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〒999―0696 山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888
鼓 0238―72―2111（代表）  0238―87―0522（直通）
胃 0238―72―3827
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　～ 豊  穣 の地の未来を拓く～
ほう じょう

「飯豊・農の未来賞」企画提案懸賞論文募集

◆応募・問合せ先／〒999―0696　山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888番地　役場農林振興課農業振興室
　　　　　　　　　緯 0238―87―0525　　飯豊町ホームページ http://www.town.iide.yamagata.jp/

　飯豊町は、日本百名山の一つである飯豊連峰を源とする白川流域の扇状地に位置しています。
豊穣の大地に農村の原風景ともいえる「散居集落」が形成され、明治の初頭、世界的な旅行作
家イザベラ・バードは、その美しい景観を「東洋のアルカディア（桃源郷）」と絶賛しました。
　この豊かな『日本一美しい田園散居村』を未来に繋いでいくという想いから、農業の未来を
切り拓くための企画提案を募集し、本町農業振興に反映させる「飯豊・農の未来賞」を創設し
ました。
　皆さまの英知を基に、飯豊町民の全員の力を合わせて、いにしえから育んできた「豊穣の地・
飯豊」を未来の子供たちに引き継ぐ取り組みを展開してまいります。
　多くの皆さまのご提案をお待ちしております。　

◆募集企画提案テーマ
焔土地利用型作物の農業振興に関する新たな企
画提案

焔町の農業施策全般に関する企画提案
※飯豊町の気候や地域資源などを考慮し、いず
れか１つのテーマを選択してください

◆論文作成方法について　　
焔募集企画提案テーマに沿う内容を設定し、日
本語で書いた論文とします
焔論文本文の文字数は、図表やデータなどを含
めて20,000字以内とします

焔応募論文の著作権を含むすべての著作権利は、
主催者に属するものとします

◆応募資格
　特に規定は定めません。また、グループによ
る共同論文も執筆可とします

◆応募論文の審査方法と発表時期
焔選考方法
　審査委員会で最も優れた論文１編を選考
焔発表時期
　平成26年３月中旬を予定
◆表彰式・発表会
　平成26年４年６日㈰に町内で表彰式を行いま
す。表彰式後に受賞者から受賞論文の発表を
していただきます

◆その他／応募要領を飯豊町ホームページに掲
載しています。応募方法なども含めてご確認
の上応募ください

◆主催／山形県飯豊町

「飯豊・農の未来賞」１編
�賞金／50万円
　副賞／飯豊町産つや姫・米沢牛

　平成26年３月10日㈪まで
応募
期限

賞金
副賞

◎企画提案論文募集の概要
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◆職種
焔役場・町民総合センターほか
一般事務助手勝若干名
交通安全専門指導員勝１名
運転手勝若干名

焔町内小中学校
学校技術員勝４名
児童生徒自立支援員勝１名
学校支援員勝６名

焔学童クラブ
　学童クラブ保育助手勝６名
◆受付期間／１月６日㈪～１月24日㈮
※郵送可。ただし期限日まで必着
◆受付時間／８：30～17：00
※土曜日・日曜日・祝祭日を除く
◆応募資格
焔性別・住所は問いませんが、行政事

務などが適切にできる方です。秘密
保持や公平公正な事務執行などは、
職員と同様です
焔学校支援員の業務内容は、児童生徒
への学習活動支援や補助業務および
学校図書館の司書業務となるため、
教員、保育士免許所持者および図書
館司書資格所持者、ケースワーカー
や各種相談業務経験者を優遇します

◆決定方法／１月下旬に実施する面接
および書類選考の上、決定します

◆申込書の請求／申込書は、役場総務
企画課行政管理室で交付します。郵
便で請求する場合は、120円切手を
貼った宛先明記の返信用封筒（角型
２号）を必ず同封し、請求ください

※申込書は町ホームページからも入手
　できます
◆申込方法／申込書に必要事項を記入
し、履歴書を同封の上、総務企画課

行政管理室へ提出してください
◆雇用の通知／町の臨時職員台帳に登
録し、原則平成26年４月から１年間
以内の雇用とします。なお、年度内に
おいて、緊急に必要とする臨時職員も
台帳記載者から雇用します。雇用通
知は、雇用する者へ事前に通知します

◆勤務条件
◇賃金／職種や前歴などにより決定
一般事務助手／日額5,800～6,000円
交通安全専門指導員／日額6,500円
学校技術員／日額7,000～7,500円
児童生徒自立支援員／6,000円
学校支援員／6,000円
学童クラブ保育助手／6,000円

◇休日／原則、土曜日・日曜日・祝祭日
◇その他／社会保険、雇用保険加入
◆申込・問合せ先／〒999－0696
飯豊町大字椿2888番地　役場総務
企画課行政管理室　緯87－0520

国保税
煙納期限／１月31日画
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87－0512、87－0513１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：17日画、31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：17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

平成26年度飯豊町臨時職員募集
および雇用予定者登録のご案内

暮 ら し の 相 談 １月

償 却 資 産 の 申 告 の ご 案 内農業者・事業者の皆さんへ

～最終提出は平成26年１月15日㈬です～
　農業者や事業者の皆さんの償却資産申告を右記の
日程で行ないます。最寄の会場でお手続きください。
都合がつかない場合は、直接役場住民税務課税務室
までお越しください。
　昨年まで申告されている方には、申告書を送付し
ています。また、新たに所有された方については、
申告書を送付しますので、ご連絡ください。
　対象となる償却資産とは、平成26年１月１日現在

で所有し、事業用に使用している
機械装置や構築物などで、取得価
格が10万円以上、耐用年数が１年
以上のものです。ただし、自動車
税や軽自動車税が課税されている
もの（乗用田植機、トラクター、

◆持ち物／①償却資産申告書用紙　②細目一覧表　
　　　　　③種類別明細書（増加があった場合）　
　　　　　④印鑑　⑤取得した償却資産の領収書
◆問合せ先／役場住民税務課税務室　 緯87―0513

会　　　場受 付 時 間期　日
西部地区公民館  9：30～11：30

１月８日我
中津川地区公民館13：30～15：30
東部地区公民館  9：30～11：30

１月９日牙
白椿地区公民館13：30～15：30
中部地区公民館  9：30～11：30１月10日画

◆償却資産申告日程表

コンバイン、ホイルローダなど）は除かれます。
※申告書控は、２月からの申告相談に必ずご持参く
ださい
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１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 業月1372－2191佐 藤 管 工 業水１
72－2191佐 藤 管 工 業土1875－2086髙 橋 工 務 店木２
75－2086髙 橋 工 務 店日1975－2086髙 橋 工 務 店金３
75－2086髙 橋 工 務 店土2572－2191佐 藤 管 工 業土４
72－2191佐 藤 管 工 業日2672－2191佐 藤 管 工 業日５

75－2086髙 橋 工 務 店土11
75－2086髙 橋 工 務 店日12

　東北森林管理局は、皆さんの声を反映
した国有林の管理・経営を行うため、国
有林モニターを募集しています。
◆募集人数／48名程度
◆募集期限／平成26年１月31日㈮
※郵送可。ただし当日消印有効
◆任期／２年間
　（平成26年４月～平成28年３月）
◆内容／焔アンケートへの回答
焔現地見学会・国有林モニター会議への
出席など
◆その他／応募資格や応募方法など、詳
しくは東北森林管理局ホームページを
ご覧いただくか、お問い合わせください
◆申込・問合せ先
　東北森林管理局企画調整課林政推進係
　緯018－836－2228 胃018－836－2031

　平成26年度中に実施する「県民参加に
よる森づくり活動」をやまがた緑環境税
で応援します。
◆一般助成
焔森林・自然環境学習
焔自然環境の保全活動
焔豊かな森づくり活動
焔森林資源の利活用
◆テーマ助成
焔森づくりと一体となった木質バイオマ
スの利活用
焔里山資源の活用と交流
焔暮らしの中に木を使う
◆募集期間／平成26年１月６日㈪～２月10日㈪
◆応募方法／下記に問い合わせください
◆応募・問合せ先／役場農林振興課農林
整備室緯87－0526、置賜総合支庁森林整
備課森づくり推進室緯0238－35－9053

　雪下ろしや除雪、落雪による調整器、ガ
スメーターなどの損傷にご注意ください。
　昨年の東北地方のLPガス事故発生件
数の約70％が雪害によるものです。

　事前に予約の上お気軽に相談ください。
◆日時／１月15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／１月６日㈪～10日㈮
◆申込・問合せ先
　役場住民税務課住民室緯87－0511

◆日時／１月17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

※訴訟中、調停中、係争中のものや同じ
内容の再相談はご遠慮ください

◆担当弁護士／熊谷 誠 氏
◆申込・問合せ先
役場住民税務課生活環境室緯87―0514

　県内で次の事業を営む使用者に使用さ
れる労働者（臨時、パートタイマーアル
バイトなどを含む）に適用される１時間
当たりの特定（産業別）最低賃金が改正
されました。なお、下表に該当しない労
働者は665円が適用になります。
◆特定（産業別）最低賃金（12月25日から）

◆問合せ先／山形労働局労働基準部賃金
室緯023－624－8224

740円電気機械器具等製造業
754円一般産業用機械等製造業
756円自動車・同附属品製造業
758円自動車整備業

　公益社団法人米沢 有  為  会 が運営する寄
ゆう い かい

宿舎では、 来年度の入寮生を募集してい
ます。応募に必要な書類や提出先、面接
日時などはお問い合わせください。

　伝染性疾病の発生予防、まん延防止の
ため、家畜伝染病予防法の規定に基づき、
飼っている家畜の頭数や管理状況などの
報告が義務付けられています。
◆報告者／「対象動物」を１頭でも所有
している方

※ペットや学校などでの飼育も含む
◆対象動物／牛、水牛、鹿、めん羊、山
羊、豚（ミニブタ含む）、イノシシ、馬
（ポニー含む）、ニワトリ（ウコッケイ、
チャボ含む）、ウズラ、アヒル、キジ、
ダチョウ、ホロホロ鳥、七面鳥

◆その他／前年に報告された方には、１月
末に報告用紙が送付されます。新しく飼
育を始められた方や飼育しているのに
報告書が届かない方は、ご連絡ください
◆報告先・期限／役場農林振興課農業振
興室・２月７日㈮まで提出

◆問合せ先／置賜家畜保健衛生所
　　　　　　緯0238―43―3217

仙台興譲館寮東京興譲館寮

宮城県仙台市東京都調布市所在地

置賜地域在住者および出身者の子弟、
または有為会会員の推薦を受けた方

入　寮

資　格
大学、短大、専門
学校および大学院
に進学・入学予定
の男子

大学(夜間学部以
外)、短大および大
学院に進学・入学
予定の男子

夏季38,000円程度
冬季42,000円程度
（朝夕2食付）

4～11月47,000円
12～3月48,500円
（朝夕2食付）

寮　費
（月額）

5名程度8名程度募集数

平成26年3月10日㈪募　集
期　限

仙台興譲館長
緯022－222－4790

米沢市役所秘書
広報課内米沢有
為会米沢支部
緯0238－22－5111 
（内線2011）

問合せ

国有林モニターの
募集について

県民参加による森づくりを
応援します

LPガスの雪害事故に
ご注意を

１月の年金相談
（年金事務所出張相談）

無料法律相談の
開催について

山形県の
特定（産業別）最低賃金

米沢有為会運営寄宿舎の
寮生募集について

家畜の飼養に関する
定期報告
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町関係機関年末年始休業のお知らせ

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

　年末年始の「あ～す」休館日は以下のとおりにな
ります。ご理解とご協力をお願いします。
　図書室閉館日に図書を返却す
る場合は、正面玄関向かって右
側奥の「図書返却口」をご利用
ください。
◆休館日
　12月29日掌～１月３日晶

年末年始の「あ～す」休館日について

　「あ～す」では、以下の団体へご参加いただける方
を募集しています。新年から音楽をとおして一緒に
活動しましょう。興味のある方は「あ～す」までお
気軽にご連絡ください。
★「あ～す」イベント企画推進スタッフ
　イベントの企画推進
★いいでミキシングスタッフ／音響照明による舞台演出
★出羽之国飯豊山白流太鼓保存会／和太鼓演奏団体
★めざみキッズ ＋ ！／創作ミュージカル活動団体

プラス

★コラール・ド・めざみ／女声合唱団
★ゆりコーラス／女声合唱団
★プロージット／男声合唱団
★ミルキーウェイ／少年少女合唱団
★コンチェルティーノアミーチ／吹奏楽団

音楽にかかわる活動団体メンバー募集

国民年金加入者の皆さんへ

年金機構から社会保険料（国民年金保険料）

控除証明書が送られています
　
　国民年金保険料は、所得税や住民税の申告におい
て全額が社会保険料控除の対象となります。
　国民年金保険料を納められた皆さんへ「社会保険
料（国民年金保険料）控除証明書」をお送りしてい
ます。確定申告の際には、この控除証明書の添付が
必要です。申告の時期まで大切に保管してください。
【11月上旬に送付された方】
　平成25年１月１日から９月30日までに国民年金保
険料を納めた方

【来年２月上旬に送付される方】
　平成25年10月１日から12月31日までに国民年金保
険料を納めた方

◇証明書についての問合せ先
　専用ダイヤルをご利用ください
　受付期限／平成26年３月14日晶
　受付時間／月曜日　　　（８：30～19：00）
　　　　　　火～金曜日　（８：30～17：15）
　　　　　　第２土曜日　（９：30～16：00）
　緯0570―070―117（ナビダイヤル）
　緯03―6700―1130（PHS電話からの場合）
※月曜日が祝日の場合、火曜日は
　19：00まで受け付けます
　第２土曜日を除く祝日と12月29日～
　１月３日はご利用できません
◇その他の問合せ先
焔米沢年金事務所　　　緯0238―22―4220
焔役場住民税務課住民室緯87―0511

　下記の日程で年末年始休業となります。
◆12月28日㈯～１月５日㈰／役場、国民健康保険
診療所（中津川診療所は27日晶～）

※各地区公民館施設は12月29日掌～１月３日晶が休

館です。この期間以外は予約により利用可能です
◆出生・死亡・婚姻などの戸籍事務の受付
　日直者が８：30～17：00の間に行います。役場庁舎
南側の玄関からお入りください。
　そのほかの時間帯は、消防署飯豊分署で受け付け
ています。事前に電話で確認ください。（緯72―2222）
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　冬到来。雪道での交通事故が多発する
季節です。自動車のスリップ事故だけで
はなく、徒歩や自転車で転倒し、大けが
をする事故も発生します。
　自動車を運転しない方、また雪道の運
転に自信のない方には「ほほえみカー」
がお勧めです。ほほえみカーは、町社会
福祉協議会が運営する乗合タクシー方式
による送迎サービスです。全町民の方が
低料金で利用でき、通院や買い物の足と

して自宅から目的地まで送迎してくれる
便利な交通手段です。配車は、予約セン
ターに電話１本するだけでとっても簡単。
　それにお得な利用回数券や町内温泉施
設とタイアップした高齢者特典、商工会
が指定する店舗での買い物で無料乗車券
進呈などいろんなサービスもあります。
　ご利用の方は、お気軽に下記までお問
い合わせください。

住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら 冬の交通手段「ほほえみカー」がお勧めです

　　　　    　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／１月９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／１月15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（米沢市）会場
焔日時／１月27日㈪ 14：00～17：00
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
◆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

通院・買い物に便利なほほえみカー

　　 　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。日にちや人数はご相談ください。
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／健康福祉課
焔参加料／無料
　　　　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
を行います。ぜひご利用ください。

  　　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・学年部会・
自主グループなど

※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）

　　　　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
※12月25日以降は場所や内容に変更
　がありますので、健康福祉課までお
　問い合わせください（緯86－2233）

予約・問合せ先／ほほえみカー予約センター緯86―2220

◆申込・問合せ先は、町健康福祉課
　緯86－2233

◆申込・問合せ先は、なでしこハウス
緯86―2555

※すべての相談・検査は匿名やプラ
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

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 教 室



　４カ月児・９カ月児健診　
司日時／１月24日㈮（受付）13：00～
司対象者／４カ月児 平成25年９月生まれ

９カ月児 平成25年４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／１月23日㈭（受付）13：00～
司対象者／①平成22年11月・12月生まれ

②平成23年２月・３月・８月・10月・11月
生まれ

③平成24年９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、健
診料金500円

司期日／１月14日㈫・27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／１月８日㈬ ８：50～11：40
司対象者／平成26年４月・５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

　３歳児健診　
司日時／２月27日㈭（受付）13：00～
司対象者／平成22年８月・９月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／２月20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４月・10月生まれ
　　　　　④平成25年１月・２月生まれ

母子健康手帳交付

パパママ教室（２回目）

２月の乳幼児健診日程

電話番号担当歯科医院期日

87－0878長井　松下歯科医院１月１日㈬

0238－43－6229南陽　坂本歯科医院１月２日㈭

85－2075白鷹　五十嵐歯科医院１月３日㈮

0238－22－3030米沢　春日歯科医院１月５日㈰

0238－43－2403南陽　佐藤歯科医院１月12日㈰

0238－26－5255米沢　明星歯科医院１月13日㈪

0238－52－0014高畠　増渕歯科医院１月19日㈰

0238－26－6406米沢　もり歯科医院１月26日㈰

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
　　　　　緯86―2338

6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。

乳幼児健診

幼児歯科健診

休日歯科診療担当医院

水1
めざみの里書初め大会 10：00～（めざみの里観光物産館）木2

金3
土4
キララ☆親子スキー教室 ９：30～（手ノ子スキー場）日5
官公庁御用始め
町新春賀詞交歓会 16：00～（いいで旅館） 月6

火7
長寿祝い金支給事業 10：00～（該当者宅） 
おはなし広場 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合） 

水8

キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木9
身長体重測定 10：00～（こどもみらい館）金10
キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館） 
中津川新春地域づくり座談会 14：00～（中津川地区公民館） 
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～（スポーツセンター） 

土11

キララ☆親子スキー教室 ９：30～（手ノ子スキー場）
消防出初式 10：00～（あ～す）
いいで“Fun”Club交流会 14：00～（どんでん平スノーパークなど）

日12

月13
キララ☆ピラティス教室 19：00～（東部地区公民館）火14
年金相談 ９：30～（役場）
だんごさげ 10：15～（こどもみらい館）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合） 

水15

あそびの広場 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16

金17
第40回七浦小学校交歓会 12：00～（自然の家など）～20日
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～（スポーツセンター） 

土18

キララ☆親子スキー教室 ９：30～（手ノ子スキー場）日19
月20
火21
おしゃべり会 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合） 水22

おやつ作り 10：15～（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）
キララ☆ピラティス教室 19：00～（中部地区公民館）

木23

金24
キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館） 
ブックスタート 10：30～（こどもみらい館）
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☆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25

キララ☆親子スキー教室 ９：30～（手ノ子スキー場）
手ノ子スキー場感謝デー 11：30～（手ノ子スキー場）日26

月27
簡単クッキング 10：00～（こどもみらい館）火28
かんがるー広場 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合） 水29

キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）
キララ☆フィットネス教室 15：30～（スポーツセンター）木30

まめまき 10：30～（こどもみらい館）金31

１月


