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町の奨学金制度のお知ら町の奨学金制度のお知らせせ

　町は、高校や大学へ進学する学生・生徒の皆さんを支援します。

◆申込資格／申し込み時点において次の全てを満た
す学生や生徒
焔町に住所のある世帯に属する方
焔高校・短大・大学またはこれらに準ずる学校などに
在学または在学見込みで、経済的理由により修学が
困難な方
焔所得要件を満たす世帯に属する方（詳しくは問い合
わせください）
◆貸与内容／学校などの種類に応じて、次の月額と入
学一時金を限度に貸与します
焔高等学校またはこれに準ずる学校
　月額２万円・入学一時金10万円
焔短期大学またはこれに準ずる学校
　月額２万５千円・入学一時金30万円

焔大学またはこれに準ずる学校
　月額３万円・入学一時金30万円
焔特別な研究修学を行う学校で、町長が特に認める場合
　月額５万円・入学一時金100万円
◆償還方法／卒業後１年は据え置き、２年目から10年
以内の均等償還。上位学校に進学した場合は償還の
延期が可能

◆申込方法／下記申込先で交付する指定様式（町ホー
ムページからダウンロードも可能）に必要書類を添
えて提出

◆受付期間／２月１日牙～３月23日画８：30～17：15
　※臥蚊華を除く
◆申込・問合せ先
　役場教育総務課学校教育振興室緯87－0519

◆問合せ先／役場住民税務課住民室 緯87－0511

◆国または地方公共団体の機関の請求による閲覧（住民基本台帳法第11条該当）

閲覧対象閲覧目的国または地方公共団体の名称月日

平成３年４月２日から平成11年
４月１日生まれの日本人男子自衛官募集事務のため自衛隊山形地方協力本部3.17

住民基本台帳法に基づき、平成29年中の「住民基本台帳の写し」閲覧者を公表します

灯油購入助成金支給のお知ら灯油購入助成金支給のお知らせせ
　町では、低所得世帯などの負担軽減を図るため灯油購入費助成事業を実施します。

◆対象要件
　町民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯
であって、次のいずれかに該当する世帯
　○障がい者世帯

・療育手帳の交付を受けている方が同居して
いる世帯

・身体障害者手帳等級１級または２級の方が
同居している世帯

・精神障害者保健福祉手帳等級１級または２
級の方が同居している世帯

　○高齢者世帯（65歳以上の高齢者のみ世帯）
　　年齢基準日：平成30年１月１日
　○１人親世帯
　※生活保護受給世帯は対象外です
◆助成金額／１世帯あたり5,000円
◆申請に必要なもの／はんこ、振込先の通帳
◆申請期限／３月30日画
◆申請・問合せ先／町健康福祉課福祉室
　☎86―2233
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国保税
煙納期限／２月28日我
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87－0512、87－05132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 ２月
日時：16日画　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：16日画　13：00～15：00
会場：あ～す
問合せ先：役場住民税務課（緯87－0514）

人 権 相 談

日時：16日画　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

◆募集人員／１名
◆受付期間／２月１日昭～16日晶
　８：30～17：15 ※松掌抄を除く
◆業務内容／水道料金などの徴収お
よび収納業務ほか（外勤あり）
◆応募資格
　普通自動車免許を有する方
◆決定方法
　書類選考。必要に応じて面接
◆雇用期間
　４月１日～平成3１年３月31日
◆勤務条件
・賃金／日額5,800円～6,000円
・勤務時間／８：30～17：00
・休日／土日祝日
※必要に応じて、時間外・休日勤務あ
り
◆待遇／社会保険・雇用保険に加入
◆応募方法
　役場地域整備課で配布する申込用
紙と履歴書に必要事項を記入して
下記に提出。申込用紙は町ホーム
ページからもダウンロード可
◆応募・問合せ先／役場地域整備課上
下水道室緯87－0515

◆日時／２月21日昌10：00～16：00
◆会場／水土里ネットやまがた
　（山形市松栄1-7-48）
◆内容／有機農産物認証制度の概要、
関係法令の解説、新規認定申請手続
きの方法と認定審査について、情報
提供
◆受講料／669円（資料代）
◆申込方法／ホームページから申込
書をダウンロードし、必要事項を記
入の上、FAX、郵便またはメールで
送付ください
◆申込期限／２月13日昇
◆申込・問合せ先／(公財)やまがた農
業支援センター有機農産物担当・加
藤、安達緯023－642－2905

　詳細は問い合わせください。
◆県営住宅
　飯豊アパート（萩生3893-3）
◇募集戸数／２戸
◇間取り／６畳＋６畳＋4.5畳+ＤＫ
◇家賃／14,900円～29,300円
◇募集期間／２月１日昭～７日昌
◇入居可能時期／３月下旬
◆申込先／置賜総合支庁西置賜地域
振興局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

　事前に連絡の上ご利用ください。
◆相談時間／10：00～15：00

　２月16日晶から確定申告が始まり
ます。申告期限が近づくと大変混み合
いますので、早めに申告を行ってくだ
さい。
　また、申告書作成会場は大変混雑し、
長時間待つ場合があります。国税庁
ホームページの「確定申告書等作成
コーナー」を利用し、印刷して郵送な
どによる提出をお勧めします。
　なお、期間中は税務署周辺の道路が
渋滞することがあります。できるだけ
公共交通機関などを利用ください。
◆開設期間／２月16日晶～３月15
日昭　※松掌除く

◆注意事項／会場では、「手引き」や
「パソコン」を利用して、自身で申
告書を作成します。

　　譲渡所得や贈与税については、担
当者が不在になる日もあるので、事
前に電話で確認ください

◆問合せ先／長井税務署緯84－1810

　多様な勤務形態や勤務場所を知っ
てもらい、退職後もご自身のライフス
タイルに合わせた働き方ができるよ
う支援します。
◆日時／２月24日松13：30～15：30
◆会場／県看護協会会館
　（山形市松栄1-5-45）
◆内容
斬講義／再就職に役立つ履歴書・職務
経歴書の書き方、多様な働き方と
ナースセンターの活用術
斬個別相談会
◆対象者／退職（予定も含む）もしく
は未就業の看護職

◆参加費／無料（県看護協会ホーム
ページから所定の用紙をダウン
ロードし記入の上、FAXまたは電話
で申し込み）

◆申込・問合せ先／県ナースセンター
緯023－646－8878

県営住宅（飯豊アパート）
入居者募集

東北税理士会長井支部
無料税務相談

有機農産物認証制度講習会
のご案内

会場担当税理士期日
長井税理士法人
（長井市館町南）
緯88－9159

金田和夫

2月７日
昌

須貝税理士事務所
（長井市新町）
緯84－2505

須貝周一

長沼税理士事務所
（飯豊町椿）
緯72－2400

長沼安義

仁科税理士事務所
（長井市台町）
緯88－5601

仁科孝

2月８日
昭

坂本税理士事務所
（長井市台町）
緯080－5570－6903

坂本英俊

須貝税理士事務所
（長井市新町）
緯84－2505

植木英夫

渡邉税理士事務所
（長井市台町）
緯87－0057

渡邉美津夫

2月９日
晶

須貝税理士事務所
（長井市新町）
緯84－2505

奈良崎幸司

海老名税理士事務所
（白鷹町十王）
緯85－4548

海老名信乃

各税理士事務所、
長井税理士法人全 会 員2月23日

晶

長井税務署に確定申告書
作成会場を開設します

「プラチナナース研修会」
開催のご案内

町水道料金などの
徴収員募集
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2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1775－2086髙 橋 工 務 店土３
72－2191佐 藤 管 工 業日1875－2086髙 橋 工 務 店日４
72－2191佐 藤 管 工 業土2472－2191佐 藤 管 工 業土10
75－2086髙 橋 工 務 店日2572－2191佐 藤 管 工 業日11

75－2086髙 橋 工 務 店月12

　病院や福祉施設で患者さんたちと
の触れ合いを通して、命や医療、看護
について考えてみませんか。一般の方
が看護の仕事を体験できます。
◆募集対象／一般の方
◆体験期間／５月６日掌～５月19日
松のうち体験施設が指定する日

◆体験施設／病院・診療所、福祉施設、
訪問看護ステーションなど

◆申込期間／２月５日捷～23日晶
◆申込・問合せ先／県看護協会ふれあい
看護体験担当緯023―685―8033

◆日時／２月21日昌～22日昭
　９：15～16：00
◆会場／県立山形職業能力開発専門
校（山形市松栄2-2-1）
◆受講対象者／もっと売れる自分を
目指す方、営業マンを育てたい方

◆費用／受講料6,000円、教材代4,000円
◆応募締切／２月７日昌（定員15名）
◆申込方法／ホームページ、または所
定の申込用紙を請求の上、郵送か
FAXで申し込みください

◆申込・問合せ先／県立山形職業能力
開発専門校能力開発支援課

　緯023―644―9227

　沖縄に近い南の島「ヨロン島」のサ
ンゴ礁の海と美しい自然の中で、全国
から参加する仲間との共同生活など
を通して友だちづくりの楽しさを知
り、積極的にチャレンジする心を養い
ます。また、在日外国人小学生と活動
することで、国際感覚を身に付ける第
一歩とします。詳細は問合せください。
◆期間／３月26日捷～４月１日掌
◆場所／鹿児島県大島郡与論町
◆申込締切／３月５日捷
◆申込・問合せ先／(公財)国際青少年
研修協会緯03―6417―9721

第42回「ちびっこ探検学校
ヨロン島」参加者募集

受講者募集
「売れる自分の育て方」

◆日時／２月10日松　受付８：30～
◆会場／町営手ノ子スキー場
◆参加料／講習検定料と公認料が必要
です（詳細は問い合わせください）
◆申込方法／当日、手ノ子スキー場か
もしかロッジで受け付けます
◆問合せ先／町社会教育課生涯学習
振興室☎ 72－3111

◆日時／２月３日松　13：30～
◆場所／伝国の杜（米沢市）
◆対象
　置賜地域の新入学児童と家族
◆内容／歌やぬいぐるみショーなど
のアトラクション
◆参加料／無料
◆申込・問合せ先／山形新聞米沢支社
　緯0238－23－3222

　家畜伝染病予防法の規定に基づき、
飼っている家畜の頭数や管理状況な
どの報告が義務付けられています。
◆報告者／「対象動物」を１頭でも所
有している方
※ペットや学校などでの飼育も含む
◆対象動物／牛、水牛、鹿、めん羊、
山羊、豚（ミニブタ含む）、イノシ
シ、馬（ポニー含む）、ニワトリ
（ウコッケイ、チャボ含む）、ウズラ、
アヒル、キジ、ダチョウ、ホロホロ
鳥、七面鳥
◆その他／前年に報告された方には、
１月末に報告用紙が送付されます。
新しく飼育を始められた方や飼育
しているのに報告書が届かない方
は、ご連絡ください
◆報告期限／２月９日晶まで提出
◆報告先／役場農林振興課農業振興室
緯87－0525
◆問合せ先／置賜家畜保健衛生所
　緯0238－43－3217

2018新入学おめでとう
おきたま大会

　入場無料です。
◆日時／２月16日晶13：30～
◆場所／中部地区公民館
◆講師／週刊チャコールタイムス編
集発行人　杉山博雅氏

◆展示会／同会場で13：00～16：00
に出品物展示を行います

◆申込・問合せ先／置賜総合支庁森林
整備課緯0238－26－6065

　例年、年度末は自動車の検査や登録
の手続きが集中し、窓口が大変混み合
います。
　自動車の継続検査（車検）や、移転
登録（名義変更）、抹消登録などの登
録手続きは早めに済ませてください。
　登録手続きに必要な書類などの案
内は、山形運輸支局のホームページ
（山形運輸支局で検索）の利用が便利
です。
◆問合せ先／山形運輸支局
　緯050－5540－2013

　公立置賜総合病院では、より行き届
いたサービスを患者へ提供するため、
お手伝いいただけるボランティアを
募集しています。
◆活動内容
　院内で患者の誘導や案内。図書やパ
ンフレットの整理整頓。再来受付機
や自動精算機の操作援助。車椅子患
者への援助。車椅子の清掃や点検な
ど

◆活動時間
　平日約３時間。週１回程度
◆その他／年齢性別不問。交通費は自
己負担です。活動前に研修がありま
す

◆申込・問合せ先
　公立置賜総合病院総務企画課総務係
緯0238―46―5000

家畜の飼養に関する
定期報告

スキージュニアバッジテスト
・級別テスト

自動車の検査・登録手続き
はお早めに

山形県木炭講演会と
山形県木炭品評会出品物展示

公立置賜総合病院の
ボランティア募集

ふれあい看護体験
参加者募集
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◆問合せ先／役場住民税務課住民室緯87―0511

　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、効き目や安全性が厚生労働省から認められている薬です。また、価格が３～６割程度安いのが特徴です。

◆ジェネリック医薬品とは

　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・販売されていない場合もあります。

◆ジェネリック医薬品を希望する場合は

　国民健康保険の方で、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、差額がある方
へ２月上旬に「お知らせ」を送付します。「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に関する通知について

　あ～す図書室では、楽しいおはなしや工作を用意し
て皆さんの参加をお待ちしています。参加無料です。
◆日時／３月10日臥　10：30～11：30
◆会場／町民総合センター「あ～す」多目的ホール
◆対象／おおむね３歳から小学校３年生程度の児童と
その保護者の方

◆内容
斬「おはなしをきこう！」
　～大型絵本など、楽しいおはなしがいっぱい～
斬「つくってみよう！」
　～みんなで簡単な工作をしてみましょう～
◆申込方法／２月28日我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♪

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

音楽にかかわる活動団体メンバー募集
　「あ～す」では、以下の団体へご参加いただける方を
募集しています。新年を機に、音楽などの活動に触れ
てみませんか？興味のある方は「あ～す」までお気軽
にご連絡ください。
★「あ～す」イベント企画推進スタッフ／あ～すイベ
ントの企画推進
★出羽之国飯豊山白流太鼓保存会／和太鼓演奏団体
★めざみキッズ ＋ ！／創作ミュージカル活動団体

 プラス

★コラール・ド・めざみ／女声合唱団
★ゆりコーラス／女声合唱団
★プロージット／男声合唱団
★ミルキーウェイ／少年少女合唱団
★コンチェルティーノアミーチ／吹奏楽団
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」緯72―3111



●5

■平成29年12月７日以降に登録され
　た１月11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、派＝
　有期雇用派遣で表記しています。
■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
正フロントサービス【急募】㈱飯豊町地域振興公社
パ(臨)サービス係㈱飯豊町地域振興公社
正一般建築塗装工安部塗装所
正運転手（10ｔまたは４ｔ）㈲菊地工業
正販売・店舗運営職㈱コメリ
正ロボットオペレーター　ほか㈱大岸製作所　山形工場
正MCオペレーター、検査員など㈱大岸製作所　山形工場
派(派)車載用ブザーなどの組立・検査㈱テクノ・サービス　山形営業所
正木材加工スタッフ㈲渡部製材所
正技能職【３月１日入社】マルコンデンソー㈱
正品質保証、組付設備保全、生産技術マルコンデンソー㈱
非(請)調理員㈱メフォス北日本
正生活支援員・就労支援員(福)すぎな会　福祉支援センターすぎな
パ(請)管理事務所内の清掃・給食業務㈱長陵
正造園土木作業員（見習い可）㈱伊藤造園土木
正作業員、建築施工管理技士など樋口建設㈱
正生産管理事務、検査員、ボール盤工㈱レペック
正スタンド業務、ローリー配達㈱梅津商店
正金属精密部品の加工および関連作業など㈱佐竹製作所　山形工場
非生産管理補助、事務補助など㈱佐竹製作所　山形工場
パ金属精密部品検査・出荷関連作業など㈱佐竹製作所　山形工場
正土木施工管理技士および配管工㈱佐藤管工業

●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
・65歳男性（平成29年12月登録）
　町から65歳を対象とした「らくらく
筋トレ教室無料券」が届いたことが
きっかけで、見学をしてから登録しま

した。
　以前からロードバイクや登山などし
てアクティブなことが趣味です。冬期
間はなかなか運動ができない状況の中
で、筋トレ教室は体力づくりをするた
めの環境が整っているし、指導員が常
駐しているということもあり通い始め
ました。
　この機会に、妻も一緒に体力づくり
に励んでいます。
◆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

住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら
冬の省エネ県民運動

　左記の例などに取り組み、以下の方法で報告すると、抽
選で素敵な賞品（省エネ賞）が当たります。また、昨年同
月と比較して、電気使用量を削減した場合には「節電特別
賞」にも応募できます。詳細は問合せください。
◆賞品の例／さくらんぼ東根温泉ペア宿泊券、カラープリ
ンター、電子辞書、ノック式ボールペン　ほか
◆報告の方法／ホームページ（「県民省エネ節電所　山形
県」で検索）または役場住民税務課生
環境室に備え付けのハガキで報告
◆報告期限／２月28日昌（３月抽選）
◆問合せ先／県地球温暖化防止活動
　推進センター緯023―679―3340
　役場住民税務課生活環境室
　緯87―0514

　県では、冬の省エネ「家庭のアクション」を実施中です。
地球温暖化の原因となる温室効果ガス排出量の削減のため、
家庭から、冬の省エネを実践しましょう。
◆取組みの例
斬電気カーペットの設定温度を低めにする。（強→中・弱へ）
斬電化製品を買い換えするときは、省エネタイプのものを選ぶ
斬電気ポットを長時間使用しないときは、プラグを抜く
斬暖房の使用時間を１時間減らす。
斬こたつは、上掛け布団と敷き毛布を合せて使う
斬暖房は、20℃設定またはいつもより１℃下げる
斬太陽光発電や木質バイオマス燃焼機器などを設置する
斬輸送エネルギーが少なくなるよう、できる限り地元産品
を使う
斬早寝早起きを実践する　　など25項目

家庭から「アクション＝行動」！

ペレットストーブ



かもしかクラブ交通安全ぬりえ展 ８：30～（あ～す）～【15日】木1
４カ月・９カ月児健診 13：00～（健康福祉センター）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）金2

いいで黒べこ「冬の陣」第弐陣 18：30～（物産館）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土3

キララ☆親子スキー教室 ９：30～（手ノ子スキー場）
東部地区子ども会育成会雪中ゲーム大会 9：30～（東部地区公民館前）
冬の郷土料理勉強会「１」 10：00～（白椿地区公民館）
西部スキー教室 13：30～（手ノ子スキー場）

日4

月5
火6
パパママ教室 ８：45～（長井市保健センター）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）水7

木8
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）金9

スキージュニアバッジテスト・級別テスト ９：00～
（手ノ子スキー場）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土10

キララ☆親子スキー教室 ９：30～（手ノ子スキー場）
冬の郷土料理勉強会「２」 10：00～（白椿地区公民館）日11

月12
火13
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）水14
幼児歯科健診 13：00～（健康福祉センター）木15

人権なんでも相談 13：00～（あ～す）
心配ごと・行政相談 13：00～（町社会福祉協議会）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）

金16

土17

第53回町民スキー大会（兼）第33回町小学校スキー大会
 8：30～（手ノ子スキー場）
スキー子どもの日 ９：00～（手ノ子スキー場）

日18

月19
火20
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）水21
１歳６カ月児健診 13：00～（健康福祉センター）木22

飯豊町農業委員会総会 ９：30～（役場）
飯豊町農業担い手研修会並びに農業委員との意見交換会
15：00～（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）

金23

中津川雪祭り 14：00～（旧中津川小中学校グラウンド）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土24

西部スキー教室閉講式 11：30～（西部地区公民館）日25
月26
男の料理教室 ９：30～（健康福祉センター）火27
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）水28

２月

　４カ月児・９カ月児健診　
司日時／２月２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８月・９月生まれ
　　　　　９カ月児／平成29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、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／２月22日牙 13：00までおいでください
司対象者／平成28年６月・７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、２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／２月15日牙 13：00までおいでください
司対象者／①平成26年９月生まれ
②平成27年３月・４月生まれ
③平成28年３月・４月・５月・10月・11月生まれ
④平成29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／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／２月７日我 ８：50～15：30
司対象者／平成30年６月・７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／３月９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10月生まれ
　　　　　９カ月児／平成29年５月生まれ
　３歳児健診　
司日時／３月１日牙 13：00までおいでください
司対象者／平成26年７月・８月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／３月15日牙 13：00までおいでください
司対象者
①平成26年12月生まれ
②平成27年１月・６月・７月・10月・11月生まれ
③平成28年１月・２月生まれ
唄平成29年３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）

３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

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


