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◆申請・問合せ先／町健康福祉課健康医療室 緯86―2338

　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？

◆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
　焔町国保診療所・中津川診療所、さゆり内科歯科ク
　リニック、寺嶋医院
　焔町外医療機関（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回につき2,000円
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

松尾 雅彦 氏
NPO法人「日本で最も
美しい村」連合副会長
／カルビー株式会社相
談役（元会長）／第41回
食品産業功労賞受賞

11月３日　 町制施行55周年 記念式典・講演会

小さくても輝く誇りをもって
◆留意点
※入場は、８：30～９：00と
９：45～９：55の時間帯で
す。これ以外は入場を制
限させていただきます

※先着100名に記念品を差
し上げます

※当日は「いいで秋の収穫
祭」が開催されるため、
お車でお越しの際は「美
の里」の南側にある駐車
場をご利用ください

　飯豊町は今年、町制施行55周年を迎え、11月３日に
記念式典と記念講演会を開催します。
　記念式典では、各分野で活躍された皆さんを表彰す
る「飯豊町功労者表彰」を行います。引き続き、『日本
で最も美しい村』連合の松尾副会長（カルビー㈱相談
役）をお招きして記念講演会を行います。
　小さくても輝く特色を持つ農山村が誇りを持って自
立し、美しい地域であり続ける運動に加盟する飯豊町
の、今後の目指すべき方向をご聴講ください。
　式典からご覧いただけます。ご来場ください。
◆日時／11月３日㈰　式典９：00～、講演会10：00～
◆会場／町民総合センター「あ～す」多目的ホール
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　11月１日から、大日杉登山小屋への分かれ道を過ぎた地点から南部の「飯豊檜枝岐線・一の木線」が、冬期間
通行止めになります。開通は自然融雪後（来年６月中旬ごろ）です。

林道「飯豊檜枝岐線・一の木線」冬期間通行止めのお知らせ

インフルエンザ予防接種費用助成のお知らせ健康福祉課から
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固定資産税・国保税
煙納期限／12月２日㈪
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87―0512、87―051311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。

暮 ら し の 相 談 11月
日時：１日画・15日画・29日画 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：15日画 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87－0514）

行 政 相 談

胸開催日時と会場

会 場開催地区期 日
中公民館中地区11月４日俄
中津川地区公民館中津川地区11月５日峨
東部地区公民館東部地区

11月６日我
高峰多目的集会所高峰地区
小白川公民館小白川地区11月11日俄
西部地区公民館手ノ子地区11月12日峨
中部地区公民館萩生地区11月20日我
白椿地区公民館椿地区11月21日牙
勤労者研修センター黒沢地区11月29日画

　広く町民の皆さんへ議会活動について話し合いを
させていただく機会として「飯豊町議会  みなさんと
語る会」を開催いたします。議会に対する意見や町
政に対する提言などをお聴きし、議会活動に反映さ
せるとともに、町民に開か
れた活力ある議会を目指し
てまいります。皆さんの参
加をお待ちしています。
胸開催方法／議員を５人ず
つに班編成し、右表の９
会場で開催します。

開かれた議会を目指して

飯豊町議会  みなさんと語る会

胸問合せ先／役場議会事務局緯87―0527

開催時間は、全会場19：00～21：00です。

　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。
◆日時／11月19日㈫ 13：00～
◆場所／置賜総合支庁（米沢市）
◆予約／不要です
◆問合せ先／県議会事務局政策調査室
緯023―630―2846

◆対象者
焔町生活排水個別処理事業により合併
浄化槽を設置される方
焔分担金（20万円）の支払いを完了さ
れた方
焔申請者および生計を共にする家族に
町税などの滞納がない方

◆補助金額／１基につき10万円
※詳細は下記に問い合わせください
◆問合せ先
役場地域整備課上下水道室
緯87―0515

　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。
◆申込方法
担当会員の事務所で相談に応じます。
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

所在地電話番号担当会員11月

長井市館町
南10-57

88―　　
　9159金田和夫　

12日
㈫ 白鷹町十王

3740
85―　　
　4548海老名信乃

長井市中道
1-2-35

88―　　
　5858海老澤信夫13日

㈬

椿
3596-3

72―　　
　2400長沼安義　

14日
㈭ 長井市館町

南10-57
88―　　
　9159長澤修司　

白鷹町十王
5540-8

85―　　
　0326土屋正昭　

15日
㈮ 長井市新町

14-29
84―　　
　2505須貝周一　

　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。県が指定
する条件悪地での伐採・利用には、経
費の一部を補助します。
◆対象者／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／荒川（小国町松崎地内）、
置賜野川（長井市寺泉・平山地内）
◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆申込期限／11月８日㈮
◆その他／詳細は県ホームページ（総合
支庁からのお知らせ）をご覧ください
◆申込・問合せ先／置賜総合支庁西置
賜河川砂防課ダム管理担当緯88―8246

◆日時／11月13日㈬ 10：30～
◆場所／山形ビッグウイング（山形市）
◆対象者／離職中の保育士資格所有者
◆申込期限／11月８日㈮
◆問合せ先／山形県社会福祉協議会山形
県福祉人材センター緯023―633―7739

地元県議会議員による
置賜地域議員協議会のご案内

合併処理浄化槽の設置に
助成します

無料税務相談のお知らせ 河川の支障木を
利用しませんか

「もう一度保育の仕事へ」
保育士再就職支援研修会
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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
72－2191佐 藤 管 工 業土1675－2086髙 橋 工 務 店土２
72－2191佐 藤 管 工 業日1772－2191佐 藤 管 工 業日３
75－2086髙 橋 工 務 店土2372－2191佐 藤 管 工 業月４
75－2086髙 橋 工 務 店日2475－2086髙 橋 工 務 店土９
72－2191佐 藤 管 工 業土3075－2086髙 橋 工 務 店日10

　募集期限が間近です。申請をお考え
の場合は早めにご相談ください。
◆対象者／中小企業者で町内に事業所
などがあること※ほかにも条件あり

◆補助額／・種類と条件により補助率
が異なります。10％～30％が主です
・補助金額に上限があります
◆補助金の種類／焔新製品・新技術開
発補助金焔設備投資支援補助金焔雪
対策補助金焔再生可能エネルギー導
入支援補助金焔雇用促進補助金

◆申請の方法など
・雇用創出を伴う事業計画を記載した
「雇用創出計画書」を提出。その後、
　補助金の交付申請書を提出
・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２次募集期限／11月８日㈮
◆申請・問合せ先／役場商工観光課産
業連携室緯87―0523

◆日時／11月６日㈬ 13：30～16：30
◆会場／ はぎ苑（長井市）
◆内容／焔基調講演：「オートバイレー
サーから新規就農」つや姫マイス
ター牧野聡氏 焔事例紹介：西置賜農
業賞受賞者、６次産業実践者 焔展
示・試食：農産加工品、新米、管内
の果物・野菜・花など

◆参加者／西置賜管内の農業関係者
◆参加費／無料
◆募集人数／100名（先着）
◆申込期限／10月31日㈭
◆主催／西置賜農業改良普及事業推進協議会
◆申込・問合せ先／役場農林振興課農
業振興室緯87―0525

◆日時／11月10日㈰ 開演13：30
◆場所／町民総合センター「あ～す」
◆入場料／無料
◆問合せ先／飯豊中学校緯72―2129

　町では、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。勤
務条件などの詳細はお問い合わせくだ
さい。
◆勤務期間／12月上旬から３月上旬
◆申込締切／11月19日㈫
◆申込・問合せ先／役場教育文化課生
涯学習振興室☎87―0517

◆日時／11月15日㈮ 13：00～15：00
◆場所／白椿地区公民館
◆相談内容／法律問題全般
※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
◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境
室緯87―0514　

◆採用予定人数／１名
◆応募資格／昭和60年４月２日以降に
生まれ、高校卒業以上の学歴を有す
る方（平成26年３月までに卒業見込
みの方を含む）

◆受付期間／11月１日㈮～19日㈫
◆受験申込書請求先／西置賜行政組合
事務局、おいたま荘、消防署飯豊分署
◆試験日／11月30日㈯
◆会場／長井市置賜生涯学習プラザ
◆申込・問合せ先／西置賜行政組合事
務局緯0238―88―4336

　事前の予約申込が必要です。
◆日時／11月13日㈬ ９：30～12：30
◆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５日㈫～11日㈪
◆申込・問合せ先
　役場住民税務課住民室緯87―0511

◆募集種目／陸・海・空の自衛官候補生
◆応募資格／平成26年４月１日時点で
18歳以上27歳未満の男性

◆採用予定人数／県内で約30名
◆受付期限／11月27日㈬まで
◆試験日／12月１日㈰
◆採用説明会／11月９日㈯
　10：00～11：30
　町民総合センター「あ～す」
◆申込・問合せ先／自衛隊米沢地域事
務所緯0238―23―0011

　家屋を新築・増築したり、名義変更、
取り壊しをした場合、家屋所有者は「家
屋異動届」が必要です。忘れずに提出
してください。
◆提出方法／下記提出先で配布する届
出用紙に必要事項を記入して提出し
てください
◆提出期限／11月29日㈮
※提出期限以降に異動があった場合は、
ご連絡ください
◆提出・問合せ先
　役場住民税務課税務室
　緯87―0513

中小企業振興事業費補助金
第２次募集のお知らせ

６次産業化フォ－ラムの
ご案内

飯豊中学校吹奏楽部
定期演奏会のご案内

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

西置賜行政組合養護老人ホーム
「おいたま荘」職員募集

11月の年金相談
（年金事務所出張相談）

平和を仕事にする
自衛官募集

家屋異動届を提出ください
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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87―0511（直通）

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

国民年金保険料の追納・後納を
ご存じですか

　保険料の免除や猶予を受けた期間がある場合、または未納期間がある場合は、全額納付した場合と比べて年
金額が低額となります。追納や後納をすることで老齢基礎年金の金額を増やすことができます。また、納付し
た期間が不足したことにより年金の受給ができなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。

※平成22年度以前の保険料を納付する場合には、当時の保険料額に加算額がつきます（上記表の丸囲みの年度）
※追納・後納が可能な期間のうち、原則古い期間から納付していただきます

◆雑誌を無料で配布いたします
　「いいで秋の収穫祭」において、図書室で貸し出して
いる雑誌（過年度分）を無料で配布いたします。どう
ぞご来場ください。
・日時／11月３日㈰ 10：00～　※無くなり次第終了
・場所／図書室入口前

「あ～す」図書室からのお知らせ

◆平日の図書室開館時間の延長が終了します
　現在、平日は９：00から18：00まで開館している
「あ～す」図書室ですが、10月末をもって延長時間が
終了いたします。11月１日㈮より以下の開館時間にな
りますのでご注意ください。
・開館時間／９：00～17：00（火曜日～日曜日）
・休館日／月曜日、祝日、年末年始

「あ～す」に公衆電話が設置されました
　10月から、正面玄関
より入って前方左に公
衆電話が設置されまし
た。これまで公衆電話
がなくご不便をお掛け
いたしましたが、今後
はどうぞご利用くださ
い。

後納制度とは
　平成24年10月１日から平成27年９月30日までの間
に限り、過去10年以内の未納期間について、保険料
を納めていただくことができる制度です。

後納する保険料額年度

14,860 碓

14,640 臼

14,690 渦

14,750 嘘

14,780 唄

14,890 欝

14,970 蔚

15,240 鰻

15,020 23

追納制度とは
　過去10年以内の免除（学生納付特例、若年者納付猶
予含む）期間について、保険料を納めていただくこと
ができる制度です。

獲免除殻免除確免除全額免除年度

-7,430 -14,860 碓

-7,320 -14,640 臼

-7,350 -14,690 渦

3,680 7,370 11,050 14,750 嘘

3,690 7,390 11,080 14,780 唄

3,720 7,440 11,170 14,890 欝

3,740 7,480 11,220 14,970 蔚

3,800 7,620 11,420 15,240 鰻

3,750 7,510 11,260 15,020 23
3,740 7,490 11,230 14,980 24

硬貨専用の公衆電話です

今年度中に追納する場合の月額（加算額を含む）今年度中に追納する場合の月額（加算額を含む）



5

住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら ストップ！ 高齢者の交通事故

　　　　    　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／11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

　　　　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

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

　　　　子育て、女性の相談　　　　

①子育て支援相談（要予約）
煙置賜保健所（米沢市）会場
焔日時／11月11日㈪ ９：00～12：00
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

　　　　らくらく筋トレ教室　　　　 

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（施設使用料）
焔持ち物／内履き、飲み物、タオル
焔場所／なでしこハウス
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
焔開催時間／９：00～12：00、
　　　　　   13：00～17：00

 　　　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／11月13日㈬ 13：00～17：00
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

　　 　アンチエイジング講座　　 　

　ご友人と一緒にお好きな日程で受講
しませんか。
焔対象者／おおむね50代女性
焔内容／将来に向けた体の準備
焔時間／２時間程度
焔場所／なでしこハウス
焔参加料／１人200円（施設使用料）
※日にちや人数はご相談ください

 　　認知症サポーター養成講座　　 

　　　　　受講団体の募集　　　　　

◆対象者／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）

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 教 室

◆申込・問合せ先は、なでしこハウス
緯86―2555

◆申込・問合せ先は、町健康福祉課
　緯86－2233

◆申込・問合せ先は置賜保健所 保健
支援担当緯0238―22―3205

●運転者は…
①横断歩道の前では減速。停止して歩行者を渡しましょう
②高齢者や子どもを見たらその行動に注意しよう
③早めの点灯とハイビームの活用を
④70歳以上の運転者は、高齢運転者マークを表示しよう
　交通安全母の会の活動として、今年は中地区委員の皆さ
んが、地元の高齢者のお宅を訪問し、夜光反射材の普及に
がんばっています。皆さんのご協力をお願いします。

　10月15日㈫から11月14日㈭は「高齢者の交通事故防止
推進強化月間」です。
　昨年、本町では高齢者の交通事故の死者数は０名でした
が、県内の高齢者の交通事故死者数は、全体の５割を超え
る割合で推移しています。このような状況を踏まえ、次の
ことに注意しましょう。
●歩行者、自転車利用者は…
①横断する時はしっかり止まって安全確
認と、手を上げて渡る意思表示

②夕方からの外出は、夜光反射材を身につけよう
③自転車も夕暮れ時は早めのライト点灯 ◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室緯87−0514



　４カ月児・９カ月児健診　
司日時／11月29日㈮（受付）13：00～
司対象者／４カ月児／平成25年６月・７月生まれ

９カ月児／平成25年１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／11月28日㈭（受付）13：00～
司対象者／平成24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、子ども用歯ブラシ、バ
スタオル、11月上旬にお送りする問診票、その
ほかお子さんに必要なもの

司日時／11月21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・12月生まれ
③平成24年６月・７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、子ども用歯ブラシ、健
診料金500円

司期日／11月11日㈪・25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／11月６日㈬　８：50～11：40
司対象者／平成26年２月・３月出産予定の初妊婦と夫
司場所／長井市保健センター
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

　４カ月児・９カ月児健診　
司日時／12月13日㈮（受付）13：00～
司対象者／４カ月児／平成25年８月生まれ

９カ月児／平成25年２月・３月生まれ
　３歳児健診　
司日時／12月26日㈭（受付）13：00～
司対象者／平成22年６月・７月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／12月５日㈭（受付）13：00～
司対象者／①平成23年１月・５月・７月生まれ

②平成24年１月・２月・３月・８月・
11月生まれ

さわやかクラブと幼稚園の交流会 10：00～（西部地区公民館） 
中津川婦人会生け花 16：00～（中津川地区公民館）金1

白川ダムビジョン推進会議「秋の自然観察会」 ９：30～（源流の森）
そば打ち教室研修会 10：00～（東部地区公民館）
最上川さくら回廊植樹式 13：00～（手ノ子小で式典、八幡山で植樹）
キララ☆フィットネス 15：30～（スポーツセンター）
中津川地区文化祭前夜祭 18：00～（中津川地区公民館）

土2

西置賜地区駅伝競走大会 ８：00～（小国町～長井市）
いいで秋の収穫祭 ９：30～（あ～す）
中津川地区文化祭 ９：30～（中津川地区公民館）

日3

月4
趣味の会 ９：00～（東部地区公民館）
キララ☆ピラティス教室 19：00～（東部地区公民館）火5

ロープワーク教室 ９：00～（白椿地区公民館）
たんぽぽクラブ 13：30～（東部地区公民館）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）
キララ☆エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）

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
キララ☆トレッキングクラブ ７：45～（温身平：小国町）
キララ☆中津川スポーツ教室 19：00～（旧中津川小中学校体育館）金8

キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
地区内めぐりツアー ９：00～（東部地区公民館）
ソーラーカーづくり教室・環境講座 10：00～（東部地区公民館）
萩生ふるさと秋まつり 14：00～（中部地区公民館）
キララ☆フィットネス 15：30～（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）

土9

町バレーボール大会 ８：00～（スポーツセンター）
飯豊中学校吹奏楽部定期演奏会 13：30～（あ～す）日10

月11
中津川婦人会「米粉を使ってパン作り」 18：00～（中津川地区公民館）火12
年金相談 ９：30～（役場）
中部地区婦人会レクリエーション・芋煮会 ９：30～（中部地区公民館）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）
キララ☆ピラティス教室 19：00～（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
無料法律相談 13：00～（白椿地区公民館）
秋季スポーツ大会 18：00～（白椿地区公民館）金15
キララ☆フィットネス 15：30～（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）土16

町スポーツ少年団秋季交流会 ９：00～（スポーツセンター）日17
月18
趣味の会 ９：00～（東部地区公民館）
キララ☆リラックス教室 19：30～（東部地区公民館）火19
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）
キララ☆エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）水20
キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）
キララ☆ピラティス教室 19：30～（中部地区公民館）木21

金22
キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
白椿育成会子ども祭 ９：00～（白椿地区公民館）土23

町卓球大会 ８：30～（スポーツセンター）日24
月25
火26
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）
キララ☆中津川スポーツ教室 19：00～（旧中津川小中学校体育館）水27

キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）
どぶろくを活用した地域振興研修会 13：00～（あ～す）
どぶろく新酒発表会 18：00～（いいで旅館）
キララ☆ピラティス教室 19：00～（東部地区公民館）

木28

金29
いいで未来号Ⅴ ７：00～（秋田市）～12月１日
キララ☆フィットネス教室 15：30～（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）

土30

１１月
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

85－1873白鷹 わたなべ歯科医院11月３日蚊

0238－54－0210川西 安川歯科クリニック11月４日俄

0238－23－0909米沢 金子歯科医院11月10日蚊

62－2678小国 加藤歯科医院11月17日蚊

0238－24－0118米沢 あさひ歯科医院11月23日臥

0238－52－4855高畠 むらかみ歯科医院11月24日蚊

6

休日歯科診療担当医院

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。

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
　　　　　　　緯86―2338


