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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

講座 ・講習会

その他

募集

相談

情報を寄せる場合はこちらまで

　　鷹山公シンポジウム

８月 25 日㈰ 13 時 30 分～
伝国の杜
�今も沖縄で敬愛されている米沢藩
最後の藩主「茂憲公」

無料
我妻榮記念館内 高橋 24-2211

　　第四中学校吹奏楽部定期演奏会

８月 25 日㈰ 14 時～
置賜総合文化センター
無料
第四中学校 竹田☎ 23-2856

　　少林寺拳法体験講座

７月 26 日㈮ 20 時～ 21 時
少林寺拳法専有道場
無料
小学生～社会人
�後藤 mgoto.biz@gmail.com�
鈴木☎ 22-4676

　　親子でズック洗い講座

７月 27 日㈯ 10 時～ 12 時
�グループリビング COCO結いのき
花沢２号館駐車場

無料
� 生活クラブやまがた生活協同
組合環境委員会☎ 23-7232

　　「介護のしごと」 ミニ講座

８月１日㈭ 13 時 30 分～
ハローワーク米沢
介護職員の講話
� 山形県福祉人材センター�
☎ 023-633-7739

　　サンセットテニス講習会 （後期）

�８月７日㈬～９月 25 日㈬の毎週
水曜日※８月 14 日㈬除く、雨天
時予備日あり

八幡原緑地テニスコート
硬式テニスの講習（レベル別）
�3,500 円（全７回）※１回のみは
700 円

唐澤☎ 090-2848-2285

　　生活なんでも相談ダイヤル

�７月25日㈭～27日㈯10時～17時
�生活に関する悩みや困りごと相談�
無料
�生活あんしんネットやまがた�
☎ 0120-39-6029

　　就職相談会

７月 29 日㈪ 10 時～ 16 時
置賜総合文化センター
�15 ～ 39 歳で就職についてお悩み
の人とその家族

無料
� 置賜若者サポートステーション
☎ 33-9137

　　2019 年度入国警備官

■�募集期間／７月 16 日㈫～ 25 日㈭�
※受信有効

　次のインターネット申込専用アドレス
にアクセスの上、申し込んでください。
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken．
html

�仙台出入国在留管理局総務課�
☎ 022-256-6076

　　土地改良区職員

■募集職種／土地改良区の一般業務
■募集人員／若干名
■�受付期間／ 10 月１日㈫～ 18 日㈮
※必着（土日・祝日除く）

■試験日／１次試験 11 月９日㈯

米沢平野土地改良区☎ 23-0015

　　吾妻山植生回復作業

　　ボランティア

８月 10 日㈯７時 20 分～ 17 時
■集合場所／ロープウェイ湯元駅

吾妻山植生回復のため採種作業
�1,000 円（ロープウェイ・リフト
料含む）

８月１日㈭
� ネイチャーフロント米沢 森�
☎ 43-6166（18 時～ 20 時のみ）

　　昔話 （民話）語り手 （出演者）

■�要件／昔話（民話）に関心があり９
月８日㈰開催予定の「おしょうしな
語りのつどい」に出演できる人

８月 16 日㈮ 17 時
� 米沢とんと昔の会設立 20 周年
記念実行委員会 渡部☎ 28-6012

　　令和２年度歌会始のお題

　　詠進歌の詠進要領

■�令和２年度歌会始のお題／�

「望」と定められました。
■�詠進要領／自作の短歌で１人１首
未発表のものに限ります。半紙を
横長に用い、右半分にお題と短歌、
左半分に郵便番号、住所、電話番号、
氏名、生年月日、性別及び職業を
縦書きで書いてください。� �
　郵送は、郵便番号「100-8111」宛
先「宮内庁」とし、封筒に「詠進歌」
と書き添えてください。

　　B 型 ・ C 型肝炎検査

　　時間拡大キャンペーン

７月 22 日㈪ 11 時～ 16 時
置賜総合支庁本庁舎
血液検査※結果は後日来庁時説明
�置賜総合支庁（置賜保健所）生活
衛生課感染症予防担当☎ 22-3002

　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・

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

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
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身近な情報まとめてゲット！

催し物

　　網膜色素変性症患者 ・家族の

　　交流会

７月 20 日㈯ 13 時 30 分～ 16 時
置賜広域観光案内センター２階
網膜色素変性症患者・家族
無料
�山形県網膜色素変性症協会 高橋�
☎ 090-4883-0928

　　米沢病院ふれあい健康講座

７月 24 日㈬ 13 時～ 15 時 30 分
国立病院機構米沢病院
�認知症サポーター養成講座ほか
無料
国立病院機構米沢病院☎ 22-3210

　　置賜地域議員協議会

　地元議員が地域課題を審議します。

７月 25 日㈭ 13 時～
置賜総合支庁本庁舎
�山形県議会事務局議事調査課�
☎ 023-630-2841

　　令和元年度 梓園夏祭り

７月 27 日㈯ 17 時 ~19 時 45 分
梓園駐車場（雨天時 : 梓園体育館）
歌と踊りのショー、大抽選会ほか
無料
山形県梓園 中津川☎ 22-0398

　　「ｈａｐｐｙ－しあわせを探すあな

　　たへ」 上映会

�７月 28 日㈰① 10 時② 13 時�
③ 17 時 30 分

万世コミュニティセンター
各回 30 人程度
�1,000 円、中学生・高校生・外国
人 500 円（要証明書提示）

� みんドキュ実行委員会� �
☎ 080-8067-8404

　　めろめろぱんち Round14

７月 28 日㈰ 11 時～ 19 時
米沢スキー場
�大人 1,500 円、高校生 1,000 円、
中学生以下無料

梅津☎ 090-9010-1224

　　三友堂看護専門学校

　　オープンキャンパス

�７月 29 日㈪、８月５日㈪�
各日 13 時 30 分～ 15 時 30 分

三友堂看護専門学校
学校紹介、在学生とのトークほか
無料
� 三友堂看護専門学校�
☎ 23-6470

　　サンプラザ米沢夏祭り

８月３日㈯ 10 時～ 11 時 45 分
サンプラザ米沢ホール
サンプラザ米沢☎ 32-2234

　　あいべ 親子ミソぱん作り

８月３日㈯ 10 時～ 12 時
あいべ
親子で 500 円
7月 29 日㈪
倉☎ 080-9012-5008

　　米沢市ボランティア連絡協議会

　　芸能部会発表会

８月４日㈰ 10 時～ 15 時
置賜総合文化センター
無料
�米沢市社会福祉協議会ボランティ
アセンター☎ 24-7881

　　日本 ・ スペイン文化交流

　　フェスティバル 2019

�８月４日㈰① 11 時～ 11 時 40 分
② 17 時～ 19 時 30 分

�①伝国の杜②ブリティッシュカフェ
併設庭園愛吾堂（能楽堂）

�①ハポンさん来日記念講演「日本
初の外交官支倉常長」②ウエルカ
ムハポン！夏祭り

①無料② 3,000 円（チケット販売）
�（一社）支倉常長日西文化協会�
福崎☎ 28-4649

　　米沢織物新作発表会

�８月７日㈬～９日㈮10時～17時�
※９日のみ15時まで

ナセ BA
�米沢織新作呉服の展示ほか
無料
米沢繊維協議会☎ 23-3525

　　米沢市長杯パークゴルフ大会

８月 10 日㈯９時～
湯るっとパークゴルフ場（高畠町）
協会会員、市内在住の PG愛好者
500 円
８月３日㈯
� 米沢市パークゴルフ協会 植野�
☎ 090-7337-6564

　　米沢混声合唱団演奏会

８月 11 日（日・祝）14 時～
伝国の杜
500 円※高校生以下無料
金子☎ 080-5565-0461

　　綱木獅子踊り奉納披露

８月 15 日㈭９時～
綱木円照寺跡
�綱木獅子踊りを考える会 �
雨田☎ 38-2911

　　おいたまの郷夏祭り

８月 17 日㈯ 18 時～ 19 時 30 分
おいたまの郷
上杉エイサークラブ演舞ほか
おいたまの郷☎ 37-7788

　　第三中学校吹奏楽部定期演奏会

８月 24 日㈯ 14 時～
伝国の杜
無料
第三中学校☎ 22-8077

　　山形掃除に学ぶ会

　　東部小学校大会

８月 25 日㈰８時～ 12 時 30 分
東部小学校
�1,000円（昼食含）※高校生以下無料
7月 31 日㈬
�山形掃除に学ぶ会☎023-624-3519

　　子ども食体験キッズキッチン

　　「夏編」 米沢教室

８月25日㈰10時 30分～
置賜総合文化センター
子どもだけで１食分作ります。
年長児～小学３年生 20 人
2,500 円（保険料含む）
８月 10 日㈯
食育ママ加藤☎ 22-3616


