
　平成30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繰0520

　　試験案内、申込書およびエントリーシートは、６月１日画から役場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。

６月６日我から６月26日峨まで（土・日曜日を除く）８：30～17：15受付期間

第１次試験は８月中旬、最終合格者発表は９月下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31年４月１日です。看護師
については、平成30年10月１日採用予定です。

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繰0520

申込・問合せ先

試験会場試験内容試験日程

町民総合センター
「あ～す」

教養試験・作文試験・職場適応性検査
専門試験（上級土木・看護師・保育士）

７月22日掌第1次試験 

　※第１次試験合格者
　　にのみ通知

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

平成元年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた方（学歴不
問）。または、平成９年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法
による大学（短大を除く）を卒業した方（平成31年３月までに卒
業見込みの方を含む）

若干名 一般枠
上級行政
上級土木 昭和54年４月２日から平成元年４月１日までに生まれた方で、民

間企業などでの職務経験が平成31年３月31日時点で、５年以上あ
る方（アルバイト・パートタイム職員を除く）

若干名 社会人
経験枠

昭和49年４月２日以降に生まれた方で、看護師免許を有し、看護
師としての実務経験年数が３年以上ある方若干名 看護師

昭和49年４月２日以降に生まれた方で、保育士または幼稚園教諭
資格を取得しているか、本年度資格取得見込みの方若干名 保育士
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住民税
煙納期限／７月２日俄
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：15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：１日画　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：15日画　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）

行 政 相 談

　詳細はお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／３戸（うち２戸単身可）
◇間取り／6畳＋6畳＋4.5畳+ＤＫ
◇家賃／14,900円～29,300円
◇募集期間／６月11日捷～15日晶
◇入居可能時期／８月上旬
◆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繰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

　６月１日晶から30日松は、土砂災害
防止月間です。梅雨の長雨により地す
べりやがけ崩れなどの土砂災害が発生
しやすくなります。命を守るために土
砂災害に備えましょう。
◆問合せ先
　役場地域整備課建設室緯87繰0516

◆山形県警察官募集（警察官Ａ区分）
◇受験資格／昭和58年４月２日から
平成13年４月１日までに生まれた
方で学校教育法による大学（同等と
認めるものを含む。短期大学を除く）
を卒業した方、または平成31年３月
31日までに卒業見込みの方
◇受付期間／６月18日捷まで
◇第１次試験日／７月８日掌
◇問合せ先／長井警察署緯84繰0110
◆県警就職ガイダンス(参加申込受付中)
◇日時／６月16日松13：00～16：45
◇会場／山形県警察学校
◇申込方法／県警採用ダイヤル緯023
　繰625繰0871またはインターネット
による電子申請　

　詳細はお問い合わせください。
◆募集人員／５名
◆勤務期間／６月中旬～９月上旬
◆申込期限／６月８日晶
◆申込・問合せ先／町社会教育課生涯
学習振興室緯72繰3111

　未組織勤労者または貸付共済制度を
有しない事業所で働く勤労者に対して、
低利で融資を行う制度です。詳しくは
町ホームページをご覧ください。
◆対象者／町内に在住する勤労者また
は町内の事業所で働く方
※ほかにも条件があります
◆資金使途区分／生活資金、教育資金、
福祉資金、自動車資金
◆融資条件
斬融資限度額／100～300万円
斬融資期間／７年または10年以内
斬融資利率／年1.25％～年2.75％
※年0.6％の利子補給あり
◆申込方法／融資をご希望の方は、東
北労働金庫長井支店にて申込手続を
行ってください
◆問合せ先／役場商工観光課産業連携室
緯87繰0523

◆募集戸数／１戸（３階）
◆募集期間／６月４日捷～８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／３階38,000円
焔駐車場代／2,160円（１区画１カ月あたり）
◆入居可能時期／７月上旬以降
◆申込・問合せ先／役場地域整備課建
設室緯87－0516

◆募集職種／陰助産師、隠看護師、
　韻薬剤師、吋作業療法士、右言語聴
覚士、宇診療放射線技師、烏管理栄
養士、羽臨床工学技士、迂行政職
（上級）、雨行政職（医療・福祉系）

◆採用予定人員／陰・韻～雨若干名、
　隠14名程度
◆採用予定年月日／平成31年４月１日
◆試験期日／陰～羽：７月８日掌、迂・
雨：７月22日掌

◆試験会場／公立置賜総合病院
◆受付期間／６月27日昌まで必着
◆試験案内の配布／置賜広域病院企業
団で配布するほかホームページから
も印刷できます。役場総務企画課で
も配布します。

◆その他／受験資格などの詳細はお問
い合わせください

◆問合せ先／置賜広域病院企業団総務
企画課職員係緯0238繰46繰5000

　生産量日本一を誇る山形のさくらん
ぼ。その最盛期に、さくらんぼを主役
にした第７回「日本一さくらんぼ祭り」
が開催されます。詳しくは「日本一さ
くらんぼ祭り」ホームページをご覧く
ださい。
◆日時／６月23日松10：00～17：00、
　24日掌10：00～16：00
◆会場
斬山形県郷土館「文翔館」（両日）
斬山形市役所前大通り（両日）
斬山形市七日町大通り（23日のみ）
◆その他／山形県庁からシャトルバス
（片道100円、未就学児無料）を運
行します

◆問合せ先／日本一さくらんぼ祭り実
行委員会緯023繰630繰2373

町民プール監視員募集置賜広域病院企業団
職員採用試験

いいでハイツの入居者を
募集します

県営住宅入居者募集

飯豊町勤労者生活安定資金
融資のお知らせ

山形県警察本部からの
お知らせ

土砂災害防止月間

第７回
「日本一さくらんぼ祭り」
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６月の土・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 店日1772－2191佐 藤 管 工 業土２
75－2086髙 橋 工 務 店土2375－2086髙 橋 工 務 店日３
72－2191佐 藤 管 工 業日2475－2086髙 橋 工 務 店土９
72－2191佐 藤 管 工 業土3072－2191佐 藤 管 工 業日10

72－2191佐 藤 管 工 業土16

子小後援会／ヘルメット（入学児童分）
【飯豊中学校へ】

◎二瓶幸浩さん／サイネリア（10鉢）
◎宇津峠部会／宇津峠の史跡(３冊）、
宇津峠の樹花・宇津峠の草花（１冊）
◎牛澤敏宏さん／書棚（２台）
◎卒業生一同／大型スクリーン（１台）
◎学校後援会／デジタルカメラ（10
台）、図書バーコードシステム（１式）、
スリッパ（70足）

【町内全幼児施設へ】
◎トヨタ叙社会貢献推進部
幼児交通安全紙芝居
【飯豊わくわくこども園幼児部へ】
◎㈲アグリメントなか／いちご（１茜）
◎卒園児保護者一同／和太鼓（１張り）
◎東北内航海運組合／絵本(１冊)

【つばき保育園へ】
◎卒園児保護者一同／バルーン（１式）、
カラーコーン（２本）
◎島田章久さん／砂場用ダンプ(２台)
◎遠藤貞子さん／折り紙細工（70個）
◎二瓶幸浩さん／花鉢（６鉢）
◎伊藤昭一さん・伊藤綾子さん
　ペン立て、鍋敷き（各10個）
◎渡辺豊子さん／キーホルダー（10個）

【添川児童センターへ】
◎卒園児保護者一同／キャンピングト
ロッコ(１台)、砂場用バケツ（８個）、
シャベル（10本）

【手ノ子幼稚園へ】
◎伊藤悟さん／白米(３升)
◎小関惠子さん／みそ餅(３0切れ)
◎卒園児保護者一同／ＣＤラジカセ(１台)
◎二瓶幸浩さん／鉢花（３鉢）

【こどもみらい館へ】
◎二瓶幸浩さん／鉢花（３鉢）

【椿駅へ】
◎長谷川清さん／生け花（１式）

【東部地区公民館へ】
◎齋藤徹さん／写真(多数)
◎小池しづゑさん／生け花(２回)

【西部地区公民館へ】
◎井上仁弥さん／花苗(多数)

【中津川地区公民館へ】
◎長谷川清さん／生け花(１式)
◎鈴木八重子さん／スミレ鉢(１式)
【町内全小・中学校、幼児施設へ】
◎㈲アグリメントなか／啓翁桜

【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）
◎保険会社各社／ワッペン（入学児童分）
◎町防犯協会各支部／防犯ブザー(入学児童分)
◎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）
◎日本マクドナルド㈱／防犯笛（入学児童分）
◎モンテディオ山形／リフレクターバ
ンド（入学児童分）

【第一小学校へ】
◎交通安全協会中部支部
　黄色の帽子(入学児童分)
◎卒業生一同
デジタルカメラ（２セット）

◎学校後援会／楽器・クロスカント
リースキーセット（１式）

【第二小学校へ】
◎二瓶幸浩さん／サイネリア（10鉢）
◎髙橋利郎さん／畑の堆肥
◎田中清さん／実習田の貸与
◎長沼新聞店／文房具セット(入学児童分)
◎交通安全協会中部・西部支部
　黄色の帽子（入学児童分）
◎㈲渡部製材所／学習用鉛筆

【添川小学校へ】
◎交通安全協会東部支部／黄色の帽子
(入学児童分)

【手ノ子小学校へ】
◎長沼新聞店／文房具セット(入学児童分)
◎交通安全協会西部・中津川支部、手ノ

　平成30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。

【第二小学校へ】
◎安全見守り／白椿子どもネット「安
全パトロール隊」の皆さん

◎読み聞かせ／手塚娃子さん、樋口典
子さん

【添川小学校へ】
◎昔語り／勝見政子さん
◎英語活動指導／茂木栄子さん
◎講話／横山雅弘さん、舩山寿一さん、
遠藤純雄さん

【手ノ子小学校へ】
◎読み聞かせ／あ～すまいり～ず

【町内全幼児施設へ】
◎節分行事補助／飯豊ライオンズクラブ

【飯豊わくわくこども園へ】
◎読み聞かせ／あ～すまいり～ず

（幼児部へ）
◎畑整備／樋口建設㈱

【手ノ子幼稚園へ】
◎読み聞かせ／あ～すまいり～ず

【こどもみらい館へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、あ～す
まいり～ず

　平成30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】
◎東北電力叙長井営業所／ＬＥＤ街路
灯（７灯）

◎叙ユアテック米沢営業所／ＬＥＤ街
路灯取付工事（４灯）

【町民総合センターへ】
◎長谷川清さん／生け花（１式）
【介護老人保健施設「美の里」へ】
◎佐々木敦子さん／雑巾(14枚)
◎飯豊町婦人会／タオル(10枚)、雑巾（12枚）

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

「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30年２月～４月
　1,333件／17,855,000円
斬平成29年度合計
　17,161件／232,061,011円
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　次代を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として、町内に住所がある方で、中学校修了前の児童を
養育し、生計を同じくする父母などに対して児童手当を支給しています。

◆支給期間／お子さんが中学校を修了するまで
◆支給額

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以
上の場合は、特例給付として月額5,000円を支給

※第１、２、３子などの数え方は、18歳到達後の最
初の３月31日までの間にあるお子さんの出生順

◆支給時期／原則として、毎年６月、10月、２月に
それぞれ前月分までの手当を指定された金融機関
の受給者名義口座に振り込み、支給します。今年
の６月の手当支給の場合は、２月～５月分の児童
手当を８日晶に指定された金融機関の受給者名義
口座に振り込みます

◆手続き／児童手当を引き続き受けるためには、毎
年６月に現況届の提出が必要です。児童手当を受
給している方には６月上旬に現況届を送付します。

　提出は６月29日晶までです。お早めに提出してです。お早めに提出してく
ださい　ださい。

　　なお、５月以降新たに児童手当の新規申請（認
　定請求）をされた方は、現況届の提出は必要あり
　ません。
◆手続き場所
　《役場受付》
　▽期限／６月８日晶～29日晶まで(土・日を除く)
　▽時間／８：30～17：15
　▽場所／役場１階　教育総務課子育て支援室
　※毎週月曜日と金曜日に延長窓口を行っています。
　　当日の13：00までに予約いただくと18：30ま
　　で受け付けします。下記問合せ先までご予約く
　　ださい
　《臨時受付》
　▽期日／６月2４日掌
　▽時間／９：00～17：00
　▽場所／町民総合センター「あ～す」２階会議室
　※郵送による届け出は受け付けできません
　※詳しくは、現況届に同封の案内をご覧ください
　※当日の午前中、

「あ～す」駐車
場で消防操法大
会が行われます。
駐車をする際は、
「あ～す」北側
駐車場またはつ
ばき保育園駐車
場をご利用くだ
さい。

◆手続き／お子さんが生まれたときやほかの市区町
村から転入したときは、「認定請求書」を提出する
ことが必要です(公務員の方は勤務先で手続き)。
認定請求書は出生により受給資格が生じた日の翌
日から15日以内に申請が必要です。

　　認定を受ければ原則として、申請された月の翌
月分から支給されます
◆持ち物
　焔はんこ（シャチハタ不可）
　焔健康保険被保険者証の写し(受給者がサラリー
　マンなどの被用者のみ）

　焔請求者名義の金融機関の通帳
　焔マイナンバーカードまたは通知カード
※このほかにも、請求者と児童が別居している場合
などは、必要に応じて提出いただく書類がありま
す。

引引引引引引引引引引きききききききききき続続続続続続続続続続きききききききききき児児児児児児児児児児童童童童童童童童童童手手手手手手手手手手当当当当当当当当当当をををををををををを受受受受受受受受受受給給給給給給給給給給さささささささささされれれれれれれれれれるるるるるるるるるる引き続き児童手当を受給される方方方方方方方方方方方

出出出出出出出出出出生生生生生生生生生生やややややややややや転転転転転転転転転転入入入入入入入入入入でででででででででで新新新新新新新新新新規規規規規規規規規規にににににににににに児児児児児児児児児児童童童童童童童童童童手手手手手手手手手手当当当当当当当当当当をををををををををを受受受受受受受受受受給給給給給給給給給給さささささささささされれれれれれれれれれるるるるるるるるるる出生や転入で新規に児童手当を受給される方方方方方方方方方方方

児童手当の額（１人当たり月額）児童の年齢

 一律15,000円 ３歳未満

 10,000円
（第３子以降は15,000円）

 ３歳以上 
　 小学校修了前

 一律10,000円 中学生

◆問合せ先／役場教育総務課子育て支援室
　☎87―0518

児 童 手 当 の ご 案 内



●5

～ 「音楽のまち」飯豊町に５人の先生がやってくる ～
　５人の豪華音楽講師陣と全国各地から集まった合唱団による音楽の祭典“めざ
みの里カンタート”。町民総合センター「あ～す」を会場に、７月７日臥・８日蚊
の２日間にわたり町中に音楽をお届けします。

餌 営叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡

餌
営

叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡

餌
営

叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡

餌営 叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡

◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」緯72―3111

♪「カンタート」とは、合唱のためのコンサート・講習会・公演などを行うイベントのことです
　音楽界の第一線で活躍されている５人の講師をお迎えして合唱の表現技術を学ぶ内容で、毎年飯豊
町内外から大勢の方に参加いただいている人気のイベントです。
　すぐに合唱に 活 かすことができる発声法を学ぶ「いい声」「もっといい声」講座や、参加者が男声・

い

女声のパートに分かれて『きぼうの桜』を歌う「みんなで歌おうコーナー」、栗友会合唱団による演奏
のコーナーなど、合唱が好きな方ならどなたでも参加いただけます。ぜひご来場ください。

１日目　７月７日賞
　受　付13：30
　開講式14：00
　めざみの里カンタートにあたり一言
≪飯豊町芸術文化振興専門員：村田さち子≫ 14：15

　講演「女性と音楽」
     ≪講師：池辺晋一郎≫14：20

　休　憩15：20
　How to 指揮　　　   ≪指揮：栗山文昭≫ 15：35
　休　憩16：45

　「いい声」講座           ≪講師：横尾佳子≫17：00

　パーティー会場へ移動17：45
　ザ・パーティー受付18：15

　ザ・パーティー(がまの湯温泉いいで旅館)
　講師の先生方や全国の仲間との新しい出会
い、そして再会に乾杯！コーラスと飯豊の幸
を大いに楽しみましょう。もしかすると池辺
先生のピアノ演奏も聞けるかも…お楽しみ
に！

18：30  料金／一般　6,000円(２日間)、4,000円(１日間)
　　　 大学生以下　2,000円(２日間)、1,000円(１日間)
　　　 ザ・パーティー参加費　5,000円
 ※一般受講料については、ザ・パーティー参加や町内宿泊によ
り特典があります。詳しくはお問い合わせください。

　「もっといい声」講座　≪講師：横尾佳子≫   9：00
　休　憩10：00

　How to コーラス　　　
  ≪講師：池辺晋一郎、栗山文昭、村田さち子、横尾佳子≫10：15

　休　憩11：15
　みんなで歌おうコーナー≪指揮：栗山文昭≫11：30
　昼　食　休　憩12：00
　演奏　栗友会合唱団ナ≪講師：栗山文昭≫13：00
　休　憩13：50
　栗友会合唱団と「飯豊山」を歌おう
　　第３楽章「湖に捧げるレクイエム」パート練習14：05

　休　憩14：55
　全員合唱 第３楽章「湖に捧げるレクイエム」

≪講師：池辺晋一郎≫15：15

　閉講式15：25

ボイストレーナー
横尾佳子

作曲家
池辺晋一郎

ピアノ
斎木ユリ

指揮者
栗山文昭

作詩家
村田さち子

第13回 めざみの里カンタート

２日目　７月８日裳
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◆役場でも更新の手続きができます
　上記の日程で都合が合わない方は、６月25日以降、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21日牙・22日画は、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、該当者には事前に更新の通知をしますので、下記のいずれか
の会場で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21日昭 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22日晶

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！

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

プレ・ド・フェット・ド・ラ・ミュージック2018
　「フェット・ド・ラ・ミュージック」は、一年の中で
最も日の長い夏至の日に世界各地で開催されている音
楽の祭典です。今年は夏至の日が平日であるため、よ
り多くの方に参加いただけるよう、夏至前の週末に「プ
レ・ド・フェット・ド・ラ・ミュージック」と題して
開催します。
　さまざまなジャンルの音楽を楽しむことができます

ので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。特設売店も
準備してお待ちしております。
◆日時／６月１6日臥16：30～18：30
◆会場／町民総合センター「あ～す」屋外
　　　　（雨天時：多目的ホール）
◆入場料／無料
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」緯72繰3111
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■４月10日以降に登録された５月10
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
正清酒製造若乃井酒造㈱
正・非技能職、高速自動組立設備オペレーターマルコンデンソー㈱
パ送迎運転手㈱佐竹製作所　山形工場

正・非・パ看護員、介護員、調理員(福)いいで福祉会
正経理事務員【急募】㈲菊地工業
正板金工【未経験者大歓迎】湯村板金　湯村茂義
正一般事務員㈱トップパーツ
正造園土木作業員（見習い可）㈱伊藤造園土木
正品質管理サンリット工業㈱
パ炊飯加工品製造【年度更新】マルシチ米穀㈱
パデマンドオペレーターなど(特非)ほっと
パ(請)日常清掃係【小国町～飯豊町】太平ビルサービス㈱　置賜営業所
正柔道整復師こまつ鍼灸接骨院　小松光
正加工作業員、鉄筋工㈱佐藤鉄筋
非(請)調理員㈱メフォス北日本
正機械工（ＭＣ）、研磨工㈱レペック
正店舗運営職㈱コメリ
パ販売員㈱ツルハ　ツルハドラッグ飯豊店
正・パ接客係㈲いいで旅館
非レストランサービス業務飯豊めざみの里㈱
非米穀関連業務山形おきたま農業協同組合
パフロアスタッフ（土、日、祝）㈲エルベ

●らくらく筋トレ教室の紹介
　介護予防のためにトレーニングマシン
を使ってゆっくり運動できる施設です。
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

○らくらく筋トレ教室に設置している
トレーニングマシンを紹介します。

【チェストプレス】
　座位で運動を行うことが可能な、高齢

者向けの安全な
機器です。
　サイドのグリ
ップを握り、押
し出したり戻し
たりすることで
胸部や肩関節周
囲の筋肉のパ
ワーを活性化さ

せるためのトレーニングマシンです。
町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 教 室

◆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

－地球に、みんなに、やさしいごみの出し方－住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら

　「ごみの分け方・出し方」（ごみカレンダー裏面）のうち、次
のポイントが徹底されていない場合があります。
ポイント陰　ごみ袋の結び方
　指定ごみ袋は、「袋口」「取っ手」の両方をキチンと十字
に結びましょう。二重に結ぶことで、周囲への汚れや収集
業務に支障をきたすことを防ぎます。

ポイント隠　有害ごみの出し方
　乾電池・鏡・蛍光管などの有害ごみ
は、無色透明の小袋に入れて、可燃ご
みまたは不燃ごみの日に出してください。ただし、割れた
蛍光管は不燃ごみです。
ポイント韻　ペットボトル・プラスチック容器の出し方
斬ペットボトルは、キャップとラベルを外してください
斬プラスチック容器に、カップ麺の紙容器が混入している
場合があります。（紙容器は可燃ごみです）
斬汚れているプラスチック容器が見られます。食材が入っ
ていたものなど、水洗いして出してください。

※ルールが守られていない場合、回収できないことがあります
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室緯87－0514

ご家庭・職場・地域で「ご協力」ください
家 寡加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加

袋口を
結ぶ

取っ手を
結ぶ

十字に結び
収集所へ

ごみゼロくん
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６月
人権なんでも相談 13：00～（あ～す）
知事と若者の地域創生ミーティング 16：00～
（ＨＯＴＥＬ　ＳＬＯＷ　ＶＩＬＬＡＧＥ）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）
中部地区子ども育成会連絡協議会引継会 18：30～（中部地区公民館）
白椿地区子ども育成会役員会 19：00～(白椿地区公民館）

金1

東部地区さつき展 ９：00～（しらさぎ荘前）
やまがた森の感謝祭2018 10：00～（山形県源流の森）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土2

飯豊町消防演習 ８：50～（あ～す）
第８回眺山牧場まつり 10：00～（眺山小動物公園）日3

月4
白椿地区レッツゴー百歳体操 10：00～（白椿地区公民館）火5
パパママ教室 8：50～(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6

キララ☆ピラティス教室 19：30～（中部地区公民館） 木7
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）
東部地区生花教室開級式 19：00～（東部地区公民館）
白椿地区太極拳教室 19：00～（白椿地区公民館）

金8

どんでん平ゆり園開園式 10：30～（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9

町総合体育大会ソフトボール大会 ８：30～（町民野球場）日10
さわやかクラブと手ノ子幼稚園交流会 10：00～（西部地区公民館）月11
白椿地区レッツゴー百歳体操 10：00～（白椿地区公民館）
置賜地区自衛隊家族会連絡協議会総会 14：00～（東部地区公民館）
白椿地区秋桜倶楽部役員会 19：00～（白椿地区公民館）

火12

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13

幼児歯科健診 13：00～(健康福祉センター)木14
４カ月児・９カ月児健診 13：00～(健康福祉センター)
心配ごと相談 13：00～（社会福祉協議会）
行政相談 13：00～（あ～す）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）

金15

キララ☆書道教室 ９：00～（中部地区公民館）
プレ・ド・フェット・ド・ラ・ミュージック2018 16：30～（あ～す）土16

空き家に関する無料相談会 13：00～（あ～す）日17
月18
白椿地区レッツゴー百歳体操 10：00～（白椿地区公民館）
白椿地区いちごクラブ役員会 19：00～（白椿地区公民館）火19

中津川っ子チャレンジクラブ七夕 15：00～（中津川地区公民館）
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20

キララ☆ピラティス教室 19：00～（中津川地区公民館） 木21
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）金22
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土23
飯豊町消防操法大会 ８：30～（あ～す）日24
飯豊町農業委員会総会 ９：30～（役場）月25
白椿地区レッツゴー百歳体操 10：00～（白椿地区公民館）火26
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）水27

木28
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）
白椿地区太極拳教室 19：00～（白椿地区公民館）金29

ゆり写生大会 ８：30～（どんでん平ゆり園）
キララ☆書道教室 ９：00～（中部地区公民館）
町制施行60周年記念事業飯豊産米沢牛フェスタ 18：00～
（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30

　４カ月児・９カ月児健診　　
司日時／６月15日画 13：00までおいでください
司対象者／４カ月児／平成30年１月生まれ
　　　　９カ月児／平成29年７月・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、問診票、
そのほかお子さんに必要なもの

司日時／６月14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・２月・６月・７月・10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
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
※随時交付いたしますが、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／６月６日我 ８：50～15：30
司対象者／平成30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）

　１歳６カ月児健診　　
司日時／７月５日牙 13：00までおいでください
司対象者／平成28年11月・12月生まれ
　幼児歯科健診　　
司日時／７月26日牙 13：00までおいでください
司対象者
①平成27年８月・９月・12月生まれ
②平成28年８月・９月・10月生まれ
③平成29年６月・７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
85－2422白鷹　佐藤歯科医院６月３日蚊

0238－46－3563川西　松岸歯科医院６月10日蚊
0238－22－5118米沢　ながまち歯科医院６月17日蚊
0238－45－2030南陽　伊藤歯科医院（宮内）６月24日蚊

休日歯科診療担当医院

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


