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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

募集

その他

情報を寄せる場合はこちらまで

　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・
場所・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

　
ＩＴセミナー参加者

 ９月８日㈫・11 日㈮・15 日㈫・
18 日㈮
 13 時 30 分〜 16 時 30 分 
３時間×４日コース
高等技能専門校
 効率よく分析するためのデータ 
集計（Excel 使用）
 自営業者、在職者※在職者は事業
主からの申し込みが必要
10 人
3,300 円（教材費、税込）
８月 25 日㈫
 申込用紙に必要事項を記入し、ポ
リテクセンター山形宛に FAX を
送信してください。申込用紙は
ホームページでダウンロードする
ことができます。
 ポリテクセンター山形生産性
向上人材育成支援センター 
☎ 023-686-2008

　
日本赤十字社山形県支部　
看護師職採用試験

　日本赤十字社山形県支部で、令和３
年４月１日付で採用する職員の採用
試験を実施します。
■募集職種／看護師職
■採用予定人数／若干名

９月 10 日㈭必着
 日本赤十字社山形県支部 
総務課☎ 023-641-1353
 募集要項や応募方法などの詳細は
日本赤十字社山形県支部ホーム
ページ (http://www.yamagata.
jrc.or.jp) で確認ください。

　
山形いのちの電話　
相談員ボランティア

　悩み、苦しみ、生きる力を失いかけ
ている人からの電話を傾聴する相談
員ボランティアを募集しています。

９月 16 日㈬
 山形いのちの電話事務局☎ 023-
645-4377（10 時〜 16 時）
 詳細はお問い合わせいただくかホー
ムページ(https://www.yamagata-
ind.jp/) をご覧ください。

　
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 平成８年４月２日から平成 15 年

４月１日までに生まれた人
　② ③ア）昭和 61 年４月２日から平成

15 年４月１日までに生まれた人
イ）学校教育法に基づく高等学校
又は大学等において機械又は電
気に関する課程を修了、又は令和
３年３月までに修了見込みの人

　④ ア）平成３年４月２日から平成
15 年４月１日までに生まれた人
イ）採用後に米沢市、南陽市、高
畠町及び川西町に居住できる人
ウ）普通自動車運転免許（AT 車
限定を除く）を有する人又は取得
見込みの人

■�第１次試験日／９月 27 日㈰ 
■�第１次試験会場／� �

置賜広域行政事務組合千代田ク
リーンセンター   
※ 消防士の体力試験は９月 28 日㈪

に市営体育館で行います。
■採用予定日／令和３年４月１日
■�受付期間／８月17 日㈪〜９月11日㈮
■�受験申込書交付場所／
　・ 置賜広域行政事務組合事務局総務

課、消防本部および各消防署
　・ 置賜地域の市役所および町役場の

企画担当課、置賜広域行政事務組
合ホームページ (https://www.
okikou.or.jp)

 置賜広域行政事務組合事務局
総務課職員採用試験担当 
☎ 23-3246

　
求職者に対する職業訓練

【溶接施工科】
■�訓練期間／ 10 月２日㈮〜令和３年

３月 29 日㈪
ハローワークの求職登録者
12 人
 受講料は無料   
（テキスト代などは自己負担）

９月３日㈭正午
ハローワーク

■選考日／９月 10 日㈭
 ポリテクセンター山形（山形
市）☎ 023-686-2016

　
「湯るっと」改修計画（案）　
パブリック・コメントの実施

　置賜広域行政事務組合広域交流拠
点施設（余熱利用施設）「湯るっと」改
修計画（案）について、住民の皆さん
などから広くご意見を募集します。
■募集期間／〜９月 11 日㈮

 置賜３市５町内に在住、在勤又は
在学の人など

■�閲覧場所／
　・ 置賜広域行政事務組合ホームペー

ジ (https://www.okikou.or.jp)
　・ 組合の各施設   

（事務局総務課、湯るっと、各ク
リーンセンターなど）

 意見とともに「住所・氏名・電話
番 号 」を 記 入 し、 持 参・ 郵 送・
FAX・電子メールのいずれかで提
出してください。
 置賜広域行政事務組合事務局
総務課企画財政係  
☎ 23-3241   
FAX 24-4659   

kikaku@okikou.or.jp
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身近な情報まとめ
てゲット！

催し物

相談

　
県国際交流協会（AIRY）　
日本語教室

　８月〜 12 月に日本語教室を開催し
ます。

 ①日本語能力試験Ｎ３合格クラス
②中級総合クラス  
③中級へ行こうクラス

■�開講日／①８月 20 日㈭   
18 時 30 分〜（毎週火・木曜日）  
②９月１日㈫ 10 時 30 分〜 

（毎週火・金曜日）  
③９月３日㈭ 10 時 30 分〜 

（毎週木曜日）
 山形県国際交流センター 
（山形市）
 ①② 9,000 円（会員 5,000 円） 
③ 5,000 円（会員 1,000 円） 
※テキスト代別
電話、FAX、電子メール
 （公財）山形県国際交流協会 
☎ 023-647-2560  
FAX 023-646-8860  

info@airyamagata.org
　
宮澤賢治の読書会　
米澤ポランの廣場

８月 28 日㈮ 18 時 30 分〜
ザルノイエ
オツベルと象
無料
本間☎ 28-3982

　
子ども自身に合った生き方・　
学び方を考えませんか？

　NPO 法人 W
ウ ィ ズ

ith 優
ゆう

フリースクール
生徒の保護者の今の思い、そして、フ
リースクールを卒業して元気に社会
で頑張っている卒業生２人の経験を
語ってもらいます。学校に行けない子
どもたちに笑顔を取り戻す心の在り
方をぜひ一緒に考えましょう。

８月 29 日㈯ 14 時〜 15 時 30 分
アクティー米沢
無料
 NPO 法人 With 優 安達 
☎ 33-9137 share_ love_
future@yahoo.co.jp

　
わが子の婚活交流会

　結婚を望んでいる息子さん、娘さん
に代わって、親御さんがお互いの情報
を交換し、出会いのきっかけ作りをし
ていただく交流会です。

 ８月 30 日㈰ 13 時 30 分〜 16 時
30 分※受付は 13 時〜
ホテルキャッスル（山形市）
 25 歳〜概ね 45 歳の独身男女の
親御さん
 男女各15組限定（両親での参加も可）
８月 24 日㈪必着
1,000 円
 やまがた出会いサポートセン
ター☎ 023-615-8755

　
要約筆記体験教室

　要約筆記は講演会や会合で話して
いる人の声をその場で文字に換えて
伝える通訳です。支援したい人、興味
のある人はぜひご参加ください。

【聞こえに不自由を感じている人へ】
　当日は実際に要約筆記通訳がつき
ます。話しが見える体験をしてみませ
んか？

 ９月６日㈰   
13 時 30 分〜 15 時 30 分
すこやかセンター
 高校生以上で興味のある人ならど
なたでも
８月 31 日㈪
 米沢市社会福祉協議会  
☎ 24-7881 FAX 24-7861 

honobono-eshakyo@tiara.
ocn.ne.jp

　
きものでEnglish・Autumn編

 ９月８日㈫開講  
第２・３火曜日  
10 時 30 分〜 12 時 30 分
会津屋ビル（山形市）
 前半１時間：日常英会話レッスン
後半１時間：着物の着方、名古屋
帯の結び方レッスン
18 歳以上の女性
2,000 円（税込）
☎ 0120-029-315
 （一財）民族衣装文化普及協会山
形支部（山形市）  
☎ 023-632-3522

　
和の祭典～心やすらぐ和の調べ～

 ９月 27 日㈰ 13 時 30 分
市民文化会館

■�出演／民謡一家、米沢金剛会、米沢
剣聖会、藤美会、山田流筝曲研究会、
吟道岳鷹会、錦心流琵琶米沢研究会
無料※要整理券（配布中）
 米沢市芸術文化協会 神保 
☎ 22-7015
 整理券は米沢市芸術文化協会、市
民文化会館、ナセ BA 受付で配布。
１人３枚が上限です。

　
保育士就職・再就職支援研修会

 ９月 30 日㈬ 13 時〜 16 時 30 分
伝国の杜
 県内保育の現状説明や講演、お仕
事相談カフェなど
 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 
（山形市）☎ 023-633-7739

　
表千家天然忌茶会を中止します

　新型コロナウイルス感染症防止の
ため、９月 13 日㈰開催予定の天然忌
茶会を中止します。

 表千家まこと会 鈴木  
☎ 23-5921

　
７月豪雨災害被災者向け
　無料電話法律相談

　受付後、担当者から折り返し連絡を
しての相談です。

８月 31 日㈪※延長の可能性あり
■受付／平日９時〜 17 時
■相談連絡先／☎ 023-635-3648

 山形県弁護士会（山形市）  
☎ 023-622-2234

　
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。秘密厳守、無料です。
■相談専用電話／☎ 023-641-5201

 山形財務事務所理財課（山形市） 
☎ 023-641-5178


