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■ワクチンの任意接種について

風しんの予防接種で未来の赤ちゃんを守れます

■風しんとはこんな病気
　風しんウイルスによっておこる急性の発疹性感染症です。潜伏期間は２～３週間で、主な症状
として発疹、発熱、リンパ節の腫れが認められます。一度かかると、大部分の人は生涯風しんに
かかることはありません。

■風しんの感染経路
　風しんウイルスは患者さんの飛まつ（唾液のしぶき）などによってほかの人にうつります。発
疹のでる２～３日前から発疹がでたあとの５日くらいまでの患者さんは感染力があると考えられ
ています。日頃の手洗いとうがいを励行しましょう。

　子どもの定期接種以外は自費となります。はしかも一緒に予防できる麻しん
風しん混合（ＭＲ）ワクチンをお勧めします。風しんにかかったことがある方
はワクチン接種の必要はありません。
女性 ― 妊婦の方は接種を受けられません。
　　　  妊娠を望んでいる女性はワクチン接種をした場合、２ヶ月間は避妊をしてください。
男性 ― 昭和54年４月１日以前生まれの男性は、子どもの頃に定期接種の機会がありませんでした。
　　　  今年の感染者の78％が男性で、そのうち84％を20～40代が占めています。

※今年度、麻しん風しんの定期予防接種の対象のお子さんは（下記のお子さん）、接種忘れがない
よう早めに接種してください。

　　１期：１歳～２歳に至る前までのお子さん
　　２期：保育施設などに通園の年長さんに相当するお子さん

□厚生労働省からのお願い
 　本年の風しんの任意予防接種者数が急激に増加しています。厚生労働省は、ＭＲワクチンの
製造販売業者に出荷前倒しと増産対応をお願いしていますが、今夏以降にＭＲワクチンが一時的
に不足することが懸念される状況です。そのため安定供給の目途がつくまでの間、任意予防接種
については、下記の方が優先して接種できるように協力をお願いしています。　

◆問合せ先／健康福祉課健康医療室 緯86―2338

　焔妊婦の周囲の方　焔妊娠希望の方、妊娠する可能性の高い方で免疫が十分でない方（ワクチ
ン接種をした場合、２ヶ月間は避妊をしてください）　

　今年に入り風しんの流行が全国的に広がり続けています。
　風しんの免疫がない女性が妊娠中（特に初期）に風しんにかかると胎児に感染し、
耳が聞こえにくい、目が見えにくい、生まれつきの心臓病がある、精神や体の発達に
遅れが生じるなど、胎児が「先天性風しん症候群」にかかってしまうことがあります。
　風しんの予防接種を受けていない方や風しんにかかったことがない方で、妊婦の周
囲の方などは積極的に予防接種を受けてください。
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固定資産税・国保税
煙納期限／７月31日㈬
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
内線125・130７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。

◆日時／７月10日㈬
◆受付時間／９：30～12：30
◆相談時間／10：00～13：00
　（当日受付分相談終了まで）
◆場所／役場１階談話室
◆内容／鴨『ねんきん定期便』に関す
る相談や訂正の手続きなど
鴨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）
鴨厚生年金、遺族年金の裁定請求の手
続きなど
◆問合せ先／役場住民税務課住民室
　緯72―2111内線120、123、127

　山形県議会では、地域の課題や施策な
どについて地元議員が審議を行う地域
議員協議会を各総合支庁において開催
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、傍聴を希望される
方は、当日会場にてお申込みください。
◆場所／置賜総合支庁西庁舎（長井市）
◆日時／７月26日㈮ 13：00～
◆問合せ先／山形県議会事務局政策調
査室緯023―630―2846

　今年も、県民参加による「きれいな
川で住みよいふるさと運動」が行われ
ます。地域の共有財産である河川や道
路を地元の皆さんの力で、美しく快適
な環境にしましょう。皆さんの積極的
な参加とご協力をお願いします。
◆日時／７月７日㈰ ５：30～７：00
◆場所・内容
　各衛生組合長の指示に従って活動し
てください

◆問合せ先／役場地域整備課建設室
　　　　　　緯72―2111内線157

　町地域雇用創造推進協議会では、地
産地消や地域循環型社会を基本理念と
して、食文化の伝承や農業の６次産業
化（商品開発）を中心としたワーク
ショップを開催します。
　多くの皆さんの参加をお待ちしてい
ます。
◆日時
　第１回目：７月11日㈭
　　　　　　18：30～20：30
　第２回目：７月25日㈭
　　　　　　18：30～20：30
第３回目以降は、ひと月に２～３回
程度、２月頃までを目途に開催する
予定です

◆場所／町民総合センター「あ～す」
◆講師
　合同会社五穀豊穣代表　西居豊 氏
◆申込・問合せ先
　飯豊町地域雇用創造推進協議会
　緯87―0972
　ＨＰからもお申込みいただけます
　http://iide.koyou.org

◆日時／７月26日㈮ 13：00～15：00
◆場所／白椿地区公民館
◆費用／無料
◆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

　町では、中小企業の方が雇用を伴う
設備投資などを行った場合の助成制度
を創設しました。是非、ご利用ください。
◆対象者／・中小企業者（中小企業基
本法第２条に定める商業・工業・農
林業などの中小企業者です）

・町内に事業所などがあること
※このほかにも条件があります
◆補助額
・種類と条件により補助率が異なりま
す。10％～30％となるものが主です
・補助金額に上限があります
◆補助金の概要
①新製品・新技術開発補助金：新製品
や新技術開発のための調査、研究開
発及び試作等に対する助成

②設備投資支援補助金：事業拡張等の
ための工場等用地の造成、工場等施
設建設や機械設備購入に対する助成

③雪対策補助金：除雪機械購入や消雪
装置設置等に対する助成

④再生可能エネルギー導入支援補助金：
太陽光発電設備や木質バイオマス燃
焼機器等の導入に対する助成

⑤雇用促進補助金：町内者の正規雇用
に対する助成（新規学卒者を除く）

◆申請の方法など／・雇用創出を伴う
事業を実施する計画を記載した「雇
用創出計画書」を提出いただきます

・その後、補助金の交付申請書を提出
いただきます

・補助金交付の審査の際に、審査会に
出席いただく場合があります

◆決定方法／補助は予算の範囲内で行
われ、審査会により決定します

◆第１次募集期限／７月31日㈬
◆申請・問合せ先
　役場商工観光課産業連携室
　緯72―2111内線265、267

暮 ら し の 相 談 ７月
日時：５日画・19日画　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：19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

中小企業振興事業補助金
のお知らせ

ワークショップ参加者
大募集！

無料法律相談開催のご案内

７月の年金相談
（年金事務所出張相談）

地元選出県議会議員による
地域議員協議会開催のご案内

きれいな川で住みよい
ふるさと運動のお知らせ
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 ７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 店土2072－2191佐 藤 管 工 業土６
75－2086髙 橋 工 務 店日2175－2086髙 橋 工 務 店日７
72－2191佐 藤 管 工 業土2775－2086髙 橋 工 務 店土13
72－2191佐 藤 管 工 業日2872－2191佐 藤 管 工 業日14

72－2191佐 藤 管 工 業月15

　山形県と福島県を結ぶ林道飯豊桧枝
岐線が開通し、多くの方の往来が期待
されます。これを契機に「どぶろく」
の産地飯豊町のＰＲと町のにぎわい創
出を目指し「どぶロックフェスタ
2013」を下記のとおり企画していま
す。このイベントの盛り上げには多く
の皆さんの参加が必要であり、イベン
ト企画等に携わる実行委員と、当日の
準備や運営のためのスタッフを募集し
ています。コンサートに興味のある方、
にぎわい創出で活動したい方などぜひ
参加ください。
「どぶロックフェスタ2013」の概要
◆開催日／７月28日㈰
◆会場／白川ダム湖岸公園
◆内容／・アマチュアバンドとプロ
ミュージシャンによるライブコンサート
・どぶろくとおいしいもの販売
◆申込・問合せ先
　どぶロックフェスタ2013実行委員会
（中津川地区公民館内）緯77―2020

◆対象者／うつ病と診断された方のご家族
◆日時・内容／（２回コース）
【第１回】７月12日㈮ 13：30～15：30
　講話：「うつ病ってどんな病気？
　　　　　～接し方のポイント～」
　講師：社会医療法人公徳会佐藤病院
　　　　精神科医師　栗田征武 氏
【第２回】８月上旬
◆場所／南陽市交流プラザ蔵楽
◆参加費／無料
◆申込方法／７月８日月まで、下記ま
でお電話で申し込みください
◆申込・問合せ先
置賜保健所 地域保健予防課精神保健
福祉担当緯0238―22―3015

　食生活改善推進員は、地域で健康づ
くりのボランティア活動をしています。
幼児から高齢者まで各世代に合わせた
食事づくりや、生活習慣病予防など、
ご家庭でも役立つ知識を仲間と一緒に
学べます。幅広い世代へ向けた「食」
を通しての健康づくり活動を始めてみ
ませんか？
◆対象者／・町内にお住まいの方
・受講終了後に地区の推進員として活
動できる方

◆開催日程（予定）／【全７回】
８月22日㈭・９月12日㈭
10月１日㈫・10月22日㈫
11月12日㈫・12月３日㈫
12月20日㈮　９：30～15：00

※都合により受講できなかった場合は
別日程で補講を行います

◆受講料／無料（初回のみ3,115円）
※テキスト・調理実習代として
◆申込方法／７月17日㈬まで、下記ま
でお電話で申し込みください

◆申込・問合せ先／町健康福祉課 健康
医療室☎86―2338

　消防学校と防災学習館の施設を県民
に開放します。消防ポンプ自動車の乗
車体験や放水体験、地震体験など、い
ろいろな防災体験にチャレンジしてみ
ませんか。
◆日時／７月28日㈰ 10：00～15：00
◆場所／県消防学校（三川町）
◆対象／小学生とその保護者（先着110名）
◆参加費／一人500円（昼食代など）
◆受付期間／７月４日㈭～17日㈬
◆申込・問合せ先
　消防学校緯0235―66―2022
　防災学習館緯0235―66―4626（土・日）

　山形県内の商工会議所・商工会では
県内の創業を目指す方に対し、下記の
４つの支援を行います。
①ワンストップ、ワンパッケージで創
　業支援
・創業プラン作成、融資相談、経営情
　報取得など一括でご相談に応じます
②創業塾、セミナーを開催
・創業ノウハウをギュッと凝縮した創
　業塾を３回シリーズで開催します。
　わからないことは塾で解決。さらに、
　修了者には県制度融資の金利低減の
　特典もあります
斬日時／７月30日㈫・８月２日㈮・
　　　　８月８日㈭ 10：00～17：00
斬場所／米沢商工会議所
③優れたビジネスプランに助成金
・地域ニーズや独自性のあるビジネス
プランに対して創業費用の助成を行
います（上限：商店街空き店舗活用
の場合150万円、一般の場合75万円）

※応募後の審査を経て採択されたもの
が助成対象です

④修業サポート！経営ノウハウを学ぶ
　インターンシップ支援
・創業したい業種企業への修業、経営ノ
ウハウを学ぶための修業に対し、人件
費の助成を行います。修業したい方、
後継者を育てたい方を募集します

◆問合せ先／飯豊町商工会緯72―3000

　覚せい剤など薬物乱用者による犯罪
が後を絶ちません。薬物は、必ず使用
した者や家族などを破滅に導きます。
薬物犯罪は、社会の安全を脅かす極め
て悪質な犯罪で、絶対に許すことはで
きません。見たら、聞いたらすぐ通報！
◆通報・問合せ先／長井警察署緯84―0110

やまがたチャレンジ創業
応援事業について

薬物犯罪の撲滅
乱用防止にご協力を

食生活改善推進員養成講座
開催について

消防学校一日防災体験入校
のご案内

「どぶロックフェスタ2013」
実行委員及び運営スタッフ募集

うつ病家族教室のご案内
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　置賜地域で音楽活動をされている
方！真夏の夜の「街角コンサート」
に出演してみませんか？

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

　ギター演奏、ロック、ジャズ、合唱…音楽なら何で
も大歓迎です。キャンドルの炎の中、地域のみなさん
に日頃の練習の成果を発表してみましょう！
　多くのみなさんのご出演を心よりお待ちしています。

◆日時／８月４日㈰　17：00～19：30（予定）
◆会場／農家レストランエルベ屋外
◆募集組数／先着10組
◆出演申込方法
　７月６日㈯まで「参加申込書」に必要事項を記入の
上、あ～すまでご提出ください

※「参加申込書」は町ホームページから印刷いただく
か、下記事務局までお電話をお願いいたします

◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」緯72－3111

申請・問合せ先／役場住民税務課住民室緯72－2111内線120、123、127　　米沢年金事務所緯0238－22－4220

ナイト・キャンドル・ミュナイト・キャンドル・ミューージックジック

◆保険料免除制度
　所得に応じて「全額免除」「４分の１納付」「半額納付」「４分の３納付」があります
・対象となる方
　申請者本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定基準以下の方
※一部納付を承認された場合でも保険料を納めないと未納期間扱いとなりますので、忘
れずに納めてください

◆若年者納付猶予制度
　30歳未満の方に限り利用できる制度です
・対象となる方
　申請者本人、配偶者それぞれの前年所得が一定基準以下の方
◇承認期間
　７月から翌年６月まで

【平成25年度の申請は７月から受付開始】

　所得が減ったり、失業などの経済的な理由で保険料を
納めることができないときは、申請して承認されると保
険料が免除される制度がありますので、ご相談ください。国民年金保険料を納めるのが困難なときは…

保険料免除・若年者納付猶予の申請手続きを！

2013 inエルベ

♪ ♪ 出 演 者 大 募 集 ♪ ♪

◇手続方法・必要書類
　以下の持ち物を持参し、年金担当窓口で手続きをしてください。
焔年金手帳　焔印鑑（本人が署名する場合は不要）　焔他の市町村から転入された方は、前年の所得状況の
わかるもの　焔失業などを理由とするときは、雇用保険被保険者受給資格者証や離職票（コピー可）など

未納若年者納付猶予一部納付
（一部免除）全額免除納付

×
入りません

○
入ります

○
入ります

○
入ります

○
入ります

障害基礎年金・遺族基礎年金
（受給資格期間）

×
入りません

○
入ります

○
入ります

○
入ります

○
入ります受給資格期間

老齢基礎年金
×

算入されません
×

算入されません
○

算入されます
○

算入されます
○

算入されます年金額の計算

こんなに違う！納付・全額免除・一部納付と未納
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　高齢者の自宅に市職員を名乗る
男から「医療費の還付金がある」
と電話があり、近くの現金自動預
払機（ATM）に向かうよう指示さ
れ、言われるがままにATMを操作
した結果、都市銀行の個人口座に
現金を送金させられました。
　ほかにも、海外での地下資源採掘の投資話を持ち掛けら
れ、現金をだまし取られたケースや、融資保証の名目で現
金をだまし取られた被害も報告されています。
　これは、今年度に入ってから置賜地方で実際に起こった
詐欺です。このような消費生活被害は、身近で起きていま

す。
　悪質な詐欺被害が後を絶ちません。「私は大丈夫」と思っ
ていても相手はだましのプロです。いつ、どんな時にすき
を狙ってくるかわかりません。
　被害に遭ってからでは、取り返しのつかないことになり
かねません。お金にからむ怪しい電話勧誘や見慣れない人
の訪問など、気になることを見たり聞いたりしたら、すぐ
下記へご連絡をお願いします。
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室

緯72―2111内線131・132・133
置賜消費生活センター　
緯0238―24―0999

　　　　    　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／７月11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／７月17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／７月８日月 14：00～17：00
焔場所／置賜総合支庁西庁舎（長井市）
焔相談担当者／臨床心理士
②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

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／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
焔時間
　９：00～12：00・13：00～17：00

～始めましょう！将来に向けてのからだの準備～
焔対象者／50代の女性
焔日時／７月26日㈮ ９：00～２時間程度
焔参加料／施設使用料200円
焔定員／６名
焔申込締切／７月18日㈭
焔申込先／町健康福祉課緯86－2233

◆対象者／おおむね60歳から
◆日時／７月10日㈬ 13：00～17：00
◆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と解説
など

◆持ち物／内履きズック、飲み物、タオル
◆申込先／町健康福祉課緯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

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 教 室

なでしこハウスを
無料開放します

認知症サポーター
養成講座受講団体の募集

置 賜 保 健 所置 賜 保 健 所 のの

健 康 相 談

※すべての相談・検査は匿名やプラ
イバシーを厳守します

その電話大丈夫？
ちょっと待った！

らくらく筋トレ教室

女性のための
アンチエイジング講座



問合せ先／町健康福祉課健康医療室
　　　　　緯86―2338

キララ☆トレッキングクラブ 18：30～（福島県）～２日月1
日本で最も美しい村連合東北ブロック会議設立総会 14：00～（フォレストいいで）
にぎわい再現プロジェクト委員会 19：00～（あ～す）
キララ☆リラックス教室 19：30～（東部地区公民館）

火2

キララ☆陸上クラブ 18：30～（町民スポーツセンター）
キララ☆エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）水3

キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）
添川温泉ふるさと祭り実行委員会 19：00～（東部地区公民館）木4

金5
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 15：30～（町民スポーツセンター）
飯豊連峰山形県側山開き 16：30～（小国町「飯豊山荘」）
キララ☆スポーツの日 19：00～（町民スポーツセンター）

土6

きれいな川で住みよいふるさと運動 ５：30～（全町）
「ゆり祭り」写生大会 ８：30～（どんでん平ゆり園）
第25回いいで黒べこ祭り 11：00～（どんでん平ゆり園）

日7

月8
趣味の会 ９：00～（東部地区公民館）火9
石鹸づくり ９：00～（白椿地区公民館）
年金相談 ９：30～（役場）
「ゆり祭り」写生大会審査会 10：00～（中部地区公民館）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（町民スポーツセンター）
かかし祭り実行委員会 18：30～（中部地区公民館）
キララ☆ピラティス教室 19：00～（中津川地区公民館）

水10

キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木11
婦人学級絵手紙講座 ９：00～（白椿地区公民館）
石鹸粉砕・固形石鹸づくり ９：00～（石鹸ハウス・白椿地区公民館）
スポレク大会実行委員会 19：00～（西部地区公民館）
体育部会 19：00～（白椿地区公民館）

金12

キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
キララ☆親子ヒップホップ教室 15：00～（中部地区公民館）
キララ☆スポーツの日 19：00～（町民スポーツセンター）

土13

日14
月15
白川ダム整備促進協議会総会・情報交換会 15：30～（物産館）
キララ☆リラックス教室 19：30～（東部地区公民館）火16

キララ☆陸上クラブ 18：30～（町民スポーツセンター）
キララ☆エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）
キララ☆ピラティス教室 19：30～（中部地区公民館）

水17

キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）
椿劇場会議 18：30～（白椿地区公民館）木18

金19
キララ☆親子ヒップホップ教室 15：00～（中部地区公民館）
キララ☆スポーツの日 19：00～（町民スポーツセンター）土20

西部地区ソフトボール大会 ８：00～（手ノ子小学校）
高齢者演歌ショー夢芝居 10：00～（添川小学校）日21

月22
天狗山祭礼 ８：00～（宝蔵院）
趣味の会 ９：00～（東部地区公民館）火23

飯豊の里山暮らし2013 ７：00～（中津川地区）～30日
キララ☆陸上クラブ 18：30～（町民スポーツセンター）水24

キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）
合同大運動会実行委員会 19：00～（東部地区公民館）木25

レク大会実行委員会 19：00～（白椿地区公民館）金26
キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
東部少年教室キャンプ 12：30～（松岡公園）～28日
SNOWえっぐフェスティバル 13：00～（白川ダム湖岸公園）
キララ☆親子ヒップホップ教室 15：00～（中部地区公民館）

土27

西部地区子ども育成会キャンプ 13：30～（町民スポーツセンター中津川体育館）
どぶロックフェスタ2013 15：30～（白川ダム湖岸公園）日28

月29
文化部会 19：00～（白椿地区公民館）火30
キララ☆陸上クラブ 18：30～（町民スポーツセンター）水31

７月

　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
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
　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
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、バ
スタオル、６月上旬にお送りした問診票、その
ほかお子さんに必要なもの

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
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／７月８日㈪・22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／７月３日㈬ ８：50～11：40
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、１回目の時に配布した
テキスト、筆記用具、動きやすい服装

　３歳児健診　
司日時／８月29日㈭（受付）13：00～
司対象者／①平成21年12月生まれ
　　　　　②平成22年１月・２月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／８月１日㈭（受付）13：00～
司対象者／①平成22年10月生まれ

②平成23年４月・６月・９月生まれ
③平成24年４月・５月・７月生まれ

電話番号担当歯科医院期日

0238－42－3057川西 舩山歯科医院７月７日蚊

85－2422白鷹 佐藤歯科医院７月14日蚊

0238－23－2206米沢 三條歯科医院７月15日俄

0238－47－2154南陽 黒江歯科医院７月21日蚊

0238－24－2085米沢 中條歯科医院７月28日蚊

乳幼児健診

幼児歯科健診

母子健康手帳交付

6

パパママ教室（２回目）

休日歯科診療担当医院

８月の乳幼児健診日程

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。


