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①交付申請書にあらかじめ記載されている内容（氏名、住所、生年月日、性別）を確認し、そのほか必要事項を
記入する。※詳細は説明用パンフレットを参照ください。
②交付申請書に顔写真を貼付し「個人番号カード交付申請用封筒」に封入のうえポストに投函する。
③平成28年１月以降、「個人番号カード交付通知書（はがき）」が届いたら、「本人確認書類」と「通知カード」
を合わせて持参し、記載された期限までに役場に来庁する。（原則本人がお越しください。15歳未満の方また
は成年被後見人にはその法定代理人の同行が必要です）
④交付窓口で暗証番号を設定し、個人番号カードを受け取る。
◆個人番号カード交付申請書の記入方法や申請方法がわからない場合は、送付物一式と本人確認書類を持参し、
役場①窓口へお越しください。また、役場で顔写真を撮影し提出することも可能です。
　（本人確認書類…運転免許証または写真つき住基カードは１点、保険証やその他公的機関発行の書類は２点）

【個人番号カードの申請方法】

　平成27年10月以降、住民票の住所にみなさんの個人番号をお知らせする通知カードが簡易書留
郵便にて送付されます。同封されている個人番号カード交付申請書を提出することにより、平成
28年１月から順次個人番号カードが交付されます。（すべての方に一斉ではありません）

【通知カードに関する送付物について】
　転送不要の簡易書留郵便で届きますので、配達員から直接受け取り、下記の送付物を必ず確認してください。
スマートフォンやパソコンからも申請ができます。（※詳細は説明用パンフレットを参照ください）

①宛名台紙（問い合わせ先の記載あり） ②通知カードと個人番号カード交付申請書
　（世帯人数分、１通で最大８名まで同封）

③説明用パンフレット（三つ折り） ④個人番号カード交付申請用封筒
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住民税・国保税
煙納期限／11月２日㈪
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87―0512、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：２日㈮･16日㈮・30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：16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）

人 権 相 談

日時：16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

◆日時／10月18日㈰ 10：00～16：00
◆場所／遊学館（山形市）
◆日程／焔10：00 オープニング、展示
発表、県民交流コーナー
焔10：15 ワークショップ
焔13：00 県男女共同参画社会づくり
功労者表彰式と活動内容発表
焔14：00 講演会　「男女共同参画って
何？」※定員300名。要申込み
◆参加料／無料
◆託児所／事前予約。先着15名
◆申込・問合せ先／山形県男女共同参
画センター緯023―629―7751

　障がい者雇用のいっそうの促進を図
るため、平成28年４月から障がい者雇
用促進法が改正されます。ポイントは
次のとおりです。
焔募集、採用、賃金、配置、昇進など、
雇用のあらゆる局面で障がい者であ
ることを理由に差別が禁止されます
焔募集、採用時、採用後に、事業主は選
考方法と作業環境などに障がい特性
に応じた配慮をする必要があります

◆問合せ先／ハローワーク長井専門援
助部門緯84―8609

◆日時／10月21日㈬ 12：30～
◆場所／米沢市すこやかセンター
◆対象／保育士資格の有無に関わらず
保育の仕事に興味のある方

◆内容／研修（山形県の保育の現状、
事例発表）、各種就職相談

※別日に保育現場の体験もあります
◆申込期限／10月14日㈬
◆問合せ先／山形県社会福祉協議会福
祉人材センター緯023―633―7739

チェリアフェスティバル
山形2015

雇用分野の障がい者差別禁止・
合理的配慮の提供義務

　伝統芸能などの文化活動に取り組ん
でいる子どもたちが一堂に会し、日ご
ろの練習の成果を披露します。
◆日時／10月10日㈯ 13：30～
◆場所／南陽市文化会館
◆出演団体／８団体
　飯豊町少年少女合唱団ミルキーウェ
イ。伝国の杜こども狂言クラブ。長
井市立伊佐沢小学校。赤湯小学校太
鼓クラブ。ダンススタジオイヴ。
The Groovy 75＋KMA。川西町立
犬川小学校。萩野子獅子保存会

◆入場料／無料
◆問合せ先／置賜文化フォーラム（置
賜総合支庁地域振興課内）

　緯0238―26―6018

　厚生労働省では、平成28年度の児童
福祉週間（５月５日から１週間）の標
語を募集しています。標語は、自身で
創作した未発表のものに限ります。
◆募集標語の内容／元気で頑張る子ど
もたちへの応援や、子どもたちから
の未来へのメッセージ

◆応募資格／どなたでも応募可
◆応募方法／はがき、封書、ＦＡＸ、
インターネットで応募。用紙ごとに
郵便番号、住所、氏名（フリガナ）、
年齢、職業、電話番号を必ず記入し
てください。１人何点でも応募でき
ますが、用紙１枚につき１作品のみ
記入してください

◆募集期限／10月20日㈫
◆応募・問合せ先／〒150-0011  東京
都渋谷区東2-22-14 ロゼ氷川６F
　（公財）児童育成協会「標語募集」係宛
　緯03―3498―4591
　胃03―3797―5676

置賜こども芸術祭2015
舞台芸術部門

児童福祉週間の標語募集

◆開催日時と会場
焔ゲートボール
　10月10日㈯　開会式８：30
　中部地区公民館南側ゲートボール場
焔登山（天狗山）
　10月10日㈯　集合９：00
　町民スポーツセンター前
焔グラウンドゴルフ
　10月12日㈪㈷　開会式８：30
　スワンパーク
焔柔道
　10月12日㈪㈷　受付８：30
　町民スポーツセンター柔道場
◆申込方法／９月30日㈬までに各地
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
　町体育協会事務局緯72―3086

　10月はきのこのシーズンです。下記
に注意して毒きのこによる食中毒を防
ぎましょう。
焔知らないきのこや不安を感じるきの
こは採取しない
焔食べられるきのこに似たきのこが混
じって生えていることがあるので、
十分注意して採取する
焔調理する前に、再度十分確認する
焔「縦に裂ける、いい香りがする、虫が
食べた跡があると食べられる」など
は俗説であるので信じない
焔安易に譲り渡し・受けをしない
※中毒症状を起こした場合は速やかに
医療機関を受診しましょう。食べ残
しがある場合は持参しましょう
◆問合せ先／山形県環境エネルギー部
危機管理・くらし安心局食品安全衛
生課緯023―630―2677

スポーツレクリエーション祭
2015 in “めざみの里”

保育士再就職支援研修会
「今の保育を知ろう」

毒きのこによる
食中毒に注意
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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
72－2191佐 藤 管 工 業土1775－2086髙 橋 工 務 店土３
72－2191佐 藤 管 工 業日1872－2191佐 藤 管 工 業日４
75－2086髙 橋 工 務 店土2472－2191佐 藤 管 工 業土10
75－2086髙 橋 工 務 店日2575－2086髙 橋 工 務 店日11
72－2191佐 藤 管 工 業土3175－2086髙 橋 工 務 店月12

　10月19日㈪～25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16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　

　置賜地域のさらなる活性化と発展を
目指して整備を推進している東北中央
自動車道と国道113号（新潟山形南部
連絡道路）、国道287号をはじめとする
道路整備について、整備予算の確保と
ともに未整備区間の早期事業化を目指
すため、置賜地域の産官民一体となっ
た熱意を地域内外に発信しましょう。
◆日時／10月22日㈭ 14：00～
◆会場／南陽市文化会館
◆内容／講演（国土交通省東北地方整
備局職員）、報告、意見発表、大会宣言
◆問合せ先／役場総務企画課総合政策
室緯87―0521

◆日時／10月14日㈬～16日㈮
　９：00～16：00
◆会場／交流センターふらり（長井市）
◆参加費／無料
◆対象者／おおむね60歳以上の方で、
育児従業者として就労を目指す方

◆申込期限／10月５日㈪
◆申込・問合せ先
　（公社）長井・西置賜地域シルバー人
材センター緯84―4535

「住民と行政の架け橋」
１日行政相談所の開設

置賜地域道路整備促進大会

育児従事者講習（無料）

◆日時／10月４日㈰　開演10：00
◆場所／伝国の杜（米沢市）
◆入場料／無料
◆出演団体／16団体
　米沢第一中～七中の各中学校。川西
中。米沢市内中学校３年生合同バン
ド。置賜地区高校合同バンド。山大
工学部・米沢女子短吹奏楽団。アン
サンブル・プルプル。KTYウィンド
アンサンブル。米沢吹奏楽愛好会。
リブレーヴ・サクソフォン・クヮル
テット。おきたまシンフォニックサ
ウンド倶楽部
◆問合せ先／伝国の杜 置賜文化ホール
緯0238―26―2666

　起業や就業を検討している方を対象
に山菜栽培の専門的な知識と技術を学
ぶ研修会を開催します。定員10名です。
◆日時／10月15日㈭ ９：30～15：00
◆場所／小国町
◆申込期限／10月７日㈬
◆申込・問合せ先／置賜総合支庁森林
整備課普及担当緯0238―26―6065

◆募集対象／どなたでも受講可
◆募集定員／15名（最少実施10名）
◆受講料／８,000円程度
◆会場／長井高等職業訓練校
◆内容と日程
焔楽しく学ぶ（９：00～12：10）／10月
19、20、22、26、27、29、30日
焔レベルアップ（18：30～21：10）／
10月19、21、22、26、28、29、
30日、11月４、５日
◆申込期限／開講前日まで
◆申込・問合せ先
　長井高等職業訓練校緯84―1924

置賜こども芸術祭
吹奏楽の日コンサート2015

おきたま森のめぐみ起業塾
「山菜技術研修会」（無料）

パソコン講座受講生募集

◆日時／10月16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

　詳細は問い合わせください。
◆飯豊アパート／萩生3893-3
焔間取り／６畳+６畳＋4.5畳+ＤＫ
焔家賃／14,900円～29,300円
焔募集期間／10月13日㈫～19日㈪
◆申込先／置賜総合支庁西庁舎１階総
合案内窓口（長井市）緯88―8200

◆問合せ先
　県営住宅指定管理者㈱西王不動産置
賜事務所緯0238―24―2332

◆日時／10月28日㈬ 10：00～12：00
◆場所／飯豊町健康福祉センター
◆対象／在宅で高齢者を介護している
方と援助者

◆内容
斬知っておきたい！介護保険制度
　今年４月に一部改正があった介護保
険制度についての説明
斬家族介護者のためのリフレッシュ体操
　介護者が自宅で気軽にできる身体の
整え方と肩の力の抜き方を学びます

◆参加費／無料
◆その他／筆記用具を持参ください。
動きやすい服装でお越しください

◆申込方法／10月20日㈫までに担当
のケアマネジャーまたは下記に申し
込みください

◆申込・問合せ先
　町社会福祉協議会緯72―3353

無料法律相談開催

県営住宅（飯豊アパート）の
12月上旬入居者募集

第１回家族介護教室
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　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㎡）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。

変動率価格基準地の所在
△2.13,720手ノ子字上段ノ下ー1614番4
△2.35,450萩生字岡529番6
△2.74,650添川字下町ー667番
△3.06,500椿字町内1935番8

●平成27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

医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療費費費費費費費費費費にににににににににに関関関関関関関関関関すすすすすすすすすするるるるるるるるるる不不不不不不不不不不審審審審審審審審審審電電電電電電電電電電話話話話話話話話話話医療費に関する不審電話ににににににににににに
ごごごごごごごごごご注注注注注注注注注注意意意意意意意意意意くくくくくくくくくくだだだだだだだだだだささささささささささいいいいいいいいいい！！！！！！！！！！ご注意ください！！！！！！！！！！！！

◆問合せ先／警察専用相談電話☎♯9110 または 023―642―9110
　　　　　　山形県後期高齢者医療広域連合☎0237―84―7100、役場住民税務課住民室緯87―0511

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42回 飯豊町芸能発表会のお知らせ
　飯豊町芸能発表会実行委員会主催の飯豊町芸能発表
会を開催します。舞踊・カラオケ・詩吟・太鼓など、
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18日㈰　開場12：30　開演13：00
◆入場料／500円（前売り券の販売あり）
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」
緯72―3111

　今回は、高畠町の「としょ坊」のみなさんが秋にま
つわるお話をしてくれます♪また、特別ゲストの「飯
豊町少年少女合唱団ミルキーウェイ」が歌声を披露し
てくれますよ。お話・歌・工作と盛りだくさん♪芸術
の秋を楽しみましょう！
◆日時／10月17日㈯ 10：30～　
◆会場／町民総合センター「あ～す」二階研修室
◆内容／焔「としょ坊」の皆さんによるお話
　焔「飯豊町少年少女合唱団ミルキーウェイ」の合唱
　焔みんなで秋の工作を作ろう
◆参加料／無料
◆対象／３才～小学校３年生くらいの児童とその保護者
　※小学生以上は、子どもだけでも参加できます
◆申込締切／10月15日㈭ ※下記まで電話で申し込み
◆問合せ先／「あ～す」図書室緯72―3111

わくわく ぐりぐら広場

　全国各地で高齢者を狙った「医療費の払い戻しがある」という不審電話が相次いでいます。県内でも山形市や南
陽市で還付金に関する不審電話が報告されています。特に年金支給月には不審電話が多い傾向にあります。
　詐欺師は、ニュースや新聞などで注意を呼び掛けると、詐欺の手口を変えてきます。自分の財産を守るためにも、
不審電話や訪問者には十分に注意してください。また、少しでもおかしいと感じたら、第三者やそれぞれの機関の
代表電話、町の担当者にご相談ください。

【不審電話の事例１】
　県内在住の女性の方に、「１月分の医療費で２万円ほど還付がある。口座番号を教えてもらえれば、○○銀行の
職員と還付の手続きを進めることができる。」との電話があった。その男に市役所の人かと尋ねたが、そうではな
いとの答えに女性が不審に思い、電話を切ったため被害はなかった。
【不審電話の事例２】
　市役所職員を名乗る男から名指しで「医療費の過払い金が５年分35,562円ある。以前封筒を送ったがまだ手続
きされていない。今日が期限なので、県庁の社会保険課0120―汽汽汽汽―汽汽汽汽に電話するように。」と言われた。電話
を切った後で電話番号が怪しいと思い、市役所に電話したため被害を防ぐことができた。
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○保健所／米沢市金池３丁目1-26
置 賜 保 健 所置 賜 保 健 所 のの

健 康 相 談

置賜保健所

　日没が早まる秋・冬は、夕暮れから夜間の交通事故が多くなります。ヘッドライトの点灯、シートベルトの着
用、歩行者の確認など、「うっかり」「急いでいて」していなかったでは、済まされません。重大な事故に繋がり
ます。『家庭で、地域で、全員で』交通安全に取組みましょう。　　

住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら 【 ９月30日㈬は交通事故死ゼロを目指す日 】
早まる夕暮れ、あなたのハンドルが大切な命を守ります

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 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

 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８日㈭ 14：30～
煙置賜総合支庁西庁舎（長井市）会場
焔日時／10月21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

【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。夏の
疲れがでやすい季節です。楽しく手軽
にトレーニングを始めてみませんか？

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緯86―2555
　町健康福祉課緯86―2233

●会場／町社会福祉協議会建物内
町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 づ りく

つばき保育園 健康福祉センター
健康福祉課

あ～す
町社会福祉
　協議会　

※すべての相談・検査は匿名やプラ
イバシーを厳守します

○自動車の運転者は…
・いつもの道でも油断せず「いつでもどこでも安全確認」
・道路を横断しようとする子どもや高齢者を見かけたら、
安全に横断できるよう思いやりをもって運転しましょう

・ 早めにライトを点灯し、ハイビームをこまめに、
積極的に活用しましょう

・後部座席を含む全ての席でシートベルト、６歳
未満の幼児はチャイルドシートを必ず・正しく
着用しましょう

○歩行者、自転車の運転者は…
・外出時の衣服は明るい色で、夜光反射材を活
用しましょう
・道路をわたるときは、急がずにゆとりを持っ
て、しっかり確認しましょう
○歩行者、自動車と自転車の運転者は…
・携帯電話やスマートフォンを操作しながらの歩行や運転は
大変危険です。必ず、十分に安全な場所で操作しましょう
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室緯87―0514



親子エクササイズ教室 10：00～（こどもみらい館）木1
心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）金2
萩生ふるさと秋まつり ９：30～（萩生城址公園と中部地区公民館）
ブックスタート広場 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土3

日4
いいでウォーキング ９：30～（中津川）月5
健診結果説明会（西部地区） ９：15～（西部地区公民館）
西部地区文化祭実行委員会 19：00～（西部地区公民館）
白椿地区文化祭実行委員会 19：00～（白椿地区公民館）
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6

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）
キララ☆ヒップホップ教室 19：00～（中部地区公民館）

水7

健診結果説明会（高峰地区） ９：15～（高峰多目的集会所）
親子エクササイズ教室 10：00～（こどもみらい館）
キララ☆ピラティス教室 19：00～（中津川地区公民館）

木8

総合検診 ７：30～（東部地区公民館）
いきいき教室（手芸） ９：30～（白椿地区公民館）
糖尿病になんてならないぞ！教室① ９：30～（健康福祉センター）

金9

キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
スポーツレクリエーション祭ゲートボール大会

 ８：30～（中部地区公民館南側ゲートボール場）
スポーツレクリエーション祭登山 ９：00～（天狗山）

土10

飯豊町総合防災訓練 ７：00～（西部地区）
食彩しろつばき ８：00～（いいで旅館）日11
スポーツレクリエーション祭グラウンドゴルフ

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

月12

総合検診 ７：30～（東部地区公民館）
３歳児リトミック 10：00～（あ～す）
結核検診（単独） 13：00～（松原公民館）
秋桜倶楽部役員会 19：00～（白椿地区公民館）

火13

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～（スポーツセンター前集合）
キララ☆ヒップホップ教室 19：00～（中部地区公民館）

水14

親子エクササイズ教室 10：00～（こどもみらい館）木15
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）
レディース検診 13：15～（南陽検診センター）金16
東部少年教室わら細工学習 ８：30～（しらさぎ荘前園芸ハウス）
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17

東部地区子ども会育成会芋煮会（予定） ９：30～（東部地区公民館）
ポンプ♡コン。３ 11：30～（ゆり園）日18

月19
第５回食生活改善推進員養成講座 ９：30～（健康福祉センター）
キララ☆エアロビクス教室 19：00～（西部地区公民館）
体育部会（白椿地区） 19：00～（白椿地区公民館）
いちごクラブ 19：00～（白椿地区公民館）
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20

糖尿病になんてならないぞ！教室② ９：30～（健康福祉センター）
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☆ヒップホップ教室 19：00～（中部地区公民館）

水21

いいでウォーキング ９：30～（ゆり園）
運動会ごっご 10：00～（こどもみらい館）木22
添川児童センター親子食育教室 ９：30～（健康福祉センター）
手作りクッキング 10：15～（こどもみらい館）金23
西部地区文化祭 ８：00～（西部地区公民館）～25日
白椿地区文化祭 ８：00～（白椿地区公民館）～25日
中部地区文化祭 ８：30～（中部地区公民館）～25日
東部地区文化祭 ９：00～（東部地区公民館）～25日
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土24

日25
飯豊町農業委員会総会 ９：30～（役場）月26
親子リトミック 10：30～（こどもみらい館）火27
保健師さん指導 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）
白椿地区子ども会育成会役員会議 19：00～（白椿地区公民館）
キララ☆ピラティス教室 19：30～（東部地区公民館）

水28

全国ＧＴネットワーク山形大会分科会 13：00～（町内）～30日木29
親子交通教室 10：30～（こどもみらい館）
心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）金30
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31

　４カ月児・９カ月児健診　
司日時／10月２日㈮ 13：00までおいでください
司対象者／４ヶ月児／平成27年４月・５月生まれ
　　　　　９ヶ月児／平成26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
　３歳児健診　
司日時／10月29日㈭ 13：00までおいでください
司対象者／平成24年４月・５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15日㈭ 13：00までおいでください
司対象者
　①平成24年10月・11月・12月生まれ
　②平成25年２月・３月・８月・10月・11月生まれ
　③平成26年６月・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／10月13日㈫・26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７日㈬ ８：50～15：30
司対象者／平成28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27日㈮ 13：00までおいでください
司対象者／４カ月児／平成27年６月・７月生まれ
　　　　　９カ月児／平成27年１月生まれ
　１歳６カ月児健診　
司日時／11月26日㈭ 13：00までおいでください
司対象者／平成26年３月・４月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／11月19日㈭ 13：00までおいでください
司対象者
　①平成24年８月・９月生まれ
　②平成25年４月・５月・９月・12月生まれ
　③平成26年５月・７月・10月・11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）

11月の乳幼児健診日程

電話番号担当歯科医院期日
0238―23―0909米沢 金子歯科医院10月４日蚊
0238―24―2418米沢 みわき歯科医院10月11日蚊
0238―56―3888高畠 わたなべデンタルクリニック10月12日俄
0238―21―5533米沢ファミリー歯科・矯正歯科10月18日蚊
0238―62―2678小国 加藤歯科医院10月25日蚊

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
　　　　　緯86―2338

10月

休日歯科診療担当医院

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。 見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。


