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令和４年度事業への

ご支援・ご協力

ありがとうございました！

昨年に引き続き、今年度も多くの事業を開催

することができました。ご参加・ご協力いただいた

皆様ありがとうございました。

【令和４年度 実施した事業】

主催事業 〇トレッキング講座（６月） 〇食育料理教室(７月～全３回） 〇東沢シニア教室（６月～全３回）

〇黒木あるじ怪談ライブ（８月） 〇東沢寺子屋（８月） 〇エネルギー講座（９月） 〇東沢大きのこ展（１０月）

〇炭焼き実技体験講座（１０月） 〇お茶しま専科（１１月） 〇地域再発見事業（１１月） 〇そば打ち体験教室（１２月）

〇しめ縄飾り教室（１２月）

共催事業 〇地域スポーツ交流事業（５月～全４回） 〇ホタルの里づくり講座 学習会（７月）

〇防災意識啓発講座（１０月） 〇蔵王古道登山（１０月） 〇冬のホタル灯（２月）

トレッキング講座（裏山寺）
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エネルギー講座㏌女川原発

東沢シニア教室～介護予防～

地域再発見（妙見寺）

「東沢地区ボウリング大会」

【開催日 令和５年１月２１日（土）】

地区内の事故で通行止めになるという

ハプニングがあったなか、地区の皆さん

よりご参加いただき、熱戦が繰り広げられ

ました。どのレーンからも歓声が聞こえ、

大いに盛り上がり、冬の運動不足解消を

するとともに楽しいひと時を過ごしました。

上位入賞者男子

１位 井上 義春（釈迦堂）

２位 鈴木 正美（滑川住宅）

３位 石田 博（妙北）

上位入賞者女子

１位 工藤 厚子（妙北）

２位 原田 とき子（妙南）

３位 冨塚 修子（釈迦堂）

「スマホ教室」

【開催日 令和５年１月２４日（火）～２６日（木)】

スマートフォンによる電話のかけ方、カメラやインターネット

の利用方法、地図アプリの使い方など基本的な操作方法や

便利機能を学びました。シニア層の参加者が多く、詐欺など

の危ないメールへの注意もあり、個別に丁寧な説明で不安も

解消されたようです。今後も更なるスマホ機能の使い方を覚

えたいとの意欲のある意見も多くあり、レベルに合わせた「ス

マホ教室」を検討したいと思います。

「ホタル灯in東沢」

【開催日 令和５年２月４日（土）】

４年ぶりの開催に親子約１００人が集まり、

雪の降る中、会場内には子供たちの元気な声

が響き、干支にちなんだ雪像などバラエティに

富んだ作品ができました。夕暮れに火を灯すと

幻想的な風景にうっとりさせられました。

コミセン事業の報告

小学生のみなさん！ 春休みに、高校生のみなさんと楽しく学習しましょう。
課題に取組んだり、得意なことを伸ばし苦手なことを乗り越えたりするチャンスです!!

■３月２８日(火)午前9：30～11：30 東部公民館２階講堂

■３月２９日(水)午前9：30～11：30 東部公民館２階講堂

【だれが・対象】 山形市内の小学生

【教えてくれる人】山形北高等学校ボランティアエンジェルのみなさん

【持ち物】 自主勉強の教材、春休みの課題、筆記用具、飲み物 など

【申し込み】締め切りは３月２０日（月）※ただし、各日先着５０名で締め切ります

市ホームページの申込みフォームから(二次元コードをご活用ください)。

【お願い】

【その他】

○送迎等につきましては、保護者様の責任でお願いいたします。

○自転車は決められた駐輪スペースにお停めください。

【 【お問い合わせ先】山形市教育委員会 社会教育青少年課社会教育係

電話 ６４１－１２１２ 内線４５９

★当日自宅で検温していただき、発熱、息苦しさや強いだるさ、咳・のどの痛みなどが

ある場合、またいつもと体調が違う場合は、参加を控えてください。

★今後の新型コロナウイルス感染症の状況等により中止になる場合があります。

山形市から



　

令和５年繁忙期に係る 平日の窓口時間延長及び

休日の臨時窓口開設の実施について

３月２２日 （水）～ ４月４日（火） 平日の受付を延長します
受付時間：午前８時３０分 ～ 午後７時まで（２時間延長）

さらに！

３月２６日（日）・４月２日（日） 臨時窓口を開きます
開庁時間：午前８時３０分 ～ 午後５時まで

東沢コミュニティセンター

3月の行事予定

２４日 （金） 使用調整会（R5.5月分）

２７日 （月） 定例区長会

子育ておしゃべりサロン

★日 時 3月2日（木）・１６日（木）

午後１時３０分から３時３０分
★対 象 ０～３歳くらいまでの就園前のお子さんと保護者

★場 所 東沢コミセン 和室

★申込み 必要ありません。時間内であればいつでもおいでください。

★参加料 無料

★持ち物 赤ちゃんを寝かせるバスタオル、水分補給の飲み物、その他

お子さんに必要なものを、各自でご持参ください。

【検温はご自宅で行い、体調が優れない場合は来館をご遠慮ください。】

『友愛の会東沢』 から

サロンのお知らせ

日 時 3月17日（金）

午前１０時～正午

場 所 東沢コミセン 研修室

いきいき百歳体操

日 時 毎週水曜日 午後１時１５分～午後２時（変更なる場合があります。）
場 所 東沢コミュニティセンター ホール

持 ち 物 内ズック・飲み物・（タオル）

お問合せ先 松尾 ☎６４２－４８５３

申込みは不要です。

直接会場へお越しください。

 問い合わせ先：山形市役所 市民課 Ｔｅｌ ０２３－６４１－１２１２ （内線３４５）  

※他市区町村等に確認を要する届出、転出証明書の代わりにマイナンバーカード等を用いた転入届、マ
イナンバーカードの各種電子証明書手続き及び交付は平日午前８時３０分～午後５時までの取り扱い
となります。 

 

届出人の本人確認について 

各種届出や申請の際、窓口にて必ず本人確認を行っております。 
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)等をご持参ください。 

※ 各公民館、各地区コミュニティセンターでは、異動の届出は一切受付を行っておりません。 
市役所のみの受付になりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

市民課窓口の待合状況をインターネットで確認できますので、 

ご利用ください。 
山形市市民課窓口待合状況公開サービス https://i-ban.com/yamagata  

 

山形県議会議員選挙 投票日：令和５年４月９日（日）

山形市議会議員選挙 投票日：令和５年４月２３日（日）

場所 時間 開設期間 

山形市役所１階 午前８時３０分～午後８時 山形県議会議員選挙 

４月１日（土）～８日（土） 

山形市議会議員選挙 

４月１７日（月）～２２日（土） 

イオンモール山形南１階 

午前１０時～午後７時 山形国際交流プラザ１階 

エスパル山形１階 

 

◎投票日に予定のある方は、期日前投票をご利用ください。

山形市選挙管理委員会 TEL ６４１－１２１２ （内）７５１・７５２

「伝承の広場」展示のお知らせ

東沢コミセン建替工事に伴う写真展
（完成から６年目になりました）

写真撮影：山川 啓市さん（下宝沢）

ぜひ、ご覧ください！

実施窓口及び取扱業務

東沢地区振興会のご支援により

令和４年度『炭焼き体験講座』の記録映像がDVDになりました！

※ 後世に伝えるべく貴重な映像となっております

ので、視聴を希望される方はコミセンまでご連絡く

ださい。

各課窓口 主な手続、業務
市民課 1･2 諸証明交付、会計

3 住民異動届、印鑑登録、マイナンバーカード記載等
小中学校の指定校変更（学校教育課８F）

4 戸籍届
5 住居表示、原付標識、臨時運行
6 国民年金に係る各種届

国民健康保険課 7 国保加入・離脱、証再交付
8 国民健康保険税
9 後期高齢者医療

こども家庭支援課 10 こども医療証、児童手当等
保育育成課 11 保育園・こども園
資産税課 23 税証明
介護保険課 26 介護保険の要介護・要支援認定
障がい福祉課 28 各種手帳・受給者証、各種手当

※ 貸出用DVDあります！


