
お金のトラブル
なんでも無料相談会

　借金問題、相続・財産問題から
悪徳商法・契約トラブルなどのご
相談について、行政書士や消費生
活アドバイザーが解決策を見つけ
るお手伝いをさせていただきます。
　個人情報や秘密は厳守しますの
で、安心してご相談ください。
●日時：11/6㈬ 17:30～20:00
●場所：響ホール
※予約不要、受付順
■問合せ：環境防災課危機管理係
　　　　　☎0234-56-2227

保育園園開放　　

　対象は０歳から満４歳までの未
就園児と保護者です。お家の方の
都合に合わせてお越しください。
　この機会にぜひ保育園に遊びに
来てみませんか？

<狩川保育園>
　保育園の園庭で園児と一緒に遊
びませんか
●日時：11/13㈬、11/14㈭
　　　　 9:30～11:00
■問合せ：狩川保育園
　　　　　☎0234-56-2436
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<余目保育園>
　期間中に絵本や
紙芝居、歌などの
イベントもありま
す。詳しくはホー

申込み不
要！

参加費無
料！

国・県・市町村
からのお知らせ

各種団体
からのお知らせ

無料法律相談

●日時：11/8㈮ 13:00～16:00
●場所：酒田市交流ひろば
●定員：先着６人
●相談員：加藤栄弁護士
●受付期間：10/29㈫～
■�問・申込み：酒田市まちづくり

推進課市民相談室
　☎0234-26-5726

第110回収蔵品展
「憧憬　―異国への旅―２」

　館収蔵品より、内藤秀因が70
代、80代のときに描いたヨーロ
ッパ各地の風景画を中心に、約
50点をご紹介します。また、30
代での留学について回顧した『欧
州留学記』も併せて展示します。
●日時：11/17㈰まで
●�開館時間：9:00～19:00
　※11月の平日は18:00閉館
　※土日は17:00閉館
●休館日：

毎週月曜日、10/22（火・祝）
●場所：内藤秀因水彩画記念館
●入館料：無料
■ 問合せ：町立図書館（内藤秀因

水彩画記念館）☎0234-43-3039

内藤秀因「ヴェニス」

令和元年度認知症講演会
～もっと知りたい！認知症のこと～

　「もしかしたら認知症かも…」
「どうすれば予防できる？」など、
認知症のことで気になったり、不
安になったりしていませんか？
　今後に備えるために、認知症の
ことを学びましょう。
●日時：11/8㈮ 13:30～15:00
●場所：余目第四公民館
● 内容：
　 寸劇（認知症キャラバン・メイ

ト）、講演「認知症の正しい理
解、早期発見について（仮）」
（荘内病院神経内科主任医長　
丸谷宏先生）

●対象：どなたでも
※参加無料、申込不要
■ 問合せ：保健福祉課高齢者支援

係☎0234-42-0176

庄内町
からのお知らせ

家庭教育・子育て応援
親子講座「ペンギンの森」

　仕事と家庭の両立や家事・育児
でせわしない毎日の中、なかなか
ゆっくり子どもとふれあう時間が
ないと感じているお父さん、お母
さん！ぜひ参加してみませんか。
●日時：11/17㈰ 9:30～14:00
●場所：狩川公民館
●対象：３歳以上就学前の親子
　　　　10組
● 内容：親子で挑戦！庄内の食材

を使った時短料理ﾞ「満たされ
た胃袋は幸せを招く♡」

　・親子で調理・食事
　・賢く丈夫な子に育てる食事の話
　・フリートーク
●参加費：1,000円（１家庭）
●講師：余目ホテル　河村奈美氏
（NPO日本食育インストラクター）
●申込期限：11/13㈬
■ 問・申込み：中央公民館（社会

教育課社会教育係）
　☎0234-56-3320

第44回陸上自衛隊
第６音楽隊定期演奏会

●日時：11/9㈯
　　　　13:00開場　14:00開演
●場所：天童市市民文化会館
●�応募方法：メールまたは往復ハ

ガキで応募してください
※入場無料
※ 詳細はポスター、チラシ、問合

せ先ホームページをご覧くださ
い（「第６師団」で検索）

●申込期限：10/24㈭必着
■ 問・申込み：陸上自衛隊第６師

団司令部広報室
☎0237-48-1151（内線5374）

不動産競売

●物件：宅地、建物など
●物件明細書閲覧期間：

10/17㈭～11/28㈭
●閲覧場所・入札場所：

山形地方裁判所酒田支部
●入札期間：

11/21㈭～11/28㈭17:00
■ 問合せ：山形地方裁判所酒田支

部書記官室執行係
　☎0234-23-1246

家族の借金と家計に関する
無料相談会

●�日時：10/29㈫、10/30㈬、
10/31㈭ 8:30～16:30

●場所：山形財務事務所（山形市）
※来所相談希望の場合は要予約
■�問・申込み：山形財務事務所理

財課☎023-641-5201

鶴岡市中央公民館女性センター
かがやき女性塾

● 日時：①11/12㈫、②11/21㈭、
　③11/28㈭
　いずれも19:00～20:30
● 内容：
　① お悩み解決へのお手伝い　終

活の理想と現実（講師／アク
サン総括　大瀧美智広氏）

　② 今から考える女性のためのワ
ークライフバランス（講師／
キャリアコンサルタント　伊
藤美智子氏）

　③ これからも輝いて生きるため
のヒント（講師／㈱Bマイン
ド　代表取締役　関根近子氏）

●定員：先着25人
●参加料：1,650円（全３回合計）
● 場所：鶴岡市中央公民館女性セ

ンター
● 対象：鶴岡市・庄内町・三川町

に在住または勤務先のある方
●申込期限：10/29㈫まで
■�問・申込み：鶴岡市中央公民館

女性センター
　☎0235-24-2340

鶴岡市中央公民館
プラネタリウム一般公開

＜子ども向け＞
● 日時：11/3㈰、11/9㈯、11/17㈰
　10:00、11:30
　「 それいけ！アンパンマン　星

の色と空の色」
　1 4:00
　「 銀河鉄道９９９　赤い星ベテ

ルギウス　いのちの輝き」
● 内容：秋の星座解説（10分）

と各番組（約25分）
●費用：３歳以上…100円
　　　　高校生以上…200円
＜大人向け＞
● 日時：11/6㈬、11/13㈬、

11/15㈮ ①14:00②19:00
● 内容：秋の星座解説(10分)と番

組『かぐやとKAGUYA　月が
地球にくれた贈り物』（27分）

●対象：高校生以上
●費用：200円
【共通事項】
●場所：鶴岡市中央公民館
●定員：各回先着78人
※ 観覧券は投映開始20分前から発売
■問合せ：鶴岡市中央公民館
　　　　　☎0235-25-1050

工事で発生した伐採木を
無償提供しています

　最上川と赤川の河川工事等で発
生した伐採木を無償で提供します。
● 伐採木の規格等：オニグルミ、

ヤナギ、ハリエンジュ等の幹や
枝、径５～10㎝程度、長さ１m
～1.5ｍ程度

● 対象：個人で利用する方のみ（譲
渡・販売等は不可）

※ 随時申込受付中。ただし、無く
なり次第終了します。

※ 詳細は酒田河川国道事務所の
HPをご覧ください。

■問合せ：
　酒田出張所☎0234-22-3604
　飽海出張所☎0234-57-2077
　赤川出張所☎0235-23-2032

第12回ぷちキッズ
モダンダンス発表会

●日時：11/3㈰
　　　　14:00開場　14:30開演
●場所：響ホール
● 作品：栄光の風2019、四季の

うた、仮面舞踏会ほか
※入場無料（全席自由）
■ 問合せ：ぷちキッズ・モダンバ

レエサークル（富樫）
　☎0234-45-1063

第23回専門家９士業による
なんでも相談会

●日時：10/27㈰ 11:00～16:00
（最終受付15:30）

● 場所：マリカ東館３階第２研修
室（鶴岡市）

●相談方法：面談相談
● 参加団体：弁護士会、司法書士

会、税理士会、社会保険労務士
会、土地家屋調査士会、不動産
鑑定士協会、行政書士会、建築
士会、社会福祉士会

※相談無料、申込不要
■問合せ：山形県司法書士会
　☎023-623-7054

ムページをご覧ください。
●日時：11/5㈫～11/8㈮
　　　　9:30～11:00
■問合せ：(福)和心　余目保育園
　　　　　☎0234-43-2308
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※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。


