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平成25年度職員採用試験のお知らせ

IIDE PUBLIC RELATIONS

お　知　ら　せ　版

May
2013 ５.３０

　平成25年度職員採用試験を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。

６月５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／役場総務企画課行政管理室 緯72―2111 内線222

■手続き上の注意について

臼試験案内、申込書およびエントリーシートは、総務企画課行政管理室で配布するほか、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。
渦申込書などに必要事項を記入および写真貼付けの上、総務企画課行政管理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４日㈭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。

６月５日㈬から７月４日㈭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26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 行政管理室　緯0238－72－2111 内線222

申込・問合せ先

■申し込み・合否の発表について

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27日松
　・28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

■日程

受験資格 採用予定人員試験区分

昭和53年４月２日から平成４年４月１日までに生まれた者（学歴不
問）。または、平成４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26年３月までに卒業見込
みの者を含む）

若干名 上級行政

若干名 上級建築

若干名 上級土木

■種類

編集・発行
飯豊町総務企画課情報防災室
〒999―0696 山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888
鼓 0238―72―2111 胃 0238―72―3827
E-mail　iide―info@town.iide.yamagata.jp
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　今年度から「もの忘れ相談」を毎月開催
します。相談には地域包括支援センターと
佐藤病院認知症疾患医療センターの専門ス
タッフが対応します。
　最近もの忘れが多い、高齢の親が心配だ
など、思い当たることがある方はぜひお越
しください。

◆開催日／毎月第３火曜日。６月は18日
◆時間／９：00～11：00
◆場所／健康福祉センター
◆申し込み／不要
◆問合せ先
　町健康福祉課地域包括支援センター
　☎86―2233

住民税
煙納期限／７月１日捷
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
内線125・130６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：７日㈮・21日㈮　13：00～15：00
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：７日㈮　13：00～15：00
会場：白椿地区公民館
問合せ先：役場住民税務課（緯72－2111）

人 権 相 談

日時：21日㈮　13：00～15：00
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

　友達から暴力を受けていて学校に行きたくない、悪口や無視が続いてつらい…。こんな苦しみを抱えている
人はいませんか？　もしそんな悩みを持っている人がいたら、一人で悩まずに、勇気を持って連絡してください。
みなさんと一緒になって考えます。秘密は必ず守ります。

メ ー ル 相 談電 話 相 談来 所 相 談窓  口

non-ijime@pref.yamagata.jp 
023―654―8383
（24時間対応）

天童市山元字犬倉津2515山形県教育センター

i-gakkou@town.iide.yamagata.jp
72―2111 内線164、165
 迂～窺 ８：30～17：15

役場教育文化課
学校教育振興室

町教育委員会

い じ め 問 題 相 談 窓 口

も の 忘 れ 相 談

「あ～す」

つばき保育園

町社会福
祉協議会

学校給食
共同調理場

健康福祉センター
健康福祉課

●日本脳炎予防接種の積極的勧奨
焔１期初回接種
　平成17年４月２日～平成19年４月１日生まれ
　平成22年４月２日～平成23年４月１日生まれ
焔１期追加接種
　平成15年４月２日～平成17年４月１日生まれ
　平成21年４月２日～平成22年４月１日生まれ
焔２期接種
　平成７年４月２日～平成８年４月１日生まれ
※平成７年４月２日から平成18年４月１日生まれの
方については、20歳になるまでの間、未接種分を
定期接種として公費で接種できます。

●ＢＣＧ予防接種の対象者の変更について
　これまでは、生後３カ月から６カ月未満のお子さん
が予防接種の対象でしたが、４月１日より、生後５カ
月から８カ月未満のお子さんが対象になりました。
●子宮 頸 がん、ヒブ、小児肺炎球菌予防接種

けい

　これまで任意接種でしたが、４月１日より定期接
種となりました。
●麻しん・風しん（ＭＲ）予防接種
　ＭＲは１人２回接種が必要です。経過措置として
の中学１年と高校３年生への接種は、平成24年度で
終了しました。今年度から２回目の接種は通園児の
年長さんに相当する年齢のみに行います。

予 防 接 種 に 関 す る お 知 ら せ

問合せ先／町健康福祉課健康医療室緯86―2338
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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1675－2086髙 橋 工 務 店土１
72－2191佐 藤 管 工 業土2272－2191佐 藤 管 工 業日２
75－2086髙 橋 工 務 店日2372－2191佐 藤 管 工 業土８
75－2086髙 橋 工 務 店土2975－2086髙 橋 工 務 店日９
72－2191佐 藤 管 工 業日3075－2086髙 橋 工 務 店土15

◆試験日時／８月24日㈯
　　　　　　13：30～15：30
◆試験場所／東北芸術工科大学（山形市）
◆願書配付／各保健所生活衛生課（室）
で配付しています
◆願書受付／６月３日㈪から14日㈮ま
でに最寄りの保健所生活衛生課（室）
に持参してください
◆問合せ先
県食品安全衛生課食品衛生企画担当
緯023―630―2621

　労働保険料（労災保険と雇用保険）
の申告・納付の手続きはお済みですか。
期限は７月10日㈬です。まだお済みで
ない事業主の方は、早めの手続きをお
願いします。
　申告に関する質問などはコールセン
ターへ問い合わせください。
◆問合せ先
　コールセンター☎0120―995―986

　６月１日㈯から30日㈰は、土砂災害
防止月間です。梅雨の長雨により地す
べりやがけ崩れなどの土砂災害が発生
しやすくなります。命を守るために土
砂災害に備えましょう。

　山形県では雇用相談総合窓口を設置
しています。また、社会保険労務士に
よる労働相談も行っています。
　相談は、無料・秘密厳守で行います。
◆雇用相談／㊊～㊎ ８：30～17：00
◆労働相談／おおむね㊋13：00～16：30
◆場所／置賜総合支庁（米沢市）

☎0238―26―6097

山形県調理師試験の
お知らせ

◆日時／６月３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／無料・匿名で受けられます。
予約不要です

◆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

　６月23日㈰から29日㈯までの１週
間は、男女共同参画週間です。男性と
女性が、職場・学校・地域・家庭で、
それぞれの個性と能力を発揮できる
「男女共同参画社会」の実現のためには
みなさん一人一人の取組みが必要です。
この機会に、男女のパートナーシップ
について考えてみましょう。

　仙台国税局は税務職員を募集します。
◆１次試験日／９月８日㈰
◆受験資格
焔本年４月１日において、高等学校ま
たは中等教育学校を卒業した日から
起算して３年を経過していない者
焔平成26年３月までに高等学校または
中等教育学校を卒業する見込みの者
焔人事院が上記に掲げる者と同等の資
格があると認める者

◆受験申込期間
焔インターネット申込
６月24日㈪～７月３日㈬
焔郵送・持参申込
６月24日㈪～６月28日㈮

◆問合せ先／仙台国税局人事第二課
緯022―263―1111内線3236
　人事院東北事務局緯022―221―2022

◆日時／６月18日㈫ 10：00～12：00
◆場所／中部地区公民館
◆講師／高木園芸 高木源次氏
◆内容
　・盆栽のさつきの植え替えと剪定に
　ついて講義と実技指導　
・さつきの直売

◆持ち物／盆栽のさつき（お持ちの方）
◆問合せ先／飯豊町園芸愛好会長
　　　　　　細谷芳弘緯72―3652

　医療法人杏山会吉川記念病院では、
てんかんに関する正しい知識や適切な
医療・治療、そして福祉資源の紹介な
どを行うため、てんかん医療・福祉相
談センターを開所しています。
　同センター事業の一環として無料公
開講座を行います。
◆日時／６月29日㈯ 14：30～16：30
◆場所／タスパークホテル（長井市）
◆講師
・細川清氏（香川医科大学名誉教授）
・千葉茂氏（旭川医科大学精神医学

講座教授）
◆予約／22日㈯までご予約ください
◆予約・問合せ先／吉川記念病院てん
かん医療・福祉センター
緯0238―87―3311（８：00～17：00）

　来春卒業予定者（中学～大学など）
を採用予定の事業所の皆さまを対象と
した、求人受理説明会を開催します。
◆日時／６月６日㈭ 14：00～16：00
◆場所／タスパークホテル（長井市）
◆問合せ先／長井公共職業安定所
　担当：大地・横倉
緯84―8609　胃84―2342

盆栽（さつき）植え替え・剪定
講習会

てんかんの診断・治療・睡眠
に関する無料公開講座

エイズ夜間検査の
お知らせ

男女共同参画週間
「紅一点じゃ、足りない。」

税務職員採用試験の
お知らせ

来春卒業予定の学生・生徒を
採用予定の事業主の方へ

労働保険料の申告・納付期限の
お知らせ

土砂災害防止月間

雇用相談・労働相談
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▼予約・問合せ先・手続き窓口／役場教育文化課 子育て支援室　☎72－2111 内線167

　次代を担う子どもたちの健やかな育ちに寄与することを目的として、町内に住所が
ある方で、中学校修了前のお子さんを養育している方に対して支給しています。

●支給期間／お子さんが中学校修了するまで
●支給額
焔所得制限以内の方は
　・０歳から３歳未満 ：月額15,000円
　・３歳から小学校修了まで
　　　第１子、第２子 ：月額10,000円
　　　第３子以降 ：月額15,000円
　・中学生 ：月額10,000円
焔所得制限以上の方は、一律 ：月額  5,000円

●支給時期／原則として、毎年６月、10月、２
月に、それぞれの前月分までの手当を支給し
ます。
　今年６月の手当支給の場合は、２月分から
５月分の児童手当を７日㈮に、指定された金
融機関の受給者名義口座に振込みます。

＊第１子、第２子、第３子などの数え方は、18
歳到達後の最初の３月31日までの間にある子
どもの出生順です。

　毎年６月に現況届の提出が必要です。児童手当を
受給している方には、現況届の用紙を６月７日㈮に
送付します。
　この届出は、６月以降引き続き児童手当を受けら
れるかどうかを審査するためのものです。現況届を
提出しないと、受給資格があっても手当てが支給さ
れなくなりますので、必ず手続きをしてください。
　なお、平成25年５月以降に認定請求した方（５月
に第一子が生まれた方、５月に転入した方）は、現
況届の提出は必要ありません。

▼続けて手当を受けるために

▼ 役 場 受 付
▽期日／６月10日㈪～28日㈮（土・日を除く）
▽時間／８：30～17：15
▽場所／役場１階　教育文化課子育て支援室
※毎週月曜日と金曜日に延長窓口を行っています。
当日の13：00までに電話予約いただくと、18：30ま
で受付いたします。下記までご予約ください。

▼ 臨 時 受 付 
▽期日／６月29日㈯、30日㈰
▽時間／９：00～17：00
▽場所／町民総合センター『あ～す』２階研修室

＊持ち物は、印鑑と健康保険被保険者証の写しです。
＊郵送による届出は受付できません。
＊詳しくは、児童手当等現況届に同封の「児童手当
制度のご案内」をご覧ください。

◆手続き／お子さんが生まれたときや、ほかの市区
町村から転入したときは、役場教育文化課 子育て
支援室に「認定請求書」または「額改定認定請求
書」の提出が必要です（公務員の場合は勤務先に）。
　　原則として、申請された月の翌月分から支給さ
れます。
◆持ち物／印鑑、健康保険被保険者証の写し、受給
者名義の金融機関の口座番号がわかるもの（銀行
の通帳など）
　　平成25年１月１日に町に住民登録のなかった方
は、上記に加え、前住所地の市区町村長が発行す
る児童手当用所得証明書（平成24年分）が必要で
す。

◆手当を受けるため

児 童 手 当 の ご 案 内
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　平成25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】

◎高齢者住宅など除雪

飯豊中学校野球部

◎役場周辺側溝泥上げ／豊川建設㈱

◎障がい者住宅除雪

　那須建設㈱（長井市）

【町民総合センターへ】

◎全館清掃／町内音楽団体有志（60人）

【第一・第二・手ノ子・添川小学校へ】

◎読み聞かせ／手塚娃子さん

【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」

【添川小学校へ】

◎読み聞かせ／梅津智子さん

【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

【手ノ子幼稚園へ】

◎保育／高瀬姫花さん（長井市）

　平成25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】
◎志田義雄さん（埼玉県）

　いいでめざみの里応援寄付金

　（３万円）

◎㈲アグリメントなか／啓翁桜

◎山形三菱自動車販売㈱／52万円

【町民総合センターへ】
◎新野孝輔さん／図書（３冊）
◎根岸建豪さん／図書（51冊）

◎赤堀芳和さん（東京都）／図書（１冊）
◎小形利彦さん（山形市）／図書（１冊）
◎舟山純也さん／ビデオ（10本）
◎長谷川清さん／生け花（１式）
◎渡邊昭司さん／壁掛け（２個）

◎放送大学山形学習センター

図書（１冊）

◎米沢市上杉博物館／図書（４冊）

◎㈲アグリメントなか／啓翁桜

◎歴史の道万世大路万歳の松保存会
　図書（１冊）

◎青山ケンネルインターナショナル㈱
図書（１冊）

【白椿地区公民館へ】
◎北原実さん／電子レンジ（１台）
◎佐藤陽一さん／図書（80冊）

【西部地区公民館へ】
◎近藤希美雄さん／花の球根（６個）
◎五十嵐光子さん

　花プランター（１個）
◎佐藤榮子さん／川柳べに花（３冊）
【第一・第二・手ノ子・添川小学校へ】

◎渡邊昭司さん／壁掛け（120個）
◎町交通安全推進協議会

ランドセルカバー（入学児童分）

◎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

反射材バック（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】

◎菅野静子さん／雑巾（30枚）

◎長井地区交通安全協会中部支部

黄色の帽子（29個）

◎あかね会／巾着袋（29個）

◎保険会社各社／ワッペン（29個）

◎町中部婦人会／雑巾（50枚）

◎平成24年度卒業生一同

　テント（１式）

◎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】

◎土田達雄さん／雑巾（50枚）

◎二瓶幸浩さん／鉢花（10鉢）

◎大冨洋子さん

　交通安全お守り（17個）

◎長井地区交通安全協会中部・西部支部

黄色の帽子（16個）

◎長沼新聞店

ノート・地図（16セット）

◎保険会社各社／ワッペン（16個）

◎車匠ヨシダ／図書（７冊）

【手ノ子小学校へ】

◎鈴木ゆり子さん（川西町）

鉢花（18鉢）

◎長井地区交通安全協会西部・中津川

支部、手ノ子小後援会

ヘルメット（14個）

◎長沼新聞店／ノート・地図（14セット）

【添川小学校へ】

◎井上園芸／鉢花（５鉢）

◎長井地区交通安全協会東部支部

黄色の帽子（６個）

【中津川小中学校へ】

◎㈲アグリメントなか／啓翁桜

【飯豊中学校へ】

◎長岡ツネさん／雑巾（100枚）

◎渡邊昭司さん／壁掛け（30個）
【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24年度卒園児保護者一同

スタンドマイク（１本）

【手ノ子幼稚園へ】

◎平成24年度卒園児保護者一同

壁掛け時計（１台）、紙芝居（１セット）

【つばき保育園へ】

◎長岡ハナ子さん／雑巾（50枚）

◎二瓶幸浩さん／鉢花（４鉢）

◎平成24年度卒園児保護者一同

楽器（58個）

【さゆり保育園へ】

◎平成24年度卒園児保護者一同

ブロック（１式）

【添川児童センターへ】

◎平成24年度卒園児保護者一同

壁掛け時計（１台）

◎井上園芸／鉢花（３鉢）

【椿駅へ】

◎渡邊昭司さん／壁掛け（10個）
◎長谷川清さん／生け花（１式）

心遣いに感謝します。

窓善 意 の

ありがとうございました。

ボ ラ ン テ ィ ア
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　今回は絵本や紙芝居など夏らしい楽しいお話と、雨
にちなんだかわいい工作を行います。皆さんの参加を
お待ちしています！
◆日時／６月23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
焔あじさいとかたつむりの工作

◆参加費／無料
◆対象
おおむね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20日㈭
◆申込・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

◎第８回めざみの里カンタート
　超一流の講師をお呼びしてのめざみの里カンター
ト！ 今回は町民の方にも参加していただけるように、
皆さんご存知の「四季の歌」を、飯豊山の四季のスラ
イドと共に歌う「いっしょに歌おう飯豊山の四季」を
企画しています。お楽しみに♪
焔開催日／７月13日㈯～14日㈰

上半期の主なイベントのご案内

◆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21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19日㈬・20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25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24年分の所得証明書」をご持参
ください。ただし、６月17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19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20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！

※上記イベントの会場はすべて「あ～す」です。

※未確定のイベントもあります。詳細が決まり次第ご案内いたします。

わくわく ぐりぐら広わくわく　ぐりぐら広場場

◎いいで“めざみの里”まつり2013
　町制55周年を記念して盛大に開催する予定です。
焔開催日／９月７日㈯　

◎四季の歌“夏うた”を歌うつどい
　みんなで夏の歌をうたいましょう。
焔開催日／７月６日㈯

◎ワークショップ
　「だんご３兄弟」でおなじみの速水けんたろうお兄
さんと、元タカラジェンヌ 市  田 

いち だ

 絢子 さんによるワーク
じゅんこ 

ショップを開催します。
焔開催日／９月８日㈰　
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 らくらく筋トレ教室 

　～空き時間に行ってみよう！～
焔対象者／おおむね60歳から
※医師から運動を禁止されていない方
焔参加料／１回200円
焔持ち物／内履き、飲み物、タオル
焔開催日／毎週月・火・木・金曜日
※祝日は休館となります

 もらさん尿体操教室 

　～女性のお悩み改善しましょう！～
焔対象者／おおむね60歳以上の女性
焔日時／６月19日㈬ ９：00～
焔参加料／200円
焔定員／６名
焔申込締切／６月12日㈬　

 脳活性化教室  

　～楽しく認知症予防～
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20日から８月８日まで
の毎週木曜日 13：30～15：00

焔参加料
　１回200円、テキスト代1,050円　
焔定員／６名
焔申込締切／６月13日㈭

　

 なでしこハウス無料開放 

焔対象者／おおむね60歳から
焔日時／６月12日㈬ ９：30～12：00
焔内容／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
焔持ち物／内履き、飲み物、タオル

 健康づくり出前講座 

　健康づくりや介護予防に関する話、
軽体操など、みなさんのご要望にお応
えして健康づくりについての出前講座
を行ないます。ぜひご利用ください。

 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13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19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）
焔日時／６月10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 

エイズ・性器クラミジア・Ｂ型肝炎・
Ｃ型肝炎の検査と相談（予約不要）
焔日時／毎週月曜日 13：00～14：00
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

※すべての相談と検査は、無料・匿名です。プライバシーを厳守します。

置 賜 保 健 所置 賜 保 健 所 のの

健 康 相 談

◆上記３教室の申込・問合せ先は、
なでしこハウス緯86―2555

◆なでしこハウス無料開放・健康づ
くり出前講座に関する申込・問合
せ先は、町健康福祉課緯86－2233

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 教 室

見逃さない！許さない！不法投棄住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら

　不法投棄が大きな問題となっています。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、不条理な損害を与える悪質なものです。また、
ごみから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。ごみの撤去回
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。ですから法律では「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」と厳しい罰
則を定め、警察や自治体などが一体となり、取り締まりを

強化しています。
　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。５月９日には、監視
員のほか警察や関係者が、町内
一斉パトロールを実施しました。これに町民の皆さんの力
を加え、不法投棄を許さない町にしていきましょう。
◆不法投棄の通報先／役場住民税務課生活環境室
　　　　　　　　　緯72―2111内線131

○会　場

★なでしこハウス

「あ～す」

つばき保育園

町社会福
祉協議会

学校給食
共同調理場

健康福祉センター
健康福祉課



キララ☆フィットネス教室 15：00～（町民スポーツセンター）
キララ☆スポーツの日 19：00～（町民スポーツセンター）土1

飯豊町消防演習 ８：45～（あ～す）日2
献血 ９：00～（健康福祉センター）月3
趣味の会 ９：00～（東部地区公民館）
120％ハッピー♪集客戦略セミナー 18：30～（あ～す）火4

キララ☆トレッキングクラブ ８：30～（神通峡）
親子エクササイズ教室 10：00～（こどもみらい館）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（町民スポーツセンター）

水5

おはなし広場 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木6

心配ごと相談・人権相談 13：00～（白椿地区公民館）金7
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）
「林道飯豊檜枝岐線・一の木線」開通プレイベントウォーキング
９：00～（林道飯豊檜枝岐線ゲート前スタート）
東部地区さつき展 ９：00～（東部地区公民館）～９日
そば打ち教室 10：00～（東部地区公民館）
キララ☆フィットネス教室 15：00～（町民スポーツセンター）
キララ☆スポーツの日 19：00～（町民スポーツセンター）

土8

いいで添川温泉まつり ９：00～（東部地区公民館）日9
月10
秋桜倶楽部 19：30～（白椿地区公民館）火11
親子エクササイズ教室 10：00～（こどもみらい館）
就職相談窓口 10：00～（あ～す）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（町民スポーツセンター）
キララ☆ピラティス教室 19：00～（中津川地区公民館）
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）

水12

あそびの広場・避難訓練 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）
中津川地区婦人会 18：00～（中津川地区公民館）

木13

金14
「林道飯豊檜枝岐線・一の木線」安全祈願祭・開通式・祝賀会10：00～
（祈願祭・開通式：飯豊トンネル山形側、祝賀会：喜多方市山都体育館）土15

館長杯グラウンドゴルフ大会 13：30～（東部地区公民館）日16
月17
趣味の会 ９：00～（東部地区公民館）
いちごクラブ 19：30～（白椿地区公民館）火18

親子エクササイズ教室 10：00～（こどもみらい館）
就職相談窓口 10：00～（あ～す）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（町民スポーツセンター）
キララ☆ピラティス教室 19：30～（中津川地区公民館）

水19

しろあと教室開級式 10：00～（中部地区公民館）
かんがるー広場 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）

木20

心配ごと相談・行政相談 13：00～（白椿地区公民館）金21
キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
子育て合同研修会 10：00～（あ～す）
キララ☆フィットネス教室 15：00～（町民スポーツセンター）
キララ☆スポーツの日 19：00～（町民スポーツセンター）

土22

わくわくぐりぐら広場 10：30～（こどもみらい館）日23
月24
青色防犯パトロール講習会 19：00～（あ～す）火25
栄養士さんの指導 10：15～（こどもみらい館）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（町民スポーツセンター）
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）

水26

さくらんぼ会 10：00～（東部地区公民館）
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27

キララ☆エアロビクス教室 19：00～（西部地区公民館）金28
中部地区婦人学級日帰り研修会 ８：00～（中部地区公民館発）
ブックスタート 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆フィットネス教室 15：00～（町民スポーツセンター）
キララ☆スポーツの日 19：00～（町民スポーツセンター）

土29

日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。

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28日㈮ （受付）13：00～
司対象者／４カ月児／平成25年１月・２月生まれ

９カ月児／平成24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、その他お
子さんに必要なもの

司日時／６月20日㈭ （受付）13：00～
司対象者／①平成22年５月・６月・７月生まれ

②平成23年１月・５月・７月生まれ
③平成24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、こども用歯ブラシ、健
診料金500円

司期日／６月10日㈪・24日㈪
司時間／９：00～11：00
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５日㈬ ８：50～15：30
司場所／長井市保健センター
司対象者
平成25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、筆記用具、動きやすい
服装、エプロンと三角巾（パパ用も）

　４カ月・９カ月児健診　
司日時／７月26日㈮（受付）13：00～
司対象者／４カ月児／平成25年３月生まれ

９カ月児／平成24年９月・10月生まれ
　１歳６カ月児健診　
司日時／７月４日㈭（受付）13：00～
司対象者／平成23年10月・11月・12月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／７月18日㈭（受付）13：00～
司対象者
①平成22年３月・４月・８月・９月・11月・12月生まれ
②平成23年２月・３月・８月生まれ
③平成24年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

　　84－7722長井　西原歯科医院６月２日蚊

0238－57－4618高畠　千葉歯科医院６月９日蚊

0238－23－1187米沢　近野歯科医院６月16日蚊

0238－47－6222南陽　高橋歯科医院６月23日蚊

0238－23－8148米沢　平間歯科医院６月30日蚊
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休日歯科診療担当医院


