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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

相談

その他

情報を寄せる場合はこちらまで

　大家さんセミナー

11 月 20 日㈬
山形県自治会館
無料※要事前申込み
� （公社）全日本不動産協会山形
県本部☎ 023-642-6658

　履歴書にも使える！好印象を
　与える文字の書き方講座

11 月 21 日㈭ 10 時～
置賜総合文化センター
色彩のあーと書道家�未來氏
無料
� 置賜若者サポートステーショ
ン�白石☎ 33-9137

　初めてのヨガ～リラックスヨガ～

 11 月 25 日㈪、12 月２日㈪、９
日㈪、16 日㈪各 14 時 20 分～ 15
時 20 分

松川コミュニティセンター
10 人
800 円／回（暖房費込）
スイヨガ菊地☎080-3508-0121

　かんたん ! スペイン語講座

11 月 30 日㈯ 10 時 30 分～ 12 時
九里学園
�800 円（テキスト代含む）※支倉
ジュニアクラブ会員は無料

武田昇氏
11 月 26 日㈫
� （一社）支倉常長日西文化協会�
☎ 28-4649

　押し花小物作り講座

 12 月５日㈭、19 日㈭各 14 時～
15 時 30 分

東部コミュニティセンター
�パーティー用小物（コースター・
ティーマット）をクリスマスバー
ジョンで作ります。

3,000 円※材料費込み２回分
11 月 28 日㈭
� 佐藤☎ 080-1651-5459

　キッズキッチン
　「秋冬編」米沢教室

12月８日㈰10時 30分～13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。
年長児～小学６年生 20 人
2,500 円※保険料含む
11 月 23 日（土・祝）
食育ママ加藤☎ 22-3616

　米沢友の会
　おもてなし料理講習会

12 月 13 日㈮ 10 時～ 13 時
置賜総合文化センター
1,500 円
� 島津☎ 080-5566-6506

　住まいの無料法律相談

12 月 19 日㈭ 13 時 30 分～
置賜総合支庁
�先着３人、相談時間は 40 分程度。
※要事前申込み

� 県営住宅指定管理社㈱西王不
動産置賜事務所☎ 24-2332

　山形県求職者支援センター
　出張相談会

�12 月 20 日㈮、1 月 17 日㈮、２
月 21 日㈮ 13 時～ 16 時

トータルジョブサポート米沢
�求職者の生活、住まい、就職活動
などの悩み

� 山形県求職者総合支援セン
ター☎ 0800-800-7867

　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。相談は秘密厳守、無料。
■�相談専用電話／☎ 023-641-5201�
※月～金曜日（祝日、年末年始除く）

� 山形財務事務所☎ 023-641-5178

　空き家所有者の相続、売却、
　解体費用などに関する無料相談

随時開催
�（公社）全日本不動産協会� �
☎ 0238-24-4155

　中小企業・小規模事業者・	 　	
　創業希望者などのみなさまへ

　経営上のあらゆるお悩み、「山形県よ
ろず支援拠点」にお気軽にご相談くだ
さい。直接、電話でも最寄りの金融機
関支店、商工会議所経由でも結構です。
12 人の経験豊富なコーディネーター
が、売上拡大、経営改善などの経営課
題解決に向けて無料で何度でも相談
に応じます。

�山形県よろず支援拠点� �
☎ 023-647-0708

　折り紙兜を作りませんか？

毎月第１・３木曜日 13 時～
北部コミュニティセンター
�愛の兜折り紙ボランティア会�
小形☎ 21-6226

　世界エイズデーに伴うエイズ
　検査時間拡大キャンペーン

12 月２日㈪ 11 時～ 16 時
置賜総合支庁
�エイズ検査※匿名、要予約、採血
後 40 分で説明可能。

�置賜保健所生活衛生課☎ 22-3002

　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
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身近な情報まとめてゲット！

催し物

　宮澤賢治の読書会
　米澤ポランの廣場

11 月 22 日㈮ 19 時 30 分～
ザルノイエ
�30 周年記念誌読み合わせほか
無料
本間☎ 28-3982

　やまがたの森づくり発表会

11月23日（土・祝）11時 30分～16時
山形ビッグウイング（山形市）
無料
�置賜総合支庁森林整備課� �
☎ 35-9053

　ゆあら	元気こども食堂

11 月 23 日（土・祝）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

　子どもとの家族時間が 10 倍
　楽しくなる♡パパベビマ

 11月24日㈰10時 30分～12時
北部コミュニティセンター
�パパならではのダイナミックに体
を使った遊び方体験など

3,500 円
横山☎ 090-8451-3430

　米沢フィルハーモニー管弦楽団
　第 56 回定期演奏会

 11 月 24 日㈰ 14 時～
伝国の杜
�ブラームス交響曲第４番ほか
�一般 1,000 円、中高生 500 円、�
小学生以下無料

楠☎ 090-3365-5231

　「うまし米沢	写生大会」
　作品展示

 11 月 25 日㈪～ 27 日㈬
市役所市民ホール
�市内の中学生が描いた歴史的建造
物及び風景の入選作品の展示

�米沢御堀端史蹟保存会関原�
☎ 090-9635-0515

　まちづくり米沢塾 11 月例会

11 月 26 日㈫ 19 時～ 21 時
置賜総合文化センター
�「『天と地と』50 周年、『天地人』
10 周年」など

無料
粟野☎ 090-3369-4447

　自動車運転免許を返納すると
　どうなるかを考えよう

11 月 28 日㈭ 13 時 30 分～
シニアの茶の間「銀」
返納についての自由討論
無料
11 月 26 日㈫
ヨラリ PSO 武田☎ 24-4960

　山形県総合文化芸術館
　オープンハウス

12 月１日㈰ 10 時～ 17 時
山形県総合文化芸術館（山形市）
�ピアノと語りでつづる音楽紙芝
居、館内スタンプラリーなど

無料
� 山形県総合文化芸術館開館準
備事務所☎ 023-664-2220

　ひきこもりを地域で考える
　対話交流会

12 月１日㈰ 13 時～ 16 時
すこやかセンター
�ひきこもりを経験した人との対話
交流

無料
� NPO法人から・ころセンター�
☎ 21-6436

　よねざわステージ
　フェスティバル '19

 12 月１日㈰ 13 時 30 分～
伝国の杜
�第１部参加団体の演奏のステー
ジ、第２部吹奏楽と合唱とダンス
のステージ

■�プレイガイド／置賜文化ホール、市
民文化会館、米沢市芸術文化協会事
務室

500 円※高校生以下無料
�米沢市芸術文化協会☎ 22-7015

　月釜

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

　第 51 回慈善茶会

12 月１日㈰
すこやかセンター
茶券（２席）1,000 円
表千家まこと会鈴木☎ 23-5921

　ベビー& キッズ
　クリスマスリトミック♪

 12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ヶ月～６歳のお子様と保護者
10 人
親子ペア 1,200 円
� リトミックドルチェ�
☎ 21-1265 ※ 19 時～ 21 時受付

　ワック子どもクリスマス会

12 月 14 日㈯ 14 時～ 15 時 30 分
小学生・乳幼児（親子）
�楽しい歌や劇、手造りケーキでク
リスマスをお祝いします。

無料
米沢興譲教会岩瀬☎ 23-6439

　三輪郁と山形交響楽団首席奏
　者達による四重奏コンサート

12 月 17 日㈫ 19 時～
�曲目ブラームス・ピアノ四重奏曲
第三番ほか

�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

　台風19号復興支援チャリティ
　愛・絆・義紅白歌合戦

12 月 22 日㈰ 13 時 30 分～
伝国の杜
�【前売り】高校生以上1,000円、小・
中学生 500 円、小学生未満無料

絆ねっと委員会武藤☎ 40-0523


