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～町を離れて飯豊の未来を語り合ってみませんか～

　にぎわい再現プロジェクト委員会では、町を離れて飯豊の未来を語り合い、自分たちでできるま
ちづくりを考え、参加者同士の交流を深めるために「いいで未来号Ⅵ」を開催します。
　今回の視察研修先は東京高円寺にある“小さな飯豊町”です。
　小説の舞台にもなっている高円寺純情商店街に、このたび飯豊町のチャレンジショップがオープ
ンしました。このチャレンジショップを拠点に、これからどんな取り組みを展開できるのか。また、
東京高円寺と飯豊町のなれそめとは。
　「東京高円寺」と「飯豊町」を話の肴に、町長ととことん語り合います。

◆申込・問合せ先／にぎわい再現プロジェクト委員会事務局【町民総合センター「あ～す」内】
　〒999―0604　飯豊町大字椿3622番地　

緯72―3111　姉72―3163　死i-asu@town.iide.yamagata.jp

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
E-mail　iide―info@town.iide.yamagata.jp

◆日程／10月18日臥～19日蚊
◆行程／バス移動です
焔18日：飯豊発７：00～高円寺視察研修13：00～
　　　　夕食18：30～ホテル
焔19日：町長と語り合い９：00～昼食12：00～
　　　　東京発13：00～飯豊着19：00
◆費用／20,000円（交通費、宿泊費、保険料含む）
◆応募資格／次のすべてに該当する方
・18歳以上60歳未満で健康な方
・飯豊町を愛している方
・すべてのプログラムに主体的に参加できる方
◆募集人数／25名
◆応募方法
　参加申込書の各項目をご記入いただき、持参、郵送、FAXまたはメールにて下記の申し込み先に応募ください。
※募集要項および参加申込書は、飯豊町のホームページまたは、町民総合センター「あ～す」内事務局で入手いた
だけます。
◆応募期限／９月30日峨
※郵送の場合も９月30日峨必着
◆参加者の決定／応募者多数の場合には、参加申込書に記載いただきました内容をもとに決定させていただきます
のでご了承ください。なお、ご応募いただいた方全員に郵送にて結果をご連絡いたします。
※参加者には、「旅行条件書」を同封いたしますので内容をご確認のうえご参加ください。
◆その他／参加者には事前説明会と事後研修会に参加いただきます。

【応募資格および募集概要】

６

いいで未来号Ⅵ参加者募集のお知らせ

左：チャレンジショップでの
　　飯豊産米の販売
右：高円寺メインストリート
下：歴史ある高円寺阿波おどり
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住民税・国保税
煙納期限／10月31日晶
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87―0512、緯87―051310月

災害、病気、失業などやむをえない事情により納期限
までに納税できない方のために、町では随時納税相談
を受け付けています。

暮 ら し の 相 談 10月
日時：３日画･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）

人 権 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

　町直営除雪機械オペレータを下記の
とおり募集します。
◆募集人数／若干名
◆受付期間／10月１日㈬～９日㈭
８：30～17：15　※土・日曜日を除く

◆業務内容／公共施設、高齢者などの
宅道除雪ほか

◆資格要件／大型特殊自動車免許を取
得し、かつ車両系建設機械運転技能
講習（整地・運搬・積込用および掘
削用）を修了した者

◆決定方法／書類選考。必要に応じて
面接による選考により決定

◆雇用期間／平成26年12月１日～
平成27年３月31日

◆勤務条件
焔賃金／日額11,200円
焔勤務時間／８：30～17：00
焔休日／原則土・日曜、祝日、年末年始
※天候などの状況に応じて、時間外・
休日に勤務する場合もあります
焔その他／社会保険・雇用保険に加入、
通勤手当別途（町の規定による）

◆申込方法／下記で配布する申込用紙
に必要事項を記入し提出してくださ
い。申込用紙は町ホームページから
もダウンロードできます

◆提出書類
①除雪機械オペレータ雇用登録申込書
②運転免許証の写し
③車両系建設機械運転技能講習修了証の写し
◆申込・問合せ先
役場地域整備課建設室緯87―0516

◆日時／10月７日㈫ 13：30～15：30
◆場所／健康福祉センター
◆問合せ先
町健康福祉課健康医療室緯86―2338

　長井税務署は、10月14日㈫から旧
法務局長井出張所（長井市四ツ谷１丁
目７―15、長井簡易裁判所北側）に移
転し業務を行います。
◆問合せ先／長井税務署緯84―1810
※移転後も電話番号の変更はありません

◆開催日／10月19日㈰
◆時間／出発８：30　懇親会12：30
◆集合／西部地区公民館に７：45まで
◆参加費／1,500円（資料代や保険料、
懇親会時の芋煮代を含む）

◆申込期限／10月15日㈬
◆申込・問合せ先
宇津峠部会長・髙橋緯75―2832

◆日時／10月25日㈯ ９：15～16：00
◆場所／源流の森センター
◆募集対象／高校生以上の方で森づく
り活動やボランティアに興味がある方
◆定員／25名程度（先着順）　
◆内容／森で遊ぶ講座と森の恵み講座
◆その他／受講料は無料です。昼食は
持参してください。修了した方でご
希望の方は「森の案内人（インター
プリター）」として登録いただけます

◆申込・問合せ先／置賜総合支庁森林
整備課緯0238―35―9053

◆募集種目／自衛官候補生（男性のみ）
◆応募資格／平成27年４月１日時点で
18歳以上27歳未満の方

◆受付期限／11月21日㈮
◆試験日／11月30日㈰
◆申込・問合せ先／自衛隊米沢地域事
務所緯0238―23―0011

　10月20日㈪～26日㈰は行政相談週
間です。行政の仕事などについて困っ
ていることや要望したいことなどあり
ませんか。総務大臣から委嘱されてい
る行政相談委員が、１日行政相談所を
開設します。皆さんからの相談に「無
料、秘密厳守」で応じます。
◆日時／10月17日㈮ 13：00～15：00
◆場所／白椿地区公民館
◆相談委員／五十嵐眞氏緯75―2002
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境
室緯87―0514　

◆日時／10月24日㈮ 10：00～13：30
◆場所／置賜保健所（米沢市）
◆対象／糖尿病患者とその家族
◆内容／講話と調理実習
◆参加費／300円（調理材料代）
◆持ち物／エプロン、三角巾
◆申込期限／10月14日㈫
◆申込・問合せ先／置賜保健所保健企
画課緯0238―22―3004

◆開催日時と会場
焔登山：10月11日㈯
　町民スポーツセンター集合 ７：00　西吾妻山
焔ゲートボール：10月12日㈰
開会式８：30　萩生城址公園
焔グラウンドゴルフ：10月13日㈪㈷
開会式８：30　スワンパーク
焔柔道：10月13日㈪㈷
受付８：30　町民スポーツセンター
◆申込方法／10月１日までに（登山は
10月４日まで）各地区体育協会（部）
または下記に申し込みください
◆申込・問合せ先／町体育協会事務局
（町民スポーツセンター内）緯72―3086

「住民と行政の架け橋」
１日行政相談所を開設します

糖尿病のための食生活講座

スポーツ・レクリエーション祭
2014 in “めざみの里”

長井税務署庁舎移転の
お知らせ

第１１回宇津峠歩こう会

森の案内人養成講座の
受講者募集

自衛官候補生募集

除雪機械オペレータ募集

献血にご協力ください
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10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1875－2086髙 橋 工 務 店土4
72－2191佐 藤 管 工 業日1975－2086髙 橋 工 務 店日5
72－2191佐 藤 管 工 業土2572－2191佐 藤 管 工 業土11
75－2086髙 橋 工 務 店日2672－2191佐 藤 管 工 業日12

75－2086髙 橋 工 務 店月13

　町では、大規模災害発生時にスムー
ズな防災活動を行えるように、関係機
関相互の協力体制の強化と地域住民の
防災意識の高揚を目的に、町総合防災
訓練を下記のとおり行います。
◆日時／10月５日㈰ ７：00～12：00
◆場所／添川小学校
◆内容／開始時間は予定です
※雨天時は変更になります

◆問合せ先／役場総務企画課情報防災
室緯87―0522

◆日時／10月19日㈰ 10：00～16：00
◆会場／遊学館（山形市）
◆内容／ワークショップ、おしゃべり
コーナー、講演会など

※講演会（14：00～15：30）の講師は
羽衣国際大学にしゃんた准教授。聴
講希望者は申し込みください

◆申込・問合せ先／山形県男女共同参
画センター☎023―629―7751

訓練、体験内容期間

 対策本部設置運営
 情報収集、被災地調査
 広報活動
 避難所設置

７：00～体
育
館

 避難（援護）活動８：30～
 応急手当８：50～
 緊急物資輸送、炊出８：30～

グ
ラ
ウ
ン
ド

 応急給水９：25～

 緊急交通路確保
 障害物除去
 救出救助・救護

９：55～

 伝言ダイヤル・濃煙体験
 エアーアテント展示10：30～

 初期消火10：45～
 火災防ぎょ、救出救助11：05～
 水防11：30～
 閉会11：45～

◆日時／10月17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／10月11日㈯ 10：00～16：00
◆場所／あ～す
◆内容／焔体験コーナー／木工教室、
スゲ細工、ポプリスティック作り
焔展示コーナー／ペレットストーブ、
ペレット薪併用ストーブ、伝統工芸品
焔山の恵み・里の味覚コーナー／きの
こ・炭・米粉製品などの展示販売
焔いいで型環境共生モデル住宅見学会
10：30～、13：30～

焔餅ふるまい、緑のプレゼントなど
◆申込・問合せ先／役場農林振興課農
林整備室緯87―0526

　住宅火災で亡くなる方の多くは逃げ
遅れによるものです。火災をいち早く
察知する火災警報器を設置しましょう。
◆問合せ先／西置賜行政組合消防署飯
豊分署緯72―2222

　調停手続きや利用方法などについて、
秘密厳守・無料でご相談に応じます。
◆日時／10月５日㈰ 10：00～15：00
◆場所／中央地区公民館（長井市）
　ショッピングセンターアスモ（小国町）
◆相談員／長井調停協会員
◆その他／予約不要です
◆問合せ先／長井調停協会（長井簡易
裁判所内）緯88―2073

　土砂災害から身を守るには、どこが
危険な場所かを知ることが不可欠です。
　町内の危険箇所については、平成19
年に全戸に配布した「洪水ハザード
マップ」に併記しています。また、土
砂災害防止法に基づいて警戒区域に指
定された区域については、平成23年度
に区域内とその付近にお住いの方を対
象に説明会を行いました。
　このたび、危険箇所と警戒区域を網
羅した「土砂災害マップ」を各地区公
民館に掲示しました（町ホームページ
にも掲載）。ご確認いただき、災害に備
えてください。
◆問合せ先／役場総務企画課情報防災
室緯87―0522

　障がい者の雇用の促進等に関する法
律では、従業員50人規模以上の事業主
に、従業員数の2.0％以上の障がい者
（身体、知的、精神）を雇用することが
義務付けられています。障がい者の雇
用にご理解をお願いいたします。
◆問合せ先
　ハローワーク長井緯84―8609

　萩生地区の県営住宅「飯豊アパート」
２戸の入居者を募集します。申し込み
には資格条件があります。高齢者・心
身障がい者・母子・多子世帯などには
入居決定にあたり優遇措置があります。
◆募集物件
焔間取り：６畳＋６畳＋4.5畳+ＤＫ
焔家賃：14,900円～29,300円
◆募集期間／10月10日㈮～17日㈮
◆入居可能時期／12月上旬
◆申込み先／置賜総合支庁西庁舎１階
総合案内窓口（長井市）☎88―8200

土砂災害に備えよう
「土砂災害マップ」

障がい者法定雇用率2.0％に
ご理解をお願いします

県営住宅入居者募集

無料法律相談開催

ウッドフェスタ in Okitama

すべての住宅に火災警報器を
設置しましょう

無料「調停」相談会開催

飯豊町総合防災訓練の開催

チェリアフェスティバル
山形2014
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◆問合せ先／役場住民税務課住民室緯87―0511

ジジジジジジジジジジェェェェェェェェェェネネネネネネネネネネリリリリリリリリリリッッッッッッッッッックククククククククク医医医医医医医医医医薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬品品品品品品品品品品をををををををををを活活活活活活活活活活用用用用用用用用用用ししししししししししままままままままままししししししししししょょょょょょょょょょううううううううううジェネリック医薬品を活用しましょう！！！！！！！！！！！

　土地は、限られた貴重な資源
であり有効利用が大切です。
　国土利用計画法では、土地の
投機的取引や地価の高騰を抑制
するとともに、適正かつ合理的
な土地利用の確保を図るため、

土地取引について届出制を設け
ています。一定面積（本町は１
万愛）以上の大規模な土地の取
引などを行う場合は、契約を結
んだ後、２週間以内に買い主が
必ず届け出なければなりません。

変動率本年価格基準地の所在
△3.13,800手ノ子字上段ノ下ー1614番4
△3.15,580萩生字岡529番6
△3.04,780添川字下町ー667番
△3.26,700椿字町内1935番8

●平成26年度地価調査結果【基準地価格】
（単位：円／㎡、％）

◆届出先・問合せ先
　役場総務企画課総合政策室緯87―0521

土 地 月 間10月は

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

第41回 飯豊町芸能発表会のお知らせ

　芸術文化協会芸能部主催の芸能発表会を開催します。
　舞踊・カラオケ・詩吟など、各種団体が日ごろの練
習成果を披露します。
　皆さんのご来場をお待ちしております。
◆日時／10月19日㈰　開場13：00　開演13：30
◆入場料／500円
◆申込・問合せ先
町民総合センター「あ～す」緯72―3111

◆日時／11月30日㈰　開場13：30　開演14：00
◆会場／町民総合センター「あ～す」
◆チケット／全席指定：前売4,000円、当日4,500円
※前売券が完売した場合、当日券の販売はありません
◆チケット発売
①９月27日㈯　　　電話予約開始【飯豊町の方限定】
②９月28日㈰より　電話予約受付【町内外の方】
※来館の上でのご予約はできません
※チケットのお求めは、お一人最大４枚までです
※未就学児の入場はご遠慮願います
◆チケット購入・問合せ先
　町民総合センター「あ～す」内コンサート事務局
緯72―3161（９：00～17：00 訟蕉を除く）捌72―3163
◆主催／「あ～す」イベント企画・推進スタッフ

VOICE PARTY 201４ 山川 豊コンサート

　ジェネリック医薬品とは新薬（先発医薬品）の特許期間の終了後に、新薬と同じ成分を使って製造されるもので、
効き目や安全性が確認されている薬のことです。また、価格が２～８割程度安いのが特徴です。

　医師や薬剤師にジェネリック医薬品への切り替えを相談ください。また、保険証や診察券と一緒に「ジェネリッ
ク医薬品希望（お願い）カード」を受付窓口で提示することもできます。カードは下記窓口で配布していますので、
問い合わせください。ただし、医師の治療上の方針でジェネリック医薬品に替えることができない場合やジェネ
リック医薬品が製造・販売されていない薬の場合があります。

　国民健康保険や後期高齢者医療保険の方で、今飲んでいる薬（先発医薬品）をジェネリック医薬品に切り替えた
場合、差額がある対象者に「お知らせ」を送付しています。「お知らせ」が届いた方は、医師や薬剤師に相談してみ
てください。

◆ジェネリック医薬品とは

◆ジェネリック医薬品を希望する場合は

◆ジェネリック医薬品に関する通知について
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夕 暮 れ 時 は 危 険 が い っ ぱ い ！
　秋の交通安全県民運動実施中　9/21㈰～9/30㈫
　日没が早まる秋以降は、夕暮れ時から夜間にかけて交通事故が発生しやすくなります。交通ルールやマナーを
守り交通事故を防止しましょう。 ◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室　緯87―0514

住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら

〇運転者は…
・早めにライトを点灯し、ハイビームを活用しましょう
・子どもと高齢者に思いやりの運転を行いましょう
・運転中の携帯電話の操作は大変危険です。しっかり停
　止してから行いましょう
・すべての座席でシートベルト・チャイルド
　シートを正しく着用しましょう
・飲酒運転は犯罪です。「しない、させない、
　許さない」を徹底しましょう

〇歩行者・自転車利用者は…
　・夕方以降外出するときは、明るい色の服装を心掛けま
　しょう
・夜光反射材を着用しましょう。運転者の夜間の視認率
　が約4.3倍になります
・道路をわたるときは、急がず待ってしっ
　かり確認しましょう
・自転車も夕暮れ時は早めのライト点灯を
　行いましょう

●40歳からの健康教室
対象／40歳以上の方
場所／健康福祉センター
胸ウェルネス教室
　自分に合った食事のとり方や運動に
ついて学べます。血圧、コレステロール、
血糖値が高い方、体重を落としたい方、
運動を始めたい方などにおすすめです
◇日時／９月30日㈫、10月９日㈭、11
月11日㈫、25日㈫   13：30～15：30

※11月11日は早朝に採血となります
◇申込・問合せ先
　町健康福祉課緯86－2233

●65歳からの健康教室
対象／介護認定を受けていない65歳
　　以上の方

場所／町社会福祉協議会筋トレルーム
胸介護予防教室
　認知症の予防、栄養の摂り方を見直
す、筋肉や体力を保つ、の３つに絞っ
た内容です
◇日時／10月22日㈬～12月24日㈬
　計８回（毎回水曜）　９：30～11：30
◇料金／１回200円
※運転できない方は送迎します
胸らくらく筋トレ
　介護予防のための筋トレマシーンを
使った運動、有酸素運動を行います

◇日時／毎週月・火・木・金（祝日休館）
　９：00～12：00、13：00～16：30
◇料金／１回200円
胸らくらく筋トレ無料開放日
◇日時／10月８日㈬ ９：00～12：00
●会場

◆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

町社会福祉
協議会

つばき
保育園

健康福祉
センター

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 づ りく

　　　　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　　　　    　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／10月９日㈭ 14：30～
煙置賜総合支庁西庁舎（長井市）会場
焔日時／10月15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



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1

親子エクササイズ教室 10：00～（こどもみらい館）木2
４歳児リトミック 10：00～（あ～す）
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）

金3

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4

飯豊町総合防災訓練 ７：00～（添川小学校）日5
月6
レディース検診 13：15～（南陽検診センター）
キララ☆スピードミントンナイト 19：00～（スポーツセンター）
キララ☆ピラティス教室 19：30～（東部地区公民館）
いちごクラブ手芸教室 19：30～（白椿地区公民館）

火7

あそびの広場 10：30～（こどもみらい館）
親子天文教室 18：00～（中部地区公民館・いいで天文台）
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）
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）

水8

親子エクササイズ教室 10：00～（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9

高峰・手ノ子地区総合健診 ７：30～（西部地区公民館）
高峰地区結核検診 13：00～（高峰多目的集会所）金10

スポーツレクリエーション祭 町民登山 ７：00～（西吾妻山）
キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
つばき保育園運動会 ８：30～（つばき保育園）
わら細工教室 ８：30～（しらさぎ荘前園芸ハウス）
ウッドフェスタ in Okitama 10：00～（あ～す）
育林交流集会 12：00～（あ～す）
萩生ふるさと秋まつり 13：00～（中部地区公民館）
キララ☆フィットネス教室 14：00～（スポーツセンター）
ポンプ♡コン。２ 15：30～（どんでん平ゆり園）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土11

スポーツレクリエーション祭 ゲートボール大会 ８：30～（萩生城址公園）
第１回白川清流まつり 10：00～（白川荘前特設会場）日12

スポーツレクリエーション祭 グラウンドゴルフ大会 ８：30～（スワンパーク）
スポーツレクリエーション祭 柔道大会 ８：30～（スポーツセンター）月13

手ノ子地区総合健診 ７：30～（西部地区公民館）
秋桜倶楽部手芸教室 19：00～（白椿地区公民館）火14

いきいき教室手芸教室 ９：00～（白椿地区公民館）
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15

親子エクササイズ教室 10：00～（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 19：30～（中部地区公民館）

木16

心配ごと・行政・人権なんでも・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）金17

秋の自然観察会「草木塔と樹木発見隊」 ９：30～（白川ダム周辺）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土18

第11回宇津峠歩こう会 ７：45～（手ノ子地区宇津峠）日19
月20
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～（スポーツセンター）火21

キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）水22

キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木23
飯豊町農業委員会総会 ９：30～（役場）
ミニ運動会 10：00～（こどもみらい館）金24

西部地区文化祭 ８：15～（西部地区公民館）～26日
キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
中部地区文化祭 ８：30～（中部地区公民館）～26日
東部地区文化祭 ９：00～（東部地区公民館）～26日
白椿地区文化祭 13：00～（白椿地区公民館）～26日
キララ☆フィットネス教室 14：00～（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

日26
月27
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28
栄養士さん指導 10：15～（こどもみらい館）
レディース検診 13：15～（南陽検診センター）
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）木30
心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）金31

　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
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、３歳児健康診査セット（事前送付予定）

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
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／10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／10月１日㈬　８：50～15：30
司対象者／平成27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、筆記用具、動きやすい
服装、エプロンと三角巾（パパ用も）

　４カ月児・９カ月児健診　
司日時／11月28日㈮　13：00までおいでください
司対象者／４カ月児／平成26年６月・７月生まれ

９カ月児／平成26年１月生まれ
　１歳６カ月児健診　
司日時／11月27日㈭　13：00までおいでください
司対象者／平成25年３月・４月・５月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／11月20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・12月
　生まれ
③平成25年７月・10月生まれ

電話番号担当歯科医院期日

0238－21－0331米沢 笹生歯科医院10月５日蚊

0238－52－0464高畠 つちや歯科医院10月12日蚊

0238－84－7722長井 西原歯科医院10月13日俄

0238－21－6487米沢 りんせんじ歯科10月19日蚊

0238－58－0814高畠 高畠歯科クリニック10月26日蚊

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
　　　　　緯86―2338

１０月
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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（１回目）

休日歯科診療担当医院

11月の乳幼児健診日程


