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９月の相談

　温泉健康相談
■日時　19㈭13時30分～15時30分
■場所　ハイジアパーク南陽
◆すこやか子育て課すこやか係（☎40－1691）
　すこやか栄養・食事相談（予約制）
■日時　18 ㈬ 10 時～ 15 時
■場所　市役所２階２０１会議室
◆すこやか子育て課すこやか係（☎40－1691）
　心の健康相談（予約制）
■日時　18 ㈬ 9時 30 分
■場所　置賜総合支庁
◆置賜保健所（☎㉒－３０１５）
　無料法律相談（受付順）
■日時　２㈪ ･17 ㈫ 9時～ 13 時
■場所　市民相談室
■受付時間　８時30分～12時30分
◆市民課生活係（☎40－８２５５）
　結婚相談会
■日時　17 ㈫ ･19 ㈭ 9時～正午
■場所　南陽市役所
◆社会教育課結婚推進係（☎40－８９９７）
　「やまがた縁結びたい」結婚相談会 
■日時　15 ㈰ 13 時～ 16 時
■場所　あこや会館　■申込締切　13㈮
◆やまがた出会いサポートセンター
　事務所（☎０２３－６１５－８７５５）
　行政相談
■日時　20 ㈮ 13 時～ 15 時
■場所　市民相談室
◆市民課生活係（☎40－８２５５）
　人権相談
■日時　２㈪ 13 時 30 分～ 16 時
◆場所　健康長寿センター（☎43－５８８８）
　ふれあい総合相談
■日時　13㈮･27㈮13時30分～16時
◆場所　健康長寿センター（☎43－５８８８）

弁護士による住まいに
関する無料法律相談

■日時　９月 19 日㈭ 13 時 30 分
■場所　置賜総合支庁（米沢市）
■定員　先着３人（要事前申込）
◆㈱西王不動産置賜事務所（☎㉔－２３３２）

おくりもの
■梨郷小学校へ　体育館用ジェット
　ヒーター　１台　㈱南陽葬祭から
■沖郷中学校へ　

▽電子ピアノ １台 ▽ピアノ用いす １脚

▽オーディオレコーダー　１台
沖郷中平成30年度PTA第3学年部会から
■市内小中学校へ　図書　30 冊
エヌ・デーソフトウェア㈱から
■市立図書館へ　 ▽大活字本　15冊

▽オーディオブック　３点
エヌ・デーソフトウェア㈱から
■梨郷児童館へ　砂場用の砂　1.5㎥
廣谷建設㈱から
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宮内認定こども園 令和２年度 入園説明会について

本園はキリスト教保育を基盤として、 歳児から就学前のお子さんの成長を連続的に支えていく保育施設です。

入園説明会を下記の通り行いますので、お越しください。

◆日 時 月７日（土）午前 時～ 時 分（子育て支援「キッズ＆プレー」終了後）

◆入園受付開始： 月 日（火）午前 時～ ☎お問い合わせ 宮内認定こども園 ℡（４７）３０３９

友愛セール（バザー）ご案内 ご家族揃ってお越しください ■開催日時： 月 ６日（土） 午前 時～午後２時

■場 所：宮内認定こども園（南陽市宮内３１０６） ■内 容 ：バザーコーナー・売店・お楽しみコーナーゲーム等

人口の動き
令和元年７月末現在
（　）内は前月比

人口 ３１，２４５ 人（＋８）
男性 １５，０５７ 人（＋ 23）
女性 １６，１８８ 人（－ 15）
世帯 １１，３７５世帯（＋ 18）

（4）元 . ８. 16

・８月の納税・

市・県民税　　　　　　第２期
国民健康保険税　　　　第２期
介護保険料　　　　　　第２期
後期高齢者医療保険料　第２期
下水道事業受益者負担金　第１期
 ※納付書の納期を確認して納付ください。

納期限　９月２日㈪

８
働き方改革に係る
無料相談会

　事業主、お勤めの方、起業希望者
などの相談を専門家がお受けします。
■期日　８月20日㈫、９月20日㈮、
10 月 21 日㈪、11 月 20 日㈬、12
月10日㈫、令和２年１月20日㈪、
２月 20 日㈭、３月 19 日㈭
■時間　13 時 30 分～ 16 時
■場所　南陽市商工会館
◆南陽市商工会（☎40－３２３２）

これからのローカルを
つくる、デザインと
アートの相談会（無料）

　全国で活躍するクリエイター４
人が、デザインやアートによるまち
づくりに関する相談をお受けします。
■日時　10月19日㈯13時～17時40分
■場所　浜田広介記念館（高畠町）
■定員　先着60人
■申込締切　９月19日㈭
◆置賜文化フォーラム（置賜総合支
庁連携支援室内／☎㉖－６０２１）

弁護士による
Ｂ型肝炎特措法相談会

　集団予防接種でＢ型肝炎になっ
た人とその家族を対象とした弁護
士による相談会です。
　無料相談会（事前予約優先）
■日時　９月７日㈯ 13 時 30 分～
　　　 16 時（受付 15 時まで）
■場所　置賜総合文化センター（米沢市）
　電話相談会（通話料は有料）
■期日　８月 31日㈯、９月 21日㈯
■時間　10 時～ 15 時
◆全国Ｂ型肝炎訴訟新潟事務所
　（☎０２５－２２３－１１３０）

総合計画とは？
　南陽市を将来、どのようなまちにしてい
くのか、そのためにどんなことをしていく
のかをまとめた「まちづくりの基本となる
計画」です。
　現在は 2011 年度～ 2020
年度までの「第５次南陽市
総合計画」に基づいて行政
運営をしています。

2021年度からの
10年間のまちづくりを定める
「第６次南陽市総合計画」
　人口減少や少子高齢化などの急速な社会
の変化と様々な地域の課題に応じて、効果
的・効率的に行政運営を進めていくため、
２年間をかけて 2021 年度から 10 年間の「第
６次南陽市総合計画」を策定します。

　新しい総合計画づくりでは、市民の皆さんとともに
「みらいのまちの姿」を描き、その実現に向けて一緒に
取り組んでいける計画を目指し、次のことに取り組みます。

■　市民意向調査、中学生・高校生意識調査（６月）
　　無作為抽出された 18 歳以上の市民の方２，０００人と
　　市内全中学生・南陽高校生にご協力をお願いしました。

■　中学生・高校生サマーアイデアキャンプ
　　（８月 10日～ 12 日）
　　夏休みに２泊３日の合宿でまちづくりを考えました。

■　市民とみらいワークショップ（10月２日予定）
　　全４回開催。詳しくは後日お知らせします。

■　中学生みらいフォーラム（2020 年度予定）
■　市職員研修会（随時）

　第６次南陽市総合計画の策定（2020 年度末）

　策定した計画をもとにまちづくりを進める（2021 年度～）

◆みらい戦略課企画調整係（☎40ー０２４８）

みんなで描く、
なんようの未来

「第６次南陽市総合計画」の策定が始まりました
キーワードは

「みんなでつくる総合計画」
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お知らせ

市議会９月定例会日程
※変更の場合があります

期日 日程
９/２㈪ 本会議　開会
９/４㈬～６㈮ 一般質問
９/９㈪ 総務常任委員会
９/10㈫ 文教厚生常任委員会
９/11㈬ 産業建設常任委員会
９/12㈭～13㈮ 予算特別委員会
９/17㈫～18㈬ 決算特別委員会
９/20㈮ 本会議　閉会
◆議会事務局（☎40－８４４５）

山形交響楽団定期演奏会
の招待券を配布します

■観覧日時　８月31日㈯ 19時開演
■場所　山形テルサ（山形市）
■対象　確実に鑑賞できる方
■申込締切　８月 22 日㈭
※応募多数の場合は抽選。
◆社会教育課文化係（☎40－８９９６）

認知症サポーターになり
支えあう地域をつくろう

　認知症サポーターとは？
　認知症について正しい知識を持
ち、偏見や誤解をなくし、認知症の
人やその家族を応援する人です。認
知症の方の尊厳を損なわず、互いに
支えあう地域をつくりましょう。

オレンジリング（腕輪）は
認知症サポーターの目印

　認知症サポーター養成講座
■日時　９月19日㈭10時～11時30分
■場所　市役所大会議室
■対象　どなたでも
■申込締切　９月９日㈪
　訪問講座も受付中です
　地域、学校、企業などに無料で伺
います。少人数でも開催できます。
■時間　60分～90分程度（応相談）
※場所の手配や会場費負担、開催通
知等は主催者側で対応ください。
◆地域包括支援センター
　（☎40－１６４６）

結城豊太郎記念館
臨時休館／大人の論語教室

　空調工事による臨時休館
■期間　８月19日㈪～９月30日㈪
　論語に親しむ
　　「大人の論語教室」
■期日　８月28日㈬、９月25日㈬、
　　　10月 30日㈬、11月 27日㈬
■時間　19 時～ 20 時 30 分
■場所　結城豊太郎記念館臨雲文庫
■参加料　５００円／回（当日集金）
■講師　三上英司氏
　（山形大学地域教育文化学部教授）
◆結城豊太郎記念館（☎43－６８０２）

市中学校合同音楽会
（どなたでも鑑賞できます）

■日時　９月11日㈬14時30分開演
■場所　シェルターなんようホール

大ホール
◆学校教育課指導係（☎40－８４５４）

地域生活支援セミナー
in おきたま（無料）

■日時　９月 11 日㈬ 13 時～ 16 時
■場所　タスパークホテル（長井市）
■内容　講演「置賜の障がい者福祉
を語る」、「４月から働き始めた障
がい者雇用当事者の話」
■申込締切　９月２日㈪
◆サポートセンターおきたま
　（☎０２３８－　－５３５７）

借金返済に関する
相談窓口（随時）

■相談専用電話
　☎０２３－６４１－５２０１
■日時　平日８時30分～16時30分
◆山形財務事務所理財課
　（☎０２３－６４１－５１７８）

赤湯温泉ふるさと祭り
男・女みこし担ぎ手

　９月14日㈯・15日㈰
に開催される赤湯温泉
ふるさと祭り。初日の
「みこし渡御」の担ぎ
手衆に参加して祭りを
盛り上げましょう。

■参加料　1,000円（クリーニング代）
◆みこし龍櫻会事務局・渡部
　（☎０９０－８８６８－３１８６）
◆赤湯公民館（☎43－３４６６）

講座・催し

 毎年恒例！
　南陽　屋台市

南陽のうまいもんが一堂に会します。
■日時　８月28日㈬16時～20時
■場所　えくぼプラザ前県道
■チケット料金　２,０００円

（200円券×10枚。
前売は抽選券付き）
◆チケット取扱先・
　南陽市商工会
　（☎40－３２３２）

市立図書館
読み聞かせ講座　

　お気軽にお申し込みください。
■期日　９月１日㈰
■時間　14時～16時30分
■場所　市立図書館
■対象　読み聞かせに興味のある方

ならどなたでも
■定員　先着20人
■申込締切　８月25日㈰
◆市立図書館(☎43－２２１９)

危険物取扱者試験

■受講種別　甲・乙（全類）・丙種
■日時・場所
①10月 26日㈯午前・米沢工業高校
②11月 16日㈯午前・長井工業高校
■受付期間
①電子申請／９月14日㈯～ 24日㈫
　書面申請／９月17日㈫～ 27日㈮
②電子申請／10月４日㈮～15日㈫
　書面申請／10月７日㈪～18日㈮
◆（一財）消防試験研究センター山形
支部（☎０２３－６３１－０７６１）
◆南陽消防署（準備講習会について
（乙４種のみ）／☎43－３５００）

消防設備士講習  

■対象　 ▽消防設備士免状を交付
されて最初の４月１日から２年以
内の方 ▽前回の講習を受けて最初
の４月１日から５年以内の方等
■期日／区分　 ▽ 10 月８日㈫／警
報設備 ▽ 10 月９日㈬／消火設備

▽10月10日㈭／避難設備・消火器
■場所　山形ビッグウイング
■申込期間　８月19日㈪～30日㈮
■申請用紙入手先　各総合支庁総務
　課・各消防本部・県消防設備協会
◆（一財）県消防設備協会
　（☎０２３－６２９－８４７７）

事業者対象の
消費税軽減税率等説明会

■日時　９月３日㈫ 14 時 ～ 15 時
■場所　南陽市役所大会議室
※市外の日程は国税庁HP
をご覧ください。
◆米沢税務署（☎㉒－６３２０）

土地の境界トラブル
解決に「筆界特定制度」

　「筆界特定制度」は、法務局が現地
における筆界（境界）の位置を特定
する制度です。隣接地との筆界が分
からない等、土地の筆界トラブルでお
困りの方はお問い合わせください。
◆山形地方法務局登記部門筆界特定室
（☎０２３－６２５－１３５８）

募　集

令和２年４月採用
米沢平野土地改良区職員

■募集職種　土地改良区の一般業務
■募集人数　若干名
■第１次試験日　11月９日㈯
■場所　米沢平野土地改良区
■受付期間　10月１日㈫
～18日㈮必着
※受験資格等は同土地改
良区HPをご覧ください。
◆米沢平野土地改良区総務課
　（☎㉓－００１５）

オレンジレンジ
ORANGE  RANGE  LIVE  TOUR  019
～What a DE !  What a Land ! ～

◆シェルターなんようホール（☎40－１２２２）
◆Coolmine（☎０２２－７9 6－８７００／平日11時～19時）

■期日　12 月８日㈰
■時間　開場 17 時／開演 17 時 30 分
■場所　シェルターなんようホール大ホール
■料金（全席指定）　　５，８００円
※小学生以上チケット必要。未就学児童のご入場は、同行の保護
者の方の座席の範囲内で、周りのお客様のご迷惑にならないこ
とを大前提とさせていただきます。

※お客様を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります
ので予めご了承下さい。

※駐車場の台数に限りがありますので、できるだけ乗り合わせで
お越しください。

■市民先行販売　８月 31 日㈯～９月 13 日㈮

▽シェルターなんようホール（９時～21時、月曜休館）
※市民である証明（運転免許証など）をお持ちください。

■一般販売　９月 21 日㈯ 10 時～

▽ローソンチケット（Ｌコード21357、☎0570-084-002）

▽チケットぴあ（Ｐコード157-575、☎0570-02-9999）

▽イープラス（http://eplus.jp）

▽シェルターなんようホール（22 日㈰以降９時～ 21 時）

２年間、ありがとうございました

ALT（外国語指導助手）の
ジャック先生が退任しました

◆学校教育課指導係（☎40－８４５４）

ジャック先生からのメッセージ
　私は、初めて南陽市に来たとき、蒸し暑さと時差ボケで
ヘトヘトになりました。日本に着いてすぐに東京で３日
間のオリエンテーションに参加し、そのままあまり寝ずに
南陽市に来ました。私は以前、日本に来たことがありま
したが、南陽市は見知らぬ土地だったので少し不安でした。
　しかし、この２年が経ち、だいぶ仕事にも慣れ、その
当時の不安もほとんどなくなりました。南陽市は私の故
郷になりました。このたび、新たな一歩を踏み出すため、
残念ですが南陽市を去ることになりました。
　私は、先生としての指導経験がありませんでしたが、
「小学校の英語教師」という仕事を通して、英語や英国
文化を教えてきました。その代わりに、たくさんの方々
から日本語や日本文化を習うことができ、本当に充実し
た日々を過ごすことができました。教師として、剣道家
として、南陽市民として、多くの人々と関わりながら様々
なことを経験させていただきました。これまで、大変あ
りがとうございました。

おしらせ

株式会社丹野 エコプラザ
提供場所：上山市楢下字柏木1527番地
ＴＥＬ：023-674-3352

9：00～16：00（日・祝日を除く）

良く育つ！エコたいひ
無料提供いたします！

詳しくはこちら

市シルバー人材センター
障子・襖（ふすま）張り講習会（無料）

■日時　９月10日㈫～13日㈮　９時15分～16時15分
■場所　ワトワセンター南陽
■対象　市内在住で59歳以上の方
■持ち物  刷

は け

毛、定規（長いもの）カッター、筆記用具
■定員　15人（超えた場合抽選）■申込締切　８月27日㈫
 会員募集中！　一緒に働く会員を随時募集しています。
◆市シルバー人材センター（☎43－６３７３）
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