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Aセットスキー（カービング）
Sセットスキー（カービング）
Aセットスキー（カービング）
Sセットスキー（カービング）

￥08,000
￥10,000
￥12,000
￥15,000

小 学 生 用
中学・高校生用
（ 大 人 用 ）

スキー授業用一般用

料

金

料

金
Aセット：標準モデル　Sセット：比較的新しいモデル
※消費税込※数に限りがありますのでお早めに。

お問い合せ・お申込みは

(株)
■徳町店スポーツバード
　徳町129　☎23-0295

◆スキー板・金具・ブーツ・ストックの4点セットを3月まで
　貸し出しいたします。※翌年3/10まで返却ください

レンタルスキーのご案内レンタルスキーのご案内
吾妻スポーツ

「ジュニアスキースクール」
《ご案内》

❏開校日：2020年１/11㈯・18㈯・19㈰・25㈯・２/１㈯
❏参加資格：小学生の男女
❏参加費用：33,000円
　（昼食・保険・リフト代含む）
○最終日にバッチテストを行います。
○スキー場まではバスで送迎致します。

 借金に関する無料法律相談会

 相 談   通信販売でお試し価格 500 円の化粧品を注文しました。一度限りだと
思っていましたが２回目が届きました。
アドバイス   ホームページや SNS 上の広告で「お試し（価格）」「初回○円」などと
表示されていても、複数月の定期購入が条件となっている場合があります。商
品を注文する前に契約内容や解約条件をしっかり確認しましょう。

■問合せ／消費生活センター ☎ 40-0525

　弁護士による相談会です。
■�日時／ 11 月 28 日㈭ 18 時～ 20 時
■場所／市役所市民相談室
■予約・問合せ／消費生活センター
　　　　　　　　   ☎ 40-0525
※ 事前相談が必要です。11 月 26 日㈫までご

相談・ご予約ください。

名称 会場 日時 問合せ

法律相談（予約制）
市役所市民相談室

12/ 6 ㈮・20 ㈮　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 12/19 ㈭　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 12/10 ㈫　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 12/18 ㈬　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 12/ 5 ㈭　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

12/ 2 ㈪　13 時～ 15 時 行政書士会米沢分会
☎ 28-597112/23 ㈪　10 時～ 12 時、13 時～ 15 時

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

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

家庭児童相談 市役所市民相談室 毎週月～金　8 時 30 分～ 17 時 こども課☎ 22-5111

婦人相談（母子家庭） 市役所市民相談室 毎週月～金　8 時 30 分～ 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

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

空き家相談 市役所都市整備課 毎週月～金　8 時 30 分～ 17 時 都市整備課☎ 22-5111

創業相談 市役所商工課 毎週月～金　9 時～ 17 時 商工課☎ 22-5111

女性の健康相談（予約制） 置賜総合支庁 毎週火　13 時～ 17 時 置賜総合支庁☎ 22-3205

心の健康相談（予約制） 置賜総合支庁
12/ 5 ㈭・11 ㈬　9 時 30 分～ 11 時 30 分
※予約は 2 日前まで

置賜総合支庁☎ 22-3015

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☎ 26-6045

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

ボランティア相談 すこやかセンター 毎週月～金　9 時～ 17 時 社会福祉協議会☎ 24-7881

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

知的財産相談（予約制） アクティー米沢 12/12 ㈭　13 時～ 16 時 山形県発明協会☎ 023-647-8130

お試しのつもりが定期購入に！？


