２
日から平成 14 年４月 1 日に生ま
れた人④ア平成２年４月２日～平
成 14 年４月１日に生まれた人、イ
採用後に米沢市、南陽市、高畠町、
川西町に居住できる人、ウ普通自
動車運転免許（オートマ限定を除
く）を有する人又は取得見込みの人
�第一次試験日／９月 29 日㈰

■�受付期間／８月19日㈪～９月13日㈮
�申込書交付／置賜広域行政事務組
合事務局総務課、消防本部及び各
消防署、置賜地域の市役所及び町
役場の企画担当課、ホームページ

� 置賜広域行政事務組合事務局
総務課☎ 23-3246

　このコーナー（毎月 15 日号）は、国・

県・市民団体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

に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。

�����box@city.yonezawa.yamagata.jp

�����0238-24-4540

〈送付先〉

〒 992-8501�米沢市金池５丁目 2-25

米沢市秘書広報課�宛て
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身近な情報まとめてゲット！

催し物

　ゆあら 元気こども食堂

８月 24 日㈯ 12 時～
すこやかセンター
こども無料、大人 400 円
�女性支援ネットワークゆあら�
竹部☎ 080-5229-1252

　お茶のみパソコン・スマホサロン

�①８月 27 日㈫、②８月 28 日㈬、
③８月 29 日㈭各 10 時～ 12 時

�万世コミュニティセンター
100 円（お茶お菓子代含む）
パソコン、スマホ（どちらか必須）
�地域おこし協力隊�松本��
☎ 050-5327-8893

　駄菓子つくりと

　米沢はっぴぃ体操の集い

８月 30 日㈮９時～
�シニアの茶の間「銀」木場町 3-24
８人
300 円（駄菓子２品分材料費）
８月 25 日㈰
武田☎ 24-4960

　山形県教職員互助会主催

　ピアノ＆トランペット演奏会�

８月 30 日㈮ 15 時～ 16 時
置賜総合文化センター
�子犬のワルツ、やさしさに包まれた
なら、SONATAなど

無料（事前申し込み不要）
�山形県教職員互助会東南置賜支部
山口☎ 38-5281

　
宮澤賢治の読書会

　米沢ポランの廣場

８月 30 日㈮ 19 時～
中部コミュニティセンター
�無料
吉田☎ 23-6916

　九里学園文化祭

　くのりキッズ食堂

�８月 31 日㈯ 11 時～ 14 時
九里学園
小学生、無料

九里学園松岡☎ 22-0091

　第七中学校吹奏楽部定期演奏会

８月 31 日㈯ 14 時～
市民文化会館
こびとの森、ドラえもんほか
無料
第七中学校☎ 26-9211

　米沢版地域福祉力向上の集い

９月１日㈰ 13 時 30 分～
すこやかセンター
講話、意見交換会ほか
100 人
無料
８月 28 日㈬
�米沢市社会福祉協議会� � �
梅津☎ 24-7881

　米沢男声合唱団定期演奏会

９月１日㈰ 14 時～
市民文化会館
�ちいさい秋みつけた、アメイジン
グ・グレースほか

500 円（高校生以下無料）
浅野☎ 23-6254

　琴伝流大正琴 山形県大会

９月４日㈬ 10 時 30 分～
伝国の杜
無料
�笹原☎ 090-4315-6778

　保育士再就職支援研修会

９月５日㈭12時 30分～16時 30分
伝国の杜
�保育士として就職（再就職）を考
えている人

無料
�山形県福祉人材センター�
☎ 023-633-7739

　アルファ化米粉レシピ

　コンテストプレイベント

９月７日㈯ 13 時～ 17 時
県立米沢栄養大学
�アルファ化米粉を用いたアップル
ケーキ作り

高校生以上、40 人
無料
�山形大学米沢キャンパス事業部研
究支援課☎ 26-3004

　久良木夏海チェロ・リサイタル

９月７日㈯ 15 時 30 分～
カフェハウス・パウゼ
シュトラウス、チェロソナタほか
�一般 3,000 円、学生 1,500 円（コー
ヒー付き）

カフェハウス・パウゼ☎ 23-4760

　先人顕彰火種塾講話

９月８日㈰８時～９時
我妻榮記念館
平田東助について
20 人～ 30 人
無料
髙橋☎ 090-2027-4572

　おしょうしな語りのつどい

９月８日㈰ 13 時 15 分～
置賜総合文化センター
語り部の語り、寸劇ほか
無料
丸山☎ 090-6253-8322

　明治大学マンドリン倶楽部

　米沢公演

９月９日㈪ 18 時 30 分～
市民文化会館
心に残る日本のうたなど
2,500 円
�明大校友会米沢地域支部��
蔦☎ 32-2805

　ベビー＆キッズリトミック体験会

�９月 14 日㈯ 10 時～ 10 時 45 分、
11 時～ 11 時 45 分

通町会館　友
ゆとり

通
３か月～６歳のお子様と保護者
10 人
親子ペア 1,200 円
�佐藤☎ 21-1265

　パーキンソン病医療講座 in 米沢

�①９月 14 日㈯ 10 時～ 16 時�
②９月 15 日㈰８時 30 分～ 12 時

すこやかセンター
�①講演、個別相談会ほか�
②個別相談会、交流会

��会員 500 円、非会員 1,000 円
８月 31 日㈯
鈴木☎ 37-3749


