
※2019年４月より、本庁舎は「役場」、立川庁舎は「立川総合支所」と表記しています。

13 ◎ 2019.5.1 2019.5.1 12◎

国・県・市町村
からのお知らせ

弁護士による無料法律相談

●日時：5/22㈬ 13:30～15:30
●場所：立川老人福祉センター
● 内容：法律相談（相続・金銭・

土地・賃借など）
●申込方法：電話または来所
●予約：5/13㈪～5/17㈮
　　　  9:00～17:00※土日除く
　※先着４人（1人30分以内）
■�問・申込み：町社会福祉協議会

総務福祉課福祉係（立川老人福
祉センター内）

　☎0234-56-3373

やまがた森の感謝祭2019

●日時：6/1㈯ 10:00～15:00
● 会場：眺海の森多目的広場
　　　  （酒田市）
●内容：
　① 森づくり活動（植栽、ウッドチ

ップ敷き、刈払い）※要申込み
　② 森のホームステイ（竹ポット

で苗づくり）
　③ 体験・物販コーナー（木工教

室、ネイチャーゲーム、特産品
の販売など）

　④ 森の抽選会（お子さん対象の
抽選会、うれしい景品を準備
しています！）

★どなたでも参加できます。（参加
無料）※ただし、森づくり活動（植
栽）については事前申込み必要。
●申込期限：5/20㈪
■�問合せ：やまがた森の感謝祭実

行委員会 （県庄内総合支庁森林
整備課内）☎0235-66-5523

各種団体
からのお知らせ

青少年国際交流キャンプ

●日時：7/30㈫～8/3㈯
● 場所：静岡県立朝霧野外活動セ

ンター
●定員：日本人80人　外国人20人
●対象：小学３～６年生
● 内容：富士登山、テント生活体

験、野外炊飯体験、ワイドゲー
ム、星空観察など

■ 問合せ・資料請求：公益財団法
人　国際青少年研修協会

　☎03-6417-9721
　  info@kskk.or.jp.

平成31年度自動車税
(県税)の納税

　自動車税の納期限は５月31日
㈮です。お近くの金融機関、郵便
局、各総合支庁税務担当課、コンビ
ニエンスストアのほか、インター
ネットを利用してクレジットカー
ドでも納めることができます。忘
れずに期限まで納めましょう。
■問合せ：県庄内総合支庁税務課
　　　　　☎0235-66-2116

鶴岡市中央公民館
女性センター　春季講座

《筆文字に親しもう》
● 日時：6/6㈭、6/13㈭、6/20㈭、

7/4㈭、7/18㈭ 13:30～15:30
● 講師：阿部畊雅氏(一東書道会

理事・鶴岡書道会理事)
●定員：12人 ●参加料：3,300円
《「籐」でかごを編む》
●日時：6/10㈪、6/17㈪、6/24㈪
　　　  13:30～15:30
● 講師：本間利子氏
　　　  (工房花かご主宰)
●定員：12人 ●参加料：3,000円
《心地よいポーズでリラックスヨガ》
●日時：�6/5㈬、6/12㈬、6/19㈬、

6/26㈬、7/3㈬、7/10㈬
　　　  19:00～20:30
● 講師：多田まさみ氏
　　　  (ヨガインストラクター )
●定員：20人
●参加料：3,200円
【共通事項】
● 場所：鶴岡市中央公民館女性セ

ンター
● 対象：鶴岡市・三川町・庄内町

に在住または勤務先のある方
●申込期限：5/27㈪まで
　　　　　  平日8:30～21:00
■�問・申込み：鶴岡市中央公民館

女性センター
　☎0235-24-2340

大人のためのプラネタリウム

●日時：5/10㈮、5/15㈬
　　　　14:00～、19:00～
●場所：鶴岡市中央公民館
● 内容：春の星座解説・「かぐや

とKAGUYA月が地球にくれた
贈り物」

●定員：各回先着78人
●対象：高校生以上
●費用：140円
■問合せ：鶴岡市中央公民館
　　　　　☎0235-25-1050

山形県消費生活サポーター募集

　消費生活に関する啓発ボランテ
ィアを募集しています。
●申込期限：5/22㈬
■問合せ：県消費生活センター
　　　　　☎023-630-3239

無料法律相談

●日時：5/26㈰ 10:00～13:00
●場所：酒田市交流ひろば
●定員：先着６人
●弁護士：渡辺倫子
●受付期間：５/10㈮～
■�問・申込み：酒田市まちづくり

推進課市民相談室
　☎0234-26-5726

東北地区国立大学法人等
職員採用試験

●申込期間：5/15㈬10:00～
5/29㈬17:00

●第１試験日：7/7㈰
● 受験資格：1989年４月２日以

降に生まれた方
※ 試験地等詳しくはホームページ

をご覧になるか、問合せくださ
い。
 http://www.bureau.tohoku.
ac.jp/shiken/

■ 問合せ：東北地区国立大学法人
等職員採用試験事務室

　☎022-217-5676

人工肛門・膀胱保有者の
「オストメイトかふぇ」

●日時：5/15㈬ 13:30～16:00
● 場所：日本海総合病院
●�内容：心配ごとや普段工夫して

いることなどの情報を交換し合
い、毎日の生活の質の向上を目
指します。

● 対象：オストメイト、関心のあ
る方

※ 参加無料、事前申込不要、入退
室自由

■ 問合せ：庄内オストメイト家族
会事務局☎0235-33-3533ま
たは090-7934-6512（阿達）

ゴスペル・クイーン来日！
東北ゴスペルフェスタ2019

●日時：6/1㈯ 13:00～16:30
●場所：酒田市民会館希望ホール
● 料金：(前売り)一般2,500円、中

高 大 生1,500円、小 学 生1,000
円(当日)一般2,800円、中高大生
1,800円、小学生1,300円

■ 問合せ：東北ゴスペルフェスタ
実行委員会☎0234-33-6776

普通救命講習会

●日時：6/16㈰ 9:30～12:30
●場所：ひらたタウンセンター
● 内容：心肺蘇生法と大出血時の

止血法、学科と実技、自動体外式
除細動器（ＡＥＤ）の使い方（講
習終了後、普通救命講習修了証
を交付します）

●費用：無料
●定員：30人程度
● 申込期限：5/31㈮　酒田地区

広域行政組合消防署または最寄
りの消防署へ

■ 問合せ：酒田地区広域行政組合
消防署☎0234-23-3131

電波利用環境保護周知
啓発強化期間

　6/1～6/10は「電波利用環境保
護周知啓発強化期間」です。不法
電波は人命に関わる重要無線通信
を妨害して、私たちの生活を脅か
します。
電波の混信・妨害について
■ 問合せ：総務省東北総合通信局

相談窓口☎022-221-0641

アルバイトをする前に
労働条件を確認しましょう！

　厚生労働省では、多くの新入学
生がアルバイトをはじめる４月か
ら７月までの間「アルバイトの労
働条件を確かめよう！」キャンペ
ーンを実施しています。
　詳しくは厚生労働省ホームペー
ジ「確かめよう労働条件」(http://
www.check-roudou.mhlw.
go.jp)をご覧いただき、適正な労
働条件の下でアルバイトをはじめ
ましょう。

山形県看護協会
「健康まつり」開催

●日時：5/18㈯ 10:00～15:00
●場所：県看護協会会館(山形市)
● 内容：「１日まちの保健室」
　①測定・相談コーナー
　 ② 体験コーナー(乳がん自己検診、

栄養バランスチェックなど)
　③ナースのお仕事体験と記念撮影
ほか、講話、ポスター・パネル展示
●費用：無料
■ 問合せ：県看護協会
　　　　　☎023-685-8033

「防災タウンページ」は
お手元に届きましたか？

　日ごろからの備えや災害時の行
動ポイントを盛り込んだ「防災タ
ウンページ　山形県版」がNTTタ
ウンページ㈱から発行され、４月
に「タウンページ」と一緒に県内の
全住戸・全事業所に届けられまし
た。付録として「公衆電話+避難
所マップ」も付いてますので、災害
発生時はもちろん、いざという時
に備えて確認しておきましょう。
　なお、古い電話帳は、地域のルー
ルに従って、雑誌類と一緒に資源
回収などへお出しください。
■ 問合せ：タウンページセンタ
　　　　　☎0120-506309
　　　　　平日 9:00～17：00

小学生～高校生対象
夏休み海外研修交流事業

● 内容：ホームステイ、ボランテ
ィア、文化交流、学校体験、英語
研修、地域見学、野外活動など

● 研修先：イギリス、オーストラ
リア、カナダ、シンガポール

● 日程：7/26㈮～8/20㈫のうち
　　　　8～18日間
●対象：小学３年生～高校３年生
●申込期限：5/24㈮、6/7㈮
※各項目ともコースにより異なる
■ 問合せ・資料請求：公益財団法

人　国際青少年研修協会
　☎03-6417-9721


