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椎茸で、Ｌｅｔ
 レ ッ ツ

’s菌活！！ 
 

しょうがい者支援施設 栄光園 
お問い合わせ☏28-9446 
 

市役所でも絶賛販売中！ 
 

米沢市春日三丁目3-5
　TEL. 0238-23-2840

株式会社　置賜農機商会
一級サービスエンジニア 髙木  祐輔

ホンダ除雪機ホンダ除雪機

よろこびと感謝と満足は幸せへの道
ホンダ汎用機ベスト特約認定店

優良認定店

御予約受付中
早期購入キャンペーン実施中
早得3年補償(賠償責任・盗難補償)

点検や修理も安心な店
ベストサービス特約認定店

安心して御使用して頂くのが一番です。
何でも御相談下さい。
随時御来店をよろこんでお待ちしております。

ご覧ください クロスオーガ除雪機

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

コミュニティセンター
社会教育課社会教育担当　☎ 21-6111 

※居住する地区以外のコミセンも利用できます。

米沢市児童会館
丸の内 1 丁目 3-47　　☎ 23-0161　　9 時 30 分～ 17 時

休館日 ： 11 月 18 日㈪・25 日㈪、12 月２日㈪・９日㈪・16 日㈪

米沢市国際交流協会 （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 　ホームページ／ www.yira-yonezawa.org

●クリスマスお楽しみ会

12 月８日㈰９時 30 分～
�バルーンピエロ、創作活動、�吹奏楽演奏（米沢興譲館高校
吹奏楽研究クラブ）、�合唱クラブ発表「クリスマスソン
グ」、�ぬいぐるみ人形劇とサンタさんからのプレゼント

＜クリスマス創作活動＞　※幼児と低学年は保護者同伴

活動名 対象・定員 参加費 受付

クリスマスキャンドル 小中学生・20 人 無料 11/20㈬
～12/1㈰ミニクリスマスツリー 小中学生・10 人 350 円

クリスマスを折る（折り紙）幼児～中学生・30人 無料 当日

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

スマートフォン
出前教室

11/27 ㈬
①10時～12時
②13時～15時

らくらくスマホ体験会。スマ
ホの簡単な使い方を分かりや
すく教えます。※①②は同内
容・貸出用スマホ有

どなたでも・
各回 30 人

無料
受付中
※定員にな
り次第締切

西部コミセン
☎ 22-5758

子育てママ応援アロマ
ピラティス（託児付き）

12/5 ㈭
10 時～ 12 時

アロマの香りで疲れを癒し、
ピラティスで体幹を整えるス
トレッチをします。

子育て中のマ
マ・20 人

100 円※託児１
人 200 円、２人
以上 300 円

11/14 ㈭
９時～

東部コミセン
☎ 37-8025

クリスマスにお部屋を
彩る☆カッティングボー
ドの壁飾り！（託児付き）

12/5 ㈭
10 時～ 12 時

クリスマスにぴったりな手作
りオーナメントを作ります。
（置賜総合文化センター）

未就学児のマ
マ・20 人

材料費 350 円※
託児無料（６か
月～２歳児対象）

受付中
※定員にな
り次第締切

社会教育課
☎ 21-6111

親子で楽しむ
ミニ門松づくり！

12/14 ㈯ 10 時
～ 11 時 30 分

親子で一緒に門松を作って、
素敵なお正月を迎えよう！

低学年までの
親子・８組

800 円／組
南原コミセン
☎ 38-2301

講座名 日時 対象・定員 参加費 受付

パソコンであそぼう 12/15 ㈰ 15 時～ 16 時 小学生・10 人 無料 当日 14 時 55 分～

● YIRA KIDS CLUB クリスマス ・ クッキーを作ろう !

12 月 14日㈯ 10時～ 12時
��置賜総合文化センター調理室　 20 人※要申込み
��会員：500 円、非会員：800 円、小学生以下 200 円

● �TylerとEnglish�Chat

12 月 14 日㈯ 13 時 30 分～ 14 時 30 分
アーカス
��会員：無料、非会員：500 円

●人形劇の日

11 月 24 日㈰ 10 時 30 分～ 12 時　 無料
■出演／青空クラブ・学童保育つくしんぼクラブ
●プラネタリウム （土日 ・ 祝日）

���① 11 時～（約 45 分間）② 14 時～（約 50 分間）
４歳以上��� 無料　 ①「米沢の今夜８時の

星空」「星地蔵と５人の泥棒」②「米沢の今夜８時
の星空（高学年向け）」新番組「ワク・ドキ！探険
☆大宇宙�ガリレオとめぐる太陽系の旅」①②共通
「星時間�秋～やぎ座神話～」
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多機能型 融雪ネット 淡雪淡雪あわ

　ゆき

つらら・雪庇つらら・雪庇

㈱日建設備 http://www.淡雪.net
米沢市万世町片子266
　☎（0238）21-4300

　まずは、ご相談下さい！
超軽量！手軽に使いたい場所へせっ　ぴ

　　　　　　で
お困りではありませんか？

http://www.setsubi.co.jp

ワクワクするような市の施設情報をお届け！

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 ： 11 月 27 日㈬

ワークショップ （体験学習室）

プレイショップ （体験学習室）

上杉文華館　　　　　　　　　上杉鷹山 「老いと病」

11 月 22 日㈮～１月 19 日㈰
◎コレクショントーク（要入館料）※学芸員による展示解説

12 月１日㈰ 14 時～�� 上杉家文書を中心に解説

聖夜のトランペット “C
ク リ ス マ ス

hristmas S
ス ペ シ ャ ル

pecial C
コ ン サ ー ト

oncert” 三遊亭好楽 ・ 林家たい平　二人会

�12 月�季節の行事 冬至／お年とり

 11 月 29 日㈮～ 12 月 26 日㈭

紋切りで暮らしを彩るものづくり

～美しく季節を楽しむ～

12 月 15 日㈰ 13 時 30 分　 中学生以上 20 人　
500 円※申込受付中（定員になり次第締切）

特別展

お知らせ

　　　　　　上杉家 武家の文化 公家の文化

【後期】～ 11 月 24 日㈰
※�上杉本洛中洛外図屏風原本もご覧になれます。

一般 620 円、高大生 420 円、小中生 270 円
※特別展は常設展と一体型展示になります。

　　　　　　　　常設展のススメ

　特別展が終わり、次の展示が開催されるまでの間は
常設展のみご覧になれます。常設展示は 1601 年の上杉
氏入部からスタート。シアターやジオラマや CGを用い
た見ごたえのある展示です。二度、三度見ても飽きる
ことがなく、むしろ新しい発見があるでしょう。地元
の歴史、文化をより深く知るための情
報ライブラリーも充実しています。遠
出の機会が少なくなる冬期間は、ぜひ
博物館に遊びにきてください。
◎�次回コレクション展「米沢藩�武士のお仕事～戦士・
役人・芸達者～」は１月 11 日㈯から始まります。広
報よねざわ 12 月 15 日号で紹介します。

　冬の澄んだ空気、聖夜間近の賑やかな街、気分も華
やぐ季節にぴったりのトランペットコンサート。

12 月７日㈯ 14 時開演
全席自由�一般3,000円、学生1,000円（当日各500円増）

■�チケット／伝国の杜、米沢楽器店、音楽アズム舘米
沢店で発売中

　伝国の杜恒例の落語会。古典落語の型を守り噺
はなし

の面
白さを伝える実力派三遊亭好楽と、米沢の落語ファン
の心を捉えて離さないお馴染み林家たい平が、真冬の
寒さで冷えた体を笑いでほっこりと温めてくれます。
三味線と唄とおしゃべりでお楽しみいただく三味線漫
談の林家あずみも出演予定。

２月 16 日㈰ 14 時開演
全席指定�一般 3,800 円（当日 4,300 円）

■�チケット／伝国の杜、こまつ書店堀川町店で発売中

�ものづくり 　型絵染のカードづくり

クリスマスカードや年賀状をつくり
ませんか？

11 月 29 日㈮～１月 22 日㈬

金管楽器クリニックを開催します

12 月６日㈮ 18 時～　 11 月 20 日㈬
※伝国の杜で受講申込受付中。見学は自由です。


