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☆人に優しく環境に配慮

・油汚れに強い洗浄力

すてっぷの無添加せっけんがお役に立ちます！

　循環型社会の実現を目指して

しょうがい者就労継続支援事業所　すてっぷ

☆家庭や学校や飲食店の廃油をリサイクル

すてっぷの無添加せっけんのご紹介

・川や海に流れても生物を守る

℡０２３８-２２-０７０３　〒992-0026 米沢市東２丁目８－５4 本社　米沢市門東町2-８-３８　☎22-7557

｢介護保険や障がい者福祉のこと、

何でもご相談下さい｣

有限会社 なごみの部屋

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

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

　新型コロナウイルス感染症
　に関連する人権相談

　法務省の人権擁護機関では、新型コ
ロナウイルス感染症に関連する不当
な差別、偏見、いじめなどの被害に
あった人の相談を受け付けています。

【みんなの人権 110 番】  
☎ 0570-003-110

【こどもの人権 110 番】  
☎ 0120-007-110

【女性の人権ホットライン】  
☎ 0570-070-810

 山形地方法務局米沢支局 
☎ 22-2148

　㈱大沼友の会の還付手続きは
　お済みですか

　㈱大沼友の会の積立金およびお買
い物券の還付申出の期限は以下の通
りです。期限までに申出書を提出され
ない場合は還付を受けることができ
なくなりますので、ご注意ください。
■�受付期限／６月 30 日㈫  
（当日消印有効）

 東北経済産業局消費経済課 
（〒 980-8403 仙台市青葉区本町
3-3-1）☎ 022-208-6775

　令和２年度山形県介護支援
　専門員実務研修受講試験

10 月 11 日㈰ 10 時〜
山形市（受験票交付時にお知らせ）

■�受験資格／保健、医療、福祉の分野
で５年以上かつ 900 日以上の実務
経験がある人

10,600 円

【受験の手引の配布】
■�請求方法／ 250 円切手を貼った

返信用封筒（角形２号 240mm ×
332mm）に、郵便番号、住所、氏
名を明記し、次の宛先に送ってくだ
さい。所定封筒以外では切手の金額
が変わる場合があります。必ず角形
２号の封筒をご利用ください。

■�宛先／〒 990-0021  
山形市小白川町２丁目３-30 
山形県小白川庁舎１階  
社会福祉法人山形県社会福祉協議
会人材研修部人材係

【受験申込書の提出】
 〜６月 30 日㈫（当日消印有効）
 郵送（簡易書留）※持参での提出
は受け付けません。必ず郵送（簡
易書留）で提出してください。
受験の手引請求先と同じ
 社会福祉法人山形県社会福祉協議
会人材研修部人材係  
☎ 023-622-2776   
山形県健康福祉部長寿社会政策課
☎ 023-630-3124

　不正改造は犯罪です

　あなたの自動車、バイクは大丈夫？
基準不適合マフラーの装着、消音器の
取り外し、タイヤおよびホイールの
車体（フェンダー）外へのはみ出しな
ど、不正改造車を見かけたら登録ナン
バー・不正改造の内容などの情報をお
寄せください。
■�不正改造車・迷惑黒煙車連絡先／�

国土交通省東北運輸局  
☎ 022-791-7534
 国土交通省東北運輸局山形運輸支
局検査整備保安部門 佐藤  
☎ 023-686-4714  
FAX 023-686-4601

　自筆証書遺言書保管制度

　法務局において自筆証書遺言書を
保管することができるようになりま
す。申請の際は、事前に予約が必要で
す。なお、遺言書の内容に関する相談
はお受けできません。詳しくは問合せ
先にお尋ねいただくか、山形地方法務
局のホームページをご覧ください。
■保管制度開始日／７月 10 日㈮〜
■事前予約／７月１日㈬〜（予定）

 山形地方法務局米沢支局 
☎ 22-2148

　離岸流に注意！
　目指せ海の事故ゼロへ！

　海水浴をする時は、定められた海水
浴場や期間を守り遊泳しましょう。ま
た、場所によっては沖合に流される離
岸流があるので、注意してください。
【海上保安庁への緊急通報は 118番】

 酒田海上保安部交通課  
☎ 0234-24-0055
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ネズミに
困っている

ゴキブリに
困っている

シロアリに
困っている

ハチに
困っている

当社は５０数年にわたりペストコントロール
業として、ネズミ・昆虫等が起因する環境衛
生の問題を専門に研究し、対応しています。
どうぞお気軽にご相談下さい。

〒992-0045
米沢市中央２丁目 6－24
☎0238-24-1293　

三和商事株式会社
　　　　　　　　　 米沢営業所

お問い合わせ先

身近な情報まとめ
てゲット！

催し物

募集

相談

　宮澤賢治の読書会
　米澤ポランの廣場

６月 26 日㈮ 18 時 30 分〜
ザルノイエ
四又の百合
無料
本間☎ 28-3982

　2020 年度国家公務員
　税務職員採用試験

　仙台国税局では、税務のスペシャリ
ストとして活躍するバイタリティあ
ふれる税務職員（高校卒業程度）を募
集しています。国の財政を支える税務
職員に、あなたもチャレンジしてみま
せんか？
■一次試験／９月６日㈰
■�受付期間／    

６月 22 日㈪〜７月１日㈬
■�受験資格／   

①令和２年４月１日において高校
卒業後３年を経過していない人お
よび令和３年３月までに高校を卒
業する見込みの人  
②人事院が①に掲げる人に準ずる
と認める人
 受験申込はインターネットで行い
ます。詳細は国家公務員試験採用
情 報 NAVI（https://www.jinji.
go.jp/saiyo/saiyo.html）から。
 仙台国税局人事第二課試験研修係
☎ 022-263-1111  
人事院東北事務局  
☎ 022-221-2022

　裁判所職員採用一般職試験
　（裁判所事務官・高卒者区分）

■一次試験／９月 13 日㈰
■�受付期間／� � �
【インターネット申込】（https://
www-shiken.courts.go.jp/） 
７月７日㈫〜 16 日㈭（受信有効）

【郵送】７月７日㈫〜 10 日㈮ 
（当日消印有効）※インターネット
での申し込みができない場合

■�受験資格／令和２年４月１日にお
いて、高校卒業後２年以内の人およ
び令和３年３月までに高校を卒業
する見込みの人
 山形地方裁判所事務局総務課 
人事第一係☎ 023-623-9511

　海上保安官

　未来の海上保安官募集中！海上保
安大学校、海上保安学校、有資格者採
用試験日程などを次の QR コードに
掲載しています。不明な点があればご
連絡ください。

 酒田海上保安部管理課  
☎ 0234-22-1831

　求職者に対する職業訓練

①住宅デザイン施工科
②電気設備技術科

 ①８月４日㈫〜令和 3 年１月 29 日㈮ 
②８月４日㈫〜令和 3 年２月 26 日㈮
ハローワークの求職登録者
①②それぞれ 15 人
無料※テキスト代などは自己負担
①②共通７月２日㈭正午

■選考日／７月９日㈭
 ハローワーク
 ポリテクセンター山形（山形
市）☎ 023-686-2016

　不動産無料相談

７月 14 日㈫ 13 時〜 15 時
■受付／当面の間、電話のみ

 不動産に関する一般的な相談。 
苦情相談など。※要事前予約
 宅建米沢事務局☎ 23-0001 

（水曜日を除く平日 9 時〜 15 時）

　生活なんでも相談ダイヤル

　生活あんしんネットやまがたは解
決の糸口をあなたと一緒に考えます。
お気軽にご相談ください。個人情報厳
守です。

 ７月 30 日㈭〜８月１日㈯ 
10 時〜 17 時
 生活全般に関する悩みや困りご
と。家庭、借金、法律、労働、就
労など。
無料
 事前申込不要。電話で相談してく
ださい。
 生活あんしんネットやまがた 
☎ 0120-39-6029  
FAX 023-641-6830  

anshin@tenor.ocn.ne.jp

　借金返済に関する相談窓口

　山形財務事務所では、借金返済でお
困りの人の相談窓口を開設していま
す。相談員が借金の状況などを伺い、
必要に応じて弁護士などの専門家に
引き継ぎます。返しきれない借金でお
困りの人は、まずはお電話を。秘密厳
守、無料です。
■相談専用電話／☎ 023-641-5201

 山形財務事務所理財課（山形市） 
☎ 023-641-5178


