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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

募集

その他

情報を寄せる場合はこちらまで

　心筋症（突発性拡張型・肥大

　型・拘束型）の療養相談会

�10 月 31 日㈭ 13 時 30 分～ 15 時
30 分

置賜総合支庁
講演、話し合いなど
無料
10 月 18 日㈮※当日参加可能
� 置賜保健所子ども家庭支援課
保険支援担当☎ 22-3205

　やさしくなった自筆証書

　遺言を書いてみよう

10 月 12 日㈯９時 30 分～ 11 時
税理士法人豊
１人 1,000 円
� 税理士法人豊☎ 40-0046

　赤ちゃんサロン かんがるぅ

�10 月 18 日㈮、11 月 15 日㈮、12
月 20 日㈮、1月 17 日㈮、2月 21
日㈮、3月 13 日㈮

�マタニティママ及び生後1か月から
あんよができる赤ちゃんとその家族

�ミニ講座、身長・体重測定、手形
足型スタンプなど

1回 100 円（親子 1組）
米沢市社会福祉協議会☎ 24-7881

　失語症の理解とコミュニケー

　ションの実践

10 月 19 日㈯ 13 時 30 分～
すこやかセンター
無料
�三友堂リハビリテーションセン
ター 大友☎ 21-8100

　英語教育講演会（米沢英語研

　究懇話会）

10 月 20 日㈰ 14 時～ 15 時 30 分
すこやかセンター
小学校英語の評価について
�金子淳氏（山形大学地域教育文化
学部准教授）

無料
手塚☎ 22-1457

　考えよう！「健康と福祉」

10 月 26 日㈯ 13 時～ 16 時
米沢栄養大学
100 人
無料
�県立保健医療大学� � �
☎ 023-686-6695

　介護の入門的研修

�① 11 月 11 日㈪～ 12 月 16 日㈪
の７日間② 11 月 11 日㈪

アクティー米沢
介護に興味のある人、どなたでも
① 25人② 25 人
無料
� （公財）介護労働安定センター
☎ 023-634-9301

　レシピコンテスト

�＜乾燥秘伝豆を使ったスイーツレシピコ

ンテスト＞

無料（試食審査の材料費は自己負担）
10 月 20 日㈰必着

■�応募要領／ホームページ��
http://vegea.jp/recipe2019

■�試食審査／ 12 月 14 日㈯ 13 時～、
米沢栄養大学

＜アルファ化米粉レシピコンテスト＞

高校生以上
無料
10 月 28 日㈪必着

■�応募要領／ホームページ��
ht tp: / /c isweb.yz .yamagata-u.
ac.jp/˜alpha/

� 山形大学米沢キャンパス事務
部研究支援課☎ 26-3004

　サイパン交流 40周年記念事業

　無料招待募集

12 月 27 日㈮～ 1月 2日㈭
ホームステイ、クリスマス体験など
小学校３年生～高校３年生
10 月 18 日㈮（当日消印有効）
�電話又はホームページより資料請
求の上、ハガキにてご応募ください。

�公益財団法人国際青少年研修会�
☎ 03-6417-9721

　猫の不妊手術

10 月 5 日㈯
�川西町交流館あいぱる（川西町大
字吉田 4690）

飼い主のいない猫
�置賜地区実行委員会事務局 山村
☎ 090-5835-7188

　裁判所見学会

10 月 16 日㈬ 13 時 10 分～ 15 時
山形地方・家庭裁判所米沢支部
�裁判員制度説明、裁判手続き及び
法廷見学会など

15 人（予約受付順）
�山形地方裁判所米沢支部庶務課�
☎ 22-2165

　米沢市シルバー人材センター

　合同入会説明会

毎月第 2、第 4水曜日 10 時～
すこやかセンター
シルバーのしくみなどの説明
市内在住の 60 歳以上の高齢者
�（公社）米沢市シルバー人材セン
ター☎ 22-6680

　JICA海外協力隊

　独立行政法人国際協力機構（JICA）で
は JICA海外協力隊を募集します。

JICA 東北☎ 022-223-4772

　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

相談

　あづま山草会 秋の山野草展

�９月 20 日㈮～ 22 日㈰ 9 時～ 17
時※最終日は 16 時まで

南部コミュニティセンター
無料
石田☎ 28-1067

　ゆあら元気こども食堂パン教室

９月 21 日㈯ 10 時～
すこやかセンター
子ども無料、大人 800 円
�女性支援ネットワークゆあら� �
竹部☎ 080-5229-1252

　西蓮寺寄席

９月 21 日㈯ 18 時～ 20 時
西蓮寺
大人 1,200 円、小中学生 500 円
伊藤☎ 070-5457-6566

　米沢市学童まつり�

９月 22 日㈰ 10 時～ 15 時
松川コミュニティセンター
無料
�学童まつり実行委員会事務局「正
和こどもの家」渡辺☎ 23-1443

　自動車運転免許自主返納者

　声を大にして叫ぼう

９月 27 日㈮ 13 時 30 分～
シニアの茶の間「銀」木場町３-24
自主返納者福祉考の自由討論
無料
ヨラり PSO武田☎ 24-4960

　さようなら原発米沢

９月 28 日㈯ 14 時～
置賜総合文化センター
人形劇、講演など
無料
沼澤☎ 21-0191

　アンサンブル「蓮」コンサート

９月 28 日㈯ 14 時開演
市民文化会館
カルメン、キャラバンの到着
�無料
佐藤☎ 090-2363-6936

　初めてのヨガ～リラックスヨガ～

�９月30日㈪、10月7日㈪、28日㈪、
11月 18日㈪、25日㈪各 14 時 20
分～15時 20分

松川コミュニティセンター
10 人・各回 700 円
菊池☎ 050-5363-7507

　トリオコンサート

10 月２日㈬ 19 時開演
伝国の杜

■�出演／ヤンネ舘野、皆川あゆみ、星
野すみれ

�一般 3,000 円、学生 1,500 円、親
子券 4,000 円※当日券は 500 円増

蓼沼☎ 070-5479-0489

　サンファミリア米沢祭り

10 月５日㈯ 10 時 30 分～
サンファミリア米沢
利用者の作品展示、売店など
�サンファミリア☎ 26-8255

　山形県南吟詠大会

10 月 6 日㈰ 12 時 30 分～
市民文化会館
漢詩や和歌の独吟、合吟披露など
無料
吟道岳鷹会事務局 宍戸☎23-2555

　発達障害を考える会 講演会

10 月６日㈰ 14 時～ 16 時
伝国の杜
500 円
発達障がいに関する講演会�
黒田FAX 37-3590

　月見の茶会

10 月６日㈰
座の文化伝承館
2,500 円
�米沢茶道連合会 大石☎ 23-4356

　自然エネルギーを考える会

　見学会

10 月９日㈬8時 30分～18時 30分
東新潟発電所の見学など
若干名
4,000 円（交通費、昼食込み）
梅宮☎ 22-8943

　いいもの食べていいカラダ

　ママのための食育フェア

10 月 12 日㈯ 10 時～ 14 時
Ｐ－ＰＡＬ
前売り券 100 円、当日券 500 円
�生活クラブやまがた☎ 23-7232

　公開講演会

　
10 月 12 日㈯ 15 時～ 16 時
ホテルモントビュー米沢
音声情報処理技術の発展とその応用
小坂哲夫氏（山形大学工学部教授）
無料
長谷部☎ 090-4553-4593

　三友堂看護専門学校 三看祭

10 月 19 日㈯ 10 時～ 15 時
三友堂看護専門学校
�学校紹介、看護体験ほか※オープ
ンキャンパス 13 時～ 15 時

無料
三友堂看護専門学校☎ 23-6470

　山形県求職者総合支援センター

　出張相談会

�９月 20 日㈮、10 月 18 日㈮ 13 時
～ 16 時

ハローワーク米沢
�求職者の生活、住まい、就職活動
の悩み※予約不要、相談料無料

�山形県求職者総合支援センター�
☎ 0800-800-7867

　全国一斉不動産無料相談会

10 月 1 日㈫ 10 時～ 16 時
置賜総合文化センター
�不動産の空き家、法律や税務など
の無料相談

無料
�全日本不動産協会山形県本部�
☎ 023-642-6658

　行政書士ふれあい無料相談会

�10 月5日㈯13時 30分～16時 30分
すこやかセンター
相続、遺言、交通事故など
渡部☎ 090-2016-6179


