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受験資格 採用予定人員試験区分

昭和52年４月２日から平成３年４月１日までに生まれた者（学歴不問）
または、平成３年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法による大学
（短大を除く。）を卒業した者（平成25年３月までに卒業見込みの者を
含む）

若干名 上級行政

昭和52年４月２日から平成３年４月１日までに生まれた者（学歴不問）
または、平成３年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法による大学
（短大を除く。）を卒業した者（平成25年３月までに卒業見込みの者を
含む）

若干名 上級建築

　平成24年度職員採用試験につきまして、下記の日程で行います。
　受験を希望される方は、試験案内などをご確認の上、受付期間内に必要
書類をご提出ください。

試験会場試験内容（上級行政・上級建築）試験日程

飯豊町役場
飯豊町町民総合センター

教養試験（大学卒業程度）・専門試験
作文試験・職場適応性検査・個別面接試験

７月28日松・29日掌第1次試験 

飯豊町役場 プレゼンテーション試験・個別面接試験８月下旬
※第１次合格者にのみ通知

第2次試験

■試験の種類と日程

６月６日我から７月５日牙まで（土・日曜を除く）８：30～17：15受付期間

第１次試験は８月上旬、最終合格者発表は９月上旬発表予定合格発表 

最終合格者は採用候補者名簿に記載されます。なお、名簿の有効期間は原則として１年
です。採用予定時期は平成25年４月１日です。

採用予定時期

〒999－0696　山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888番地
役場総務企画課 総務情報室　緯0238－72－2111内線223

申込・問合せ先

■申し込み・合否の発表について

臼試験案内および申込書は、総務企画課総務情報室で配布するほか、町ホームページにも掲載しますの
で印刷してご活用ください。
渦申込書に必要事項を記入および写真貼付けの上、総務企画課総務情報室へお申し込みください。申し
込みに際しては、必要書類の添付が必要な場合もありますので余裕を持ってお願いします。（郵送での
申し込みの場合は、７月５日牙必着です。）
嘘申込書受領後、受験申し込みの要件を満たしている場合は、受験票を郵送します。

■手続き上の注意について

６月６日浄
受付開始 ！

求む！
君の情熱！

そのほか不明な点は下記担当までお問い合わせください
◆問合せ先／役場総務企画課総務情報室 緯72―2111内線223

平成24年度職員採用試験のお知らせ
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固定資産税
煙納期限／７月２日㈪
煙問合せ先
役場住民税務課納税
支援室 内線125・126６月

災害、病気、失業などやむをえない事情により納期限
までに納税できない方のために、町では随時納税相談
を受け付けています。

暮 ら し の 相 談 ６月
日時：１日画･15日画・29日晶 午後１時～３時
会場：白椿地区公民館
問合せ先：町社会福祉協議会（緯72－3353）

心配ごと相談

日時：８日画 午後１時30分～３時30分
会場：町民総合センター「あ～す」
問合せ先：役場住民税務課（緯72－2111）

人 権 相 談

日時：15日画 午後１時～３時
会場：白椿地区公民館
問合せ先：役場住民税務課（緯72－2111）

行 政 相 談

心遣いに感謝します。

窓善 意 の ◎長沼新聞店／ノート・地図（６セット）
◎豊川建設㈱／ライト付横断旗（３本）

【添川小学校へ】
◎長井地区交通安全協会東部支部
黄色の帽子（14個）
◎新野忠司さん／堆肥（トラック１台分）

【中津川小中学校へ】
◎長井地区交通安全協会中津川支部
黄色の帽子（２個）

◎㈲アグリメントなか／啓翁桜
【飯豊中学校へ】

◎平成23年度卒業生保護者一同
ブルーヒータ（２台）
◎二瓶幸浩さん／花鉢（10鉢）
◎㈲アグリメントなか／啓翁桜
◎新野忠司さん／堆肥（トラック２台分）
◎後藤しげさん／雑巾（30枚）
【町内幼稚園・保育園・児童センター・

こどもみらい館へ】
◎㈲アグリメントなか／啓翁桜

【いいで中部幼稚園へ】
◎平成23年度卒園児保護者一同
絵本（24冊）

【手ノ子幼稚園へ】
◎平成23年度卒園児保護者一同
絵本（７冊）

【つばき保育園へ】
◎平成23年度卒園児保護者一同
ニューハンドカー（３台）

◎二瓶幸浩さん／花鉢（４鉢分）
【さゆり保育園へ】

◎平成23年度卒園児保護者一同
スタンドマイク（１本）

◎横澤ちや子さん／コサージュ（８個）
【添川児童センターへ】

◎平成23年度卒園児保護者一同
紙芝居（２セット）

◎井上園芸／花鉢（１鉢）
【椿駅へ】

◎長谷川清さん／生け花（１式）

◎ＪＡ山形おきたま飯豊支店
ノート（入学児童分）

◎町交通安全協会連絡協議会
反射キーホルダー（入学児童分）

◎町交通安全母の会
文房具セット（入学児童分）

◎町防犯協会各支部
防犯ブザー（入学児童分）
◎㈲アグリメントなか／啓翁桜

【第一小学校へ】
◎長井地区交通安全協会中部支部
黄色の帽子（25個）
◎あかね会／巾着袋（25個）
◎保険会社各社／ワッペン（25個）
◎新野忠司さん／堆肥（トラック１台分）
◎横澤庸子さん（長井市）／トランペット
（１台）、鍵盤ハーモニカ（５台）
◎赤間武さん（長井市）／液晶テレビ（１台）
◎平成23年度卒業生一同／第一小学校
のぼり（13本）、横断幕（１枚）
◎千葉県南房総市／生花コサージュ（卒業生分）
◎七浦小学校ＰＴＡ／花（多数）

【第二小学校へ】
◎長井地区交通安全協会中部・西部支部
黄色の帽子（14個）
◎大冨洋子さん／交通安全お守り（14個）
◎長沼新聞店／ノート・地図（14セット）
◎二瓶幸浩さん／花鉢（８鉢）
◎ＪＡ共済／安全横断旗（14本）
◎保険会社各社／ワッペン（14個）
◎土田達雄さん／布巾（50枚）
◎後藤とみ子さん／お手玉（55個）

【手ノ子小学校へ】
◎山口健さん／フィニッシュテープ（１巻）
◎あかね会／巾着袋（６袋）
◎手ノ子小ＰＴＡ／ノート（61冊）
◎手ノ子小後援会／図書カード、ヘル
メット（２個）、ノート（６冊）

◎長井地区交通安全協会西部支部
ヘルメット（４個）

　平成24年２月から４月までの間に、
町内の公共施設などへ寄付や寄贈をさ
れた皆さんを紹介します。

【飯豊町へ】
◎東京飯豊会・「花回廊  ようざんろー
ど」をつくる会／24万円
◎㈲アグリメントなか／啓翁桜
◎山形森林組合連合会・西置賜ふるさ
と森林組合／木製ベンチ（10基）

【町民総合センターへ】
◎青おに童話の会／図書（１冊）
◎山本淳子さん（北海道）／図書（２冊）
◎日産自動車㈱／絵本（２冊）
◎㈶きらやか銀行教育振興基金
文集（１冊）

◎根岸由貴江さん／図書（35冊）
◎長井植物愛好会／図書（１冊）
◎構造品質保証研究所㈱／図書（１冊）
◎宇津木牧子さん／図書（１冊）
◎長谷川清さん／生け花（１式）
◎㈲アグリメントなか／啓翁桜

【白椿地区公民館へ】
◎土田達雄さん／タオル（24枚）
◎北原実さん／図書（４冊）
◎舟山善之さん／ビデオ（５本）
◎上田稔さん／堆肥（トラック１台分）

【東部地区公民館へ】
◎鈴木正次さん／臼・杵（１式）
◎小松菫嗣さん／スリッパ（15足）

【西部地区公民館へ】
◎佐藤榮子さん／川柳べに花（３冊）
◎五十嵐政紀さん／腰掛（１台）

【中津川地区公民館へ】
◎鈴木智子さん／食器（100枚）
【第一・第二・手ノ子・添川小学校へ】
◎町交通安全推進協議会
ランドセルカバー（入学児童分）
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６月の土・日・祝祭日水道修理担当業者
電話番号業　者　名曜日電話番号業　者　名曜日
72－2191佐 藤 管 工 業日1775－2086髙 橋 工 務 店土２
72－2191佐 藤 管 工 業土2372－2191佐 藤 管 工 業日３
75－2086髙 橋 工 務 店日2472－2191佐 藤 管 工 業土９
75－2086髙 橋 工 務 店土3075－2086髙 橋 工 務 店日10

75－2086髙 橋 工 務 店土16

　置賜在住の弁護士による消費生活法
律相談を開催しています。
◆相談内容
　業者との契約上のトラブルや借金、
多重債務など消費生活に関すること
◆相談日時／毎月第２木曜日
13：30～15：30
※ただし、11月と平成25年１月は
第３木曜日

◆会場／置賜消費生活センター
（米沢市・置賜総合支庁１階）
◆相談料／無料
◆その他／事前予約が必要です
※申込み多数の場合は翌月以降にな
る場合があります

◆予約・問合せ先／置賜消費生活セン
ター緯0238－24－0999　

　平成24年２月から４月までの間に、町
内の公共施設などで奉仕活動をされた
皆さんを紹介します。

【飯豊町へ】
◎高齢者宅屋根雪おろし
飯豊中学校野球部
◎福祉施設・石原ポケットパークあずま
や屋根雪おろし／樋口建設㈱

【町民総合センターへ】
◎イベント補助／高校生ボランティア
団体「さんたくろ～す」

【第二小学校へ】
◎安全見守り活動／白椿子どもネット
「安全パトロール隊」
◎読み聞かせ／手塚娃子さん

【手ノ子小学校へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん
【町内幼稚園・児童センター・保育園へ】
◎節分行事補助／飯豊ライオンズクラブ

消費生活法律相談を
ご利用ください

ありがとうございました。

ボ ラ ン テ ィ ア

◆日時／６月４日㈪ ９：00～20：00
◆場所／置賜保健所（米沢市）
◆内容／エイズ検査（血液検査）
※結果は採血から約40分後にお伝え
します

◆その他／検査・相談は無料・匿名で
受けられます

◆問合せ先／置賜保健所地域保健予防
課感染症予防担当緯0238―22―3002

　町では、交通安全講座を実施してい
ます。地域に直接出向き、交通事故か
ら命を守るための基本を分かりやすく
解説します。ぜひご活用ください。
◆実施期間／６月～９月
◆対象／自治会、子ども会、青年会、
敬老会など各種団体の集まりで、最
小５人以上の参加が見込まれるもの

◆費用／講師派遣費用や資料代はかか
りません（会場使用料などを除く）

◆申込方法／希望日の２週間前まで下
記へ電話で申し込み

◆申込・問合せ先／役場住民税務課生
活環境室緯72―2111内線132

　総合支庁の職員が、皆さんの集会や
学習会にお伺いします。
◆講座のテーマ
①暮らし・保健福祉　②自然・環境
③置賜地域の産業　④県政一般の４
分野57メニューから選択

◆費用／職員派遣費用や資料代はかか
りません（会場使用料などを除く）

◆申込方法／希望日の３週間前まで下
記へ電話で申し込み

◆申込・問合せ先／置賜総合支庁総務
課 緯0238―26―6100

　公立置賜総合病院では、放射線治療
装置の更新に伴い、昨年から放射線治
療を休止していました。ご不便をおか
けしましたが、更新作業が完了し６月
４日㈪から治療を再開することになり
ましたのでお知らせします。
◆問合せ先
公立置賜総合病院放射線部
緯0238－46－5000内線1300

　６月１日～10日は、飲酒運転撲滅強
化旬間です。
　飲酒運転は犯罪です。飲酒運転は危
険な行為であるばかりではなく、事故
の相手とその家族、自分や自分の家族
にも悲惨な結果をもたらします。
　飲酒運転を絶対に「しない！させな
い！許さない！」を徹底し、飲酒運転
をなくしましょう。
◆問合せ先
役場住民税務課生活環境室
緯72―2111内線132

　６月４日～10日は歯の衛生週間です。
　歯が健康だと、食事をおいしく食べ
ることができ、体全体の健康につなが
ります。
　健康な歯を保つには、毎日の歯磨き
と定期的な健診が必要です。年１回は
歯科健診を受け、悪いところは早く治
しましょう。
　また、40歳・50歳・60歳・70歳の
方は歯周疾患健診の助成対象者になり
ます。この機会にぜひ健診を受けま
しょう。
◆問合せ先／町健康福祉課健康医療室

緯86―2338

公立置賜総合病院
放射線治療再開のお知らせ

歯の衛生週間のお知らせ

飲酒運転撲滅強化旬間が
始まります

エイズ相談・検査の
お知らせ

交通安全出前講座で
交通事故のない町を！

置賜総合支庁
「職員出前講座“県政ナビ”」
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　今回は、絵本や紙芝居など夏らしく楽しいお話と、
遊んで楽しいジャンプガエルを作ります。みなさんの
参加をお待ちしています。
◆日時／６月17日㈰ 10：30～11：30
◆会場／こどもみらい館
◆内容
焔お話を聞こう！絵本・紙芝居の読み聞かせ
焔くるりん☆ジャンプガエルを作ります
◆参加費／無料
◆対象
３歳から小学校３年生くらいの児童とその保護者
※小学生は子どもだけでも参加可
◆申込締切／６月13日㈬
◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」緯72―3111　

町民総合センター「あ～す」
●休館日　毎週月曜日、祝日、年末年始
●問合せ先　緯72―3111 　民族打楽器やギター演奏、ロック、ジャズ、合唱と

多彩な音楽をお楽しみいただけます。
　今回は、キャンドルナイトも同日開催。多くの皆さ
んのご来場をお待ちしています。
◆日時／７月１日㈰
17：00開演

◆会場／農家レストラン
エルベ屋外

◆観賞料／無料

キャンドルナイトとは･･･
　ろうそくの明かりでひとときを過ごす中、節電や地
球温暖化などの環境問題をみんなで考える取り組みで
す。町内の女性サークルや子供たちが製作する、廃油
を利用した環境に優しい、ろうそくの明かりが会場を
温かく包みます。
◆問合せ先
町民総合センター「あ～す」緯72―3111

ナイト・キャンドル・ミュージック2012
～音楽の祭典と地球環境を考える優しさのともしび～

◆役場でも更新の手続きができます
　左表の日程で都合の合わない方は、６月22日以降は、
役場住民税務課住民室でも手続きができます。
※役場住民税務課では毎週月・金曜日に窓口の延長を
実施しています。当日の午後１時までに申し込みを
することで、午後６時30分まで受付が可能です。

※６月20日㈬・21日㈭は、役場での医療証更新受付は
できませんのでご了承ください。

◆平成24年１月２日以降に転入
された方へ
　前住所地より児童手当用の「平
成23年分の所得証明書」をご持参
ください。ただし、６月15日以降
でないと発行できない場合があり
ます。

問合せ先／役場住民税務課住民室緯72－2111内線122、124

◆  医療証の更新について
　現在、「重度心身障がい（児）者医療証」、および「ひ
とり親家庭等医療証」をお持ちの方は、有効期限が６
月30日になっています。以前申請された方について再
判定後、該当者には事前に通知しますので、下記のい
ずれかの会場で更新手続きを行ってください。なお、
持ち物については、届いた通知書をご覧ください。

親身

◆手続き日程表（６月）
場　所時　間期日

東部地区公民館  9：30～11：00
6月20日
㈬ 中津川地区公民館13：00～14：00

西部地区公民館15：00～16：30

中部地区公民館  9：30～11：306月21日
㈭ 白椿地区公民館14：00～16：00

○身 ・○親 医療証の更新のお知らせ

手続きをお忘れなく！

わくわく ぐりぐら広わくわく　ぐりぐら広場場
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　不法投棄が後を絶ちません。不法投棄は景観を乱すだけ
ではなく、捨てられた土地の所有者がそのごみを撤去する
ことになり、大変な被害を与えることにもなります。
　廃棄物の中には、有害物質が漏れ出して土壌や水質を汚
染し、人体や農作物に被害を与えるケースもあります。捨
てるのは簡単ですが、不法投棄の撤去回収と自然の回復に
は、多大な費用と労力、時間を要します。
　人目を盗み、不法にごみを捨てていく行為は、絶対に許
されないものです。法律では「５年以下の懲役もしくは
1,000万円以下の罰金又はこれの併科」と、不法投棄に対

し厳しい罰則を定めています。
　町内には、町から委嘱された
11名の不法投棄監視員が地域を
巡回し常に監視の目を光らせて
います。不法投棄監視員の方々
を地域のリーダー役とし、町民
みんなの監視のもとで不法投棄
を許さない町にしましょう。
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室
　　　　　緯72―2111内線131・132・133

 地域包括支援センター担当の健康教室 

申込・問合せ先／緯86―2555
会場／なでしこハウス

◆らくらく筋トレ教室
焔対象者／おおむね60歳から
焔参加料／施設使用料　１回200円
焔持ち物／内履きズック、飲み物、タ
オル、運動着

◆脳活性化教室
焔対象者／60歳から75歳の方で８回
コースを継続して参加できる方
焔日時／６月14日から８月２日までの
毎週木曜日13：30～15：00

焔参加料／施設使用料200円
テキスト代1,050円

焔定員／６名
焔申込締切／６月７日㈭

◆もらさん尿体操教室
焔対象者／おおむね60歳以上の女性
焔日時／６月20日㈬ ９：00～
焔参加料／施設使用料200円
焔定員／６名
焔申込締切／６月13日㈬

　　　　    　心の相談　　　　　  　

精神保健福祉相談（要予約）
煙置賜保健所（米沢市）会場
焔日時／６月14日㈭ 14：30～
焔相談担当者／精神科医師
煙置賜総合支庁西庁舎（長井市）会場
焔日時／６月20日㈬ 10：00～
焔相談担当者／精神科医師
◆申込・問合せ先
置賜保健所 精神保健福祉担当
緯0238―22―3015

　　　　子育て、女性の相談　　　　

子育て支援相談（要予約）
焔日時／６月22日㈮ ９：00～12：00
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔相談担当者／臨床心理士
隠女性の健康相談（要予約）
焔日時／毎週火曜日 13：00～15：00
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔相談担当者／置賜保健所保健師
◆申込・問合せ先／置賜保健所 保健
支援担当緯0238―22―3205
　　　　感染症に関する相談　　　　

①エイズ・性器クラミジア・Ｂ型肝炎・
Ｃ型肝炎の検査と相談
焔日時／毎週月曜日 13：00～14：00
　（予約不要）
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔内容／無料血液検査など
◆申込・問合せ先／置賜保健所 感染症
予防担当緯0238―22―3002

置 賜 保 健 所置 賜 保 健 所 のの

健 康 相 談

みんなで不法投棄をなくしましょう住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら

◆助成の申請方法／健康福祉課においでいただくか、
電話で申請してください
◆接種可能な医療機関
焔町内／町国保診療所、中津川診療所、
さゆり内科歯科クリニック
焔長井市内／公立置賜長井病院、吉川記
念病院、阿達医院、池田内科医院、伊藤内科クリニック、
梅津医院、さとう小児科医院、寺島医院、外田医院、仁
陽堂外田医院、中村循環器科医院、はぎの内科医院、松
下クリニック、三上医院
※申請をされた方には町から助成券を発行します。

　日本人の死亡原因の第４位は『肺炎』であり、そのほと
んどが65歳以上の方です。「肺炎球菌」は肺炎の原因の約
半数を占め、髄膜炎や敗血症などの重い症状を引き起こす
ことがあります。
　町では高齢者の肺炎予防のため、今年度からワクチン接
種費助成の対象を拡大しました。接種希望の際はかかりつ
け医にご相談ください。詳しくは以下をご覧ください。
◆対象／65歳以上の方で、これまでに肺炎球菌ワクチンの
接種費助成を受けたことがない方、１人１回まで

◆助成金額／3,000円

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 教 室

高齢者肺炎予防

※町内に不法投棄された車のシート

「肺炎球菌」ワクチン接種費助成について

申請・問合せ先／町健康福祉課健康医療室緯86―2338
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白椿婦人学級ボランティア作業 ９：00～（白椿地区公民館）
心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）
西高峰地区ミニ座談会 19：00～（西高峰公民館）

金1

飯豊町商工会工業部会通常総会 17：00～（魚井）土2
日3
献血 11：00～（役場）・14：00～（健康福祉センター）月4
趣味の会 ９：00～（東部地区公民館）
さわやかクラブガーデニング教室 ９：30～（西部地区公民館）火5

おやこエクササイズ教室 10：00～（こどもみらい館）
たんぽぽクラブ 13：30～（東部地区公民館）水6

キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木7
白椿婦人会キャンドル作り ９：00～（白椿地区公民館）
人権相談 13：30～（あ～す）
飯豊町防犯協会定例総会 19：00～（あ～す）

金8

キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
どんでん平ゆり園開園式 ９：00～（どんでん平ゆり園）
さつき展 ９：00～（東部地区公民館）～10日

土9

町ソフトボール大会 ８：30～（町民野球場）日10
月11
リサイクル会せっけん作り ９：00～（白椿地区公民館）火12
おやこエクササイズ教室 10：00～（こどもみらい館）
中津川婦人会 17：00～（中津川地区公民館）水13

キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木14
心配ごと相談・行政相談 13：00～（白椿地区公民館）金15
国民体育大会山形県予選会山岳競技 ８：00～（町民スポーツ
センター）
手ノ子地域づくり座談会 ９：00～（西部地区公民館）
子育て合同研修会（飯豊町保育研究会） 10：00～（あ～す）

土16

東部地区公民館長杯グラウンドゴルフ大会 13：30～（東部地区
公民館）日17

月18
趣味の会 ９：00～（東部地区公民館）
いちごクラブ映写会 19：00～（白椿地区公民館）火19

しろあと教室開級式 ９：00～（中部地区公民館）
おやこエクササイズ教室 10：00～（こどもみらい館）
たんぽぽクラブキャンドル作り 13：30～（東部地区公民館）
ふるさと学園キャンドル作り 14：30～（西部地区公民館）
きらら☆ピラティス教室 19：00～（中津川地区公民館）
いいで型ペレットストーブ説明会 19：00～（東部地区公民館）

水20

キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）
いいで型ペレットストーブ説明会 19：00～（西部地区公民館）木21

いいで型ペレットストーブ説明会 19：00～（白椿地区公民館）金22
キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
ゆり将棋大会 ９：00～（中部地区公民館）
置賜社会教育振興会委員会・研修会 14：00～（東部地区公民館）

土23

日24
月25
白椿婦人学級 ９：00～（白椿地区公民館）
いいで型ペレットストーブ説明会 19：00～（中津川地区公民館）火26

水27
さわやかクラブと幼稚園との交流会 10：00～（西部地区公民館）
キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）
いいで型ペレットストーブ説明会 19：00～（中部地区公民館）

木28

心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）
小白川地区地域づくり座談会 19：00～（小白川地区公民館）金29

土30

６月
問合せ先／町健康福祉課健康医療室

緯86―2338

　４カ月・９カ月児健診　
司日時／６月８日㈮ （受付）午後１時～
司対象者／４カ月児 平成24年１月生まれ

９カ月児 平成23年８月生まれ
司場所／健康福祉センター
司持ち物／母子健康手帳、バスタオル、そのほか
お子さんに必要なもの

司日時／６月21日㈭（受付）午後１時～
司対象者
①平成21年２月・７月・10月生まれ
②平成22年１月・４月・５月・６月・７月生まれ
③平成23年２月・３月生まれ

司場所／健康福祉センター
司持ち物／母子健康手帳、子ども用歯ブラシ、健
診料金500円

司期日／６月11日㈪・25日㈪
司時間／午前９時～11時
司場所／健康福祉センター
司内容／妊娠届出時の健康相談
※日程で都合の悪い方はご連絡ください

司日時／６月６日㈬ 午前８時50分～午後３時30分
司場所／長井市保健センター
司対象者／平成24年10月・11月出産予定の初妊婦と夫
司持ち物／母子健康手帳、エプロン、体操ができ
る服装、筆記用具

　１歳６カ月児健診　
司日時／７月26日㈭（受付）午後１時～
司対象者／平成22年10月・11月・12月生まれ
　４カ月・９カ月児健診　
司日時／７月27日㈮ （受付）午後１時～
司対象者／４カ月児 平成24年２月・３月生まれ

９カ月児 平成23年９月・10月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／７月19日㈭ （受付）午後１時～
司対象者
①平成21年３月・４月・５月・６月生まれ
②平成22年８月生まれ
③平成23年４月・６月生まれ

乳幼児健診

幼児歯科健診

母子健康手帳交付

パパママ教室（１回目）

７月の乳幼児健診日程

電話番号担当歯科医院期日

0238－23－4182米沢 足立歯科医院６月３日蚊

0238－22－8110米沢 長谷部歯科医院６月10日蚊

0238－52－0014高畠 増渕歯科医院６月17日蚊

0238－23－1187米沢 近野歯科医院６月24日蚊
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休日歯科診療担当医院


