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　平成27年度職員採用試験を下記の日程で行います。
　受験を希望される方は、試験案内などをご確認の上、受付期間内に必要書類をご提出ください。

そのほか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／役場総務企画課行政管理室 緯87―0520

臼試験案内、申込書およびエントリーシートは、総務企画課行政管理室で配布するほか、町ホームペー
ジにも掲載しますので印刷してご活用ください。

渦申込書などに必要事項を記入および写真貼付けの上、総務企画課行政管理室へお申し込みください。
申し込みに際しては、必要書類の添付が必要な場合もありますので余裕を持ってお願いします。（郵
送での申し込みの場合は、７月２日㈭必着です。）

嘘申込書受領後、受験申し込みの要件を満たしている場合は、受験票を郵送します。

６月３日㈬から７月２日㈭まで（土・日曜を除く）８：30～17：15受付期間

第１次試験は８月上旬、最終合格者発表は９月上旬発表予定合格発表 

最終合格者は採用候補者名簿に記載されます。なお、名簿の有効期間
は原則として１年です。採用予定時期は平成28年４月１日です。

採用予定時期

〒999－0696　山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888番地
役場総務企画課 行政管理室　緯87－0520

申込・問合せ先

試験会場試験内容試験日程

飯豊町役場
教養試験（大学卒業程度）
作文試験・職場適応性検査

７月26日㈰第1次試験 

飯豊町役場 個別面接試験
８月下旬

※第１次合格者にのみ通知
第2次試験

受験資格 採用予定人員試験区分

昭和55年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた者（学歴不
問）。または、平成６年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法に
よる大学（短大を除く）を卒業した者（平成28年３月までに卒業見
込みの者を含む）

若干名 上級行政

平成27年度職員採用試験のお知らせ

　　酸 種 類

　　酸 日 程

　　酸 申込・合否の発表について

　　酸 手続き上の注意について
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住民税
煙納期限／６月30日㈫
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87－0512、87－0513６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 ６月
日時：５日㈮・19日㈮  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：５日㈮  13：00～15：00
会場：町民総合センター「あ～す」
問合せ先：役場住民税務課（緯87－0514）

人 権 相 談

日時：19日㈮  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

　商工会では、20％お得なプレミアム
付商品券を販売します。町民世帯を対
象に先行販売します。売切れ次第終了。
◆販売日／６月７日㈰
◆販売時間／９：00～15：00
◆販売会場／町内各地区公民館
◆販売価格／１セット５千円（１千円
×６枚）をセット単位で販売。１世
帯10セットまで購入できます。やま
がた子育て応援パスポート提示で
12セットまで購入できます
※家族以外の代理購入はできません。
町外の方への販売は８日㈪からです

◆使用期間／６月７日㈰～９月30日㈬ 
◆その他／めざみの里まつり会場で抽
選会を行います。プレミアム付商品
券２セット購入で、抽選回数１回分
の券をお渡しします

◆問合せ先／飯豊町商工会緯72―3000

　８月５日の任期満了に伴う町議会議
員選挙が、７月17日㈮に告示され７月
22日㈬に投開票が行われます。町選挙管
理委員会では、投票総参加と明るく正し
い選挙を呼びかける標語を募集します。
◆応募資格／町内にお住まいの方
◆応募方法／はがきに標語と住所・氏
名・年齢・職業・電話番号を記載して
応募ください（１人何点でも応募可）
◆締切日／６月19日㈮必着
◆表彰／特選１点、入選２点
※特選・入選者には記念品を贈呈
◆応募・問合せ先／〒999－0696 飯豊
町大字椿2888番地　飯豊町選挙管
理委員会緯87―0520

※立候補予定者説明会は６月下旬の開
催を予定しています。広報いいで６
月本号で開催日時をお知らせします

◆支給対象者／戦没者などの死亡当時
の遺族で、平成27年４月１日におい
て公務扶助料や遺族年金などを受け
る方がいない場合に、次の順番によ
る先順位の遺族お一人に支給します

⑴平成27年４月１日までに戦傷病者
戦没者遺族等援護法による弔慰金の
受給権を取得した方

⑵戦没者などの子
⑶戦没者などと生計関係を有していた
①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹

⑷上記⑴～⑶以外の三親等内の親族
※戦没者などの死亡時まで１年以上生
計関係を有していた方に限る

◆支給内容／額面25万円、５年償還の
記名国債

◆請求期限／平成30年４月２日まで
◆問合せ先／町健康福祉課福祉室
　緯86―2233

　西置賜地区内の子どもたちの夢や願
いを込めたランタン約4000基を長井
市あやめ公園で 灯 します。飯豊町の小

とも

学生が描いたランタンもあります。
◆日時／６月13日㈯ 13：00～20：30
※16：30ランタン点灯
◆内容／ランタン点灯、イベント各種
◆問合せ先／（公社）長井青年会議所
　緯84―5394

　６月13日㈯からゆり園が開園しま
す。次回の部落長等配布（６月11日㈭）
に併せ、町内各戸に５人分使用できる
無料入園券を１枚ずつ配布します。ど
うぞご利用ください。
◆問合せ先／㈲どんでん平ゆり園
　緯78―5587

◆日時／６月20日㈯、21日㈰
　両日とも10：00～15：30（９：30か
ら受付開始）
◆場所／ひらすび牧場（手ノ子）
◆対象者
焔発達が気になる子ども、障がいのあ
る子どもやその保護者、関係者
焔ホースセラピーに興味のある方
◆内容／ホースセラピーの専門家によ
る講演と体験会
◆参加費／１日500円（２日間1,000円）
◆申込締切／６月15日㈪ 午前中まで
◆申込・問合せ先／㈳ひらすび牧場
　緯090―2609―0890

◆応募資格／平成28年４月１日時点
で18歳以上27歳未満の男性
◆受付期限／６月28日㈰
◆試験日／７月５日㈰
◆試験場所／神町駐屯地（東根市）
◆申込・問合せ先／自衛隊米沢地域事
務所緯0238―23―0011

◆職種・人員／①助産師・５名程度、
②看護師・30名、③薬剤師・若干名、
④診療放射線技師・若干名
◆受験資格
焔①～④／応募する職種の免許を有す
る方。もしくは平成28年６月30日
までに取得見込みの方
焔①②／昭和46年４月２日以降生まれの方
焔③④／昭和56年４月２日以降生まれの方
◆募集期限／６月11日㈭
◆試験日／６月21日㈰
◆試験案内の配布・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

プレミアム付商品券販売

町議会議員選挙の標語募集

戦没者などの遺族に対する
特別弔慰金について

どんでん平ゆり園の
無料入園券配布のお知らせ

平成28年度
公立置賜総合病院職員募集

自衛官候補生募集

ホースセラピーと
感覚統合療法の勉強会

みんなで 灯 
とも

そう 夢  灯 
ゆめ あかり
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【手ノ子小学校へ】
◎長井地区交通安全協会西部・中津川支
部、手ノ子小後援会／ヘルメット（入学
児童分）

◎長沼新聞店／文房具セット（入学児童分）
◎横山秋子さん／鉛筆立て（全校児童と
職員分）

【飯豊中学校へ】
◎㈲井上園芸／鉢花（12鉢）
◎㈲アグリメントなか／啓翁桜（１束）
◎二瓶幸浩さん／鉢花（10鉢）
【町内幼稚園・保育園・児童センターへ】
◎㈲アグリメントなか／啓翁桜、イチゴ
（摘み取り体験を含めて）、お菓子

【いいで中部幼稚園へ】
◎卒園児保護者一同／ポータブルＣＤプ
レーヤー（１台）、デジカメ（１台）

◎渡部きよさん／いちご（多数）
◎二瓶幸浩さん／プランター花（３鉢）

【さゆり保育園へ】
◎卒園児保護者一同／ハイファイコンポ
（１台）、ＵＳＢ（１枚）
◎佐藤仁史さん／プランター花（４鉢）

【つばき保育園へ】
◎二瓶幸浩さん／プランター花（４鉢）
◎卒園児保護者一同／ドングリの木とギ
ンナンの木（各１本）

◎須貝喜代子さん、渡辺豊子さん／和太
鼓（１式）

【添川児童センターへ】
◎卒園児保護者一同／ＤＶＤプレーヤー
（１台）、三輪車（１台）、絵本（２冊）
◎㈲井上園芸／鉢花（６鉢）

【手ノ子幼稚園へ】
◎伊藤朝子さん／フラワーアレンジメン
ト（１式）

◎二瓶幸浩さん／プランター花（２鉢）
◎卒園児保護者一同／デジタルカメラ
（１台）、ＳＤカード（１枚）

【美の里へ】
◎㈲アグリメントなか／啓翁桜

【椿駅へ】
◎長谷川清さん／生け花（１式）

◎那須絹子さん／布巾（10枚）
【白椿地区公民館へ】

◎伊藤佐市さん／鉢花（３鉢）
【東部地区公民館へ】

◎齋藤徹さん／風景写真（多数）
◎中部地区しろあと教室／しろあと文集（１冊）
◎中ノ目の歴史を辿る会／中ノ目の歴史
散歩（１冊）

【町内全小学校へ】
◎ＪＡ山形おきたま飯豊支店
　ノート（入学児童分）
◎町交通安全推進協議会
　ランドセルカバー（入学児童分）
◎町交通安全協会連絡協議会
　反射材バック（入学児童分）
◎町交通安全母の会
　文房具セット（入学児童分）
◎町防犯協会各支部
　防犯ブザー（入学児童分）
◎㈲渡部製材所／学習用鉛筆（入学児童分）
◎㈲アグリメントなか／啓翁桜
◎東北楽天ゴールデンイーグルス
　イーグルスキャップ（入学児童分）

【第一小学校へ】
◎長井地区交通安全協会中部支部
　黄色の帽子（入学児童分）
◎保険会社各社／ワッペン（入学児童分）

【第二小学校へ】
◎二瓶幸浩さん／鉢花（10鉢）
◎大冨洋子さん／交通安全お守り（入学児童分）
◎白椿リサイクル会／鉛筆立て（126個）
◎長沼新聞店／文房具セット（入学児童分）
◎セブンイレブン飯豊椿店
　恵方巻（６年生分）
◎長井地区交通安全協会中部・西部支部
黄色の帽子（入学児童分）

◎卒業生一同／学校行事用シート（４枚）
◎保険会社各社／ワッペン（入学児童分）
◎日本マクドナルド㈱／防犯笛（入学児童分）
◎創立50周年記念事業実行委員会
　電子黒板とパソコン（１セット）
　図書室用テーブルといす（12セット）
　拡大コピー機（１台）
　イベント用テント（２張）
　クロスカントリスキー（５セット）
　来賓用スリッパ（100足）
　テーブル白布（12枚）

【添川小学校へ】
◎長井地区交通安全協会東部支部
　黄色の帽子（入学児童分）
◎㈲井上園芸／鉢花（６鉢）
◎添川上町地区／雑巾（15枚）
◎新野忠司さん／堆肥（トラック２台分）

　平成27年２月から４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。

【第一小学校へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、梅津智子
さん、石山幸子さん、梅津久美子さん、
佐藤光さん、小松沙緒理さん

【第二小学校へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん
◎安全見守り活動／白椿子どもネット
「安全パトロール隊」

【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、小川とよ子
さん、伊藤愛美さん

【町内幼稚園・保育園・児童センターへ】
◎節分行事補助／飯豊ライオンズクラブ

【いいで中部幼稚園へ】
◎保育補助／高橋ゆかさん、後藤かなえさん
◎読み聞かせ／手塚娃子さん

【手ノ子幼稚園へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん

【こどもみらい館へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん

【美の里へ】
◎屋根の除雪／樋口建設㈱と災害防止協議会
◎津軽三味線演奏と民謡披露／高橋昭さ
ん、田宮栄子さん（長井市）

◎大正琴演奏／なでしこ会（長井市）

　平成27年２月から４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】
◎㈲アグリメントなか／啓翁桜

【町民総合センターへ】
◎長谷川清さん／生け花（１式）
◎中部地区しろあと教室／しろあと文集（１冊）
◎中ノ目の歴史を辿る会／中ノ目の歴史
散歩（２冊）
◎青おに童話の会（高畠町）／図書（１冊）
◎渡邊敏和さん（川西町）／図書（３冊）
◎舩山達郎さん（川西町）／図書（３冊）

【中部地区公民館へ】
◎中ノ目の歴史を辿る会
　中ノ目の歴史散歩（１冊）

６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2075－2086髙 橋 工 務 店土6
72－2191佐 藤 管 工 業日2172－2191佐 藤 管 工 業日７
72－2191佐 藤 管 工 業土2772－2191佐 藤 管 工 業土13
75－2086髙 橋 工 務 店日2875－2086髙 橋 工 務 店日14

「いいでめざみの里応援寄附金」

　町に「ふるさと納税」として寄附
をいただきました。
◎平成27年２月～４月
　1,542件／23,058,000円
斬平成26年度合計
　7,545件／104,305,310円

ありがとうございました。

ボ ラ ン テ ィ ア

心遣いに感謝します。

窓善 意 の
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◆役場でも更新の手続きができます
　左表の日程で都合の合わない方は、６月22日以降は、
役場住民税務課住民室でも手続きができます。
※役場住民税務課では毎週月・金曜日
に窓口の延長を実施しています。当
日の13：00までに申し込みをするこ
とで、18：30まで受付が可能です。

※６月18日㈭・19日㈮は、役場での医
療証更新受付はできませんのでご了
承ください。

問合せ先／役場住民税務課住民室緯87－0511

◆  医療証の更新について
　現在、「重度心身障がい（児）者医療証」および「ひとり親家庭等医療証」をお持ちの方は、有効期限が６月30日
になっています。以前申請された方について再判定後、該当者には事前に通知しますので、下記のいずれかの会場
で更新手続きを行ってください。なお、持ち物については事前に送付する通知書をご覧ください。

親身

◆手続き日程表
場　所時　間期日

東部地区公民館  9：30～11：00

６月18日㈭ 中津川地区公民館13：00～14：00

西部地区公民館15：00～16：30

中部地区公民館  9：30～11：30
６月19日㈮

白椿地区公民館14：00～16：00

○身 ・○親 医療証の更新のお知らせ
手続きをお忘れなく！

◆フェット・ド・ラ・ミュージック
　夏至の日は音楽を楽しみましょう♪ 今年度は『みん
なで 灯 そう

とも

 夢灯 』とタイアップ。町の小学生が作った
ゆめあかり

ランタンを灯します。出演団体もまだまだ募集中！
◇日時／６月21日㈰ 17：30～19：30
◇会場／町民総合センター「あ～す」
◆四季の歌“夏うた”を歌うつどい
　みんなで夏の歌をうたいましょう。
◇日時／７月４日㈯ 14：00～16：00
◇会場／町民総合センター「あ～す」
◆第10回めざみの里カンタート
　超一流の講師をお呼びしてのめざみの里カンター
ト！ 初日には、合唱活動をしていない方にも気軽に参
加していただける「いっしょに歌おう飯豊の四季」と
いう町民コーナーを企画しています。お楽しみに♪
◇日時／７月11日㈯～12日㈰
◇会場／町民総合センター「あ～す」
◆いいで“めざみの里”まつり2015
　今年も輪踊りやファミリーコンサートなど盛大に開
催する予定です。
◇日時／９月５日㈯
◇会場／町民総合センター「あ～す」
※開催日未定のイベントは、詳細が決まり次第お知らせします

町民総合センター「あ～す町民総合センター「あ～す」」
主なイベントのご案主なイベントのご案内内

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

　今回は夏がテーマの絵本や紙芝居など楽しいお話と、
絵本に出てくるお菓子作りを行います。皆さんの参加
をおまちしています！
◆日時／６月14日㈰ 10：30～11：30
◆会場／こどもみらい館
◆内容／お話を聞こう！ 絵本・紙芝居の読み聞かせ、
絵本に出てくるお菓子をみんなでつくっちゃおう！
◆参加費／無料
◆対象／おおむね３歳から小学校３年生の児童とその
保護者の方。小学生以上はお子さんだけでも参加で
きます
◆申込方法／６月９日㈫まで電話で申し込みください
◆申込・問合せ先
　町民総合センター「あ～す」図書室緯72―3111

♪わくわくぐりぐら広場♪
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【らくらく筋トレ】
　トレーニングマシンを使って介護予
防のためにゆっくりと運動を行うト
レーニングルームです。
　介護予防運動指導員がおりますので
トレーニングマシンを安全に使用でき、
体力に合わせて無理なく運動が続けら
れます。足腰を丈夫にしたい方や筋肉
量を維持したい方など、ぜひご活用く
ださい。
　運動しやすい季節になりましたので
意識的にからだを動かしましょう。

焔対象者／おおむね60歳から
※初めての方は事前にご連絡ください
焔持ち物／内履き、飲み物、タオル
焔場所／町社会福祉協議会建物内
焔料金／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

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

◆位置図

町社会福祉協議会（会場）

●HIV検査普及週間に伴う延長検査
焔日時／６月１日㈪ ９：00～20：00
焔場所／置賜保健所　１階
焔内容／エイズ検査
※結果は採血後約40分で説明可能
焔その他／予約不要、匿名、無料
●申込・問合せ先／置賜保健所感染症
予防担当緯0238―22―3002
　　　　    　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）
◆置賜保健所（米沢市）会場
焔日時／６月11日㈭ 14：30～

◆置賜総合支庁西庁舎（長井市）会場
焔日時／６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

※すべての相談・検査は匿名やプラ
イバシーを厳守します

　　　　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

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 教 室
つばき保育園

健康福祉センター
健康福祉課

あ～す

飼い犬は、町への登録と
　　狂犬病予防注射の接種が必要です住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら

　犬の飼い主の方には、確実に狂犬病の発生を防ぐため、
狂犬病予防法により次のことが義務付けられています。
①町に犬の登録の申請を行うこと（死亡、所在地や飼い主
の変更も同様）

②飼い犬に狂犬病の予防注射を毎年１回受けさせること
犬を正しく飼うために次のことに気を付けましょう。　
★放し飼いは絶対しないでください。首輪・鎖の点検も忘
れずに行い、犬が放れてしまったときは置賜保健所また
は役場住民税務課にご連絡ください

★万が一、飼い犬が人を噛んだときは、置賜保健所に連絡
し、必要な届け出を行ってください

★鑑札と狂犬病予防注射済票は犬の首輪につけておきま
しょう。鑑札をなくした場合は町に届けて再交付を受け

てください
★子犬を希望しない場合は、去勢・不妊手術を受けましょ
う

　　現在、日本ではこれまでの取り組みにより犬などを含
めて狂犬病の発生はありません。しかし、狂犬病は日本
の周辺国を含む世界のほとんどの地域で依然として発生
しており、日本は常に侵入の脅威におびやかされていま
す。犬の飼い主一人一人が正しい知識を持って、飼い犬
の登録と予防注射を確実に行うことが必要です。

◆問合せ先／置賜保健所緯0238―22―3750
　　　　　　役場住民税務課生活環境室緯87―0514

狂犬病の歴史と現在

置 賜 保 健 所置 賜 保 健 所 のの

健 康 相 談
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　１歳６カ月児健診　　
司日時／６月25日㈭ 13：00までおいでください
司対象者／平成25年10月・11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、６月上旬にお送りする問診票、その
他お子さんに必要なもの

司日時／６月11日㈭ 13：00までおいでください
司対象者
①平成24年４月・５月・６月・７月生まれ
②平成25年１月・５月・６月・７月生まれ
③平成26年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、健
診料金500円

司期日／６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／６月３日㈬ ８：50～15：30
司対象者
平成27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、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／７月３日㈮ 13：00までおいでください
司対象者
４カ月児／平成27年１月・２月生まれ
９カ月児／平成26年８月生まれ

　幼児歯科検診　　
司日時／７月16日㈭ 13：00までおいでください
司対象者
①平成24年８月・10月・11月・12月生まれ
②平成25年２月・３月・８月生まれ
③平成26年３月・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（１回目）

電話番号担当歯科医院期日
0238－84－6616長井　鈴木歯科医院６月７日蚊

0238－52－0014高畠　増渕歯科医院６月14日蚊

0238－22－8148米沢　林歯科医院６月21日蚊

0238－46－5000川西　安川歯科クリニック６月28日蚊

飯豊町議会定例会 10：00～（議場）月1
教育旅行受け入れ ８：30～（中津川地区内）～【３日】
町民プール清掃 13：00～（町民プール）
キララ☆スピードミントンナイト 19：30～（スポーツセンター）

火2

親子エクササイズ教室 10：00～（こどもみらい館）
飯豊町議会定例会 10：00～（議場）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）
西部地区子ども会育成会役員会 19：00～（西部地区公民館）

水3

飯豊町議会定例会（各常任委員会） ９：30～（役場委員会室）
おはなし広場 10：30～（こどもみらい館）木4

飯豊町議会定例会 10：00～（議場）
心配ごと・人権相談 13：00～（白椿地区公民館）
キララ☆ピラティス教室19：00～（中津川地区公民館）

金5

東部地区さつき展 ９：00～（しらさぎ荘前）～【７日】
いちごクラブ研修 13：30～（酒田・鶴岡市内）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土6

飯豊町消防演習 ８：45～（あ～す）日7
レディース検診 13：15～（南陽検診センター）月8
５歳児リトミック 10：00～（こどもみらい館）
キララ☆エアロビクス教室 19：00～（西部地区公民館）
秋桜倶楽部 19：00～（白椿地区公民館）

火9

親子エクササイズ教室 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10

保健師さん指導 10：30～（こどもみらい館）木11
手ノ子小プール清掃　13：00（手ノ子小学校）金12
キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
いいでどんでん平ゆり園開園セレモニー ９：00～（ゆり園）
親子自然ふれあい体験 ９：45～（飯豊少年自然の家）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土13

日通の森活動 10：00～（中津川地区内）日14
月15
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 19：30～（スポーツセンター）火16

親子エクササイズ教室 10：00～（こどもみらい館）水17
あそびの広場 10：30～（こどもみらい館）木18
心配ごと・行政相談 13：00～（白椿地区公民館）金19
子育て研修会 10：00～（あ～す）
キララ☆ピラティス教室 18：30～（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

館長杯グラウンドゴルフ大会 13：15～（しらさぎ荘G.G場）
フェット・ド・ラ・ミュージック 17：30～（あ～す屋外）日21

月22
火23
しろあと教室開級式 ９：00～（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）
キララ☆ピラティス教室 19：30～（東部地区公民館）

水24

飯豊町農業委員会総会 ９：30～（役場委員会室）木25
さわやかクラブと手ノ子幼稚園の交流会 10：00～（西部地区公民館）金26
西部地区ソフトボール大会 ８：00～（手ノ子小学校グラウンド）
キララ☆書道教室 ８：30～（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27

ゆり写生大会 ８：30～（ゆり園）
飯豊町消防操法大会 ９：00～（あ～す）日28

月29
火30

７月の乳幼児健診日程

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
　　　　　緯86―2338
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休日歯科診療担当医院
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