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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

相談

情報を寄せる場合はこちらまで

　米沢吹奏楽愛好会

　第 48 回定期演奏会

11 月 17 日㈰ 14 時～
市民文化会館
�バレエ音楽「スウィーニー・トッド」、
ボヘミアン・ラプソディーほか

500円、高校生以下無料（要整理券）
�米沢吹奏楽愛好会� � �
佐藤☎ 090-2363-6936

　総合教養講座

�１月 16日㈭まで毎週木曜日（１月
２日㈭は除く）

　���各 14 時 40 分～ 16 時 10 分

米沢女子短期大学
�テーマ「私の将来、自己実現に向
けて」１講話完結の総合教養講座
（全 15 回）

�前日までに住所、氏名、連絡先を電
話、FAX、メールのいずれかで連絡

� 米沢女子短期大学総務企画課
☎ 22-7334 FAX 24-7998 tosno@
yone.ac.jp

　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
置賜総合文化センター
小学校英語の教科化について
�金子淳氏（山形大学准教授）
無料
手塚☎ 22-1457

　消費税軽減税率等説明会

�10 月 30 日㈬① 10 時～ 11 時②
14 時～ 15 時

米沢税務署
事業者全般・40 人

�米沢税務署法人課税部門�
☎ 22-6375

　ペット漢方セミナー

11月３日（日・祝）13 時 30 分～ 15時
伝国の杜
500 円
�ペットかんぽう事務局� �
☎ 090-2951-5791

　万能「焼肉のたれ」

　作り方講習会

11 月 22 日㈮ 10 時～
すこやかセンター
�煮物や炒め物にも使える万能「焼
肉のたれ」を作ります。

20 人
1,000 円
�（公社）米沢市シルバー人材セン
ター☎ 22-6680

　陸連 B級公認審判員

　資格取得講習

11 月 30 日㈯９時 30 分～ 13 時
西部コミュニティセンター
4,000 円（受講料、資料代）

FAX 22-4224
米沢陸連澤田☎ 22-4223

　「身近な技術」の体験塾

12 月７日㈯ 13 時～ 16 時
山形大学工学部
�マイコンと電圧計で時計を作る
（ノートパソコン持参）

一般 10 人・無料
�山形大学工学部技術部大竹�
otake@yz.yamagata-u.ac.jp

　専門家９士業による相談会

�10 月 27 日㈰ 11 時～ 16 時（最終
受付 15 時 30 分）

アクティー米沢
■�参加団体／弁護士会、司法書士会、
税理士会、社会保険労務士会、土地
家屋調査士会、不動産鑑定士会、行
政書士会、建築士会、社会福祉士会

無料
�山形県司法書士会☎023-623-7054

　FAX 023-624-8078

　不動産無料相談

11 月 12 日㈫ 13 時～ 15 時
�山形県宅地建物取引業協会米沢地
区事務所

不動産に関する相談※要予約
�宅建米沢事務局☎ 23-0001�
（水曜日を除く平日９時～ 15 時）

　奨学金に関する相談会

�11 月 15 日㈮ 10 時～ 20 時、16
日㈯ 10 時～ 17 時

�奨学金返済に関する悩みや困りご
と相談

■�相談方法／①電話相談：下記フリー
ダイヤルで全期間対応※予約不要、
②弁護士による面談相談：16 日午
後のみ、大手門パルス（山形市）※
要予約

無料
�生活あんしんネットやまがた�
☎ 0120-39-6029

　遺言・相続全国一斉相談会

11 月 15 日㈮ 10 時～ 16 時
米沢信用金庫本店
�弁護士による遺言・相続に関する
個別面談での法律相談

10 人
無料
11月８日㈮※定員に達し次第締切
米沢信用金庫☎ 22-3433

　県内一斉空き家相談会

11 月 30 日㈯９時 30 分～ 12 時
すこやかセンター
�空き家に関する相談※要予約
�宅建米沢事務局☎ 23-0001�
（水曜日を除く平日９時～ 15 時）

　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

　パソコン・スマホサロン

�10 月 23 日㈬、30 日㈬各 10 時～
12 時

西部コミュニティセンター
100 円（お茶代・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

　あいべ親子干柿づくり

10 月 26 日㈯ 10 時 30 分～
まちの茶の間あいべ
親子 600 円、大人のみ 500 円
�包丁、きれいな軍手、エプロン、
三角巾

高山☎ 090-1932-5711

　慶次まつり

　コスプレ撮影会＆芋煮会

�10 月 26 日㈯ 12 時～ 18 時
道の駅米沢
�第１部コスプレショー、みんなで
芋煮を食べよう、第２部ゆかりの
里散策、第３部大懇親会交流会

�第１部、第２部のみ 1,000 円、�
第１部～第３部まで参加 6,000 円

� 米澤前田慶次の会事務局�
FAX 28-5972

　ゆあら 元気こども食堂�

10 月 26 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

　アンティークレコードコンサート

10 月 26 日㈯ 14 時 30 分～
旧米沢高等工業学校記念館
蓄音器で６曲、ステレオ装置で７曲
80 人※受付順・無料
山崎☎ 080-6001-6100

　第８回松原寺チャリティ寄席

10 月 27 日㈰ 13 時～
松原寺本堂
無料
松原寺☎ 23-3461、21-2569

　まちづくり米沢塾10月定例会

10 月 29 日㈫ 19 時～ 21 時
置賜総合文化センター
米沢が生んだ英傑伊達政宗
粟野☎ 090-3369-4447

　心の健康づくり講演会

10 月 30 日㈬ 14 時～ 15 時 45 分
置賜総合支庁
オカリナ演奏、講演会など
無料
� 置賜保健所地域保健福祉課�
☎ 22-3015

　松岬ライオンズクラブ主催

　清掃奉仕

11月２日㈯６時30分～７時30分
松岬神社内
手袋
松岬ライオンズクラブ☎ 21-5520

　わいわい広場

11 月８日㈮ 10 時～ 14 時 30 分
東部コミュニティセンター
�市内の子育て支援センターが集ま
り、ミニコンサートなど

無料
�米沢地域子育て支援センター「く
れよん」☎ 26-1515

　わくわく多言語ワークショップ

　＆講座

�①11月９日㈯②23日（土・祝）14時～16時
①すこやかセンター②伝国の杜
無料
� （一財）言語交流研究所ヒッポ
ファミリークラブ☎0120-557-761

　月釜

11月10日㈰
座の文化伝承館
1,000 円（茶券）
米沢茶道連合会大石☎23-4356

　先人顕彰会火種塾

11月10日㈰８時～９時
我妻榮記念館
「米沢藩士の家の先祖調べの一例」
無料
我妻榮記念館☎ 24-2211

　
2019 ダンロップ

　テニスクリニック

�11月10日㈰①小中高生９時�～ 11
時 30分②一般13時～15時 30分

多目的屋内運動場
500 円
11 月 7日㈭
love15.karasawa@hb.tp1.jp
唐澤☎ 090-2848-2285

　子ども食体験キッズキッチン

　「秋冬編」米沢教室

11 月 10 日㈰ 10 時 30 分～
置賜総合文化センター
子どもだけで１食分作ります。
年中児～小学６年生 20 人
2,500 円（保険料含む）
10 月 26 日㈯
食育ママ加藤☎ 22-3616

　山形交響楽団首席コンサート

　マスター犬伏亜里コンサート�

11 月 13 日㈬ 19 時～
�一般 3,000 円、学生 1,500 円（コー
ヒー付）

� カフェハウス・パウゼ�
☎ 23-4760

　よねようまつり 2019

�11月16日㈯９時15分～11時 45分
米沢養護学校
�作業製品の展示販売、児童による
発表など

米沢養護学校☎ 38-6101

　朗読とフランス音楽の午後

11 月 16 日㈯ 15 時～
アクティー米沢
1,500 円
�米沢フルート音楽研究会佐藤�
☎ 090-2794-8028

　米沢地区母親大会

11 月 17 日㈰ 13 時～ 16 時
置賜総合文化センター
�講演「女性が人間らしく豊かに生
きるために」

300 円
�米沢地区母親大会実行委員会事務
局石井☎ 21-5200


