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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

相談

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

　
関根小学校・関小学校　
閉校記念事業

　参加、購入希望者は各学校までご連絡
ください。※新型コロナウイルスの状況
により①に変更が生じる場合があります。
【関根小学校☎ 35-2114】
①思い出を語る会

 ３月 21 日㈰受付 14 時 30 分〜、
開会 15 時〜
グランドホクヨウ
5,000 円（当日受付にて）
10 月 30 日㈮
 山上コミセンより 14 時に送迎用
のバスが出ます（要事前申込）

②閉校記念誌
１部 3,000 円

■送付／２月予定（代金引換）
10 月 30 日㈮

【関小学校☎ 38-2319】
①思い出を語る会

 ３月20日（土・祝）受付16時15分〜、
開会 17 時 30 分〜
東京第一ホテル米沢
5,000 円（当日受付にて）
10 月 30 日㈮
 関小学校前より 16 時に送迎用の
バスが出ます（要事前申込）

②閉校記念誌
 １部 3,000 円 （レターパック配送
の場合 3,370 円）

■送付／２月予定
10 月 30 日㈮
 関地区の方もまだ受付可能です。
追加購入などはご連絡ください。

　
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

　
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

　
奨学金返済に関する相談会

　奨学金の返済で悩んでいません
か？ひとりで悩まずまずはご相談を。
①電話相談☎ 0120-39-6029

 11 月 6 日㈮ 10 時〜 20 時、 
11 月 7 日㈯ 10 時〜 17 時

②弁護士との面談相談（要事前予約）
11 月 7 日㈯ 13 時〜 15 時
大手門パルズ（山形市）

【①②共通】
 奨学金返済に関する悩み・困りごと
無料
 生活あんしんネットやまがた 

（山形市）佐藤☎ 0120-39-6029
　

不動産無料相談

11 月 10 日㈫ 13 時〜 15 時
 山形県宅地建物取引業協会米沢地
区事務所
 不動産に関する一般的な相談。 
苦情相談など。※要事前予約

■�相談電話・ 宅建米沢事務局 
☎ 23-0001（水曜日を除く平日 9
時〜 15 時）

　
出会いほのぼの応援し隊

　結婚を応援するサポーター「出会い
ほのぼの応援し隊」に登録いただき、
お客様に対して結婚に前向きになる
よう情報提供していただきます。

理容店、美容室
 やまがた出会いサポートセン
ター☎ 023-615-8755

　
求職者に対する職業訓練

【NC 生産システム科】
■�訓練期間／ 12 月１日㈫〜令和３年

５月 31 日㈪
ハローワークの求職登録者
15 人
 受講料は無料 （テキスト代などは
自己負担）
11 月５日㈭ 12 時
ハローワーク

■選考日／ 11 月 12 日㈭
 ポリテクセンター山形（山形
市）☎ 023-686-2016

　
がん遺伝子パネル検査

　山形大学医学部附属病院では、がん
遺伝子パネル検査を行っています。
　検査を受けるには条件があります
ので、かかりつけの主治医の先生にご
相談いただくか、当院へお問い合わせ
ください。

 がんの遺伝子を検査し、治療を検
討する。
 次の全てに該当する人①標準治療
がないか、終了が見込まれている
②体調が安定している③検査用の
組織検体がある
 山形大学医学部附属病院がんゲノ
ム医療管理室☎ 023-628-5534

　
リコール製品のお知らせ

【ナショナル FF式石油暖房機】
（昭和 60年～平成４年製）
　リコール対象製品を未処置のまま
使用すると、一酸化炭素（無臭）が室
内に漏れ出し死亡事故に至る恐れが
あります。お心当たりのある場合は下
記フリーダイヤルへご連絡ください。

 ・ 対象製品は１台当たり５万円で
お引き取りいたします。

　  ・ 対象製品には屋外に給排気筒か
煙突があります。

 パナソニック株式会社 FF 市場対
策本部☎ 0120-872-773
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催し物
　

わらび座ミュージカル　
「ジパング青春記」

 10 月 25 日㈰開場 14 時 
開演 14 時 30 分〜 16 時 15 分
高畠町文化ホール　まほら
 全席指定（税込）一般 5,000 円、
小中高生 2,000 円、会員 4,500
円（当日券各 500 円増） 
※未就学児入場不可
 （一社）支倉常長日西文化協会事
務局ジーエスデザイン内 
☎ 29-0100

　
シルバー人材センター　
女性対象 入会説明会　

10 月 28 日㈬ 10 時〜
西部コミュニティセンター
センターの概要など
 （公社）米沢市シルバー人材セン
ター ☎ 22-6680
 すこやかセンター内の合同入会説
明会（毎月第２第４水曜日 10 時）
は、改修工事のため会場が変更と
なります。参加する人は事務局ま
でお問い合わせください。

　
宮澤賢治の読書会　
米澤ポランの廣場

10 月 30 日㈮ 18 時 30 分〜
ザルノイエ
狼森と笊森、盗森
無料
本間☎ 28-3982

　
キラキラ大作戦 2020　
コロナに負けるな商店街

【イルミネーション点灯】
50,000 球以上の LED が光り輝く、
置賜最大級のイルミネーション。

10 月 31 日㈯〜 12 月 25 日㈮
17 時〜 22 時
米沢駅前多目的広場
 【点灯式・テント村開催】  
10 月 31 日㈯ 17 時〜  

【テント村開催】   
11 月 21 日㈯、12 月 25 日㈮ 
17 時〜

■�実施団体／米沢駅前商店街振興組

合、東部商和会、チーム・キラキラ
大作戦 2020

※ ご来場の際はマスクを着用してく
ださい。

BARBER MIKI  ☎ 23-4531
　

福祉のしごと就職フェア

 11 月 13 日㈮ 13 時〜 15 時 30
分
グランドホクヨウ
 福祉事業所との個別面接会（参加
事業所 19 ブース）、各種相談コー
ナー、「KAiGO PRiDE」動画上映
＆写真展
 福祉の仕事をお探しの人、福祉の
仕事に興味のある人
無料（事前申込不要）
 ハローワーク米沢☎ 22-8155、
山形県福祉人材センター☎ 023-
633-7739

　
地元選出県議会議員による　
地域議員協議会

　地域の課題などを地元議員が審議
します。県議会の活動を傍聴できる機
会ですので、ぜひ参加ください。

 11 月 13 日㈮ 15 時〜（受付 14
時 30 分〜）
置賜総合支庁本庁舎講堂
傍聴は当日会場で受け付けます。
 山形県議会事務局議事調査課 
☎ 023-630-2841

　
米沢フルート音楽研究会演奏会

11 月 14 日㈯ 14 時開演
アクティー米沢
 スペイン情緒を愛したフランスの
作曲家たち
1,000 円
 米沢フルート音楽研究会 佐藤 
☎ 090-2794-8028

　
あなたの身近なお酒の問題　
A-EXPO 大博覧会 !!! 2020

11 月 14 日㈯
JR 山形駅東西自由通路（山形市）
 ライフステージ毎のメンタルヘル
ス課題と飲酒にどのようなリスク
があるのか、県民一人一人が「我
がこと」として感じられるよう、
専門職者が分かりやすい説明を加

えた「展示パネル」を設置します。
どなたでも
無料
事前申込不要
 山形県依存症関連問題研究会事務
局☎ 023-653-5725

　
DV 防止講座

11 月 20 日㈮ 10 時〜 12 時
 山形県男女共同参画センターチェ
リア（山形市）
 DV という名の支配〜 DV が心に
及ぼす影響とその対策〜
臨床心理士 永田悠芽氏
県民 40 人（定員になり次第締切）
無料
 山形県男女共同参画センター
チェリア☎ 023-629-7751
 無料託児あり（１歳以上未就学児、
１週間前まで要予約、先着順）

　
消費者力アップ講座

11 月 26 日㈭ 14 時〜 15 時
伝国の杜
 身近な消費生活相談事例の解説、
落語で学ぼう悪質商法
県内在住者ならどなたでも
無料
 山形県消費生活・地域安全課 
☎ 023-630-3101

　
ひらめき☆ときめきサイエンス　
～ようこそ大学の研究室へ～

11 月 29 日㈰
 山形大学工学部有機材料システム
フロンティアセンター城戸研究室
 サイエンス教室「未来の光、有機
EL を自分で作るー有機エレクトロ
ニクスを体感するー」
無料
中学生 18 人
11 月 4 日㈬
 山形大学米沢キャンパス研究支援
課☎ 26-3004

　
月釜を中止します

　11 月 1 日㈰に予定しておりました
が、新型コロナウイルス感染防止のた
め中止いたします。

 米沢茶道連合会 海藤  
☎ 22-6408


