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◆問合せ先
役場住民税務課住民室
緯87―0511

９月１日から 国民健康保険
被保険者証が新しくなります

August
2014 ８.２８

　現在使用されている国民健康保険被保険者証（茶
色）の有効期限が、平成26年８月31日となっていま
す。そこで、新しい被保険者証（緑色）を各世帯に

郵送しましたので、氏名などの記載内容をご確認く
ださい。また、古い被保険者証（茶色）は、９月１
日以降に各自で破棄してください。
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国民健康保険
被保険者証

有効期限　平成27年8月31日
記号  飯豊　番号  ○○○○〇

氏 名

生 年 月 日

住 所

飯豊　太郎
イ イ デ タ ロ ウ

昭和○○年○○月○○日　　性別　男

山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888番地

保険者名　　飯豊町

平成26年８月31日6年８月26年８月

IIDE PUBLIC RELATIONS

お　知　ら　せ　版

職場の健康保険や家族の健康保険に加入したときは
14日以内に役場へお届けください

支払う医療費窓口に提示する物　年齢 

３割
飯豊町は中学生まで無料

 被保険者証　　（緑色）70 歳 未 満

高齢受給者証に示す割合
 被保険者証　　（緑色）
 高齢受給者証（クリーム色）

70 歳 以 上

　古い被保険者証（茶色）と高齢受
給者証（クリーム色）は色や大きさ
が似ています。間違って高齢受給者
証を捨てないようにご注意ください。

70歳以上の方へ

（
ク
リ
ー
ム
色
）

医療機関を受診する時は
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鼓 0238―72―2111（代表）  0238―87―0522（直通）
胃 0238―72―3827
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有 効 期 限
記号・番号

氏 名
生 年 月 日
世 帯 主 氏 名
住 所
発 効 期 日
交 付 年 月 日
保 険 者 番 号
保 険 者 名

性別
一部負担金の割合

飯　豊　町印

国 民 健 康 保 険
高 齢 受 給 者 証

　職場の健康保険や家族の健康保険に加入したとき
は国民健康保険の資格を喪失することになりますの
で、飯豊町役場住民税務課住民室（１階窓口）へお
届けください。
　国民健康保険は届出しないと抜けることができず、
税金も賦課され続けてしまいます。役場への届出は

ご家族の方もできますので、職場の健康保険に加入
した場合には速やかに届出をお願いします。
《届出に必要な物》
・国民健康保険の保険証　・職場の保険証
・印鑑　・年金手帳（60歳未満の方のみ）

《国民健康保険加入の方へ》
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地区郵便局長会・夫人会西置賜部会
【どんでん平ゆり園へ】

◎園内除草／萩生区協議会、萩生町西
部落、萩生地区農業集落排水管理組
合、町西ゆりの会女性部、中区協議会、
中地区墓地管理組合、中地区農業集
落排水管理組合、東部地区活性化協
議会、飯豊町建設業組合、㈱ホリエ、
花長井・西置賜地域シルバー人材セ
ンター飯豊会員

　

　平成26年５月から７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】
◎女どんでん平ゆり園／ゆりプランター（10鉢）

【町民総合センターへ】
◎長谷川清さん／生け花（１式）
◎佐藤吉栄さん（南陽市）／図書（１冊）
◎久野雅幸さん（山形県）／図書（１冊）
◎飯豊史話会／機関紙（１冊）
◎女どんでん平ゆり園／ゆりプランター（10鉢）

【中部地区公民館へ】
◎高橋みえさん／笹巻き用笹（310枚）
◎長谷川清さん／生け花（１式）
◎飯豊町婦人会／雑巾（12枚）
◎飯豊史話会／機関紙（１冊）
◎女どんでん平ゆり園／ゆりプランター（４鉢）

【東部地区公民館へ】
◎女エコプラントめざみ／有機肥料（１袋）

【西部地区公民館へ】
◎佐藤吉栄さん（南陽市）／写真集（１冊）
◎井上信子さん、志田今朝雄さん、遠藤
とめのさん／すいせん球根（多数）

◎飯豊史話会／機関紙（１冊）
【第一小学校へ】

◎飯豊町婦人会／タオル（１0枚）、雑巾（20枚）
【第二小学校へ】

◎新野忠司さん／堆肥（トラック１台分）
◎伊藤こうさん／雑巾（40枚）

【添川小学校へ】
◎新野忠司さん／堆肥（トラック２台分）
◎メグロ自動車工業叙
　校地整備用軽トラック（１台）

【手ノ子小学校へ】
◎新野忠司さん／堆肥（トラック１台分）

固定資産税・国保税
煙納期限／９月30日峨
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87―0512、緯87―0513９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 ９月
日時：５日画・19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：19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

◎手ノ子小祖父母学級／雑巾（138枚）
【飯豊中学校へ】

◎遠藤貞子さん／雑巾（45枚）
◎新野忠司さん／堆肥（トラック２台分）
◎飯豊町婦人会／タオル（１0枚）、雑巾（25枚）
◎ゆり調剤薬局
　朝日写真ニュース（１年間購読分）

【いいで中部幼稚園へ】
◎飯豊町婦人会／タオル（15枚）、雑巾（20枚）
◎パッションフルーツ企業組合やまがた
パッションフルーツ苗（５本）

【さゆり保育園へ】
◎佐藤仁史さん／花プランター（６鉢）
◎長岡ハナ子さん
　雑巾（50枚）、遊戯用着物（１着）
◎ほのぼのサロン／雑巾（50枚）、菓子（２個）
◎女アグリメントなか／さくらんぼ（５㎏）

【つばき保育園へ】
◎二瓶幸浩さん／花プランター（12鉢）
◎パッションフルーツ企業組合やまがた
パッションフルーツ苗（５本）

【添川児童センターへ】
◎髙橋節子さん／笹竹（５本）
◎パッションフルーツ企業組合やまがた
パッションフルーツ苗（５本）

【手ノ子幼稚園へ】
◎安部マチ子さん／花苗（50本）
◎パッションフルーツ企業組合やまがた
パッションフルーツ苗（５本）

【こどもみらい館へ】
◎二瓶幸浩さん／花プランター（６鉢）
◎髙橋節子さん／笹竹（１本）

【羽前椿駅へ】
◎長谷川清さん／生け花（１式）
◎九里学園飯豊小国支部保護者会
　花プランター（３鉢）

【美の里】
◎飯豊町婦人会／タオル（20枚）、雑巾（15枚）
◎女どんでん平ゆり園／ゆりプランター（４鉢）
◎山形県南部地区郵便局長会
　車イス（３台）、タオル（25枚）

心遣いに感謝します。

　町に「ふるさと納税」として寄
附をいただきました。
◎平成26年５月～７月
　1,274件／16,872,000円

「いいでめざみの里応援寄附金」

　平成26年５月から７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】
◎飯豊中学校旧グラウンドの草刈り
　飯豊町建設業親睦会

【町民総合センターへ】
◎池清掃など／飯豊町建設業親睦会

【白椿地区公民館へ】
◎草刈り・除草／椿長生会

【東部地区公民館へ】
◎花植え／東部高砂会

【西部地区公民館へ】
◎花植え／横山光義さん、渡部春雄さん
◎除草／寿クラブ、手ノ子バイパス北
マイロードボランティアグループ、
手ノ子バイパス南マイロードボラン
ティアグループ

【第二小学校へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、梅津久
美子さん、梅津智子さん

◎昔語り／勝見政子さん
【添川小学校へ】

◎読み聞かせ
　手塚娃子さん、梅津智子さん
◎英語活動指導／茂木栄子さん
◎昔語り／伊藤信子さん、長谷川清さん

【手ノ子小学校へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、岡田香
代子さん、伊藤にしきさん、伊藤愛美
さん、小川とよ子さん

【いいで中部幼稚園へ】
◎ガラス磨き、清掃、合唱披露
　飯豊中１年生

【さゆり保育園へ】
◎ガラス磨き、清掃、合唱披露
　飯豊中１年生
◎草刈り・除草／中長生会

【つばき保育園へ】
◎除草／飯豊中１年生

【添川児童センターへ】
◎ガラス磨き、除草、合唱披露
　飯豊中１年生

【羽前椿駅へ】
◎清掃・除草／椿長生会

【美の里】
◎施設清掃・車いす清掃／山形県南部

ありがとうございました。

ボ ラ ン テ ィ ア

窓善 意 の
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９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2172－2191佐 藤 管 工 業土6
75－2086髙 橋 工 務 店火2372－2191佐 藤 管 工 業日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2875－2086髙 橋 工 務 店日14

72－2191佐 藤 管 工 業月15
72－2191佐 藤 管 工 業土20

　事前の予約申し込みが必要です。
◆日時／９月10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・遺族年金の裁定請求の手続きなど
◆申込期間／９月１日㈪～８日㈪※土日を除く
◆申込・問合せ先
　役場住民税務課住民室緯87―0511

◆日時／10月３日㈮ 13：00～
◆場所／米沢市すこやかセンター
◆内容／研修（保育をめぐる現状、現
場が求める人材）、各種就職相談

◆対象者／現在離職している保育士資
格所有者など
◆申込期限／９月19日㈮
◆申込・問合せ先／山形県福祉人材セ
ンター緯023―633―7739

◆日時／９月11日㈭ １3：30～15：30
◆場所／置賜総合支庁（米沢市）
◆内容／講演と座談会
◆対象者／ベーチェット病で治療中の
方とそのご家族、支援者など
◆申込期限／９月４日㈭
◆申込・問合せ先／置賜保健所地域保
健予防課緯0238―22―3205

　自殺予防週間（９月10日～16日）
に合わせて「こころの健康相談統一ダ
イヤル」の受け付けを延長します。
◆電話番号／0570―064―556
◆延長期間／９月10日㈬～16日㈫
９：00～17：00※土日祝日も含む

◆問合せ先／山形県健康福祉部地域福
祉推進課緯023―630―2268

◆対象者／町内米生産者
※平成26年産で認定された方も申請が必要
◆申請書の交付／申請書を役場農林振
興課または米集荷業者（JA飯豊支店、
マルシチ米穀）に用意しています

◆申請書提出期間／９月１日㈪から
10月３日㈮まで米集荷業者に提出

◆認定要件
焔稲作を経営の柱とし、水田経営面積
が３㌶以上であること
焔つや姫をおおむね60㌃以上作付すること
※その他各種要件があります。詳細は
下記にお問い合わせください

◆問合せ先／役場農林振興課農業振興
室緯87―0525

◆日時／９月13日㈯ 14：00～15：30
◆会場／置賜総合文化センター（米沢市）
◆内容／助産師による講話、アロマセ
ラピーとハンドマッサージ体験

◆対象／セルフケアに興味のある女性
◆参加費／無料
◆定員／30人
◆申込締切／９月５日㈮
◆申込・問合せ／置賜保健所地域保健
予防課緯0238―22―3205

◆対象／20～55歳の方
◆開催日時／９月９日㈫、９月18日㈭、
10月下旬、11月中旬、12月２日㈫

　18：45～20：30
◆場所／町健康福祉センター
◆内容／健康運動指導士、保健師、栄
養士による運動と食事のアドバイス、
血液検査など

◆申込・問合せ先
　町健康福祉課健康医療室緯86―2338

◆内容／餌つけ針によるニジマス一本釣り
◆日時／９月14日㈰ ６：00～９：00
◆場所／置賜白川（岩倉地内）
◆受付／農家民宿いろり前（５：00～）
◆参加費（傷害保険料、遊漁料含む）
組合員2,000円、一般3,000円、中
高生500円、小学生以下無料
◆申込期限／９月７日㈰
◆申込・問合せ先／西置賜漁業協同組
合飯豊支部事務局・舟山緯74―2375

◆対象者／下記すべてに該当する方
焔がんと診断され、抗がん剤治療を
行っている飯豊町民
焔抗がん剤使用による脱毛のため就労
や社会参加などに支障がある、また
は支障が出るおそれがある方
焔加入する医療保険の保険料の算定対
象者の町民税所得割が23万５千円
未満の方
焔他の助成を受けていない方
◆助成対象経費／今年４月１日以降に
医療用ウィッグを購入した経費

◆助成額／１万円または、購入経費の
殻の額のいずれか低い額

◆申請期限／平成27年３月31日
◆申請・問合せ先
　町健康福祉課健康医療室緯86―2338

　今年度のがん征圧スローガンは、「面
倒？こわい？忙しい？言い訳しないで
検診へ」。国民の死亡原因の第一位はが
んです。がんは生活習慣病の一つと言
われ、予防のためには、喫煙、食生活、運
動などの生活習慣の改善が重要です。
◆問合せ先
　町健康福祉課健康医療室緯86―2338

９月の年金相談
（年金事務所出張相談）

保育士再就職支援
無料研修会のご案内

ベーチェット病療養
無料相談会を開催します

こころの健康相談統一ダイヤル

飯豊白川つり大会

医療用ウィッグの購入費用を
助成します

９月はがん征圧月間です

平成27年産「つや姫」
生産者募集

女性のための
セルフケアセミナーのご案内

ヘルスアップ教室（全５回）
受講者募集！
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　めざみの里まつりにおいて、図書室の古くなった
本やＤＶＤ、また、雑誌（過年度分）を無料で配布
いたします。どうぞご利用ください。
◆日時／平成26年９月６日㈯ 　10：00～
　　　　※なくなり次第終了
◆場所／図書室入口前
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」図書室　
　☎72―3111
【臨時休館のお知らせ】
　９月６日㈯・９月７日㈰は臨時休館日です

　めざみの里まつりでは、ＮＨＫ「おかあさんといっ
しょ」第８代目「うたのお兄さん」の速水けんたろう
さんと、元タカラジェンヌ（宝塚歌劇団　 宙組 ）の市

そらぐみ

田絢子さんがファミリーコンサートに出演してくれま
す。ぜひ、ご家族で聴きに来てください♪
♪日時／９月６日㈯　13：30（開場）14：00（開演）
♪会場／町民総合センター「あ～す」　多目的ホール
♪参加料／無料・全席自由

　

「あ～す」図書室からのお知らせ

今からでも間に合う！

将来受け取る年金を増やす方法
～付加年金～

申込・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

◇付加保険料の納付は、申込んだ月分からお支払いし
ていただくことになります。

◇付加保険料は納期限（翌月末日）内に必ず納めてくだ
さい。納期限を過ぎると付加保険料の納付を辞退し
たものとみなされ、改めて申込みが必要となります。

◇月末が土曜日、日曜日、休日等にあたる場合と年末の
納期限は、翌月最初の金融機関等の営業日となります。
◇受け取る年金額は、定額のため物価スライド（増額、
減額）しません。

付加年金のポイント

　国民年金第１号被保険者または任意加入被保険者の
方は、希望により付加年金制度を利用できます。
　ただし、次の方は利用できません。
焔国民年金基金に加入の方
焔保険料免除を受けている方

利用できる方

　毎月の国民年金保険料（平成26
年度は15,250円）に付加保険料（月
額400円）をプラスして納めると、
将来受け取る老齢基礎年金に付加
年金が上乗せされて受け取ること
ができる制度です。

付加年金とは

　いいで“めざみの里”まつり2014
ファミリーコンサートのお知らせ　

　 市田絢子さん
元宝塚歌劇団　 宙  組 

そら ぐみ
　速水けんたろうさん
第８代NHK歌のお兄さん

〈例〉付加年金を10年間納めると…

焔10年間に納める保険料額
　400円×10年（120カ月）＝48,000円
焔１年間に受け取る付加年金額
　200円×10年（120カ月）＝24,000円

２年間で納めた付加保険料と同額の年金を受け取る
ことができて大変お得です。

　200円×付加保険料を納めた月数

付加年金額（年間受け取り額）の計算式

町民総合センター「あ～す」
●休館日　毎週月曜日、祝日、年末年始
●申込み・問合せ先　緯72―3111



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

◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室　　　　　緯87―0514

ごみ出し３原則 分別徹底、名前の記入、しっかり結ぶ

【らくらく筋トレ】
　らくらく筋トレ教室は、介護予防の
ためのトレーニングルームです。若い
人たちが行うような激しい運動をする
場ではなく、ご自分の体力に合わせて
無理なく運動が出来ます。
宇脚点をご存じですか？
　脚点とは、体重に占める脚の筋肉量
の割合が最も多い若いころと比較して
今のあなたの割合がどの程度なのかが
点数でわかるものです。脚の筋肉量が
減少すると、足元がふらついて転倒し
たり、歩く速度が低下して日常生活に
支障が生じやすくなります。筋トレ教

室では、脚点を含む体組成の測定を
行っています。ご自分の筋肉量や脚点
などを測定し転倒・骨折しにくいから
だづくりを始めませんか？
体組成とは…体重・体脂肪率・脂肪量、
筋肉量・推定骨量・基礎代謝量、体
内年齢・脚点・体型判定
焔対象者／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）
焔持ち物／内履き、飲み物、タオル
焔会場／町社会福祉協議会建物内
焔参加料／１回200円
焔開催日時
　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】
焔９月10日㈬　13：00～16：30
　１カ月に１回無料開放を行います。
お得な無料開放を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緯86－2555
・町健康福祉課会内専用緯86－2233

あ～す

健康福祉センター
健康福祉課

つばき保育園

町社会福祉
協議会

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 づ りく

　あらためて、分別と名前の記入を徹底しましょう。また、
作業員の方が収集車にごみ袋を積むとき、ごみが飛び散ら
ないよう、真ん中のベロ部分と持ち手部分の２箇所をしっ
かり結ぶことも忘れないでください。
●スプレー缶などは必ず「穴をあけて」
　先日、不燃ごみを回収中に、ごみ収集車内で火災が発生
しました。原因はスプレー缶に残っていたガスが噴出した
ことによるものです。作業員の方の安全のため、スプレー
缶やカートリッジ式ガス缶は使い切ってから必ず穴をあけ
て出してください。また、使い捨てライターは、使い切った
あと上部金具を取り外すなどしてガス抜きをしてください。

　毎日出てくるごみ。ごみを出すとき何種類に分別して出
しているかすぐに分かりますか？　正解は９種類。①可燃、
②不燃、③プラスチック容器・袋類、④ペットボトル、⑤
古紙・布類、⑥空き缶、⑦ガラスびん、⑧大型ごみ、⑨有
害ごみです。
●ごみ出しルールを再確認
　原則としてごみは収集日の朝８時30分まで、ごみ袋に名
前を記入し、袋の口をしっかり結んで出さなければなりま
せん。残念ながら中には、分別されず、無記名のものもあ
ります。それらは回収されずにその場に取り置きされ、地
区の衛生組合長さんの悩みの種となっています。

　　　　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　　　

○保健所／米沢市金池３丁目1-26

※すべての相談・検査は匿名やプラ
イバシーを厳守します

　　　　    　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
焔日時／９月11日㈭ 14：30～
煙置賜総合支庁西庁舎（長井市）会場
焔日時／９月17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　　       　　

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

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

置 賜 保 健 所置 賜 保 健 所 のの

健 康 相 談
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　国および地方を通じた自動車関係税制の見直しに伴い、平成27年度
から、軽自動車税の税率が次のように変わります。

◆問合せ先／役場住民税務課税務室　☎87－0513

平成27年度から軽自動車税が変わります

◆軽四輪などの車両
　最初の登録年月により異なります。最初の登録年月とは、自動車検査証に記載されている『初度検査
　年月』のことです。

・平成27年３月31日以前に最初に登録された車両は、13年を経過するまでは現行税率①が適用
されます。

・平成27年４月１日以降に最初に登録された車両は、改正後税率②が適用されます。
・平成28年度以降は、最初に登録された年月から13年を経過した車両は、重課税率③が適用さ
れます。 

税　率（年額）

車　種　区　分
③　重課税率

最初の登録から13年 
経過した車両

②　改正後税率

 平成27年４月１日
以降の登録車

①　現行税率

 平成27年３月31日
以前の登録車

平成28年度から平成27年度から

4,600円 3,900円 3,100円 三　輪
12,900円 10,800円 7,200円 自 家 用

四 輪 乗 用
8,200円 6,900円 5,500円 営 業 用
6,000円 5,000円 4,000円 自 家 用

四 輪 貨 物
4,500円  3,800円 3,000円 営 業 用

重課税率の対象から除外される車両
 　・電気軽自動車
 　・天然ガス軽自動車
 　・メタノール軽自動車

 　・ガソリンハイブリッド軽自動車
 　・被けん引車

◆原動機付自転車や125cc以上のバイクなどの車両

平成27年度から平成26年度車種区分
2,000円 1,000円 50cc以下

原付
2,000円 1,200円 50cc超90cc以下
2,400円 1,600円 90cc超125cc以下
3,700円 2,500円 ミニカー
2,400円 1,600円 農耕作業用

小型特殊自動車
5,900円 4,700円 その他
3,600円 2,400円 軽二輪（125cc超250cc以下）
6,000円 4,000円 小型二輪（250cc超）
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平成26年10月から定期接種となる予防接種について
　下記２つの予防接種は、これまでは、本人（保護者）が希望して受ける任意予防接種でしたが、10月
から、予防接種法に基づいて国が期間（年齢）を指定して接種を勧奨する定期予防接種となります。
　なお、対象となる方へは９月中旬に予診票を送付します

◆対象年齢／１歳～３歳未満を対象に２回接種
◆経過措置／今年度に限り、３歳～５歳未満を
対象に１回接種

◆接種費用／無料
◆その他
焔既に水痘に 罹  患 したことがある方は対象外

り かん

焔任意接種として既に水痘ワクチンの接種を受
けたことがある場合は、既に接種した回数分
の接種を受けたものとみなします（経過措置
対象者も含む）

◆ 水  痘 （水ぼうそう）予防接種
すい とう

◆対象年齢
　今年度到達年齢が下記の方を対象に１回接種
　65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、
　100歳、100歳以上の方
※60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓もしく
は呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイル
スによる免疫の機能に障害を有する方も対象
になります
◆接種費用
　接種費用のうち3,000円を町で負担します
◆その他
焔既に肺炎球菌ワクチン（ポリサッカライド）
の接種を受けたことがある方は対象外

焔定期接種化に伴い、現在町独自で行っている
高齢者肺炎球菌ワクチン助成事業については
９月末をもって終了となります

◆高齢者の肺炎球菌予防接種

間伐材や林地残材などの利用に向けた集積活動を支援します
　町は、森林所有者の収益向上や森林環境保全、地球温暖化防止、さらに地域資源による循環型社会の
構築をめざして、町内の森林から発生した 間 伐材や

＊１

 林 地残材などの集積活動を支援します。
＊２

◆対象者
焔樹木の所有者で、集積所まで搬入した方
焔樹木の所有者から依頼を受けて集積所まで搬
入した方
◆対象木材／下記すべてを満たす木材
焔町内の森林から発生した間伐材や林地残材で
あること

焔所有者が明らかなものであること
焔指定された集積所まで搬入された間伐材や林
地残材であること

焔伐採後、越冬していない木材であること
※ほかにも、幹径10cm以上や長さ２～４m、曲
がりが少ないことなどの条件があります。詳
細は右記に問い合わせください

◆木材の買い取り単価／１㎥当たり4,000円
※うち1,000円分を、町が飯豊町商品券で助成し
ます 

◆集積所／西置賜ふるさと森林組合の北側

あ～す

役場

用語
　１ 間伐材…特定の木を育てるために、その近く
の木を伐採することがあります。この作業が間
伐で、伐採された丸太が間伐材です
　２ 林地残材…伐採後に森林内に放置された丸太
です

*

集積所

つばき
保育園

長井市へ

白椿地区
公民館へ

森林組合

GS

◆問合せ先
　町健康福祉課健康医療室
　緯86－2338

◆問合せ先
　役場農林振興課農林整備室　緯87－0526

*



月1
作柄状況調査 ８：00～（町内）
キララ☆スピードミントンナイト 19：00～（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2

タッチケア 10：00～（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3
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）
西部地区分館連絡協議会秋季総会 19：00～（西部地区公民館）

木4

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5
いいで“めざみの里”まつり2014 ８：30～（あ～す）土6
添川小・東部地区合同運動会 ８：30～（添川小学校）
中津川地区運動会 ９：00～（旧中津川小中学校グラウンド）日7

月8
さわやかクラブ ８：45～（西部地区公民館）
人間ドッグ結果説明会 ９：00～（健康福祉センター）
キララ☆スピードミントンナイト 19：00～（スポーツセンター）

火9

中地区健診結果説明会 ９：00～（中公民館）
年金相談 ９：30～（役場２階談話室）
あそびの広場・避難訓練 10：30～（こどもみらい館）
なでしこハウス無料開放 13：00～（なでしこハウス）
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 19：30～（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10

黒沢地区健診結果説明会 ９：00～（黒沢勤労者研修センター）
夢きらら元気っ子広場 10：00～（あ～す）
キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）

木11

金12
キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
キララ☆バブルサッカー 19：30～（スポーツセンター）土13
飯豊白川つり大会 ６：00～（置賜白川）
雪室ジャガイモ収穫体験ツアー 13：00～（中津川地内）日14

月15
萩生地区総合健診 ７：30～（中部地区公民館）
キララ☆エアロビクス教室 19：00～（西部地区公民館）火16
萩生地区総合健診 ７：30～（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☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）

水17

なかよし広場 10：00～（いいで中部幼稚園）
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18

なかよし広場 10：00～（添川児童センター）
心配ごと相談・行政相談 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）
西部地区公民館運営委員会 19：00～（西部地区公民館）

金19

宇津沢カボチャ収穫体験ツアー 13：00～（中津川地内）
キララ☆フィットネス教室 14：00～（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～（スポーツセンター）

土20

日21
月22
西部地区グラウンドゴルフ大会 ８：00～（手ノ子小グラウンド）火23
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）
白椿地区公民館文化部会 19：00～（白椿地区公民館）
キララ☆エクササイズボール教室 19：00～（白椿地区公民館）

水24

中部地区婦人学級AED・ゆとり号（運転適性）講習会 ９：00～
（中部地区公民館）
飯豊町農業委員会 ９：30～（役場）
なかよし広場 10：00～（さゆり保育園）
キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）

木25

なかよし広場 10：00～（手ノ子幼稚園）金26
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☆フィットネス教室 14：00～（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）

土27

日28
レディース検診 13：15～（南陽健診センター）月29
なかよし広場 10：00～（つばき保育園）火30

９月

　４カ月児・９カ月児健診　
司日時／９月26日㈮　13：00までおいでください
司対象者／４カ月児 平成26年４月・５月生まれ

９カ月児 平成25年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、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／９月25日㈭　13：00までおいでください
司対象者／平成25年１月・２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、９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／９月18日㈭　13：00までおいでください
司対象者／①平成23年５月・６月・７月生まれ

②平成24年１月・６月・７月生まれ
③平成25年９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／９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／９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26年12月・平成27年１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／10月30日㈭　13：00までおいでください
司対象者／平成23年３月・４月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／10月16日㈭　13：00までおいでください
司対象者／①平成23年８月・10月・11月・12月生まれ

②平成24年２月・３月・８月・10月・
　11月生まれ
③平成25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（２回目）

10月の乳幼児健診日程

電話番号担当歯科医院期日
0238－52－4855高畠 むらかみ歯科医院９月７日蚊
0238－21－5838　米沢　仁科歯科医院９月14日蚊
0238－42－3057川西 舩山歯科医院９月15日俄
0238－85－1873白鷹 わたなべ歯科医院９月21日蚊
0238－23－1538米沢 伊藤歯科医院９月23日峨
0238－50－0418南陽 いとう歯科クリニック９月28日蚊

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
　　　　　緯86―2338

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。

休日歯科診療担当医院
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