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米沢市徳町4番26号

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

相談

その他

情報を寄せる場合はこちらまで

　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・

場所・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

　求職者に対する職業訓練

【住宅デザイン施工科】

２月４日㈫〜７月 31 日㈮
【電気設備技術科】

２月４日㈫〜８月 28 日㈮
【共通】

各科 15 人
ハローワークの求職登録者
１月９日㈭
無料※テキスト代などは自己負担
 ポリテクセンター山形（山形
市）☎ 023-686-2016

　司法書士無料相談所

 12 月 19 日㈭、１月 16 日㈭、２
月 20 日㈭、３月 19 日㈭ 18 時〜
20 時

各期日の前日まで電話で予約
 山形県司法書士会（山形市）
 山形県司法書士会総合相談セ
ンター☎ 023-642-3434

　交通事故相談

　自動車事故にかかる損害賠償問題
の紛争解決を弁護士が中立公正な立
場から無料でお手伝いします。まずは
電話でご予約を。

 月 〜 金 曜 日 ９ 時 〜 17 時（ 祝 日・
年末年始除く）

 （公財）交通事故紛争処理セン
ター仙台支部（宮城県仙台市） 
☎ 022-263-7231

　�空き家所有者相続・売却・�

　解体費用など無料相談

随時※要予約
 （公社）全日本不動産協会山形
県本部（山形市）☎ 023-642-6658

　台風19号被災者・避難者支援

　司法書士無料電話相談

　日本司法書士会連合会では、台風 19
号災害の被災者、避難者への支援とし
て、フリーダイヤルを開設しました。

 12 月 20 日㈮までの平日 11 時〜
17 時

■相談電話／☎ 0120-315199

 日本司法書士会連合会事務局 
☎ 03-3359-4171

　危険物取扱者・消防設備士

　の免状をお持ちの人へ

　危険物取扱者・消防設備士の義務と
して、免状交付の日から 10 年以内ご
とに写真の書き換えが必要です。

 （一財）消防試験研究センター山
形県支部☎ 023-631-0761

　知っていますか？建退共制度

　建退共制度は、中小企業振興を目的
として設立された退職金制度です。

加入できる事業主／建設業を営む人
�対象となる労働者／建設業の現場で
働く人
掛金／日額 310 円

 （独）勤労者退職金共済機構山形
県支部☎ 023-632-8364

　労働保険の加入を

　労働保険は、労働者が業務上や通
勤途上で被災した場合の保険給付や
失業した場合に支給する保険給付を
行うもので、職場の安全、雇用の安定
を図るために重要な役割を果たして
います。従業員、パートタイマー、ア
ルバイトなど労働者を１人でも雇っ
ていれば、今すぐ労働保険に加入しま
しょう。

 山形労働局労働保険徴収室 
☎ 023-624-8225

　自賠責保険・共済未加入での

　運行は法律違反です

　自賠責保険・共済は、万一の自動車
事故の際の基本的な対人賠償を目的
として、原動機付自転車を含む全ての
自動車について、法律で加入が義務付
けられています。

 東北運輸局山形運輸支局 
☎ 023-686-4712
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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

身近な情報まとめてゲット！

催し物

募集

　あいべの催し物

【親子で〆縄をつくろう】

12 月 21 日㈯ 10 時〜 13 時
12 月 18 日㈬

【小正月だんごの木作り】

１月 11 日㈯ 10 時〜 13 時
１月７日㈫

【共通】

あいべ
 各回親子 600 円、大人だけ 500 円
※材料とおにぎり代

酒井☎ 080-3193-3445

　ゆあら�元気こども食堂

12 月 21 日㈯ 12 時〜
すこやかセンター
こども無料、大人 400 円
 女性支援ネットワークゆあら 
竹部☎ 080-5229-1252

　クリスマスコンサート

12 月 21 日㈯ 15 時〜
米沢聖ヨハネ教会礼拝堂
 バロックフルート、グレゴリオ聖
歌、キャロルと朗読

2,000 円
 米沢フルート音楽研究会 
佐藤☎ 090-2794-8028

　オールディーズコンサート

12 月 21 日㈯ 18 時 30 分〜
三條かの記念館
1,500 円

三條かの記念館事務室☎ 23-3334

　KTYウインドアンサンブル

　５th�C
コ ン サ ー ト

oncert

12 月 22 日㈰ 14 時〜
市民文化会館
無料
藁科☎ 080-6037-5482

　生活クラブやまがた

　「お正月だよ！年の瀬市」

12 月 30 日㈪８時 30 分〜 13 時
中田卸売団地内 P-PAL
 地元生産者と作る安心・安全なお
正月食品の試食・購買会

 生活クラブやまがた生活協同組合 
後藤☎ 23-7232

　テニスダブルスを楽しむ

１月８日㈬・15 日㈬・22 日㈬ 10 時〜
多目的屋内運動場
１回 500 円
森☎ 090-2956-6355

　「各種きもの講座」無料説明会

 １月 10 日㈮ 10 時 30 分〜、14 時〜、
18 時 30 分〜

三條かの記念館
成人女性
無料
 （一財）民族衣裳文化普及協会
山形教室☎ 0120-029-315

　介護に関する茶話会

　第５回�わげんカフェ

１月 15 日㈬ 14 時〜 16 時
西蓮寺
 介護についての語らいと情報交換
無料※申込不要、入退室自由
 伊藤☎ 070-5457-6566

　　 wagenyonezawa@gmail.com

　「大地の教科書から学ぶ生き

　方」講演会

１月 18 日㈯ 10 時 30 分〜 11 時 30 分
アクティー米沢
千葉陽平氏（山形ちば吉代表）
無料
 NPO 法人 With 優 安達☎ 33-9137

　映画「さとにきたらええやん」

　上映とおしるこ茶会

１月 18 日㈯ 17 時 30 分〜
NPO 法人青空保育たけの子
30 人程度
 1,500 円※中高校生、外国人は確

認できるもの提示で半額

 みんドキュ実行委員会 黒須 
☎ 080-8067-8404

　令和２年度山形県みどり豊か

　な森林環境づくり推進事業

　やまがた緑環境税で支援する県民参
加による森づくり活動を募集します。
■�募集期間／１月６日㈪〜２月６日㈭

 置賜総合支庁森林整備課 
☎ 35-9053

　日米草の根交流

　コーディネーター

　アメリカで２年間、日本の文化を
地域の人に紹介する草の根交流コー
ディネーターを派遣します。
■応募締切／１月６日㈪
■�派遣期間／ 2020 年８月〜 2022 年

７月の２年間

 ローラシアン協会 日高  
☎ 03-3712-6176


