
　米沢市老人クラブ連合会は、現在市内 12 地区に 50 の単位ク
ラブがあり、1,582 人の会員がいます。その中で、文化、スポー
ツなどの幅広い活動を展開しています。老人クラブは、60 歳を
迎えた人ならどなたでも入会できます。ぜひ、あなたも会員に
なって、楽しく元気に活動してみませんか。

５月 総会
７月 老人体育レクリエーション大会
８月 ワナゲ交流大会
９月 女性部一日研修会、グラウンド・ゴルフ大会
10 月 手芸教室、カラオケお楽しみ会
11 月 作品展示会

※その他各地区、各クラブで様々な活動を行っています。

■�問合せ／米沢市老人クラブ連合会事務局☎ 24-7881または高
齢福祉課高齢者福祉係
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【今年度の主な年間行事】

赤木 国雄 さん
昭和 14 年生まれ。８月に行
われたワナゲ交流大会でパー
フェクト賞を獲得し、田沢地
区チームを優勝に導く。現在、
公式ワナゲ全国交流大会に向
けて練習を積み重ねている。

米沢市役所
☎0238-22-5111
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■問合せ／こども課子育て支援担当 ☎22-5111

平成 29年度から新たに保育所等の施設利用を希望する人へ

市役所消防署

駐車場

B 棟

産業会館 市営体育館

花壇

　保育所、認定こども園（保育部分）の利用を新たに希望する人は「子ども
のための教育・保育給付」の支給認定申請を行い、保育の必要性の認定を
受けることが必要です。
　支給認定と施設利用の申請は同時に行います。各保育所、認定こども園
から申請書類を受け取り、市役所で申請をしてください。なお、認定こど
も園で幼稚園部分の利用を希望する人は、各園への申込みとなります。
※認定を受けた人でも、保育所等の受入人数に余裕がない場合は利用ができません。

書類配布
■期間／９月 20 日㈫～ 10 月 14 日㈮　■配布場所／第１希望の保育所、認定こども園

申請受付
　書類申請時に面談を行います。施設の利用を希望するお子さんについて、
保護者と面談し、家庭や就労などの状況をお聞きします。

■期間／ 10 月 17 日㈪～ 31 日㈪
※第 1 希望施設の受付日（左ページ参照）にお越しください。

■時間／【午前】９時 30分～ 11 時 30 分　【午後】13時 30 分～ 16 時
※所要時間は、10 分～ 15 分程度ですが、時間帯によっては待ち時間が発生します。

　時間に余裕を持ってお越しください。

■会場／市役所Ｂ棟第 1 会議室

出生前の仮受付もできます！
■�対象／平成 29 年２月１日までに生まれる予定のお子さんがいる人で、

４月から保育所等の利用を希望する人
■申請期間／ 10 月 17 日㈪～ 31 日㈪　■会場／こども課窓口
■申請方法／名前は空欄で仮申請をしてください。

来年４月からの
保育所等の利用受付が
始まります

広
告

米沢市金池7丁目8-13　
0238-22-3644オーシャン・イングリッシュ・クラブ米沢校

１０月１日(土)～１０月２８日(金)

※クラスの人数によっては受付できないクラスもあります。
　　料金 ・時間等詳しくは当倶楽部へお問い合わせください。

プール一般無料開放しま～す★

敬老の日
　イベント

☆１回無料体験…曜日・時間を選んで頂いての１回無料体験
※対象：子どもスイミング・英会話・大人フィットネス / スイミング

☆１ヶ月体験…曜日・時間を選んで頂いての１ヶ月体験
※対象：子どもスイミング・英会話・大人フィットネス / スイミング

9
18
㈰

みんなで来てね♥

皆様の健康をサポートします

10月秋の体験会申込受付中 !!10月秋の体験会申込受付中 !!



3 28.9.15

施設名 申請受付日 所在地 電話 定員 受入年齢

西部乳児園 10/25 ㈫午前・10/26 ㈬午後 御廟２丁目 3-17 21-0426 55 人

２か月～２歳
興道親和乳児園 10/21 ㈮午前・10/25 ㈫午後 本町２丁目 1-37 21-3755 40 人

プチハウス 10/21 ㈮午後・10/28 ㈮午前 徳町 1-38-1 26-6565 50 人

みどり乳児園 10/25 ㈫午後・10/31 ㈪午前 塩井町塩野 1480-30 22-6679 30 人

松ヶ岬保育園 10/24 ㈪午後・10/31 ㈪午前 西大通１丁目 6-56 21-0349 80 人

２か月～就学前

明星保育園 10/21 ㈮午後・10/25 ㈫午前 門東町３丁目 2-27 22-2260 120 人

山上保育園 10/24 ㈪午前・10/28 ㈮午後 通町４丁目 11-20 23-3416 110 人

興道東部保育園 10/20 ㈭午前・10/27 ㈭午後 下花沢３丁目 10-9 23-6624 100 人

興道西部保育園 10/20 ㈭午前・10/27 ㈭午後 木場町 2-9 24-8558 60 人

興道南部保育園 10/21 ㈮午前・10/26 ㈬午後 本町１丁目 1-84 21-3756 100 人

興道北部保育園 10/20 ㈭午後・10/27 ㈭午前 塩井町塩野 1476-1 21-5070 120 人

米沢中央保育園 10/25 ㈫午後・10/28 ㈮午前 桜木町 1-75 23-5470 110 人

塩井保育園 10/24 ㈪午前・10/28 ㈮午後 塩井町塩野 2081-6 21-1225 80 人

森の子園保育所 10/20 ㈭午後・10/31 ㈪午前 万世町牛森 4172-6 28-3715 60 人

そらいろ保育園 10/26 ㈬午前・10/31 ㈪午後 万世町片子 343 40-0280 110 人

市立緑ケ丘保育園 10/24 ㈪午後・10/27 ㈭午前 矢来１丁目 3-75 23-1867 60 人

市立吾妻保育園 10/26 ㈬午前・10/31 ㈪午後 太田町４丁目 1-151 38-4402 75 人

施設名 申請受付日 所在地 電話 定員※ 受入年齢

かしのみ幼稚園
10/17 ㈪午後・10/18 ㈫午前・
10/19 ㈬午前

城南５丁目 1-1 21-0205 90 人 ２歳～就学前

ひばりが丘幼稚園 大字三沢 26090 22-7541 60 人 ２か月～就学前

米沢幼稚園（予定） 中央３丁目 6-45 23-2134 60 人 ６か月～就学前

米沢西部幼稚園（予定） 10/17 ㈪午前・10/18 ㈫午後・
10/19 ㈬午後

御廟２丁目 3-8 21-6010 123 人
２か月～就学前

戸塚山幼稚園（予定） 大字上新田 2008 37-2419 70 人

＜その他の注意点＞
・第 1 希望施設の受付日に申請できない人は、期間内の都合の良い日にお越しください。
・他市町の施設を希望する場合の受付日は 10 月 24 日㈪午前です。

保育所

認定こども園

保育所・認定こども園の申請受付日

※保育部分の定員です。

広
告
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News and Topics

第 22回米沢市生涯学習フェスティバル「遊学よねざわ 2016」

■問合せ／社会教育・体育課生涯学習担当 ☎22-5111

交通安全

保健

下水道 その他 住宅 環境 子ども 税金

水道 講座・講習会 News 募集 高齢者 障がい者

防災 マイナンバー 年金 バス ペット

etc.

年金 選挙

防犯 農業

イベント

きのこ食中毒にご注意を！

米沢女子短期大学　総合教養講座

■問合せ／置賜保健所 ☎ 22-3740 または農林課森林農村整備担当 ☎22-5111

■問合せ／米沢女子短期大学 ☎ 22-7340 または社会教育・体育課生涯学習担当 ☎22-5111

交通安全

保健

下水道 その他 住宅 環境 子ども 税金

水道 講座・講習会 News 募集 高齢者 障がい者

防災 マイナンバー 年金 バス ペット

etc.

年金 選挙

防犯 農業

イベント

交通安全

保健

下水道 その他 住宅 環境 子ども 税金

水道 講座・講習会 News 募集 高齢者 障がい者

防災 マイナンバー 年金 バス ペット

etc.

年金 選挙

防犯 農業

イベント

■�日時／ 10 月８日㈯９時 30 分～
17 時（テント村は 16 時まで）、
９日㈰ 10 時～ 15 時（テント村
は 14 時 20 分まで）

■会場／市営体育館・駐車場
■内容／
①マナビィ・ギャラリー
　趣向を凝らした作品展示や体験コーナーがいっぱい！
②マナビィ・ステージ
　楽器演奏・歌・日本舞踊・ダンスなど多彩な発表！
③マナビィ・テント村
　 各種出店や体験コーナーのほか、パトカー・消防車・

郵便車・起震車・救急車・高所作業車・市民バス・自
衛隊関連車両などたくさんの働く車の展示と体験

　学外から多彩な講師をお招きし、実践
的かつ専門性に基づいた幅広い話を伺い
ます。
■期日・講師／右表のとおり
※ 11 月下旬以降の日程は後日掲載します。

■時間／ 14 時 40 分～ 16 時 10 分
■会場／米沢女子短期大学Ｃ -201 教室
■対象／どなたでも
■申込み／米沢女子短期大学☎ 22-7340

　山形県は平成 24 年からきのこ食中毒の発生件数が全
国で一番多い県となっています。特にツキヨタケによる
食中毒が多発していますので、気を付けましょう。

＜ツキヨタケの見分け方＞
・知らないきのこは採らない

・ 食べられるきのこの中に毒きのこが混ざって生え
ていることも。採るときも、食べる前にもよく注意！

・少しでも不安を感じたときは廃棄！

・安易におすそ分けはしない

・ 「縦に裂けるきのこは食べられる」「毒きのこは美
しい」「虫の食べたきのこは食べられる」などの言
い伝えは科学的根拠のない迷信

期日 講師
９月 29 日㈭ 人材育成アカデミーローズレーン　代表　黒田三佳氏
10 月６日㈭ 野菜ソムリエ　樋渡由美氏
10 月 13 日㈭ 山形県選挙管理委員会事務局
10 月 20 日㈭ 財務省理財局総務課長　中村稔氏

10 月 27 日㈭ ＮＰＯ法人伝統和文化マナーマイスター協会
理事　酒井原ひとみ氏

11 月 10 日㈭ 県立総合コロニー希望が丘あさひ寮　施設長　長谷川昌宏氏
11 月 17 日㈭ バイオリンソリスト　駒込綾氏

＜オープニングセレモニー＞
九里学園高校ダンス部＆明星保育園
によるアトラクション

＜エンディングセレモニー＞
「ハワイアンバンド hoaloha（ホアロハ）」の演奏に

合わせてみんなで歌おう！
＜特別企画＞
リカちゃんキャッスル出張イベント、
昔あそびコーナー、すずめ踊り体験、
ロボット教室、木工クラフト教室など

他にも楽しいイ
ベントが

盛りだくさん！

　石づき（きのこの柄）を縦に裂くと、芯の部分に黒っ
ぽいしみが見られます。まれに、分かりにくいものも
ありますので、注意してください。シイタケ、ムキタケ、
ヒラタケとよく間違われます。

毒きのこ食中毒　
　　予防のポイント！

なりきりドレスを
着て写真撮影がで
きます（無料）
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秋の交通安全県民運動を実施します

「木くず・剪定くず」の出し方を確認しましょう！

■問合せ／環境生活課生活安全担当 ☎22-5111

■問合せ／環境生活課廃棄物対策担当 ☎22-5111

交通安全

保健

下水道 その他 住宅 環境 子ども 税金

水道 講座・講習会 News 募集 高齢者 障がい者

防災 マイナンバー 年金 バス ペット

etc.

年金 選挙

防犯 農業

イベント

交通安全

保健

下水道 その他 住宅 環境 子ども 税金

水道 講座・講習会 News 募集 高齢者 障がい者

防災 マイナンバー 年金 バス ペット

etc.

年金 選挙

防犯 農業

イベント

＜ここに気を付けよう！＞
●�夕暮れ時や夜間の「歩行・自転車乗車」は
　夜光反射材を着用し、早めのライト点灯をしよう！

●�車に乗ったら、全ての座席でシートベルトと
　チャイルドシートを正しく着用しよう！

●飲酒運転をなくそう！

●�道路横断時は「いつでも どこでも 安全確認」をしよう！

　家庭から出た木くず・剪定くずなどをごみ収集所に出
す場合は、長さを 50cm 以下に切り、ひもで束ねてから
指定可燃ごみ袋で包んで出してください。花の茎や雑草
などは、指定可燃ごみ袋に入れて出してください。
　なお、ごみ減量化のため、できるだけ乾燥させてから
ごみに出すようにご協力をお願いします。

市営住宅・県営住宅入居者募集

■申込・問合せ／指定管理者公益サービス共同企業体事務所☎40-8700または県営住宅指定管理者☎24-2332交通安全

保健

下水道 その他 住宅 環境 子ども 税金

水道 講座・講習会 News 募集 高齢者 障がい者

防災 マイナンバー 年金 バス ペット

etc.

年金 選挙

防犯 農業

イベント

＜市営住宅＞

■募集期間／９月 15 日㈭～ 20 日㈫
■抽選会／９月 27 日㈫ 13 時 30 分～
※世帯の状況や申込回数によって、抽選倍率の優遇制度あり

■入居時期／ 10 月 21 日㈮
■�申込方法／平成 27年分の源泉徴収票など収入を証明で

きるもの、　印鑑を持って事務所にお越しください。
■�申込・問合せ／米沢市市営住宅指定管理者公益サービ

ス共同企業体事務所（門東町 3 丁目 3-1　米沢共立ビル
1 階）☎ 40-8700 ※水曜日を除く ９時 30 分～ 18 時 30 分 

※家賃は収入により決定。

※家賃は収入により決定。「特目用」は高齢者・身体障がい者用。

＜県営住宅＞

■募集期間／ 10 月３日㈪～７日㈮
■入居時期／ 12 月上旬
■�申込・問合せ／山形県県営住宅指定管理者㈱西王不

動産置賜事務所（置賜総合支庁内）☎ 24-2332
※土日を除く 10 時～ 17 時 

団地名 部屋数 戸数 階数 家賃（円） �区分
金池 6-6-3 1 4 12,200~23,900 一般

窪田 8-6-4.5 1 1 16,200~31,900 一般

窪田 8-8-6 2 4 24,500~48,100 一般

太田町 8-6-6 2 2 25,400~50,600 一般
塩井町 6-6-6 1 4 22,700~44,600 一般

団地名 部屋数 戸数 階数 家賃（円） �区分
春日 6-6 1 1 21,300~41,900 特目用
太田町 8-6-6 1 3 23,600~46,300 一般
中田第 1 8-6-6 2 3 22,600~45,700 単身可
中田第 1 8-6-6 1 3 22,600~44,400 一般用
中田第 2 6-6-4.5 1 4 13,500~26,600 単身可

中田第 2 6-6-4.5 2 1・4 13,500~26,600 一般

成島 6-6-4.5 2 2・3 15,500~30,400 一般
相生 6-6-6 1 2 23,600~46,300 一般

　 期 間　９月 21 日㈬～９月 30 日㈮

　テーマ　子どもと高齢者の交通事故を防止しよう！

日没時間が早くなるこ
の季節、特に夕暮れ時
の事故には気を付けま
しょう。

＜期間中の啓発活動＞
９/23 ㈮　福島県中野不動尊入口付近で啓発物の手渡し
９/26 ㈪　南米沢駅で啓発物の手渡し

段ボールや空き箱に入れて出すのはルール違反
です！

50cm 以下に切り、
ひもで束ねる

可燃ごみ袋で
包んでください
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米沢市役所  〒 992-8501 米沢市金池 5 丁目 2-25 
☎ 22-5111   http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/

（担当課におつなぎします）

問合せ

広
告

 

なごみCafe

い つ：２月16日(火) 
どこで：東部コミュニティーセンター

時   間 9：30-11：30
参加費 500円
対象者 どなたでも

お問い合わせ  　　
〒992-0039 米沢市門東町2-8-38 ☎22-7557 担当：三浦・矢木

(有)なごみの部屋

　介護で困っているご家族、認知症の方とそのご家族、地域住民の方々など誰でも参加でき、
集う場です。参加者の皆さんで温かいコーヒーなどを飲みながら、団らんや情報交換、レクリ
エーションなどをしながら、楽しい時間を一緒に過ごしませんか。

 

なごみCafe

い つ：１０月２５日(火) 
どこで：東部コミュニティセンター

時   間 9：30-11：30
参加費 500円
対象者 どなたでも

お問い合わせ  　　
〒992-0039 米沢市門東町2-8-38 ☎22-7557 担当：三浦・矢木

(有)なごみの部屋

　介護で困っているご家族、認知症の方とそのご家族、地域住民の方々など誰でも参
加でき、集う場です。参加者の皆さんで温かいコーヒーなどを飲みながら、団らんや情
報交換、レクリエーションなどをしながら、楽しい時間を一緒に過ごしませんか。

交通安全

健康
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税金

農地を所有している人へ
　平成 28 年の税制改正により、所
有する全農地（10a 未満の自作地を
除く）に農地中間管理事業のための
賃借権等を設定した場合は、設定期
間に応じて一定期間、固定資産税及
び都市計画税が軽減されます。一方、
農業委員会から遊休農地と判断さ
れ、かつ、農地中間管理機構との協
議の勧告を受けた農地は、原則とし
て固定資産税が増額となります。詳
しくはお問い合わせください。■問
合せ／【税について】税務課土地係
【農地について】農業委員会事務局

固定資産税の適正な課税に
ご協力を

　現在所有している（または所有す
る予定の）家屋のうち、特に未登記
のものについて、取壊しのほか新築
や増築、名義変更などがありました
ら、税務課までご連絡ください。ま
た、税務課では課税資料と現地の状
況などを照合し、必要に応じて随時
現地調査を実施していますので、ご
協力ください。なお、課税の対象と
なっている固定資産の内訳は、納税
通知書に同封されている「固定資産
課税明細書」をご確認ください。※
名義変更の場合などは届出が必要で
す。■問合せ／税務課家屋係

催し物

チェリアフェスティバル
山形 2016
■日時／ 10 月 16 日㈰ 9 時 20 分～
16 時　■会場／遊学館（山形市）■
内容／講演会「男女共同参画と私た
ちの未来」白井文氏※要申込、アト
ラクションなど　■申込み／山形県
男女共同参画センター・チェリア☎
023-629-7751　■問合せ／申込先ま
たは総合政策課地域振興担当

知事と語ろう
市町村ミーティング in 米沢

　県知事が本市を訪
れ、まちづくりの課題
や県政全般について
意見交換をします。知
事と地域や生活の課
題を話し合いませんか？■日時／ 11
月１日㈫ 13 時 30 分～ 15 時 30 分　
■会場／置賜総合文化センター　■
定員／ 250 人　■申込方法／電話・
FAX・はがき・電子メールで住所・
氏名・電話番号・県政に対する意
見や提言（発言希望者はその内容）
などをお知らせください。※発言
は必ずできるものではありません。
■申込締切／ 10 月７日 ㈮　■申
込・問合せ／秘書広報課広報広聴係
【FAX】24-4540【電子メール】hisyo-
ka@city.yonezawa.yamagata.jp

税などの納付は忘れずに
　市税・国民健康保険税・介護保険
料の第４期分及び後期高齢者医療保
険料の第３期分の納期限（普通徴収
の人）は、９月 30 日㈮です。納期
内納付には、便利な口座振替をおす
すめします。現在、10 月 31 日㈪納
期限の市税等の口座振替申込を受付
中です。■問合せ／納税課

募集

平成 29 年度ごみ収集カレ
ンダーの有料広告募集
■発行部数／ 46,000 部（予定）■規
格／寸法：横 8.5㎝×縦 4.5㎝、色：
カラー印刷　■募集枠数／４枠　■
料金／１枠 50,000 円　■募集締切
／ 10 月 14 日㈮　■その他／１社
につき１枠の掲載とし、申込多数の
場合は抽選により決定します。掲載
位置の指定は不可。詳しくは市ホー
ムページをご覧ください。■申込・
問合せ／環境生活課廃棄物対策担当

講座・講習会

市立病院公開セミナー
■日時／９月 24 日㈯ 10 時～　■会
場／すこやかセンター　■演題／①
脳ドック～その目的と実際～②市立
病院における小児アレルギー疾患へ
の取り組み～食物アレルギー、アト
ピー性皮膚炎の状況～　■講師／①
脳神経外科長・佐々木徹医師②小児
科長・本間信夫医師　■定員／ 160
人　■参加費／無料※申込不要　■
問合せ／市立病院総務課☎ 22-2450
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　食堂を経営しているのですが、窓際の席だけ寒
いのが悩みでした。友達から、二重サッシにする
と一発で解消するよと言われ、この度、プラマー
ドＵを取付けて頂きました。
　寒さや結露も止まりました。なにより、内装が
明るくなったとお客様から誉められます。毎日う
れしく送っております。　
　Ｋ様うれしいお便りありがとうございます

プラマードＵで窓辺の寒さを一発解決

まいづる幼稚園　米沢市丸の内1-1-47 ℡23-1489

まいづる幼稚園の大運動会！！
☆１０月２日 （日）☆
★時間 : 午前８時３０分～興譲小グラウンドにて

　( 雨天時は体育館 )

☆よーいドン！で金メダルをゲットしよう (^_-)-☆
たくさんのお友達に会えるのを楽しみにしてま～す！

♪未就園児のみなさん！あそびにきてください♪

只今、 平成２９年度入園願書受付中です！！
★お子様の幼稚園をお探しの方…お気軽にお問い合わせ下さい！

★園内をまわりながら、 ご説明致します。 （事前にお電話下さい。）
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段ボール式生ごみコンポスト
（生ごみ処理容器）講習会
　段ボールを使って、安く簡単にで
きる生ごみコンポストを作ります。
■日時／ 10 月６日㈭ 10 時～ 12 時
■会場／すこやかセンター　■講師
／平山博志氏（花沢団地自治会長）
■定員／ 20 人程度※定員を超える
申込みがあった場合は抽選となりま
す。■受講料／無料　■申込締切／
９月 27 日㈫　■
申込・問合せ／
環境生活課廃棄
物対策担当

こども

成島ワクワクランドについて
●開園日と時間を変更しました
■開園日／月・金・土・日・祝日※
火～木曜日は閉園日　■開園時間／
10 時～ 16 時※立入禁止区域あり。
一部遊具に使用制限あり。
●成島ふれあい動物園を開催
■期日／９月 17 日㈯～ 19 日（月・祝）、
10 月８日㈯～ 10 日（月・祝）　■問合せ
／こども課子育て施設担当

住宅

違法建築は止めましょう
　住宅の増築、車庫、物置などを建
築する際は、地域や建物の大きさに
よって建築確認申請が必要な場合が
あります。必要な手続を経ずに工事
を行うのは法律違反です。申請が必
要かどうかはお問い合わせください。
■問合せ／都市整備課建築住宅担当

がけ地近接等危険住宅移転
事業費補助金

　県が指定した土砂災害特別警戒区
域内にある住宅（指定以前に建築さ
れたものに限る）に現在お住まいの
人に、住宅を除却し、指定区域外に
住宅を建設または購入するための費
用の一部を助成します。詳しくはお
問い合わせください。■問合せ／都
市整備課建築住宅担当

農業

平成 29 年産「つや姫」認定
生産者を募集しています
■申込締切／９月 28 日㈬　■申込
方法／生産者集団（JA、米集組合、
生産団体など）または農林課に申請
してください。申請書は各窓口にあ
ります。※平成 28 年産で認定され
ている人も申請が必要です。■その
他／水田経営面積や栽培方法などの
要件があります。詳しくはお問い合
わせください。■問合せ／置賜総合
支庁農業技術普及課☎ 57-3411 ま
たは農林課農畜産担当

福祉

親子ふれあい教室
　そば打ち体験や陶芸教室を通し
て、親子でふれあいましょう。■日時
／ 10 月 22 日㈯９時～ 16 時 30 分
■会場／いきいき深山郷のどか村

（白鷹町）■対象／市内在住の障が
いのある小・中学生及び高校生とそ
の保護者　■定員／ 20 人※先着順
■申込締切／９月 30 日㈮　■申込・
問合せ／社会福祉課障がい者支援室

環境

ねこの適正飼育にご協力を
　ねこに関する苦情が多数寄せられ
ています。人間とねこが快適に共存
できるようご協力ください。①でき
るだけ室内で飼育し、糞害を防止し
ましょう。②野良ねこへのエサやり
はやめましょう。③望まれない命を
増やさないため、飼いねこには避妊
去勢手術を受けさせましょう。■問
合せ／環 境 生 活 課
生活安全担当

公共施設等に
係るアンケートに
ご協力を

　人口減少などで財政状況は今後厳し
さを増し、公共施設全ての維持が困難
になると見込まれます。課題解決に向
けた「公共施設等総合管理計画」の策定
にあたり、皆さんのご意見やご提案を
お聞かせください。
■対象／市内在住の 2,000 人※無作為抽出

■�調査方法／９月中に郵送します。無記
名調査のため個人は特定されません。
■問合せ／総合政策課経営政策担当
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贅沢で優雅な宴席。吉亭。

山形県米沢市門東町1-3-46
TEL.0238（23）1128
http://www.yoshitei.co.jp
営業時間【午前】11：30～15：00

【午後】17：00～21：00

写真は、極厚ロースしゃぶしゃぶ、吉亭オリジナル
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News Navi 

人口 85,079 人      対前月比４
男 41,676 人
女 43,403 人
世帯数 33,005 世帯  対前月比 23

おしょうしな地域おこし協力隊

米沢再発見！田沢地区編 ー第３回ー

その他

平成 28 年社会生活基本調
査を実施します

　総務省統計局（実施主体：山形県）
では、10 月 20 日現在で「社会生活
基本調査」を実施します。この調査
は、１日のうちどれくらいの時間を
仕事、家庭、地域活動に費やしてい
るかなどを調査し、仕事と生活の
調和（ワークライフバランス）の推
進、少子高齢化対策などの政策に必
要な基礎資料を得ることを目的とし
て実施します。調査をお願いする世
帯には、10 月上旬から中旬にかけ
て調査員が伺いますので、調査の趣
旨をご理解いただき、ご回答くださ
い。■問合せ／山形県統計企画課☎
023-630-2177 または総合政策課統
計調査担当

私道除雪助成事業
　今年度に私道除雪を希望する町内
除雪協力団体などの申請を受け付け
ています。なお、新規箇所について
は現地調査を行います。■対象／機
械除雪が可能な私道　■除雪費用／
市が２分の１を負担します。申請団
体は残りの２分の１を除雪業者へ直
接支払います。■除雪内容／申請を
受け、現地調査の上決定します。■
申込締切／９月 30 日㈮　■申込・
問合せ／土木課雪対策担当

労働相談会
　解雇などの労使間トラブルでお悩
みの人の相談会です。■日時／ 10
月 16 日㈰ 10 時～ 15 時　■会場／
山形県庁　■申込み／山形県労働委
員会☎ 023-630-2793　■問合せ／
申込先または商工課工業労政担当

市民課窓口の時間延長日
　毎週火・木曜日（祝日は除く）
は、証明発行の窓口サービスを 18
時 30 分まで延長します。本人確
認のため、身分証明ができるもの
をご持参ください。■取扱業務／
住民票、印鑑証明書、現在戸籍及
び附票、税の証明書などの発行業
務※一部発行できないものもあり
■�問合せ／市民課

人口と世帯数（推計人口）

８月１日現在

■問合せ／総合政策課統計調査担当

　こんにちは。おしょうしな地域おこし協力隊の増子
大介です。今回は、私が住んでいる田沢地区で８月 6
日㈯に開催された冒険キャンプを紹介します。
　キャンプで行われたのは、川遊び！子どもたちに
川の面白さ、大切さ、危なさを体感してもらいました。小学校のすぐそ
ばにみんなで泳いで遊べる川があるなんて素晴らしいことです。私も我
慢できず最後は川遊びを満喫！今まで川で遊ぶ習慣はありませんでした
が、新たな夏の楽しみ方を発見しました。

市民文化会館自主事業
ONEOR ８「さようならば、いざ」
チケット発売を延期します

　広報よねざわ８月 15 日号でお
知らせしました市民文化会館自
主事業「ONEOR8『さようならば、
いざ』」は、予定どおり 11 月 26
日㈯ 14 時に開演します。当初、
出演を予定していた高畑裕太氏
は降板しました。なお、同公演
チケット発売日は９月 20 日㈫
10 時に延期します。ご了承くだ
さい。
■主催・問合せ／

（公財）米沢上杉
文化振興財団 ☎
26-2666

中村蒼

　この田沢地区を流れる小樽川。かつては城下町へ燃
料となる木材を流す「木流し」が行われていました。
その役割は変わっても、現在も地域の皆さんに親しま
れていることを感じました。これから迎える秋、冬に
どんなことが待っているのか、田沢地区での生活がま
すます楽しみです。田沢の皆さん、おしょうしなっし。
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ワク！ナビ
ワクワクするような

市の施設情報をお届け！

市立米沢図書館
中央 1丁目 10-6（ナセＢＡ）　☎ 26-3010　平日 10 時～ 20 時　土・日・祝９時～ 19 時
休館日：９月 23 日㈮※ 22 日（木・祝）は祝日のため開館します。

よねざわ 市民ギャラリー
中央 1丁目 10-6（ナセＢＡ）　☎ 22-6400
９時～ 20 時（事務室受付）※展示時間は原則 10 時～ 18 時

　

■ 9/21 ㈬～ 26 ㈪ 第 71 回県美展・
第 58 回こども県展米沢巡回展
※最終日 14 時まで

■ 9/28 ㈬～ 10/2 ㈰ 第７回写団「逍遥」写真展
※最終日 17 時まで

第 42 回米沢水彩画展 
（兼）第 65 回日本水彩画会米沢支部展

日本刺繍教室朱乃会 20 周年記念展
■ 9/30 ㈮～ 10/2 ㈰ 第 8 回松本久男と華花四人展

※最終日 16 時まで

■ 10/4 ㈫～ 9㈰ 第 40 回米沢アンデパンダン展
第 38 回白美会作品展

■ 10/15 ㈯・16 ㈰ 華道家元池坊 75 周年記念花展
※要入場料　※最終日 16 時まで

■ 10/18 ㈫～ 23 ㈰ フォト悠悠写真展
■ 10/20 ㈭～ 23 ㈰ 夢創工房つるあみ・やきもの展

※最終日 15 時まで

■ 10/21 ㈮～ 23 ㈰ 第 27 回秋季盆栽展
※最終日 16 時まで

■ 10/22 ㈯～ 30 ㈰ 第 10 回秋山庄太郎記念米沢市写真
文化賞作品展

　あるばん、みあげたそらのほそーいつきにびっく
りぎょうてんしたおばあさん。おつきさまをまある
くするためにせっせせっせとごちそうをふるまい…。
　切り絵で表現された質感たっぷりの数々のごちそ
うと、満足そうなお月様の表情が、食欲の秋にもぴっ
たりです。お月見までの一日一日が楽しくなる絵本
です。

おつきさまはまあるく
なくっちゃ！
作：ふくだじゅんこ
出版：大日本図書

今月のおすすめの 1 冊

新
着
一
般
書

新
着
児
童
書

　第 27 回古典文学講座
■期日／① 10 月５日㈬② 12 日㈬③ 19 日㈬
■時間／ 18 時 30 分～ 20 時　■�会場／ナセＢＡ体験学習室
■�内容／①「米沢本平家物語について」佐々木紀一氏（米短）

②「奈良絵本の世界と米沢本」宮腰直人氏（山大）
　③「米沢本百人一首抄について」石黒志保（図書館）
■定員／ 40 人（対象は一般）　■受講料／ 500 円（全３回分）
■申込先／市立米沢図書館郷土資料担当☎ 26-3010

　９月のおはなしのへや
◎おはなしかい
■��日時／９月 10 日㈯・17 日㈯ 14 時～、

30 日㈮ 11 時～
※ 30 日㈮はサークル夢空間の読み聞かせ

人物でたどる日本の図書館の歴史 小川徹 ほか

挫折を経て、猫は丸くなった。 天久聖一 編

岩手・宮城御朱印を求めて歩く
札所めぐり奥州ルートガイド

みちのく巡りん倶楽部

冬の王 ヘンリー七世と黎明の
テューダー王朝

トマス・ペン

世界にひとつだけ。ドラマチック・
ウェディングの叶え方

是安由香

もしも地球がひとつのリンゴだったら デビッド・Ｊ．スミス

14 歳のための宇宙授業
相対論と量子論のはなし

佐治晴夫

生命の始まりを探して僕は生物学者
になった

長沼毅

てんぐのてんちゃんぴよよよ～ん フィリケえつこ

さくら坂 千葉朋代

広
告
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置賜文化ホール

米沢市上杉博物館
丸の内1丁目2-1（伝国の杜）☎ 26-8001　9時～ 17時　※入館は 16 時 30 分まで

休館日：９月28日㈬、10月26日㈬、特別展は10月31日㈪～11月２日㈬休館

丸の内 1丁目 2-1（伝国の杜）☎ 26-2666
9 時～ 17 時（事務室受付）

平成 28 年度
伝国の杜ファンクラブ会員募集中！
（期間 :�～平成 29 年３月 31 日）

10 月から入会すると年会費が半額に！
■会費／一般 2,500 円⇒ 1,250 円
　　　　学生（高校・大学生）1,000 円⇒ 500 円
　　　　ジュニア（小・中学生）500 円⇒ 250 円
■特典／
①上杉博物館展覧会に何度でも無料入館できます。
② 置賜文化ホール・自主事業チケットを先行予約＆割引
購入できます。※２枚まで、一部事業を除く。

③ 他にも嬉しい特典あり♪※詳細はお問い合わせください。

おきたまの秋空に響け！
吹奏楽の日コンサート 2016
　学生から一般まで、置賜各地の
大小さまざまな吹奏楽愛好団体が
演奏します。ホールでの内奏は臨
場感ある吹奏楽の醍醐味を、ピロティでの庭奏は秋空に
響き渡る心地よいサウンドを丸ごと楽しめますので、ぜ
ひお聴きください♪
■�日時／ 10 月２日㈰ 10 時開演予定
※プログラムは９月下旬、ホームページで発表します。

■�会場／内奏：ホール、庭奏：ピロティ
■�入場料／無料

　開館 15 周年記念特別展
　伊達氏と上杉氏 －舘山城跡国史跡指定記念－
　文献史料や舘山城跡の
発掘成果など、伊達氏と
その家臣団が米沢に生き
た 痕 跡 を 辿 る と と も に、
上杉氏との関わりを探っ
ていきます。
■期間／
　前期：10 月１日㈯～ 30 日㈰
　後期：11 月３日（木・祝）～ 27 日㈰
■入館料（常設展一体型）／一般 620 円、高大生 400 円、
　小中生 250 円　
※ 11 月３日（木・祝）「東北文化の日」は入場無料です。

◎�講演会「ここまでわかった！国史跡舘山城跡－その実
像とこれからの活用にむけて－」（入場無料）

■日時／ 10 月 22 日㈯ 13 時 30 分～ 16 時 30 分
■会場／２階大会議室　■定員／ 120 人
■演題・講師／

◎講演会「米沢時代の伊達氏と上杉氏」（入場無料）
■日時／ 11 月 19 日㈯ 14 時～ 16 時
■会場／２階大会議室　■定員／ 120 人
■講師／遠藤ゆり子氏（淑徳大学准教授）

　上杉文華館　 謙信を生んだ一族・長尾氏

　　　　　
「守護の窓口～長尾能景①」　　　　　　

■期間／９月 29 日㈭～ 10 月 25 日㈫
◎コレクショントーク（要入館料）
■日時／ 10 月１日㈯ 15 時～　※学芸員による展示解説

　国宝「上杉本洛中洛外図屏風」原本展示 ※特別展で展示
　
■期間／10 月１日㈯～ 14 日㈮　※今年度最後の展示です。

ワークショップ（体験学習室）
米沢とんと昔の会　むかしむかしをきこう③
■日時／ 10 月８日㈯ 14 時～　※無料・申込不要

羊毛フェルトに挑戦！－きほんのきほん－（募集中）
■日時／ 10 月 15 日㈯ 13 時 30 分～ 16 時
■講師／佐々木美紀子氏　■参加費／ 500 円
■対象・定員／小学４年生以上・20 人

プレイショップ（体験学習室）
10 月　季節の行事　お月見　
■�期間／９月 24 日㈯～ 10 月 28 日㈮
ものづくり　型絵染でカードをつくろう
■期間／９月 24 日㈯～ 11 月 23 日（水・祝）
※９月 28 日㈬、10 月８日㈯・15 日㈯・23 日㈰はお休み

庭奏

舘山城跡（山城虎口）

10/11 ㈯ 中世伊達氏 角屋由美子
（米沢市上杉博物館学芸員）

10/18 ㈯ 伊 達 郡 か ら 見 た
伊達氏

吉田歓氏
（米沢女子短期大学教授）

11/15 ㈯ 伊達氏と家臣団
ー米沢時代ー

角屋由美子
（米沢市上杉博物館学芸員）

11/12 ㈯ 米沢時代の政宗 高橋充氏
（福島県立博物館専門学芸員）

◎ギャラリートーク（要入館料）各回 14時～

舘山城と山形の中世城館 佐藤鎭雄氏（県立うきたむ風土の
丘考古資料館前館長）

文献史料からみえる舘山城 伊藤清郎氏（山形大学名誉教授）

国史跡舘山城跡の発掘調査
成果について 佐藤公保（市文化課主任）

国史跡舘山城跡の整備活用
にむけて

近江俊秀氏（文化庁文化財部記念
物課文化財調査官）

ワク！ナビ
ワクワクするような

市の施設情報をお届け！
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米沢市児童会館��☎ 23-0161��９時 30 分～ 17 時
休館日：９月 20 日㈫・26 日㈪・10 月３日㈪・11 日㈫

文化会館情報

YIRA NEWS
米沢市国際交流プラザ「アーカス」（門東町 3丁目 1-47）
米沢市国際交流協会事務局　☎ 33-9146　【電子メール】�yira@omn.ne.jp

文化会館情報

YIRA NEWS

社会教育・体育課社会教育担当　☎ 21-6111

文化会館情報

YIRA NEWS

講座名 日時 対象・定員 参加費 受付
パソコンであそぼう 10/9 ㈰ 15 時～ 16 時 小学生・10 人 無料 当日（14 時 55 分～）

あみもの教室
～編み棒で帽子を編もう～

10/30 ㈰・11/6 ㈰ 14 時～ 16
時、11/13 ㈰ 10 時～ 12 時

小 学 ４ 年 生 ～ 中 学 生・
12 人

500 円
（材料代）

10/1 ㈯～ 16 ㈰

ネイチャーゲーム～火起こし体験と、
アルプスのホルンを吹いてみよう～

11/5 ㈯ 14 時～ 16 時
小学生～中学生（低学年
は保護者同伴）・15 人

無料 10/6 ㈭～ 27 ㈭

米織・草木染工房
～草木染めの絹糸や和紙を織道具の枠
に巻き、糸枠行灯を作ってみよう～

11/19 ㈯・26 ㈯
13 時 30 分～ 15 時 30 分
※染織工房わくわく舘で開催

小学生～中学生（保護者
可）・10 人

550 円（ 材 料
代、保険料）

10/12 ㈬～ 11/1 ㈫

行事名 日時 内容（会場） 対象・定員 参加費 事前申込 申込・問合せ

米沢市青年の家事業 
障がい体験講座

① 9/24 ㈯ 14 時～
16 時② 10/15 ㈯
13 時～ 15 時 30 分

①盲導犬と歩こう！（すこやかセン
ター）②身障協グラウンドゴルフ大
会に参戦！（米沢クリーンセンター）

小学校高学年以
上・20 人

無料 受付中
米沢市青年の
家☎ 21-6111

子育て支援講座 
～ハッピースマイル～

10/2 ㈰ 
10 時～ 11 時

「おやこでふれあい体操」
一緒に体を動かし、親子のコミュニ
ケーションも UP ！

就学前のお子さ
んと親（祖父母
も可）・15 組

無料
9/30 ㈮
まで

南原コミセン 
☎ 38-2301

子育てママ応援
（託児付）

10/4 ㈫
10 時～ 12 時

デコ de 小物作り。楽しくお茶しな
がらデコっちゃおう。※ 託児は 1

人 200 円 、2 人以上 300 円

子育て中のマ
マ・20 人

1,000
円　

受付中
東部コミセン
☎ 37-8025

中央公民館との合同事
業「東部地区史跡探訪
講座」

10/7 ㈮ 
9 時～ 12 時

輝くわがまち創造事業で作製した
「東部地区史跡マップ」に掲載され

ている史跡を巡ります。※バス移動

成人・20 人 無料
9/16 ㈮
9 時～

東部コミセン
☎ 37-8025

ワークショップ
「キラキラ★トンボの窓

かざり」

10/10（月・祝）
10 時～ 15 時

トンボの切り紙でステンド風の窓か
ざりを作ります。

どなたでも 100 円 ー
よねざわ昆虫
館☎ 32-2005

ワークショップ「アイ
ロンビーズ：昆虫モチー
フの楽しい小物作り」

10/10（月・祝）
10 時～ 15 時

アイロンの熱で定着する 40 色の樹
脂ビーズでオリジナルの小物を作り
ます。

どなたでも 200 円 ー
よねざわ昆虫
館☎ 32-2005

【募集】南原地区文化祭
フリーマーケット出店者

10月30日㈰
9 時～ 14 時

出店場所は当日８時に抽選で決定。
※飲食物類は不可

10 店※定員に

なり次第締切
無料

9/16 ㈮
10 時～

南原コミセン
☎ 38-2301

　プラネタリウム（土日・祝日）
■時間／①  11 時～ ② 14 時～
■�内容／「星時間 秋～やぎ座神話～」「まほうつかいリ

リィ せいざをさがしに」
■�受付／投映開始の 30 分前から事務室で行います。
■対象／４歳以上　■観覧料／無料
■�その他／平日（火～金）は団体投映（10 人以上）を行

います。事前にお申し込みください。

　第 33 回「児童会館祭」
■日時／  10 月 23 日㈰９時 30 分～ 17 時
■�内容／オープニングセレモニー（米沢幼稚園リトル

マーチングバンド）、大型遊具、『バルーン☆マリカ』
ショー、合唱クラブ発表、作品展示、わたあめコーナー

　第 66 回 米沢市小中学校理科研究作品展覧会
■日時／９月 28 日㈬～ 10 月４日㈫９時 30 分～ 17 時
※最終日は 15 時まで

　キッズ・ハロウィーン・パレード
　ハロウィーン・パレードやトリック・オア・トリート
体験もあります。仮装して遊びにきてね！
■日時／ 10 月 29 日㈯ 14 時～ 15 時
■会場／米沢市国際交流プラザ「アーカス」
■対象／小学生まで　■参加費／ 100 円※要申込

　Eigo・中国語でランチ
■日時／中国語：10 月 14 日㈮、Eigo：10 月 20 日㈭
　各 12 時～ 13 時
■会場／米沢市国際交流プラザ「アーカス」
■参加費／無料（昼食持参）※申込不要
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■

問合せ／
　健康課（すこやかセンター内）☎ 24-8181

■

すこやかセンターの休館日／ 10 月９日㈰

すこやか

Information

　安
あ

部
べ

　さくら　ちゃん・ 竜
りゅうた

太　くん
  　（Ｈ 23. ３. ９生まれ）　　（Ｈ 28. ６.23 生まれ）

　杉の目町

　　　　　今月の
　　　　　すこやかちゃん

プレパパママ向けの講座（要申込）

＜赤ちゃんを迎える親講座＞
■日時／ 10 月 24 日㈪ 13 時 15 分～ 16 時※受付 13 時～

■会場／地域健康指導室Ｂ（すこやかセンター１階）
■対象／ 16 週以降の妊婦とその夫
■内容／実際に赤ちゃんの様子を見てみよう（おやこ広
　場午後の部見学）、妊婦疑似体験（希望者のみ）など
■参加費／無料
■持ち物／母子健康手帳・副読本、筆記用具、飲み物（必要な人）
■申込締切／ 10 月 17 日㈪

全員参加の乳幼児健診等

　乳幼児健康診査は以下の該当日にお越しください。
■会場／すこやかセンター（４か月児健康診査を除く）
■持ち物／母子健康手帳、健診票など※すこやか kids 参照

＜４か月児健康診査＞※詳細はすこやか kids 参照

市指定医療機関（小児科）で個別健診となります。

＜７か月児健康教室（約１時間 30 分）＞
■受付時間／９時～９時 30 分

＜１歳８か月児健診・３歳児健診（約２時間）＞
■受付時間／ 12 時 50 分～ 13 時 20 分
※希望者に歯のフッ素塗布をします。（自己負担 300 円）

※健診前に必ず歯を磨いてきてください。

※３歳児健診は健診票や検査容器などを事前に送付します。

・該当日に受診できない場合は、健康課にご連絡ください。

・11 月以降の日程は市ホームページで確認できます。

相談がなくても、一息つきにお越しください♪
お母さんやお子さんの自由参加の場（申込不要）

＜おやこ広場（午後の部）＞
■日時／ 10 月 24 日㈪ 13 時 30 分～ 15 時 30 分
■会場／地域健康指導室Ａ（すこやかセンター１階）
■対象／妊婦、０～４か月の子どもとその親
■内容／体重測定、個別相談（助産師・心理士・保健師）
■持ち物／母子健康手帳

献血にご協力を

期日 会場 時間

10 月
3 日㈪

㈱ニューメディア 9 時 30 分～ 11 時 30 分

㈱ユアテック米沢営業所 13 時 30 分～ 15 時 30 分

健診 期日 該当児

7か月児
　健康教室 10 月 20 日㈭ H28.03. 2 ～ 03.20 生

健診 期日 該当児

１歳８か月児
　　　　健診

10 月 25 日㈫ H27. 1.21 ～ 02.07 生

10 月 26 日㈬ H27.02.08 ～ 02.21 生

３歳児健診
10 月 18 日㈫ H25.04. 3 ～ 04.17 生

10 月 19 日㈬ H25.04.18 ～ 05.01 生

平成 28 年度 市民セミナー

■日時／ 10 月 15 日㈯
　13 時 30 分～ 15 時
■�会場／大会議室（すこや

かセンター２階）
■定員／ 150 人
■�演題／体を動かして健康

のレベルアップ～軽運動
で脳も体も健やかに～

■�講師／加藤守匡氏（県立
米沢栄養大学 准教授）、

　鹿俣由美氏（鹿俣体育研究所 健康運動指導士）

「こころの健康相談統一ダイヤル」をご利用ください

　悩みがあれば下記にご相談ください。
■相談電話／
■�相談時間／月～金曜日の９時～ 12 時、13 時～ 17 時ま

で（祝祭日・年末年始を除く）

９月１日㈭～ 30 日㈮は健康増進普及月間です

「１に運動　２に食事　しっかり禁煙　最後にクスリ」
　生活習慣を改善し、健康寿命の延伸
★３つのアクション＋からだをチェックで健康寿命の延伸
１．適度な運動のすすめ。毎日 10 分の運動習慣を！
２．朝食はしっかり食べて、１日プラス 70g の野菜摂取を！
３．禁煙を！健康はもちろん、肌の美しさや若々しさも影響
　＋健診・がん検診を受けて定期的に自分の身体を知る！

　　　おこなおう�まもろうよ�こころ

☎ 0570-064-556

入場無料
来場者には

「健康カレンダー」を
プレゼント！



13 28.9.15

名称 会場 日時 問合せ

法律相談
アクティー米沢 10/14 ㈮　10 時～ 12 時、13 時～ 15 時

※当日受付（9 時 45 分～ 11 時 30 分、13 時～ 14 時 30 分）
秘書広報課☎ 22-5111

勤労者福祉会館 10/20 ㈭　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 10/11 ㈫　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 10/19 ㈬　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 10/ 6 ㈭ 　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 10/ 6 ㈭　13 時～ 15 時

10/20 ㈭　10 時～ 12 時、13 時～ 15 時
行政書士会米沢分会
☎ 28-5971

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

消費生活法律相談 市役所市民相談室 10/25 ㈫　13 時 30 分～ 16 時※要事前相談 環境生活課☎ 22-5111

債務整理手続案内 山形地裁米沢支部 毎週月～金　9 時～ 11 時、13 時～ 16 時 山形地裁米沢支部☎ 22-2165

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

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☎ 26-6097

知的財産相談（予約制） アクティー米沢 10/13 ㈭ 13 時～ 16 時 山形県発明協会☎ 023-647-8130

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

女性の健康相談（予約制） 置賜保健所 毎週火　13 時～ 17 時 15 分 置賜保健所☎ 22-3205

心の相談（予約制） 置賜保健所 10/19 ㈬　9 時 30 分～ 11 時 30 分
※予約は 2 日前まで

置賜保健所☎ 22-3015

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

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

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

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

10月の無料相談

10月の休日診療

「ATM で手続を」は詐欺！
～還付金詐欺の前兆事案が増えています～

　　　　市役所職員と名乗る男性から「医療費の払戻金の通知を送っ
たが届いているか。ATM で受け取れる」と電話がありました。還付金があると
いうのは本当でしょうか？
　　　　どのような人物からの電話であろうと、還付金などの払戻しを ATM で
手続することは絶対にありません。「ATM で手続を」は詐欺です。相手の説明を
うのみにせず、すぐに警察や市役所、消費生活センターに相談してください。

相談

アドバイス　

　

日 土
1

舟山

市立
10

3
三友堂

2
市立

三友堂
17

市立
24

9
三友堂

市立
16

三友堂
23

8
市立

三友堂
15

市立
22

5
三友堂
12
市立

三友堂
19

市立
26

4
市立
11

三友堂

市立
18

市立
25

6
市立
13
市立

市立
20

三友堂
27

7
舟山

市立
14

三友堂
21

市立
28

市立
30

三友堂
31

三友堂
29

診察時間
8時30分～
翌日8時30分
17時～
翌日8時30分

 
  
  

月 火 水 木 金

市立病院
☎22-2450

三友堂病院
☎24-3700

舟山病院
☎23-4435

救急時のみ
対応している病院です救急輪番病院  10 月

月　日 担当歯科医院 問合せ
10/ 2 ㈰ 明星歯科医院（米沢） 0238-26-5255
10/ 9 ㈰ 松岸歯科医院（川西） 0238-46-3563
10/10（月・祝） 芳賀歯科医院（長井） 0238-84-8107
10/16 ㈰ 村上歯科医院（高畠） 0238-52-4855
10/23 ㈰ 五十嵐歯科医院（白鷹） 0238-85-2075
10/30 ㈰ 中川歯科医院（米沢） 0238-23-2062

■問合せ／消費生活センター☎ 40-0525

休日歯科診療担当歯科医院

10 月 17 日㈪～ 23 日㈰は
　　　　　　行政相談週間です
＜巡回行政相談＞
　10 月は市役所市民相談室の他に
巡回行政相談所を開設します。
■日時／ 10 月 17 日㈪ 13 時 30 分
～ 16 時※当日会場で受付　■会場
／六郷コミセン　■行政相談員／安
田裕子さん、生熊健さん　■問合せ
／秘書広報課広報広聴係☎ 22-5111

暮らしのトラブル
ワンポイント・アドバイス！

■診療時間／９時～ 15 時
■ホームページ／ http://yoneshi.org/



情報交差点

1428.9.15

　第６回米沢市学童まつり

■日時／ 10月２日㈰９時45分～ 15
時■会場／市営体育館■内容／出店、
子どもの遊び体験、働く車乗車体験
など■参加費／無料■問合せ／米沢
市学童まつり実行委員会事務局「たん
ぽぽクラブ」遠藤☎24-4717

　月釜

■日時／ 10月２日㈰10時～ 15時■会
場／座の文化伝承館■茶券／ 1,000
円■問合せ／米沢茶道連合会 原田☎
23-0353

　第59回山形県南吟詠大会

■日時／ 10月２日㈰12時30分～■会
場／市民文化会館■内容／漢詩や和
歌を独吟、合吟で披露■入場料／無
料■問合せ／吟道岳鷹会事務局 宍戸
☎23-2555

　全身性エリテマトーデスの
　療養相談会

■日時／ 10月４日㈫13時30分～ 15時
30分■会場／置賜総合支庁■内容／
講演会・座談会「全身性エリテマトー
デスと上手に付き合うために」山形大
学医学部附属病院第一内科 佐藤紘子
氏■対象／全身性エリテマトーデス
治療中の人とそのご家族など■参加
費／無料■申込締切／９月26日㈪■
申込・問合せ／置賜保健所☎22-3205

　チャリティーディナーコンサート

■日時／ 10月６日㈭18時～■会場／
グランドホクヨウ■出演／普天間かお
り■チケット／ 10,000円■問合せ／国
際ソロプチミスト米沢 髙橋☎28-1554

　第14回サンファミリア米沢祭り

■日時／ 10月８日㈯10時30分～ 12時
■内容／山大花笠サークル、チンド
ン隊、三友堂病院看護学校学生によ
る出し物など■会場・問合せ／サン
ファミリア米沢☎26-8255

　米沢古文書研究会
　50周年記念講演会

■日時／ 10月８日㈯13時30分～ 16時
■会場／伝国の杜■内容／講演「古文
書から読み解く米沢藩の鉄砲」青木昭
博氏※講演後に女性会員によるシンポ
ジウムあり■参加費／無料■問合せ／
米沢古文書研究会 岡崎☎23-0948

　公開講演会

■日時／ 10月８日㈯14時40分～ 15時
40分■会場／ホテルサンルート米沢
■内容／講演「磁気工学の研究を振り
返って」山形大学教授 石井修氏■参
加費／無料■問合せ／長谷部☎090-
4553-4593

　第二中学校吹奏楽部
　第12回定期演奏会

■日時／ 10月９日㈰14時～■会場／
市民文化会館■入場料／無料■問合
せ／第二中学校☎22-3455

　第三中学校吹奏楽部
　第13回定期演奏会

■日時／ 10月９日㈰14時～■会場／
伝国の杜■入場料／無料■問合せ／
第三中学校 細矢☎22-8077

　秋の万世大路散策

■日時／ 10月10日（月・祝）８時30分～
15時■集合場所／万世コミュニティ
センター■内容／旧栗子トンネルま
で歩き、自然と土木遺産に触れる。
■持ち物・服装／弁当、水筒、雨具、
山歩きのできる服装■参加費／ 500円
■申込締切／ 10月５日㈬■申込・問
合せ／万世大路保存会☎28-5381

　第一中学校吹奏楽部
　第30回定期演奏会

■日時／ 10月10日（月・祝）14時～■会
場／市民文化会館■入場料／無料■
問合せ／第一中学校☎23-3383

　山響首席メンバーによる
　室内楽シリーズ

■日時／ 10月11日 ㈫19時 ～■入場
料／一般3,000円、学生2,000円（コー
ヒー付き）※当日500円増し■出演／
川上一道（クラリネット）、舘野ヤン
ネ（バイオリン）ほか■会場・問合せ
／カフェハウス・パウゼ☎23-4760

　アルファ化米粉レシピコン
　テスト・説明会＆調理実習

■日時／ 10月15日 ㈯13時 ～ 16時30
分■会場／米沢栄養大学■対象／高
校生以上■持ち物／筆記用具、エプ
ロン、三角巾※当日は靴下を着用し
てください。■参加費／無料■定員／
40人■申込・問合せ／山形大学大学
院 角田tar31991@st.yamagata-u.ac.jp

　FPフォーラム in 米沢

■日時／ 10月16日㈰13時～ 17時■会
場／伝国の杜■内容／講演会「長寿社
会に克つ備えを!!」清水彬氏、個別相
談会※相談会は要予約■定員／ 50人
■問合せ／青木☎090-3598-7090

　月見の茶会

■日時／ 10月16日㈰13時～ 19時30分
■会場／上杉記念館・座の文化伝承
館■茶券／ 2,500円※当日300円増し
■問合せ／米沢茶道連合会 長谷川☎
21-2012

　秋の盆栽技術講習会

■日時／９月22日（木・祝）９時～■会場
／南部コミュニティセンター■内容
／盆栽の剪定・整姿■参加費／無料
■問合せ／置賜盆栽会事務局 我妻☎
28-4599

　離職者に対する職業訓練
　11月生

■募集科・訓練期間／インテリア施工
科：11月１日㈫～平成29年４月27日㈭、
電気設備技術科：11月１日㈫～平成29
年５月30日㈫■定員／各15人■対象／
ハローワークの求職登録者■受講料／
無料■申込締切／９月27日㈫■会場・
申込・問合せ／ポリテクセンター山形

（山形市）☎023-686-2016

　視覚障がい者 IT講習会

■日時／ 11月５日㈯・12日㈯・19日
㈯10時～ 15時■会場／山形県身体障
害者福祉会館（山形市）■対象／視覚
障がい者で、通常のパソコン操作が
困難な初心者の人■定員／５人■受
講料／無料■申込締切／ 10月21日㈮
■申込・問合せ／山形県身体障害者
福祉協会 井上☎023-686-3690

　第15回「北方領土の日」
　ポスターコンテスト作品

２月７日の「北方領土の日」を周知し、
返還の機運をさらに高めるため作成
するポスター（Ｂ２判）を募集します。
■応募資格／高校生以上■応募締切／
10月20日㈭■問合せ／北海道総務部
北方領土対策本部☎011-204-5069

講習会など

募集



【情報を寄せる場合は】
　このコーナー（毎月 15 日号）は、国・県・市民サー
クル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。

■お知らせ情報用メールアドレス／
　box@city.yonezawa.yamagata.jp
■住所／〒 992-8501 米沢市金池５丁目 2-25
■ FAX ／ 0238-24-4540

情報交差点
身近な情報をまとめてゲット！

15 28.9.15

　クリーニング師試験

■試験日時／ 11月16日㈬学科試験：
10時～ 11時30分、実技試験：12時50
分～■試験会場／山形県庁■受験資
格／①学校教育法第57条（高等学校の
入学資格）に規定する人②旧国民学校
令による国民学校の高等科を修了し
た人③旧中等学校令による中等学校
の２年の課程を終わった人④クリー
ニング業法施行規則の一部を改正す
る省令附則第２項に規定する人■受
付締切／ 10月14日㈮■受験願書請求
先・問合せ／置賜保健所☎22-3873

　不動産無料相談

■日時／ 10月18日㈫13時～ 15時■会
場／山形県宅地建物取引業協会米沢
地区事務所■内容／不動産に関する一
般的な相談、苦情相談など（要予約）
■問合せ／宅建米沢事務局☎23-0001

（水曜日除く平日10時～ 16時）

　「借金」と「心」の巡回無料
　法律相談会（予約制）

■日時／ 10月31日㈪10時～ 16時■会
場／置賜総合支庁■申込締切／ 10月
27日㈭■申込・問合せ／山形財務事
務所☎023-641-5201

　引揚者からお預かりした
　通貨・証券等の返還

　税関では、終戦後に外地から引き
揚げてきた人が、税関などに預けた
通貨や証券類などをお返ししていま
す。ご本人はもとより、ご家族でも心
当たりのある人は、お気軽にお問い
合せください。■問合せ／東京税関
酒田税関支署山形出張所☎023-641-
0504

　お寺で落語！
　第３回西蓮寺寄席

■日時／９月19日（月・祝）18時～ 20時
■会場／西蓮寺■出演／三遊亭王楽
■入場料／高校生以上1,200円、小中
学生500円■問合せ／西蓮寺寄席実行
委員会 伊藤☎070-5457-6566

　けん玉ニーちゃんと
　一緒にあそぼう

■日時／９月24日㈯13時30分～■参加
費／無料 ※けん玉は用意します。■申
込締切／９月15日㈭■会場・申込・問
合せ／まちの茶の間あいべ☎24-1312

　ライヤーコンサート

■日時／９月24日㈯14時～ 17時■会
場／愛宕コミュニティセンター■出
演／コスモガルテン■参加費／ 500円
※大学生以下と福島県在住者、避難
者は無料■申込・問合せ／おひさま
えん☎24-6187

　第五中学校吹奏楽部
　定期演奏会

OB・現役合同ステージも開催します。
■日時／９月24日㈯14時～■会場／
市民文化会館■曲目／マザーマ、映画
「アラジン」メドレー ほか■入場料／
無料■問合せ／第五中学校☎23-1139

　作家トークショー 角田光代
　＆井上荒野＆江國香織

■日時／９月25日㈰14時～ 16時20分
■会場／遊学館（山形市）■定員／
320人■入場料／ 1,000円※未就学児
の入場はご遠慮ください。■申込・
問合せ／山形県生涯学習センター☎
023-625-6411

　まちづくり米沢塾９月例会

■日時／９月27日㈫19時～ 21時■会場
／東部コミュニティセンター■演題／
上杉鷹山を支えた莅戸善政■入場料／
無料■問合せ／粟野☎090-3369-4447

　あづま山草会 秋の山野草展

■日時／９月30日㈮～ 10月２日㈰９
時～ 17時（最終日は16時まで）■会場
／南部コミュニティセンター■問合
せ／石田☎28-1067

　友好商工会議所 高鍋・魚津
　商工会議所 うまいもん市

■日時／９月30日㈮11時～ 16時・10月
１日㈯10時～ 16時・２日㈰10時～ 15時
■会場／上杉城史苑■内容／宮崎県高
鍋町・富山県魚津市との関係を紹介し、
両市町の特産品やうまいものを取り揃
え、試食販売会を行います。■問合せ
／米沢商工会議所☎21-5111

　宮澤賢治の読書会 米澤ポラ
　ンの廣場（第315回）

■日時／９月30日㈮20時～■会場／
ザルノイエ■作品／秋田街道■参加
費／無料■問合せ／米澤ポランの廣
場事務局☎28-3982

　希望が丘祭

■日時／ 10月１日㈯９時50分～ 15時30
分■内容／『AKEMI』コンサート、こぶ
し一座公演 など■会場・問合せ／コ
ロニー希望が丘（川西町）☎46-3102

　米沢声楽研究会「ブーケ」
　オータムコンサート

■日時／ 10月１日㈯14時～■会場／
三條かの記念館■曲目／心の四季、童
謡 ほか■入場料／ 500円※当日300
円増し■問合せ／島森☎38-5333　

お知らせ 催し物
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号 ■問合せ／なせばなる秋まつり実行委員会☎ 22-9607

10 時～ 17 時
※ 25 日は 16 時まで

　米沢には、上杉鷹山の「なせばなる」に表されるチャレンジ精神を始めとして、「棒杭市」

に見られる人を信じる心や庶民が「草木塔」に込めた自然への畏敬など他に誇れる精神

文化がたくさんあります。まつりを通して米沢の良さを体感してください。

どん丼まつり・交流物産展
　すき焼き丼、ステーキ丼などの地元オ
リジナル丼、米沢風芋煮など美味しいも
のが集結します。今年はプレミアム丼も !?
交流都市の様々な特産品なども販売。

棒杭市（ぼっくいいち）
　鷹山の時代の無人市を再
現します。無人でも盗みを
働いたり金銭をごまかすこ
とのなかった「人を信じる
心」を考えましょう。

草木塔祭
　草や樹木に宿る命を供養するた
め建立された草木塔を通して、命
の尊さを考えます。

ステージイベント
　次代を担う子どもたちや市民団体など
によるステージイベントで会場を盛り上
げます。人気キャラクターとの握手会や
ご当地アイドルのステージも開催！

臨時駐車場は米沢市役所です
　会場周辺に駐車場はありません。市役所に駐車
し、シャトルバスをご利用ください。
■シャトルバス料金（片道）／
　大人（中学生以上）：100 円、小学生：50 円、
　幼児：無料

その他の見どころ
●今に伝わる伝統市
　米沢織、笹野一刀彫などを展示・販売

●益子陶器市 in よねざわ
　国道 121 号線でつながる栃木県益子町からの出展
●昔遊び体験
　昔ながらの遊びを楽しめるコーナー

よねざわ
秋まつりウィーク

９月 24 日
　　・25 日

土

日

10 時～ 17 時
※ 25 日は 16 時まで、どん丼まつりは両日 15 時まで

10 時～ 17 時※ 25 日は 16 時まで
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　会場
松が岬公園・伝国の杜周辺

　　　白子神社まつり
■時間／９時～　■会場／白子神社境内　■問合せ／白子
神社伝承振興会☎ 21-3482

　　　松岬神社秋季大祭
■時間／ 11 時～　■会場／松岬神社　■問合せ／上杉神社
☎ 22-3189

　　　おみこし体験イベント
■時間／① 12 時 15 分～、② 14 時～※それぞれ 15 分程度
■会場／秋まつり会場内　■問合せ／成島八幡神社☎ 37-
5129・小菅一宮神社☎ 37-4662

　　　第 14 回 米沢卸売団地まつり
■時間／９時～ 15 時　■会場／米沢卸売団地　
■問合せ／米沢総合卸売センター☎ 37-4300

　　　第 11 回 伴淳映画祭
■時間／ 10 時開場、10 時 30 分開演　■会場／伝国の杜　
■問合せ／伴淳の会☎ 080-5226-1539

　　　　　　　　米沢商工会議所 70周年記念事業
　　　　　 　高鍋・魚津うまいもん市
■時間／９月 30 日：11 時～ 16 時、10 月１・２日：10 時
～ 16 時※２日は 15 時まで　■会場／上杉城史苑付近　■
問合せ／米沢商工会議所☎ 21-5111

18日
㈰

24日
㈯

24日
㈯

25日
㈰

25日
㈰

９月30日㈮
　～10月２日㈰

※写真はイメージです。

第５回

なせばなる

　秋まつり

なせばなる秋まつりホームページ　http://aki.yonezawa-matsuri.jp/


