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宇臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金をかたった詐欺行為にご注意ください
・町や厚生労働省などがＡＴＭ（銀行・コンビニなどの現金自動預払機）の操作をお願いすることはありません。
・ＡＴＭを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
・町が給付金を支給するために、手数料の振り込みを求めることなどは絶対にありません。
　ご自宅や職場などに市町村や厚生労働省（の職員）などをかたった電話がかかってきたり郵便が届いたら、
迷わず役場や最寄りの警察署（または警察相談専用電話「♯9110」）にご連絡ください。

June
2014 ６.２６

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／臨時福祉給付金について　健康福祉課福祉室 緯86－2233

             子育て世帯臨時特例給付金について　教育文化課子育て支援室 緯87－0518

■通常受付

対象となる方は、受付期間内に申請をしてください

場所受付時間日程種類

健康福祉センター健康福祉課
８：30～17：15

７月１日峨～10月１日我
（土日祝日は除く）

臨時福祉給付金

役場教育文化課子育て支援室子育て世帯臨時特例給付金

■休日受付

場所受付時間日程種類

健康福祉センター健康福祉課９：00～１8：00７月６日蚊臨時福祉給付金

町民総合センター「あ～す」９：00～１7：00７月13日蚊子育て世帯臨時特例給付金

■各地区公民館受付（臨時福祉給付金のみ）

場所受付時間日程

東部地区公民館９：00～17：00７月４日画

西部地区公民館９：00～17：00７月８日峨

中津川地区公民館９：00～17：00７月９日我

中部地区公民館９：00～17：00７月10日牙

白椿地区公民館９：00～17：00７月11日画

IIDE PUBLIC RELATIONS

お　知　ら　せ　版

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（代表）  0238―87―0522（直通）
胃 0238―72―3827
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臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金
受付を開始します！
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固定資産税・国保税
煙納期限／７月31日昭
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87―0512、緯87―0513７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：４日画・18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：18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72－2111）

行 政 相 談

　予約申し込みが必要です。
◆日時／７月９日㈬  ９：30～12：30
◆場所／役場２階談話室
◆内容／厚生年金に関する相談全般、
厚生年金・遺族年金の裁定請求の手
続きなど

◆申込期間／６月30日㈪～７月７日㈪
◆申込・問合せ先
役場住民税務課住民室緯87―0511

　地域の共有財産である河川や道路を
皆さんの力で、美しく快適な環境にし
ましょう。積極的な参加とご協力をお
願いします。
◆日時／７月６日㈰  ５：30～７：00
◆作業箇所・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87―0516

　新たに狩猟を希望する方に、狩猟免
許試験の事前講習会を開催します。
◆日時／７月20日㈰   ９：00～16：30
◆場所／山形ビッグウイング（山形市）
◆受講料／4,000円（テキスト代含む）
◆申込期限／７月15日㈫
◆申込・問合せ先
　㈶山形県猟友会緯023―624―0382

　県では、女性の活躍推進や仕事と家
庭の両立支援などに積極的に取り組む
企業を募集しています。登録・認定さ
れた企業を広くPRするとともに、奨励
金交付などの支援を行っています。
◆問合せ先／県若者支援・男女共同参
画課緯023―630―3269

　校舎改築に伴い現在の校舎が１学期
いっぱいで解体となります。これまで
長年、地域に親しまれてきた校舎を、
もう一度皆さんにご覧いただければと
考え、現校舎の内覧会を計画しました。
ご希望の方はどうぞお越しください。
◆期日／７月12日㈯
◆時間／９：00～12：00
◆場所／第一小学校
◆問合せ先／第一小学校☎72―2277

　長井税務署で下記の相談などを希望
される方は、電話などによる相談日時
の予約をお願いします。
焔相続税・贈与税に関する個別の相
談・照会
焔土地や株式などの譲渡所得に関する
個別の相談・照会
焔国税の納付に関する個別の相談
◆問合せ先／長井税務署緯84―1810
※音声案内で２番を選択してください

◆試験日時／10月26日㈰  10：00～
◆受験資格／保健・医療・福祉の分野で５
年または10年以上の実務経験がある方
◆申込期限／７月18日㈮
◆申込・問合せ先／山形県健康福祉部
健康長寿推進課緯023―630―3124

　（社福）山形県社会福祉協議会山形県福
祉人材センター緯023―622―2776

　労働保険料の申告・納付期限をお忘
れなく。
◆期限／７月10日㈭
◆問合せ先／山形労働局総務部労働保
険徴収室緯023―624―8225

　町は、中小企業者が雇用を伴う設備
投資などを行った場合に助成します。
申請をお考えの方はお早めにご相談く
ださい。
◆対象者
　町内に事業所などがある中小企業者
※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％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
新製品や新技術開発のための調査、
研究開発および試作などへの助成
焔設備投資支援補助
事業拡張などのための工場などの用
地造成、工場などの施設建設や機械
設備購入などへの助成
焔雪対策補助
除雪機械購入や消雪装置設置などへ
の助成
焔再生可能エネルギー導入支援補助
太陽光発電設備や木質バイオマス燃
焼機器などの導入への助成
焔雇用促進補助
　町内者の正規雇用への助成
※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／審査会により決定します
◆募集期限／７月15日㈫
◆申請・問合せ先
　役場商工観光課産業連携室
　緯87―0523

暮 ら し の 相 談 ７月

中小企業振興事業費補助金の
お知らせ

飯豊町立第一小学校
さよなら校舎内覧会のご案内

税務署からのお知らせ

山形県介護支援専門員
実務研修受講試験のご案内

労働保険料の申告・納付の
お知らせ

７月の年金相談
（年金事務所出張相談）

きれいな川で住みよい
ふるさと運動のお知らせ

狩猟免許（初心者）講習会の
ご案内

山形いきいき子育て応援企業の
募集について
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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 店日2075－2086髙 橋 工 務 店土５
72－2191佐 藤 管 工 業月2175－2086髙 橋 工 務 店日６
72－2191佐 藤 管 工 業土2672－2191佐 藤 管 工 業土１2
75－2086髙 橋 工 務 店日2772－2191佐 藤 管 工 業日13

75－2086髙 橋 工 務 店土19

◆日時／７月23日㈬  13：30～15：00
◆場所／置賜総合支庁（米沢市）
◆内容
焔演題
　子どもの糖尿病の理解と生活支援
焔講演者
　山形大学医学部付属病院  沼倉周彦 氏
◆参加費／無料
◆その他／無料の託児所あり（先着３名）
◆申込期限／７月14日㈪
◆申込・問合せ先
　置賜保健所地域保健予防課保健支援
担当緯0238―22―3205

◆対象者
　うつ病と診断された方のご家族
◆日時と内容／２回コース
焔第１回／７月25日㈮  13：30～15：20
　演題：うつ病の基本を押さえよう
　講師：社会医療法人公徳会佐藤病院
　　　　副院長　栗田征武 氏
焔第２回／８月29日㈮  13：30～15：20
　講演と交流会
◆場所／南陽市中央公民館
◆参加費／無料
◆申込期限／７月18日㈮
◆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

◆日時／７月18日㈮  13：00～15：00
◆場所／白椿地区公民館
◆相談内容／法律問題全般
◆担当弁護士／熊谷 誠 氏
◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆申込・問合せ先／役場住民税務課生
活環境室緯87―0514

◆日時／７月27日㈰  10：00～15：10
◆場所／米沢市すこやかセンター　
◆内容／３講演：「食べるためのトレー
ニング」、「 摂  食 ・ 嚥  下 障害の栄養と食

せっ しょく えん げ

事の工夫」、「摂食・嚥下障害のケア」
◆対象／医療・介護・福祉関係者
◆定員／先着150名
◆参加費／2,000円（昼食は含まず）
◆申込方法／７月20日㈰までFAXで申し込み
◆申込・問合せ先／鶴岡協立リハビリ
テーション病院・田口緯0235―78―
7511鯖0235―78―7515

◆日時／７月27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３日㈭～７月１6日㈬
◆申込・問合せ先
　消防学校緯0235―66―2022、防災学
習館（土・日のみ）緯0235―66―4626

　オンラインで交付請求した下記証明
書は、長井市役所第二庁舎の法務局証
明サービスセンター窓口で受け取るこ
とができます。
◆証明書／登記事項証明書、代表者事
項証明書、印鑑証明書

◆問合せ先／山形地方法務局米沢支局
緯0238―22―2148

　公立置賜総合病院の一般病棟の面会
時間は平日休日とも13：00から20：00
までです。時間は必ずお守りください。
◆問合せ先／公立置賜総合病院総務企
画課緯0238―46―5000（内線2129）

　（公社）日本青年会議所東北地区山形ブ
ロック協議会では、防災に関するフォー
ラムを開催します。
◆日時／７月５日㈯  13：30～15：00
◆会場／長井市民文化会館
◆内容／演題：目からうろこの家庭防
災術（ママだから守れる子どもの命）

　講師：国崎信江
◆問合せ先／（公社）日本青年会議所東北
地区山形ブロック協議会・星野

　緯090―2278―1911

　2012年９月29日、オスプレイ配備
への沖縄県民の怒りが普天間基地の
ゲートを完全封鎖した。沖縄の姿をご
覧ください。２回上映します。
◆日時／７月12日㈯  10：15～ 13：30～
◆場所／長井市置賜生涯学習プラザ
◆チケット／当日1,000円（高校生300
円、中学生以下無料）、前売り900円
◆問合せ先／「標的の村」を観る会・髙
橋緯090―7338―8005

◆募集職種・人員／①薬剤師・若干名
②助産師・若干名、看護師・35名
◆採用予定日／平成27年４月１日
◆受験資格
①昭和55年４月２日以降に生まれた方
②昭和45年４月２日以降に生まれた方
※さらに①②とも、当該職種の免許を
有する方、もしくは平成27年６月
30日までに取得する見込みの方

◆試験日／７月20日㈰
◆募集期限／７月10日㈭
◆申込・問合せ先
置賜広域病院組合事務局総務企画課
職員係緯0238―46―5000

防災フォーラムのご案内

映画「標的の村」上映会の
ご案内

公立置賜総合病院職員募集

山形 摂食 
せっしょく

 嚥  下 研究会研修会の
えん げ

ご案内

消防学校一日防災体験入校の
ご案内

法務局発行の証明書の入手が
より身近になりました

公立置賜総合病院から
面会時間についてのお願い

子どもの糖尿病講演会の
ご案内

うつ病家族教室のご案内

無料法律相談開催のご案内
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　たくさんの絵本を積んだキャラバンカーが各都道府
県を巡回し、幼稚園、保育所、小学校や図書館などを
訪問しています。紙芝居や絵本の読み聞かせの「おは
なし会」を聞いたり、キャラバンカーに積載した絵本
の自由閲覧ができます。

　
　全国を訪問しているキャラバンカーが山形県にやっ
てくるのは４年ぶりで、めったにない機会です！ 申込
みは必要ありませんので、ぜひ親子で、お友達同士で
遊びに来てください♪
　※来場した際にはお土産があります
◆日時／７月１１日画　15：00～16：00（予定）
◆会場／こどもみらい館及び屋外駐車場
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」図書室
緯72－3１１１
　　
　
※当日はピンク色のキャラ
　バンカー１号車が来館します　

申請・問合せ先／役場住民税務課住民室緯87－0511　米沢年金事務所緯0238－22－4220

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

【平成26年度の申請は７月から受付開始】
　収入の減少、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。この制度を利用すると受給資格期間や年金額に反映される場合もあるの
で、詳しくは下記の表をご参照ください
◆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ご注意ください
◆若年者納付猶予制度
　20歳以上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
◇手続方法・必要書類
　以下の持ち物を持参し、年金担当窓口（住民税務課住民室臼窓口）で手続きをしてください
　焔年金手帳　焔印鑑（本人署名の場合は不要）　焔他市町村から転入の方は前年の所得状況がわかるもの
　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

国民年金保険料を納めるのが困難なときは…

こんなに違う！納付・全額免除・一部納付などと未納

保険料免除・若年者納付猶予の申請手続きを！

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

本とあそぼう「全国おはなし隊」本とあそぼう「全国おはなし隊」がが
飯豊町にやってくる飯豊町にやってくる！！
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　　　　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）
日時／毎週月曜日 13：00～14：00
場所／置賜保健所（米沢市）
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
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

○保健所／米沢市金池３丁目1−26　　　　    　心の相談　　　　　  　

　１人で悩んでいませんか。つらい時は
精神科医師にご相談ください（要予約）
煙置賜保健所（米沢市）会場
日時／７月10日㈭ 14：30～
煙置賜総合支庁西庁舎（長井市）会場
日時／７月16日㈬ 10：00～
◆申込・問合せ先／置賜保健所 精神保
健福祉担当緯0238―22―3015
　　　    　  女性の相談　　       　　

日時／毎週火曜日 13：00～15：00
場所／置賜保健所（米沢市）
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

米沢市役所

市営体育館
郵便局

ハロー
ワーク

図書館

JA

最
上
川

【らくらく筋トレ教室】
参加料／１回200円
日時／毎週月・火・木・金曜日
　９：00～12：00　13：00～16：30
　（祝日は休館となります）
【らくらく筋トレ無料開放日】
日時／７月９日㈬  13：00～16：30
　筋トレマシーンを使った運動、筋肉
量や体内年齢などの測定を無料で実施
できます。
対象者／おおむね60歳から
　（初めての方はあらかじめご連絡下さい）
持ち物／内履き、飲み物、タオル
場所／町社会福祉協議会建物内

【アンチエイジング出前講座】
　加齢に伴う女性のからだの変化に早
めに対処しましょう。お友達やクラブ
などで受講してみませんか。
　日にちや場所はご相談ください。
対象者／おおむね50歳以上の女性
内容／更年期症状への対処や将来に向
けた体の準備

時間帯／２時間程度　
【健康づくり、介護予防出前講座】
　熱中症予防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。地域のサロンやクラブな
どでぜひご利用ください。

●会場／町社会福祉協議会建物内

◆申込・問合せ先
　社会福祉協議会内専用電話
　　緯86−2555
　町健康福祉課
　　緯86−2233

つばき保育園 健康福祉センター
健康福祉課

あ～す

　2020年の夏季オリンピックが東京で開催されることが
決定しましたが、それに伴い、東京オリンピックに関連し
た詐欺的トラブルの相談が各地の消費生活センターに寄せ
られています。悪質業者は、話題となっている出来事を悪
用して近づいてきます。また、ある販売業者が提供する商
品や権利などを、勧誘業者が「購入額以上で買い取る」「謝
金を支払う」などと持ちかけてくる買え買え詐欺には、特
に注意が必要です。こうした勧誘の電話がかかってきたら、
相手にせずにすぐに電話を切るようにしましょう。
　ほかにも、突然業者が訪問して貴金属などを買っていく
「訪問購入（押し買い）」に関する相談が、依然として多く
寄せられています。平成25年２月21日から訪問購入の

ルールが変わり、飛び込みやしつこい勧誘は禁止されまし
た。クーリング・オフが導入され、今後は書面を受け取っ
た日を含めて８日以内であれば無条件に取り戻すことがで
きるようになりました。ただし、クーリング・オフが適用
されない商品など例外もあるので、注意が必要です。何よ
りもまず、売却したくない場合はきっぱりと断りましょう。

◆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

住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら 買え買え詐欺・訪問購入（押し買い）にご用心！

町社会福祉
協議会

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

※すべての相談・検査は匿名やプラ
イバシーを厳守します



椿・小白川地区総合健診 ７：30～（健康福祉センター）
小白川地区結核検診 13：00～（小白川公民館）
キララ☆スピードミントンナイト 19：00～（町民スポーツセンター）
キララ☆ピラティス教室 19：30～（東部地区公民館）

火1

おはなし広場・避難訓練 10：30～（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前集合）水2
キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木3
七夕まつり 10：30～（こどもみらい館）
心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）
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4

ブックスタート 10：30～（こどもみらい館）
めざみの里カンタート 13：00～（あ～す）～【６日】
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☆親子ヒップホップ教室 16：00～（中部地区公民館）
飯豊連峰山形県側山開き 16：00～（大日杉登山小屋）～【６日】
キララ☆スポーツの日 19：00～（町民スポーツセンター）

土5

日6
月7
レディース検診 13：15～（南陽健診センター）火8
年金相談 ９：30～（役場）
あそびの広場 10：30～（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前集合）
キララ☆ピラティス教室 19：00～（中津川地区公民館）
キララ☆エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）

水9

キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木10
手作りクッキング 10：15～（こどもみらい館）金11
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～（町民スポーツセンター）
キララ☆親子ヒップホップ教室 16：00～（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12

「ゆり祭り」写生大会 ８：30～（どんでん平ゆり園）日13
月14
キララ☆エアロビクス教室 19：00～（西部地区公民館）
キララ☆スピードミントンナイト 19：00～（町民スポーツセンター）
中津川地区婦人会AED講習会 19：00～（中津川地区公民館）

火15

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～（町民スポーツセンター前集合）水16

中部地区婦人学級浴衣着付け教室＆リフォーム教室 ９：30～（中部地区公民館）
キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）
キララ☆ピラティス教室 19：30～（中部地区公民館）

木17

親子リトミック 10：30～（こどもみらい館）
心配ごと・行政・無料法律相談 13：00～（白椿地区公民館）
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18

キララ☆親子ヒップホップ教室 16：00～（中部地区公民館）土19
復刻版椿劇場2014 12：30～（椿駅前倉庫）日20
小白川地区民登山 ８：00～（天狗山）月21
趣味の会 ９：00～（東部地区公民館）火22
天狗山祭礼 ９：00～（宝蔵院）
親子交通教室 10：30～（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23

キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）
レディース検診 13：15～（南陽健診センター）木24
農業委員会 ９：30～（役場）
タッチケア 10：00～（こどもみらい館）金25

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  12：45～（松岡公園）～【27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☆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26

湧沼神社子ども相撲大会 ８：00～（湧沼神社）日27
月28
夏休みオープンルーム ９：30～（中部地区公民館）火29
中津川っ子チャレンジクラブ 10：00～（中津川地区公民館）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（町民スポーツセンター前集合）水30
白椿地区子ども映画祭り ９：30～（白椿地区公民館）
キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木31

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
　　　　　緯86―2338

７月

　４カ月・９カ月児健診　
司日時／７月４日晶　13：00までおいでください
司対象者／４カ月児／平成26年１月・２月生まれ

９カ月児／平成25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、そのほか
お子さんに必要なもの

司日時／７月17日昭　13：00までおいでください
司対象者／①平成23年３月・４月・８月・10月
　　　　　　・11月・12月生まれ

②平成24年２月・３月・８月生まれ
③平成25年３月・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14日捷・28日捷
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２日昌　８：50～11：40
司対象者／平成26年10月・11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／８月８日㈮　13：00までおいでください
司対象者／４カ月児／平成26年３月生まれ

９カ月児／平成25年９月・10月生まれ
　３歳児健診　
司日時／８月28日㈭　13：00までおいでください
司対象者／平成22年12月生まれ

平成23年１月・２月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／８月21日㈭　13：00までおいでください
司対象者／①平成23年９月生まれ

②平成24年４月・５月・９月生まれ
③平成25年４月・５月・７月・８月生まれ

電話番号担当歯科医院期日

0238－24－2085米沢 中條歯科医院７月６日蚊

0238－47－2216南陽 加藤歯科医院（宮内）７月13日蚊

88－2903長井 寺島歯科医院７月20日蚊

0238－23－8640米沢 村山歯科医院７月21日俄

0238－47－2075南陽 竹田歯科医院７月27日蚊
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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

母子健康手帳交付

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


