
広
告

予
約
制

リンパでむくみ対策
アロマオイルで冷え予防
リンパでむくみ対策
アロマオイルで冷え予防

○リンパ　￥４,０００（50分）
　上半身または下半身
○アロマ　￥４,５００（50分）オイル使用で全身
　※「すっきりした。」「ここに来ると元気になる！」
　　とのお声をいただいています。

セルスリムケア　☎0238(22)1645　担当　わらしな
（月曜～金曜）午前8：30～午後7：00　（土日・祝日）応相談

 米沢市春日１－７－１８　 ドコモショップ米沢春日店さん近くです

 

金池

無料体験レッスン

・ ・ 金 ～
懐かしの曲を歌って踊ってストレス発散！

国際交流協会（ＹＩＲＡ）
米沢市国際交流プラザ「アーカス」置賜総合文化センター１階
☎ 33-9146 yira@omn.ne.jp

コミュニティセンター
社会教育・体育課社会教育担当　☎ 21-6111

行事名 日時 内容（場所） 対象・定員 参加費 事前申込 申込・問合せ
万世コミセン開館 20
周年記念事業
第 13 回万世夏まつり

8/11（土・祝）
17 時～ 21 時

特設ステージで仮装盆踊りを開催しま
す。その他イベントや屋台も勢揃い！

（万世コミュニティセンター）
どなたでも 無料 申込不要

万世コミセン 
☎ 28-5381

ス イ ー ツ 講 座 2018　
スキスキ！洋菓子編

8/25 ㈯
10 時～ 12 時

カスタードクリームをマスターしよう１
トライフルを作る（第六中学校）

成人・10 人 1,500 円 8/15 ㈬まで
塩井コミセン 
☎ 22-5380

ス イ ー ツ 講 座 2018　
スキスキ！洋菓子編

9/8 ㈯
10 時～ 12 時

カスタードクリームをマスターしよう２
ロールケーキを作る（第六中学校）

成人・10 人 1,500 円 8/15 ㈬まで
塩井コミセン 
☎ 22-5380

講座名 日時 対象・定員 参加費 受付

楽しく将棋を覚えよう 8/11（土・祝）14 時～ 16 時
幼児～中学生・30 人
※幼児は保護者同伴

無料 当日（随時）

「君だけのオリジナル万華鏡を作ろう！」
～山形大学の学生さんが教えてくれます～

8/18 ㈯ 15 時～ 16 時 どなたでも 無料 当日（随時）

米沢市児童会館
丸の内1丁目３-47 ☎ 23-0161 ９時 30分～17時 30分
休館日：７月23日㈪・30日㈪、８月６日㈪・13日㈪

　プラネタリウム（土日・祝日）
時①  11 時～②  14 時～
内①「七夕ものがたり」②「まほうつかいリリィ せいざをさがしに」
　①②共通「星時間  夏～わし座神話～」「米沢の今夜８時の星空」
対４歳以上　費無料　
■受付／投映開始の 30 分前から事務室で行います。
■�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。
　※ 7/22 ㈰、8/12 ㈰ は投映を中止します。

　お楽しみ映画会
日８月 12 日㈰ ① 10 時～ ② 14 時～
■上映作品／『SING ／シング』
費無料

　花笠人形を展示します
　和紙でできた子ども花笠人形をロビー
に展示します。ぜひご鑑賞ください。
期７月 15 日㈰～８月５日㈰

中国語・Eigo・韓国語でランチ

日�中国語： ７月 19 日㈭、８月 21 日㈫
　Eigo：７月 24 日㈫、８月 17 日㈮
　韓国語： ７月 30 日㈪、８月 27 日㈪
　各 12 時～ 13 時
場アーカス
費�無料※各自ランチを持参

してください。

YIRA SPORTS CLUB ～ミニバレー～

　新しくできた YIRA SPORTS CLUB ！初イベントはミニ
バレーをします。今後も YIRA メンバーや海外の人と交
流しながら、いろいろなスポーツにチャレンジしていき
ます。あなたも参加してみませんか？
日７月 28 日㈯ 19 時～　費 300 円（保険代含む）
場上郷小学校体育館（大字竹井 1383）
■�その他／動きやすい服装（運動着、スニーカーなど）

で来てください。

1230.7.15

ワク！ナビ
ワクワクするような

市の施設情報をお届け！



社会福祉法人 米沢栄光の里

し ょ う が い 者 地 域 生 活 支 援 事 業 所

しょうがい者相談支援事業所 福祉まるごと相談

一般相談・特定相談を受け付けています。気軽にお尋ねください。

しょうがい者共同生活援助事業所 就労継続支援 型事業所

市内に か所のグループホームがあり 名の方の地域生活を支援しております。

米沢市東 2 丁目８－５４ 電話０２３８－２２－０７０３ 

　
企画展　　岩

いわごう

合光
みつあき

昭どうぶつ写真展 地球の宝石
　動物写真家として世界中で高く評
価されている岩合光昭。自然といの
ちへの真

しん

摯
し

な眼差しがとらえた「地
球の宝石」シリーズは、この上なく
美しく雄大な自然と、一方で人間の
営みによりいのちを脅かされる野生動物の姿を通して、
地球環境が直面する「今」を強く訴えかける写真展です。
期７月 28 日㈯～９月９日㈰※８月 22 日㈬は休館
費一般 410 円、高大生 300 円、小中生 200 円
◎岩合光昭トークショー＆サイン会（入場無料、要整理券）
日８月９日㈭ 18 時～　定先着 500 人　会置賜文化ホール
�入場整理券／①サイン会付き：当日９時より該当写真
集を購入した先着 200 人に配布※サイン会はトーク
ショー後に開催②トークショーのみ：当日 16 時より
先着 300 人に配布

　上杉文華館　　「上杉斉定の孝行心」
期７月 26 日㈭～８月 21 日㈫
◎コレクショントーク（学芸員による展示解説、要入館料）
日８月５日㈰ 14 時～

置賜文化ホール
丸の内 1丁目２-１（伝国の杜）☎ 26-2666　８時 30 分～ 17 時（事務室受付）
※ホール、会議室、練習室を貸し出しています。お問い合わせください。

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：７月 25 日㈬、８月 22 日㈬

ワークショップ（体験学習室）
むかしむかしをきこう（米沢とんと昔の会）
　日７月 21 日㈯ 14 時～　費無料　※申込不要
夏のカラーハンティング
　～カメラで色をつかまえよう！～
　日８月 19 日㈰９時 30 分～ 12 時　費 500 円
　■募集開始／７月 18 日㈬
　対小学生以上　定 20 人

紙コップタワーアート大作戦
　日９月１日㈯ 10 時～ 12 時　費 500 円
　■募集開始／８月１日㈬　対小学生　定 30 人

新・純邦楽ユニット WASABI LIVE 2018
～日本の心・和の響き～
　「吉田兄弟」の兄、吉田良
一郎が邦楽の若き精鋭たちを
率いて米沢にやってきます。
「和楽器だけの音楽で “ 和の
格好良さ ” を追求し、多くの
人たちに伝えたい」という吉
田の呼びかけで結成された WASABI。聞いていて楽しく
なるオリジナル曲に加え、唱歌や民謡のアレンジなど心
の弾むプログラムで、和楽器の面白さをお届けします。
�出演／吉田良一郎（津軽三味線）、元永拓（尺八）、市
川慎（箏・十七絃）、美鵬直三朗（太鼓・鳴り物）

日 10 月 27 日㈯ 15 時開演

三遊亭小遊三・林家たい平二人会
　落語家は、舞台に登場してお客様の様子を見なが
らその日の演目を決めます。２人がどんな噺

はなし

をする
かは、当日のお楽しみ。夏の夜の暑さを笑いで吹き
飛ばす至芸をどうぞご覧ください。
日８月 21 日㈫ 18 時 30 分開演（全席指定）

プレイショップ（体験学習室）
８月　季節の行事

七夕　期７月 20 日㈮～８月 21 日㈫

ものづくり

コラージュどうぶつえん
期７月 20 日㈮～９月 25 日㈫

※ ７月 21 日㈯・29 日㈰、８月４日㈯・５日㈰はお休み

コラージュ作品例

WASABI

©Mitsuaki Iwago

費 全席指定 3,500 円（当日 4,000 円）※未就学児の入場
不可、託児あり（有料、申込制）
�チケット／７月 26 日㈭発売※伝国の杜は９時発売、
伝国の杜ファンクラブ電話先行受付は 7/18 ㈬～ 22 ㈰
�プレイガイド／伝国の杜、大沼米沢店、こまつ書店堀
川町店、米沢楽器店、音楽アズム舘米沢店、公チケ（イ
ンターネット販売）

好評
発売中

13 30.7.15
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