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◆助成期間／１月31日㈭まで
※公立置賜総合病院での接種は、通院治療中の方のみ
対象です

◆手続方法／助成を受けるために町健康福祉課へおい
でいただく必要はありません。住所・年齢がわかる
ものを持参して医療機関で接種し
てください。また、生活保護世帯
の方へは全額助成を行いますので、
下記まで申請ください。

　今年もインフルエンザが流行することが予想されま
す。町では予防のひとつである予防接種について、下
記の対象の方に一部費用を助成します。
◆高齢者
燕対象／焔接種時において65歳以上の方

焔60歳以上65歳未満で心機能障がいなど、障
がいが一定の基準に該当する方

燕利用できる医療機関／町国保診療所・中津川診療所、
さゆり内科歯科クリニック、寺嶋医院または町外医
療機関（接種を行っているか確認してください）
燕助成額／1,500円
◆子ども
燕対象／接種時において１歳～中
学３年生まで
燕助成額／１人につき3,000円（１
歳～13歳未満は１回1,500円を
上限に２回まで）
燕その他／利用できる医療機関などは対象の方にご案
内しております

インフルエンザ予防接種費助成のお知らせ健康福祉課から

◆申請・問合せ先／町健康福祉課健康医療室 緯86―2338

飯豊町ふるさと定住いいですね条例

　お子さんの予防接種で受け忘れはありませんか。
冬期間は風邪が流行し、体調を崩しやすくなりま
す。母子手帳を確認し早めに接種しましょう。
　65歳以上の方については、肺炎球菌ワクチン接
種の費用に対して3,000円の助成を１回に限り行っ
ています。助成の申し込みは電話でも結構です。
下記までご連絡ください。　

予防接種は順調ですか？

◆住宅取得奨励
　定住の意思を持って、新築や中古住宅購入など住宅
を取得された方に奨励金を贈呈します。平成22年４月
１日から平成25年３月31日までの期間に住宅を取得さ
れた方が対象となります。
◆ときめき結婚祝
　町内にお住まいの方が結婚された場合
◆すこやか出産祝
　町内にお住まいの方が出産された場合　

　町では住宅取得の支援や結婚、出産といった人生の
節目にお祝いを贈る「飯豊町ふるさと定住いいですね
条例」を制定し、定住支援策
を実施しています。奨励金な
どの申請期限は平成25年３月
31日までです。奨励対象や申
請方法などの詳細は下記まで
問い合わせください。

すこやか出産祝ときめき結婚祝住宅取得奨励

第１子 商品券３万円
第２子 商品券５万円
第３子以降 祝　金17万円

１組　商品券３万円

①町内在住者 10万円
②Ｕ・Ｉターン者 30万円
　※平成14年４月以降に転入された方
（①、②とも町内建設業者が新築施工した場合は
さらに10万円贈呈）

申込・問合せ先／役場総務企画課総合政策室 緯72―2111内線226・227・228

申請はお済みですか？
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固定資産税・国保税
煙納期限／11月30日㈮
煙問合せ先
役場住民税務課納税
支援室 内線125・12611月

税金、水道料などの公共料金のお支払いは、
便利な口座振替を利用しましょう！
口座振替のお手続は希望する金融機関窓口で。

　子どもが作る「弁当の日」を手掛け
た校長先生を講師に迎え、子どもが自
分で弁当を作ることで食について考え
る講演会を開催します。興味のある方
はぜひ参加ください。
◆日時／11月19日㈪ 18：30～20：00
◆会場／めざみの里観光物産館
◆参加費／無料
◆問合せ先
役場産業振興課農業振興室
緯72―2111内線262

　県では、河川管理上支障となる樹木
の伐採協力者を募集します。条件悪地
での支障木伐採・利用については、経
費の一部を補助する制度があります。
◆対象
自ら支障木を伐採・利用する方
（団体・企業などを含む）
◆対象河川
置賜白川（黒沢地内）、置賜白川（添川
地内）、荒川（小国町長沢・焼山地内）

◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆申込期限／11月13日㈫
◆その他
11月５日以降は、県のホームページ
（地域情報／置賜総合支庁／総合支
庁からのお知らせ）で詳細がご覧い
ただけます
◆申込・問合せ先
置賜総合支庁西置賜河川砂防課維持
調査担当緯88―8233

　東北税理士会長井支部では、「税を考
える週間」に合わせ、次のとおり無料
税務相談を実施します。
◆期間／11月12日㈪～16日㈮
◆申込方法
担当会員の事務所で実施しますので、
相談を希望する方は、事前にご予約
の上、ご利用ください

◆問合せ先／東北税理士会長井支部
緯85―4548

　東日本大震災の影響により、住宅ロー
ンなどの借入れの返済が困難になった
被災者の方は、「個人債務者の私的整理
に関するガイドライン」を利用するこ
とにより、一定の要件のもと債務の免
除を受けることができます。
　対象と思われる方は、電話で気軽に
相談ください。
◆受付日時
月曜日～金曜日 ９：00～17：00
（祝日・年末年始を除く）
◆相談用コールセンター
緯0120―380―883
◆問合せ先／東北財務局山形財務事務
所緯023―641―5178

　多重債務者無料相談会を各会場にて
行います。多重債務などでお困りの方
は、事前に予約の上、気軽に相談くだ
さい。
◆期日・会場・予約電話番号
◇11月８日㈭
焔米沢市役所（米沢市消費生活センター）
緯0238―40―0525

◇11月10日㈯
焔県消費生活センター（県庁）
緯023―624―0999

◇11月11日㈰
焔置賜総合支庁（置賜消費生活センター）
緯0238―24―0999

◇11月12日㈪
焔長井市勤労センター（長井市市民相
談センター） 緯87―0682

◆相談担当者／弁護士、司法書士
◆相談予約受付時間
月曜日～金曜日 ９：00～17：00　

※希望する相談日の前日まで予約して
ください

◆問合せ先
役場住民税務課生活環境室
緯72―2111内線131

　県議会では、地元議員による地域の
課題や施策について審議を行う地域議
員協議会を開催します。県議会の活動
を身近で傍聴できる良い機会ですので、
興味のある方はぜひ参加ください。
◆日時／11月14日㈬ 13：00～
◆場所／置賜総合支庁西庁舎（長井市）
◆参加方法
傍聴を希望される方は、当日会場で
申し込みください

◆問合せ先／県議会事務局政策調査室
緯023―630―2725

暮 ら し の 相 談 11月
日時：２日㈮・16日㈮・30日㈮
　　　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：16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

所在地電話番号担当会員

飯豊町大字椿
3596―3緯72―2400長沼　安義

長井市新町
14―29緯84―2505須貝　周一

長井市館町南
10―57緯88―9159金田　和夫

長澤　修司

長井市中道
1―2―35緯88―5858海老澤信夫

白鷹町大字十王
5540―8緯85―0326土屋　正昭

白鷹町大字十王
3740緯85―4548海老名信乃

【日程変更のお知らせ】
　10月11日発行号22ページで周知し
た飯豊町議会みなさんと語る会の黒沢
地区の開催日が、「11月16日㈮」から
「11月19日㈪」に変更になりました。

食育講演会
男女共同参画地域講座のご案内無料税務相談のお知らせ多重債務者相談強化

キャンペーン

河川の支障木を
利用しませんか

東日本大震災の被災者の方へ
個人版私的整理ガイドラインのお知らせ

地元県議会議員による
地域議員協議会のご案内
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11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
75－2086髙 橋 工 務 店日1875－2086髙 橋 工 務 店土３
72－2191佐 藤 管 工 業金2375－2086髙 橋 工 務 店日４
72－2191佐 藤 管 工 業土2472－2191佐 藤 管 工 業土10
75－2086髙 橋 工 務 店日2572－2191佐 藤 管 工 業日11

75－2086髙 橋 工 務 店土17

　事前に予約の上、お気軽に相談くだ
さい。
◆日時／11月14日㈬ ９：30～12：30
※30分刻みでの予約になります
◆場所／役場１階談話室
◆内容／厚生年金に関する相談全般
（厚生年金加入記録の確認・年金の
試算など）、厚生年金・遺族年金の裁
定請求の手続きなど
◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆申込期間／11月１日㈭～12日㈪
◆申込・問合せ先／役場住民税務課住
民室緯72―2111内線120、123、127

　震災後の社会のあり方について考え
るセミナーを開催します。興味のある
方はぜひ参加ください。
◆日時／11月16日㈮ 10：00～12：00
◆会場／南陽市中央公民館（えくぼプラザ）
◆講師／学習院大学教授　赤坂憲雄氏
◆参加費／無料
◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆問合せ先／泉荘緯88―9211

　行政書士は、官庁や役所などに提出
する諸書類の作成、相談、提出代行を
行います。
【無料相談の案内】
◆相談内容／相続・遺言などの手続、
契約書作成、法人設立、農地転用、
内容証明書作成、遺産分割、会計帳
簿記帳処理、建設業関係など
◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆場所／長井市役所市民相談センター内
◆日時／毎月第４火曜日 10：00～12：00
◆申込・問合せ先／山形県行政書士会
長井支部事務局緯88―2825

◆日時／11月９日㈮ 13：00～15：00
◆場所／白椿地区公民館
◆費用／無料
◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆相談内容／金銭賃借、多重債務、保証、
損害賠償、遺産相続・贈与、消費者
問題、不動産、労働、民事介入暴力、
刑事、少年非行、ほか法律問題全般

※相談内容は、訴訟中、調停中、係争
中のものや同案件の再相談は、ご遠
慮ください

◆担当弁護士／熊谷 誠 氏
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境
室緯72―2111内線131　

◆日時／11月11日㈰ 13：00～16：00
◆内容／民話講座、語りなど
◆場所／南陽市夕鶴の里
◆入場料／無料
◆問合せ先
南陽市夕鶴の里緯0238―47―5800

◆日時／11月17日㈯ ９：15～12：05
◆場所／米沢養護学校（米沢市）
◆内容／布・木工・紙製品など作業製
品の展示販売、近隣の福祉事業所な
どの製品販売、写真展示ほか

◆問合せ先／山形県立米沢養護学校
緯0238―38―6101

　殺人、強盗などの凶悪事件や窃盗な
どを犯して逃亡を続ける指名手配被疑
者は全国で約900人にものぼります。
　指名手配被疑者に似た人がいるなど
の情報があれば通報をお願いします。
◆問合せ先／長井警察署緯84―0110

手ノ子スキー場活性化組合では、ス
キー場の業務を手伝ってくださる従業
員の方を募集します。若くてやる気の
ある方、大歓迎です！ 勤務条件などの
詳細は下記までお問い合わせください。
◆勤務期間／12月下旬から３月初旬
◆申込締切／11月20日㈫
◆申込・問合せ先／手ノ子スキー場活
性化組合 寒河江緯090―7073―9148

　陸上自衛隊高等工科学校は、高機能
化、システム化された装備品を駆使・
運用でき、国際社会に通用する自衛官
を養成するための学校です。
①推薦入試
焔受験資格／17歳未満の男子（中学校
卒業見込みを含む）
※学校長の推薦が必要です
焔受付期間／11月１日～12月７日
焔試験日／平成25年１月12日～14日
のいずれか１日

②一般入試
焔受験資格／17歳未満の男子（中学校
卒業見込みを含む）
焔受付期間
　11月１日～平成25年１月７日
焔試験日／平成25年１月19日
◆問合せ先／自衛隊米沢地域事務所

緯0238―23―0011

　山形県の最低賃金は従来の１時間
647円から１時間654円に変更になり
ます。この最低賃金は、10月24日から
効力を発生し、県内で働くすべての労
働者に適用されます。
◆問合せ先／山形労働局労働基準部賃
金室緯023―624―8224

町営手ノ子スキー場の
従業員を募集します無料法律相談開催のご案内

泉荘福祉セミナー開催の
お知らせ

陸上自衛隊高等工科学校
入学希望者募集！

おきたま語りフェスティバルを
開催します

行政書士無料相談のご案内

山形県立米沢養護学校
「よねようまつり 2012」

山形県最低賃金について指名手配被疑者の検挙に
ご協力ください

11月の年金相談
（年金事務所出張相談）
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◆申込・問合せ先／米沢年金事務所緯0238―22―4220または役場住民税務課住民室緯72―2111内線120・123・127

　経済的な理由などで国民年金保険料を納めることが困難な場合に日本年金機構から承認を受けた保険料免除、
若年者納付猶予、学生納付特例期間がある方は、保険料を納めた場合よりも受け取る老齢基礎年金額が少なく
なってしまいます。
　そこで、生活にゆとりができたときは、将来受け取る年金額を増額するためにも、当時の保険料を10年前ま
でさかのぼって納めることができる「追納」をお勧めします。　

４分の１免除
（うち加算額）

半額免除
（うち加算額）

４分の３免除
（うち加算額）

全額免除
若者納付猶予（うち加算額）
学生納付特例

年　度

―7,470円（ 820円）―14,940円（ 1,640円）H14年度

―7,360円（ 710円）―14,720円（ 1,420円）H15年度

―7,260円（ 610円）―14,510円（ 1,210円）H16年度

―7,280円（ 490円）―14,560円（ 980円）H17年度

3,650円（ 190円）7,300円（ 370円）10,950円（ 560円）14,610円（ 750円）H18年度

3,650円（ 130円）7,320円（ 270円）10,970円（ 400円）14,640円（ 540円）H19年度

3,690円（ 90円）7,370円（ 170円）11,070円（ 260円）14,760円（ 350円）H20年度

3,700円（ 40円）7,420円（ 90円）11,120円（ 130円）14,840円（ 180円）H21年度

3,770円（ 0円）7,550円（ 0円）11,320円（ 0円）15,100円（ 0円）H22年度

3,750円（ 0円）7,510円（ 0円）11,260円（ 0円）15,020円（ 0円）H23年度

平成24年度中に追納する場合の額【追納に関する注意事項】
焔追納を行う場合は、事前に申し込み
をする必要があります
焔追納ができるのは、追納が承認され
た月の前10年以内の免除などの期間
に限ります
焔承認された期間のうち、原則古い期
間から納付してもらいます
焔免除などの承認を受けた年度から起
算して３年度目以降の分を追納する
場合は、当時の保険料に加算額がつ
きます。今年度中に追納していただ
く際の保険料は右表のとおりです

　ピアノなど多彩な演奏のほか、「かもめが翔んだ日」
など名曲を幅広くお届けする、渡辺真知子・上柴はじめ
アコースティックコンサートが開催されます！ どう
ぞお聴き逃しなく。
◆入場料／全席指定　前売 5,000円　当日 5,500円
◆チケット予約受付時間
９：00～17：00（月曜日・祝日を除く）

◆その他
　焔電話予約のみの受付になります
　焔未就学児の入場はご遠慮願います
◆チケット予約電話番号
「あ～す」イベント企画・推進スタッフ（町民総合センター内）

志72-3161

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

VOICE PARTY IN IIDE

“渡辺真知子”と“上柴はじめ”による
音楽はいいでSHOW

「追納」をお勧めします！
国民年金保険料の免除、学生納付特例期間のある方へ

渡辺真知子 上柴はじめ

会場：町民総合センター「あ～す」

18：00 開場
18：30 開演11月23日(金・祝）
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　　　　    　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／11月８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／11月21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　　　　

①子育て支援相談（要予約）
煙置賜総合支庁西庁舎（長井市）会場
焔日時／11月９日㈮ 13：30～16：30
焔相談担当者／臨床心理士
煙置賜保健所（米沢市）会場
焔日時／11月30日㈮ ９：00～12：00
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　　　　

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
※結果は直接本人にお知らせしますの
で、保健所においでください
焔電話相談／平日８：30～17：15
◆申込・問合せ先／置賜保健所 感染
症予防担当緯0238―22―3002

住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら

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
（ただし、医師から運動を禁止され
ていない方）
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
焔開催日／毎週月・火・木・金曜日
※祝日の場合は休館となります

◆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
　11月15日から平成25年１月10日
までの毎週木曜日13時30分～15時

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／11月８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／11月21日㈬ ９：00～
焔参加料／施設使用料200円
焔定員／６名
焔申込締切／11月14日㈬

◆対象者／おおむね60歳から
◆日時／11月14日㈬ ９：30～12：00
◆内容／筋トレマシーンを使った運動、
体の筋肉量や体内年齢などの測定
◆持ち物／内履き、飲み物、タオル
◆問合せ先／町地域包括支援センター

緯86―2233

◆対象／町内の各種団体・自主グループ・
学年部会など ※個人の受講はできません
◆開催日／各団体の定例会や集会の日
などご希望の日時に行います
◆受講時間／90分程度
◆受講料／１人100円（テキスト代金）
◆申込・問合せ先
町地域包括支援センター緯86―2233

なでしこハウスを
無料開放します

※すべての相談・検査は匿名やプラ
イバシーを厳守します

認知症サポーター
養成講座受講団体の募集

ごみ袋は２～３袋を目安に出しましょう
　平成23年度、本町では、ごみの収集運搬に1,907万円、
家庭と事業所から出たごみの処理に
6,859万円もの公費を費やしました。
実は処理費用はごみの重量によって金
額が違ってきます。昨年度のごみの総
量は1,872㌧。生ごみは水分をしっか
り切ること、分別してできるだけ資源
ごみにまわすこと、その２つをすることで町の負担は大き
く軽減します。家庭と事業所はこのことも忘れずにごみを
出したいものです。　
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室
　　　　　緯72―2111内線131・132・133

　町内には156カ所のごみ収集所が設置されています。町
から委託された収集運搬業者は、エリアを時間内で安全・
効率的に回収できるよう計画立てて回っています。
　ただし、収集車に詰め込まれるごみの
容量はどうしても限られています。もし
一つの世帯から大量のごみ袋を出される
と、収集車がたちまちいっぱいになり、
ほかの収集所のものを回収できなくなる
など支障が生じてしまいます。一世帯か
ら出すごみ袋は２～３個を目安にしましょう。大掃除や引
越し、行事などで多量のごみが出た場合は、長井市のク
リーンセンターに直接搬入することを奨励します。

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 教 室

置 賜 保 健 所置 賜 保 健 所 のの

健 康 相 談



さわやかクラブと幼稚園の交流会 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）木1

タッチケア 10：00～（こどもみらい館）
心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）金2

いいで秋の収穫祭 ９：30～（あ～す）土3
宇津峠を歩こう会 ７：30～（西部地区公民館前）
西置賜地区駅伝競走大会 ８：00～（小国町～長井市間）
キララ☆パークゴルフ大会 13：00～（白川湖パークゴルフ場）
中地区地域づくり座談会 15：00～（中公民館）

日4

町上下水道運営審議会 13：30～（役場）
町議会みなさんと語る会 19：00～（白椿地区公民館、小白川公民館）月5

趣味の会 ９：00～（東部地区公民館）
町議会みなさんと語る会 19：00～（高峰多目的集会所、西部地区公民館）
エアロビクス教室 19：00～（中部地区公民館）
ちびボール教室 19：30～（東部地区公民館） 

火6

おはなし広場 10：30～（こどもみらい館）
町議会みなさんと語る会 19：00～（東部地区公民館、中部地区公民館）水7

マリンバコンサート 10：00～（あ～す）
キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）
中津川婦人会リース作り 17：00～（中津川地区公民館）
町議会みなさんと語る会 19：00～（中津川地区公民館）

木8

無料法律相談 13：00～（白椿地区公民館）
黒沢地区地域づくり座談会 19：00～（勤労者研修センター）
町議会みなさんと語る会 19：00～（中公民館）

金9

キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
キララ☆フィットネス教室 15：00～（スポーツセンター）
東部地区ソフトバレーボール大会 19：00～（添川小学校）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター体育館）

土10

町バレーボール大会 ８：00～（スポーツセンター体育館）日11
月12
エアロビクス教室 19：00～（東部地区公民館）
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）火13

年金相談 ９：30～（役場）
あそびの広場 10：30～（こどもみらい館）
いいで未来号Ⅳ事前説明会 19：00～（あ～す）
キララ☆ピラティス教室 19：00～（中津川地区公民館）

水14

キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）
萩生地区地域づくり座談会 19：00～（中部地区公民館）木15

親子交通教室 10：30～（こどもみらい館）
心配ごと相談・行政相談 13：00～（白椿地区公民館）
東洋のアルカディア郷どぶろく新酒発表会 18：30～（フォレストいいで）

金16

めざみの里音楽祭 ９：00～（あ～す）
キララ☆フィットネス教室 15：00～（スポーツセンター）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター体育館）

土17

白椿育成会子ども祭り ９：00～（白椿地区公民館）
町スポーツ少年団秋季交流会 ９：00～（スポーツセンター）日18

食育講演会・男女共同参画地域講座 18：30～（めざみの里観光物産館）
町議会みなさんと語る会 19：00～（勤労者研修センター）月19

趣味の会 ９：00～（東部地区公民館）
ちびボール教室 19：30～（東部地区公民館） 火20

避難訓練・かんがるー広場 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆ピラティス教室 19：00～（中津川地区公民館）水21

キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木22
いいで未来号Ⅳ ８：00～（新潟県糸魚川市）～24日金23
キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
キララ☆フィットネス教室 15：00～（スポーツセンター）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター体育館）

土24

町卓球大会 ８：30～（スポーツセンター）日25
月26
火27
エアロビクス教室 19：00～（あ～す）水28
キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）
中津川地区定住化検討委員会懇談会 18：00～（中津川地区公民館）木29

保健師さんの指導 10：30～（こどもみらい館）
心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）金30

この広報紙は再生紙を使用し、植物油インキで印刷しています。

１１月 １１月の保健

【乳幼児健診にいらっしゃる方へ】
　12時前の来場はご遠慮ください
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問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338

　１歳６カ月児健診　
司日時／11月29日㈭　（受付）午後１時～
司対象者／平成23年４月・５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、こども用歯ブラシ、バ
スタオル、１歳６カ月児健康診査セット
　４カ月児・９カ月児健診　
司日時／11月30日㈮　（受付）午後１時～
司対象者／４カ月児 平成24年６月・７月生まれ

９カ月児 平成24年２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／11月15日㈭　（受付）午後１時～
司対象者
①平成21年８月・９月・11月・12月生まれ
②平成22年２月・３月・９月生まれ
③平成23年７月・10月・11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、こども用歯ブラシ、健
診料金500円

司期日／11月12日㈪・26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／11月７日㈬ 午前８時50分～正午
司場所／長井市保健センター
司対象者
平成25年２月・３月出産予定の初妊婦と夫

司持ち物／母子健康手帳、テキスト、筆記用具

　幼児歯科健診　
司日時／12月12日㈬　（受付）午後１時～
司対象者
①平成21年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１月・８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（２回目）

12月の乳幼児健診日程

電話番号担当歯科医院期日
0238－56－3888高畠　わたなべデンタルクリニック11月３日㈯

87－0878長井 松下歯科医院11月４日㈰
0238－23－1538米沢 伊藤歯科医院11月11日㈰
0238－57－4618高畠 千葉歯科医院11月18日㈰
0238－23－0909米沢 金子歯科医院11月23日㈮

62－2678小国 加藤歯科医院11月25日㈰

休日歯科診療担当医院


