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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

　山形県司法書士会
　相続登記センター

　相続登記、生前贈与、遺言、相続
放棄などの相談先が分からないとき、
最寄りの司法書士を数名紹介します。

（相談料は紹介先と直接相談）
■受付専用電話／☎ 0120-954-153
�平 日 10 時 〜 16 時（ 年 末 年 始・
祝祭日を除く）
 山形県司法書士会・総合相談セン
ター（山形市）☎ 023-642-3434

　空き家所有者の相続・売却・
　解体費用などの無料相談

随時開催中（要予約）
 （公社）全日本不動産協会山形
県本部（山形市）  
☎ 023-642-6658

　JW-CAD入門講座

　パソコンで図面作成ができるまで
を目指します。

 10 月５日〜 11 月 30 日の月曜
日（11 月 23 日（月・祝）を除く）19
時〜 21 時（全８回）
 中小企業に在職中の人又は求職者
※基本的なパソコンの操作ができ
る人
8,800 円（教材費別）
９月 25 日㈮
 米沢市高等技能専門校 
☎ 21-3360

　求職者に対する職業訓練

【住宅デザイン施工科】
■�訓練期間／ 11 月５日㈭〜令和３年

４月 30 日㈮
【電気設備技術科】
■�訓練期間／ 11 月５日㈭〜令和３年

５月 31 日㈪
ハローワークの求職登録者
各科 15 人
 受講料は無料   
（テキスト代などは自己負担）
10 月１日㈭正午
ハローワーク

■選考日／ 10 月８日㈭

 ポリテクセンター山形（山形
市）☎ 023-686-2016

　松川地区シンボルマーク募集

　松川コミュニティセンターの開館
10 周年を記念して、松川地区のシン
ボルマークを公募します。
■募集期間／〜 11 月 30 日㈪
■�提出方法／ A4 用紙の表上段に図

案、下段にコンセプト、裏面に氏名、
住所、電話番号を記入し、松川コミ
センに直接か郵送で提出してくだ
さい。

■採用デザイン賞金／ 50,000 円
■応募資格／どなたでも
■応募数／１人３点まで

 松川コミュニティセンター 
☎ 26-8580

　伴淳出演のビデオテープを
　探しています

　1984 年３月以前の伴淳が出演して
いる NHK 総合テレビの番組録画テー
プを探しています。
　ご家庭で収録した 1965 年〜オー
プンリール、1971 年〜 U マチック、
1975 年〜ベータ、1976 年〜 VHS
をお持ちの人は、ご提供にご協力くだ
さい。

 伴淳の会酒井☎ 080-5226-1539
又は 080-3193-3445

　国有地売却のお知らせ

　国有地を一般競争入札により売却
します。
■�売却物件／① 城 北 1-3268-1 外

２ 筆、 宅 地 3,007.55 ㎡、 建 物 付
（554.84 ㎡）② 万 世 町 桑 山 字 水
尻 1728-77、 雑 種 地 174.84 ㎡
③ 大 字 下 新 田 字 広 野 415-1、 原
野 5,476.84㎡④大字下新田字広
野 2703、原野 2,481.22㎡⑤通町
5-8893-2、宅地 213.92㎡

■�入札受付期間／９月 10 日㈭〜 25
日㈮

■開札日／ 10 月８日㈭
 山形財務事務所管財課  
☎ 023-641-5176

　住宅ローンなどの免除・減額

　「自然災害による被災者の債務整理
に関するガイドライン」に基づき、住
宅ローンなどの免除・減額を申し出る
ことができます。概要は（一社）東日
本大震災・自然災害被災者債務整理
ガイドライン運営機関ＨＰ（http://
www.dgl.or.jp/）をご覧ください。

 山形財務事務所理財課  
☎ 023-641-5178

　知っていますか建退共制度

　建設現場労働者の福祉増進と建設
業を営む中小企業の振興を目的とし
た、業界全体の退職金制度です。
■加入できる事業主／建設業を営む人
■�対象となる労働者／建設業の現場

で働く人
■掛金／日額 310 円

 （独法）勤労者退職金共済機構山形
支部（山形市）☎ 023-632-8364

　危険物取扱者・消防設備士の
　免状をお持ちの人へ

　危険物取扱者・消防設備士の義務と
して、法令では免状交付の日から 10
年以内ごとに写真の書き換えをしな
ければならない規定となっています。
　免状の写真下欄の期限を確認の上、
手続きをしてください。

 （一財）消防試験研究センター山
形県支部☎ 023-631-0761
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身近な情報まとめ
てゲット！

催し物

相談

　宮澤賢治の読書会
　米澤ポランの廣場

９月 25 日㈮ 18 時 30 分〜
ザルノイエ
ラジュウムの雁
無料
本間☎ 28-3982

　板谷街道の道中絵図を読む

10 月３日㈯ 13 時 30 分〜 16 時
置賜総合文化センター
 江戸時代の米沢から福島までの板
谷街道の絵図面を読みます。
1,000 円
５人
 米沢古文書研究会岡崎 
☎ 23-0948

　終活セミナー家族会議のススメ

10 月 10 日㈯９時 30 分〜 11 時
税理士法人豊
１人につき 1,000 円
 税理士法人豊☎ 40-0046

　『やまがた縁結びたい』
　結婚相談会

 10 月 11 日㈰、11 月 8 日㈰ 
13 時〜 16 時 45 分（１組 45 分
程度）
あこや会館（山形市）
 婚活のしかた、お見合い相手の紹
介などについての個別相談
 結婚を希望する人、又はその家族
10 組（予約制）
無料
開催日の２日前
 やまがた出会いサポートセン
ター☎ 023-615-8755

　脱原発・原発避難者支援
　小出裕章さん講演会

 10 月 11 日㈰ 13 時 30 分〜 15
時 30 分
伝国の杜
 原発事故から 10 年。放射能の今
と、この国の行方。
無料
200 人（予約制）

 米沢地区勤労者福祉協会 
☎ 21-5250   

kinro-01@dream.ocn.ne.jp

　アンサンブル「蓮」ユーフォニ
　アムアンサンブルコンサート

10 月 17 日㈯ 14 時開演
市民文化会館

■主な曲目／オペラ座の怪人ほか
無料
 アンサンブル「蓮」佐藤 
☎ 090-2363-6936

　伴淳三郎�映画ポスター展
　シネマトーク

　今年は、伴淳映画祭を中止し、ポス
ター展とシネマトークを行います。

【伴淳映画ポスター展】
 10 月 20 日㈫〜 25 日㈰ 10 時〜
18 時
市民ギャラリー�
無料

【伴淳シネマトーク】
 10 月 24 日㈯ 14 時〜 15 時 30
分
市民ギャラリー�

■出演／荒井幸博
無料

【共通】
 伴淳の会酒井☎ 080-5226-1539

　米沢信用金庫文化事業
　梯
かけはし

剛
た け し

之ピアノ・リサイタル
10 月 21 日㈬ 18 時 30 分〜
伝国の杜
無料（招待券を準備）
米沢信用金庫☎ 22-3433
 チャリティーコンサートとして開催

　支え合いを広げる地域づくり
　フォーラム

 11 月７日㈯ 13 時〜 16 時 30 分
遊学館（山形市）
 ①概ね 55 歳以上の人②高齢社会
の生きがいづくりや地域の支え合
い活動に関心のある人
80 人（先着順）
無料（要入場整理券）
 氏名、郵便番号、住所、連絡先電
話番号、会場名、現在の活動の有
無を記入し 10 月 31 日㈯までハ

ガキ、FAX、メールのいずれかで
申込み
 （公財）山形県生涯学習文化財団 
☎ 023-625-6411  
FAX 023-625-6415  

yama@gakushubunka.jp

　月見の茶会を中止します

　10 月４日㈰に予定しておりました
が、新型コロナウイルス感染予防のた
め中止いたします。

米沢茶道連合会海藤☎ 22-6408

　「希望が丘祭」中止のお知らせ

　例年 10 月に実施しております「希
望が丘祭」は、新型コロナウイルス感
染予防の観点から今年の開催は中止
します。

 山形県総合コロニー希望が丘 
こだま寮☎ 46-3100

　弁護士によるＢ型肝炎特措法
　相談会

【電話相談】
11 月７日㈯ 10 時〜 12 時
無料

■相談電話番号／☎ 025-223-1130
【無料相談会】

10 月 24 日㈯ 13 時 30 分〜 16 時
置賜総合文化センター
 全国Ｂ型肝炎訴訟新潟弁護団  
☎ 025-223-1130

　目の見え方の相談会
　「アイサポート相談会」

　目の見え方で生活や学習に不安・悩
みのある人の相談を受け付けます。

 12 月７日㈪９時〜 17 時 
（相談時間は１時間程度）
置賜総合文化センター
無料
電話又はメール
10 月８日㈭
 視覚支援センター  
（県立盲学校内）   
☎ 023-672-4116   

yyamamo@pref-yamagata.
ed.jp


