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Ａ： １回無料体験  Ｂ： １ヶ月体験 （有料）

10 月10 月

Ａ・Ｂ 曜日・時間を選んで頂いての１回 
　子ども／スイミング・ダンス・英会話・学習教室
　　　　　ガウディア米沢教室のみ（２週間無料体験 算数・国語）
　大人／スイミング・スタジオレッスン

（別途入会登録料2,750円
(税込)がかかります。）

＋プレゼント

秋の体験会申込受付中 !!
10 月 1日㈭～ 10月 28日㈬

入会特典

　　　（６,６００円）
入会金100％OFF

更に＋W割
スイミングとダンスセット

でさらにお得！ マイティは泳ぎだけじゃない！
ダンス・英会話・学習教室
みんなおいでよ (^_-)-☆

〒992-0012米沢市金池7丁目８ー13　TEL：0238-22-3644 検索 マイティスイミング

名称 場所 日時 問合せ

法律相談
市役所市民相談室

10/16 ㈮　13 時 30 分～ 16 時
※予約は７日前から

秘書広報課☎ 22-5111

勤労者福祉会館 10/15 ㈭　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 10/13 ㈫　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 10/21 ㈬　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 10/1 ㈭　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
10/5 ㈪　13 時～ 15 時 行政書士会米沢分会

☎ 28-597110/26 ㈪　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
10/1 ㈭・21 ㈬　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

10月 19日㈪～ 25日㈰は行政相談週間

　巡回行政相談を開設します。

■日時／ 10 月 20 日㈫ 

　13 時 30 分～ 16 時（予約不要）

■場所／西部コミュニティセンター

■行政相談委員／安
やす

田
だ
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さん、
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み

佐
さ
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お

さん

■問合せ／秘書広報課☎ 22-5111

来訪した業者から「家屋に壊れた個所はないか。損害保険で負担なく修
理ができる」と勧誘されました。本当ですか？

自然災害による住宅修理に「保険金が使える」と勧誘されても、損害保
険金が実際にいくら支払われるのか、また、そもそも保険金が支払われるかどう
かわかりません。まずは自身が加入している保険契約の内容を確認し、契約して
いる保険会社や代理店に相談しましょう。
問合せ／消費生活センター ☎ 40-0525

「損害保険が使える」という住宅修理
契約のトラブルにご注意ください！

相談

アドバイス


