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　暑い夏。エアコンなどで電力を多く消費します。そこでよく耳にする、節電。省エネ。
　夏を迎えるに当たり、「地球温暖化」を考えてみましょう。

住みよい地球を子どもたちに
－温暖化にブレーキを－

　太陽の光は、地表を暖めます。
　大気中の温室効果ガスは地表の熱を吸って逃が
さないので、地球は生物の生存に適した温度を保っ
てきました。（温室効果ガス：二酸化炭素、フロン
など）

　産業革命以降、人は多くの化石燃料を使用し、大
気中の温室効果ガスの濃度が高くなりました。
　そのため、地表・大気・海水の温度が上昇してい
ます。

　世界：1880年～2012年　＋0.85℃ 
　日本：1898年～2015年　＋1.16℃ 
　県内：1890年～2015年　＋1.2℃ （山形市）

　健康やゲリラ豪雨・豪雪被害、農産物など食卓や
産業にも及ぶ影響が、生活に現れ始めています。
　地球温暖化の防止は、未来の子どもたちをこのよ
うな環境問題から守るブレーキを踏むことです。

　
　県、町では、住宅用太陽光発電設備やペレットス
トーブなど自然エネルギーを家庭に導入する取り
組みに補助金を交付します。　
　詳細は問合せください。

　　◆太陽光設備に関すること
　　　役場住民税務課生活環境室　緯87－0514
　　◆木質ペレットに関すること
　　　役場農林振興課農林整備室　緯87－0526
　　◆住宅リフォームに関すること
　　　役場地域整備課建設室　緯87－0516
　　◆県の補助事業に関すること
　　　山形県エネルギー政策推進課　
　　　緯023－630－3279

削減量二酸化炭素削減の取り組み
－82 秋  お風呂は間隔をあけずに入浴
－77 秋  シャワーの使用を１分間短縮
－53 秋  エアコンは28℃を目安に設定
－48 秋  白熱球をＬＥＤランプに交換

－24 秋 
 炊飯機の保温を控え、不使用時はプラ
 グを抜く

－23 秋  冷蔵庫に物を詰め込みすぎない

－17 秋 
 エアコンのフィルターは月に１～２
 回清掃

－５ 秋  冷蔵庫の開閉する回数・時間を減少

－913 秋 
 太陽光発電装置や木質バイオマス燃
 焼機器などの再エネ機器を設置（太
 陽光発電の場合）
 秋数：１人１日当たり削減量の目安

※高齢者の方や小さい子どものいる家庭では、
無理のない室温調整を行ってください
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固定資産税・国保税
煙納期限／７月31日俄
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87－0512、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。

暮 ら し の 相 談 ７月
日時：21日晶　13：00～15：00
会場：町社会福祉協議会
問合せ先：町社会福祉協議会（緯72－3353）

心配ごと相談

日時：21日晶　13：00～15：00
会場：町社会福祉協議会
問合せ先：役場住民税務課（緯87－0514）

行 政 相 談

　予約申し込みが必要です。
◆日時／７月５日昌 9：30～1４：00
※予約は30分刻み
◆場所／長井市交流センターふらり
◆内容／厚生（老齢・障害）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・問合せ先／長井市市民相談セン
ター緯87―0682(平日８：30～17：00)

◆日時／７月26日昌９：30～11：30 
◆場所／町健康福祉センター
◆対象者／町内在住者で、在宅で高齢
者の介護をしている方
◆参加費／無料
◆テーマ／コツを覚えてらくらく介護
◆申込期限／７月18日昇
◆申込・問合せ先／担当のケアマネジャー、
町社会福祉協議会緯72－3353

　山形県と35市町村、そして経済団体
で組織する「やまがた出会いサポート
センター」は、結婚を希望する独身者
を応援するため、Webを活用し希望に
合う相手を検索・閲覧、１対１のお見
合いの申し込みができる会員制のマッ
チングシステムを運用しています。
　20歳以上でインターネット環境(パ
ソコンやスマートフォン)がある方な
ら、どなたでも登録できます（登録料
１万円、登録期間３年間）。
　「出会いの機会がない」、「本気で結婚
を考えている」という方、まずはホー
ムページをご覧ください。
　「やまがた  出会い」で検索。
◆問合せ先／出会いサポートセンター
事務所緯023―615―8755

年金事務所出張相談

家族介護教室 

　介護予防・健康づくりの推進を支え
る、地域のリーダーを養成します。
◆受講日程および場所
　①７月27日昭13：30～16：30(あ～す)
　②９月６日昌13：30～16：30(あ～す)
　③10月31日昇９：30～12：30
　　（町健康福祉センター）
　④11月15日昌９：30～12：30(あ～す)
◆受講対象／町内にお住まいのおおむ
ね60歳以上の方。また、原則として
４日間のカリキュラムを継続して受
講できる方

◆受講料／無料
◆申込・問合せ先／町社会福祉協議会
緯72－3353

◆募集戸数／１戸（１階）
◆募集期間／７月３日捷～７月７日晶
◆住宅情報／萩生3623番地３
焔間取り／３DK（６畳和室２室・4.5
畳和室１室・DK６畳）

焔家賃／38,000円※駐車場代は別
◆申込・問合せ先／役場地域整備課建
設室緯87－0516

◆受付期間
焔インターネット申込み
　７月11日昇午前10時～７月20日昭
焔郵送
　７月11日昇～７月14日晶
◆第１次試験日／９月10日掌
◆受験資格／平成29年４月１日時点
で高等学校卒業後２年以内の方およ
び平成30年３月までに高等学校を
卒業する見込みの方

◆問合せ先／山形地方裁判所事務局総
務課人事第一係緯023―623―9511

　医学が進歩した現在でも血液は、人
工的に造ることはできません。また、
血液は生きた細胞なので、長期間にわ
たって保存することもできません。献
血にご協力ください。
◆日時・場所
焔７月３日捷11：00～12：00・役場
焔７月23日掌13：30～15：30・めざ
みの里観光物産館

※献血カードをお持ちの方は持参くだ
さい。健康♡元気いいで町ポイント
事業の対象です

◆問合せ先／町健康福祉課緯86―2338

　司法書士は、「くらしの中の法律家」
として住民の権利保護に寄与します。
◆開催日時
　７月20日昭、８月17日昭、９月21
日昭、10月19日昭
　18：00～20：00
◆会場／山形県司法書士会
　（山形市小白川町一丁目16番26号）
◆相談方法／面談
◆相談料／無料
◆予約／不要
◆申込・問合せ先／山形県司法書士会
緯023－623－7054

　事前に電話で申し込んでください。
◆開催日時／７月５日昌16：30～
◆開催場所／山形大学人文社会科学部
２号館(山形市小白川町一丁目4-12)

◆内容／研究教育内容の紹介、入学者
選抜方法の説明、質問受け付けなど

◆申込・問合せ先／山形大学人文社会
科学部入試担当

　緯023－628－4207

献血にご協力ください 「飯豊はつらつ元気塾」
受講者募集

やまがた出会い
サポートセンターのご案内

いいでハイツの入居者を
募集します

平成29年度裁判所職員採
用一般職試験(高卒者試験)

司法書士無料相談所

山形大学大学院社会文化シ
ステム研究科 大学院説明会
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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 店月1772－2191佐 藤 管 工 業土１
75－2086髙 橋 工 務 店土2272－2191佐 藤 管 工 業日２
72－2191佐 藤 管 工 業日2375－2086髙 橋 工 務 店土８
72－2191佐 藤 管 工 業土2975－2086髙 橋 工 務 店日９
75－2086髙 橋 工 務 店日3072－2191佐 藤 管 工 業土15

72－2191佐 藤 管 工 業日16

◇説明会　
　予約不要で誰でも参加できます。
◆日時
焔第１回／７月16日掌10：00～12：00
焔第２回／８月26日松９：00～11：00
◆場所／あ～す２階会議室
◇募集
◆種目／①自衛官候補生
②自衛隊一般曹候補生
③航空学生
◆応募資格
①②平成30年４月１日時点で18歳以
　上27歳未満の男女
③平成30年４月１日時点で、高校卒業
以上で18歳以上23歳未満の男女
◆受付期間
①年間を通じて募集しています
②③７月１日松～９月８日晶
◆試験日／受け付け時にお伝えします
◇申込・問合せ先／自衛隊米沢地域事
務所緯0238―23―0011

自衛官採用説明会
および募集について

　これから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22日松９：00～16：30
◆会場／えくぼプラザ(南陽市赤湯
791-1)
◆申込方法／受講日の５日前まで、(一
社)山形県猟友会または西おきたま
猟友会に受講料を添えて申し込み

◆受講料／5,000円(テキスト代など
含む)

◆問合せ先／(一社)山形県猟友会
　緯023―624―0382

◆日時／７月14日晶13：00～15：00
◆場所／あ～す
◆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

平成29年度狩猟免許(初心
者)講習会を開催します

　労働保険料（労災保険と雇用保険）
の申告・納付期限は「７月10日捷」で
す。まだ手続きが済んでいない事業主
の方は、最寄りの金融機関（日本銀行
歳入代理店に限る）または労働基準監
督署で申告・納付の手続きを行ってく
ださい。
　なお、申告・納付期限の間際は労働
基準監督署の窓口および駐車場が大変
込み合いますので、申告書集合受付会
場で手続きを行ってください。
◆申告書集合受付
焔７月６日昭・７日晶９：30～15：00
　伝国の杜（米沢市丸の内1-2-1）
焔７月10日捷10：00～15：00
　長井市置賜生涯学習プラザ
◆申告書作成に当たっての問合せ先
　コールセンター緯0120－335－546
◆問合せ先／山形労働局総務部労働保
険徴収室（厚生労働省）

　緯023－624－8225

労働保険料の申告・納付
に関するお知らせ

　町民プールは子どもから大人まで利用できる無料の施設です。今年の
開放は下記の通りです。皆さんのご利用をお待ちしています。

◆期間／６月24日松～８月31日昭※８月13日掌は休み
◆留意点
・プールに入るときは水泳帽子が必要です
・利用のきまりを守り、監視員の指示にしたがってくだ
さい

・気象状況などによって利用できない場合があります
◆問合せ先／・町民プール監視員室☎72－3581
・町民総合センター「あ～す」☎72－3111

◆利用時間

学校利用  ８：30 ～ 15：30 
平日

一般開放15：30 ～ 17：30 

一般開放９：00 ～ 17：30 土・日曜日

※学校の夏休み期間中／７月27日昭～８月21日捷
は９：00～17：30まで一般開放です。ただし、
学校利用があるときはコース分けして使用します

町 民 プ ー ル 利 用 案 内

無料法律相談開催のご案内
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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

国民年金保険料を納めるのが困難なときは…

未納納付猶予一部免除全額免除納付納納納納納納納納納納付付付付付付付付付付・・・・・・・・・・免免免免免免免免免免除除除除除除除除除除・・・・・・・・・・未未未未未未未未未未納納納納納納納納納納にににににににににに納付・免除・未納によよよよよよよよよよよるるるるるるるるるる違違違違違違違違違違いいいいいいいいいいる違い
×

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

保険料免除・納付猶予の申請手続きを保険料免除・納付猶予の申請手続きを！！
【平成29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の納
付が困難なときは、申請をして日本年金機構から承認
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
合もあります。また、さかのぼって免除や猶予などの
申請が可能な期間は、申請時点から２年１カ月前の月
分までです。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。

毅対象となる方
　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。

◆納付猶予制度
　20歳以上50歳未満(平成28年度から対象年齢を拡
大)の方に限り利用できる制度です。

※平成27年度以前の期間にさかのぼって申請する場
合は、該当の期間に30歳未満の方が制度を利用でき
ます。

毅対象となる方
　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

【両制度の共通事項】
◆承認期間／７月から翌年６月まで
◆手続方法・必要書類／以下の物を持参し、役場住民税
務課住民室臼窓口で手続きをしてください。

　焔年金手帳　焔はんこ(本人署名の場合は不要)
　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)

　４月の“春うた”に続いて、７月に“夏うた”を歌
う集いを開催します。夏の歌、大好きな歌、懐かしい
歌、思い出の歌をみんなで楽しく歌いましょう。どな
たでも参加できますので、お気軽にご参加ください♪
◆日時／７月１日臥　14：00～16：00
◆会場／町民総合センター「あ～す」
◆講師／小松伸子 先生（指揮）、安部里美 先生（伴奏）
◆参加費／１人500円
◆申込・問合せ先／町民総合センター「あ～す」
　☎72－3111
※６月29日牙まで電話にて申し込みください

四季の歌“夏うた”を歌う集い

　「あ～す」図書室では夕方の開館時間を延長してい
ます。お仕事帰りなどにぜひご利用ください。
◆開館延長期間／９月30日臥まで
◆開館時間／火曜日～日曜日　９：00～19：00
※月曜・祝日は休館日です
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」図書室
　☎72－3111　

「あ～す」図書室からのお知らせ

町民総合センター「あ～す」
●休館日　毎月第４月曜日、祝日、年末年始
●問合せ先　緯72―3111

「あ～す」図書室臨時休館のお知らせ
　下記の期間、「第12回めざみの里カンタート」のた
め図書室を臨時休館とさせていただきます。
◆期間／７月８日臥、９日蚊　



●5

■平成29年５月10日以降に登録され
　た６月７日現在の町内求人情報を受
　け付け順に掲載しています。雇用の
　状況により、募集が停止されている
　場合があります。
■事業所によっては複数の職種の募集
　がありますが、掲載枠の関係上、一
　部省略しています。
■雇用形態は、正＝正規社員、非＝非
　正規社員、パ＝パート労働者で表記
　しています。
■詳しくは町ホームページか、ハロー
　ワーク長井にお問い合わせください。
◆問い合わせ先
　ハローワーク長井緯84―8609
　町商工観光課産業連携室緯87―0523

ハ ロ ー ワ ーハ ロ ー ワ ー クク

飯 豊 町 求 人 情飯 豊 町 求 人 情 報報

雇用形態職　　種事業所名
正・非 看護師・介護員【一般・大卒など】 (福)いいで福祉会
正 技術職・総合職【一般・大卒など】 サンリット工業㈱
正 清酒製造【急募】 若乃井酒造㈱
パ 子育てサポーターなど (特非)ほっと
パ 販売員 マルシチ米穀㈱
パ 貴金属の製作・加工【急募】 ㈱並木製作所 山形工場
パ 施設管理業務（受付・事務） ㈱ヤマコー コミュニティ事業部
非 金属精密部品の加工など ㈱佐竹製作所 山形工場
正 作業員 ㈲後藤農場
正 豚飼育作業員【急募】 ㈲大沢牧場
正 検査員、オペレーターなど ㈱大岸製作所 山形工場
正 建築大工【大卒など】 ㈱協和ハウス
パ ビジネスホテルフロント係 ㈱ホリエ HOTELSLOWVILLAGE
パ 園芸作業員 ㈲フラワーステーション山形

正・非・パ 介護支援専門員・ヘルパーなど (福)飯豊町社会福祉協議会
正 接客係・フロント ㈲いいで旅館
パ フロアスタッフ・調理補助 ㈲エルベ
非 金融共済窓口業務 山形おきたま農業協同組合
正 土木技師・重機運転手など 豊川建設㈱
正 配送・作業員・生産管理など ㈱レペック
正 一般建築塗装工 安部塗装所
非 警備員 ㈲光警備保障
パ 肉牛飼育作業員 農事組合法人白萩屋畜産

島国・キリバスの存亡危機
住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら

　
【らくらく筋トレ教室】
　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。この

機会に、楽しく手軽にできるトレーニ
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／月・火・木・金曜日（祝日は休館）
　９：00～12：00、13：00～16：30
残利用者の声・運動の成果
・70代女性(平成20年に利用登録。週
１回のペースで利用)
　自宅でもスクワットを取り入れて、

脚力強化に励んでいます。継続的なマ
シーンでのトレーニングと、自宅での
運動で全身の筋力が維持され、体内年
齢は20歳以上若くなりました。
　痩せていると脚の筋肉だけがつきや
すいのですが、全身に筋肉がついてバ
ランスのとれた体型を維持できている
ことは大変素晴らしいです。
◆申込・問合せ先
　・町社会福祉協議会内専用
　　緯86－2555
　・町健康福祉課福祉室
　　緯86－2233

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 教 室

　地球温暖化の防止は、未来の子たちを守ること。「かわ
いいキリバスの子に、『33年間なにをやっていたの』と言
わせられない。」と講師は語ります。キリバスと同じく、
日本も島国。キリバスの今をお知らせします。
◆美しい島々、文化、暮らしがあるキリバス共和国
◇人口　約11万人　　
◇陸地面積　約811k㎡　
◇経済水域　約355万k㎡
◇主な産業　漁業・コプラ
◇平均海抜は約２ｍ。本来は穏やかな赤道性気候
◆存亡への危機的な状況
陰極端な高潮被害・海岸浸食が多発。幅は首都タラワで平

均350ｍ。逃げ場はない。
隠道路に海水が冠水。これまでは数十年に１回の被害が、
今はわずか数か月に１回。
韻海水温度が上昇し、サンゴが死滅。海の生態系に影響し、
食料危機に。
吋3,000km先の台風の余波が押寄せる「サイクロンパム」
は、国家予算の６割に相当する被害に。
右あと33年で、首都タラワの25％～80％が海水に浸食さ
れると言われている。すでに移動を強いられる村もある。

　この姿は私たちの未来かもしれません。私たちの未来の
ために各家庭から温暖化にブレーキをかけ続けましょう。

～　６月５日県地球温暖化防止県民運動推進大会　記念講演より　～

日本



問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338第35回ゆり写生大会 ８：30～（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1

第29回いいで黒べこ祭り 11：00～（どんでん平ゆり園）日2
月3
火4
パパママ教室 ８：45～（長井市保健センター）
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）
キララ☆ヒップホップ教室 19：00～（中部地区公民館）

水5

中部地区スポーツの日 ９：00～（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6

４カ月・９カ月児健診 13：00～（健康福祉センター）金7
中部地区・中津川地区 児童の交流会 ９：30～（中津川地区内）
第12回めざみの里カンタート 13：00～（あ～す）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土8

中部地区分館連・育成会合同グラウンドゴルフ大会 ９：00～
（すわんぱ～く・中部地区公民館）日9

ゆり写生大会審査会 ９：30～（中部地区公民館）
レディース検診 13：15～（南陽検診センター）月10

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11
さわやかクラブ星の観察 18：00～（西部地区公民館）
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12

中部地区スポーツの日 ９：00～（中部地区公民館）木13
無料法律相談 13：00～（あ～す）金14
西部・中津川地区子ども会育成会キャンプ 13：30～
（手ノ子スキー場）～【16日】土15

日16
月17
中・黒沢地区総合健診 ７：30～（中部地区公民館）
きら☆びくす教室 19：00～（西部地区公民館）火18

中・黒沢地区総合健診 ７：30～（中部地区公民館）
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19

中・黒沢地区人間ドック ７：00～（南陽健診センター）
中部地区スポーツの日 ９：00～（中部地区公民館）
飯豊町農業委員会委嘱状交付式 ９：00～（役場）
飯豊町農業委員会総会 ９：30～（役場）
飯豊町農業委員会農地利用最適化推進委員委嘱状交付式
11：00～（役場）
幼児歯科健診 13：00～（健康福祉センター）
キララ☆ピラティス教室 19：00～（中津川地区公民館）

木20

心配ごと相談 13：00～（社会福祉協議会）
行政相談 13：00～（社会福祉協議会）金21

東部少年キャンプ 13：00～（飯豊少年自然の家）～【23日】
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土22

日23
茶やよっとごえ 14：00～（ケアハウスめざみの里）月24
しろあと教室開級式 10：30～（しらさぎ荘）
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25

キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）水26
中部地区スポーツの日 ９：00～（中部地区公民館）木27
萩生地区人間ドック ７：00～（南陽検診センター）金28
SNOWえっぐフェスティバル 13：00～（白川ダム湖岸公園）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土29

日30
月31

７月

　４カ月・９カ月児健診　
司日時／７月７日画　13：00までおいでください
司対象者／４カ月児／平成29年１月・２月生まれ
　　　　　９カ月児／平成28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20日牙 13：00までおいでください
司対象者／①平成26年３月・10月・11月生まれ
②平成27年２月・５月・８月・９月生まれ
③平成2８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／月曜日～金曜日（祝日除く）
司時間／８：30～17：00
司場所／健康福祉センター
司内容／妊娠届出時の健康相談
※随時交付しますが、保健師が不在の場合があり
ますので、必ず事前にお電話ください

司日時／７月５日我　８：50～11：40
司対象者／平成29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・９カ月児健診　
司日時／８月４日画 13：00までおいでください
司対象者／４カ月児／平成2９年３月生まれ
　　　　　９カ月児／平成28年９月生まれ
　３歳児健診　
司日時／８月31日牙 13：00までおいでください
司対象者／平成25年12月・平成26年１月・２月
生まれ

　幼児歯科健診　
司日時／８月17日牙 13：00までおいでください
司対象者／①平成26年８月・９月生まれ
　②平成27年３月・４月生まれ
　③平成28年４月・５月・７月・８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）

８月の乳幼児健診日程

電話番号担当歯科医院期日
0238－21－5838米沢 仁科歯科医院７月２日蚊
0238－47－3309南陽 斎藤歯科医院(宮内)７月９日蚊
0238－57－3211高畠 桜井歯科医院糠野目診療所７月16日蚊
　　　84－6616長井 鈴木歯科医院７月17日俄
0238－24－0118米沢 あさひ歯科医院７月23日蚊
0238－22－8148米沢 林歯科医院７月30日蚊

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。 ●6


