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◆申請・問合せ先／町健康福祉課健康医療室 緯86繰2338

◆対象者／町民の方で次の条件のいずれかに該当す
る方（ただし、過去に助成を受けた方、風しんに
かかったことのある方、風しんワクチンを２回接
種した方を除く）
◇風しん抗体検査
焔妊娠を希望する19～50歳女性
　妊娠中の方および妊娠の可能性のある方は除く
焔妊娠を希望する19～50歳女性の夫および同居家族
　妊娠を希望する19～50歳女性が、風しん抗体価が
十分ある、風しんにかかったことのある、風しん
予防接種を２回受けたことのある場合は除く
焔妊婦の夫および同居家族
　妊婦が妊婦健診で抗体価が十分あると確認できた場合は除く

◇予防接種（ワクチン接種）
焔抗体検査を受けた方で、抗体価が十分でないと判
定確認できた方（妊娠中の方や妊娠の可能性のあ
る方は除く）

◆助成金額／抗体検査費およびワクチン接種費の全
額（一人１回限り）

◆助成期限／平成31年３月31日
◆指定医療機関／さゆり内科歯科クリニック　飯豊
町国民健康保険診療所　飯豊町国民健康保険診療
所付属中津川診療所

◆手続／健康福祉課にて申請を行っていただくか、
町ホームページから申請書を印刷し、記入して健
康福祉課窓口に持参ください

　 風 し ん 抗 体 検 査 お よ び 予 防 接 種 費 用 を 助 成 し ま す　  

◆申込・問合せ先／役場農林振興課農業振興室 緯87繰0525

◆いいでフードフェスタ2018
焔日時／11月27日昇13：00～14：30
焔会場／農家レストラン　エルベ
焔内容／町内産食材や加工品を活用した料理の提供、
町内農産物や加工品の展示および試食会
酸６次産業化商品出展の募集
焔募集期限／11月15日昭
焔応募資格／町内産農産物などを活用した加工品を
　提供できる方
斬内容／いいでフードフェスタ2018での商品展示
や試食品の提供
斬申込方法／役場農林振興課農業振興室で配布する
出展申込書に必要事項を記入し、募集期限までに
申し込みください
斬その他／試食品は買い取りします

酸消費者モニターの募集
斬募集期限／11月15日昭
斬応募資格／町内に居住の方
斬募集人数／10名程度
斬参加費／1,000円
斬申込方法／電話またはFAXで役場農林振興課農業
振興室まで申し込みください。申し込みの際は名
前・住所・電話番号をお知らせください

斬その他／消費者モニター参加者には11月20日昇
までに入場券を送付します。応募多数の場合は抽
選とさせていただきます

◆６次産業化推進相談会
斬日時／11月27日昇11：00～12：50（予約制）
斬講師／山形６次産業化プランナー
　　　　㈱ミタスパートナーズ　本田信輔氏

～食を通じて飯豊を知ろう、飯豊産食材を広めよう～
「飯豊・農の未来事業」

いいで フードフェスタ 2018
　飯豊産農産物を使った６次産業化商品の情報発信、飲食店関係者とのマッチング、試食を行う「いいで
フードフェスタ2018」を開催します。６次産業化は、地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す取り
組みとして注目されています。
　本フェスタにおいて、６次産業化商品の出展者および商品開発に向けたご意見をいただく消費者モニター
を募集します。

６次産業化商品出展・消費者モニター募集
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固定資産税・国保税
煙納期限／11月30日画
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87―0512、87―051311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 11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）

行 政 相 談

　詳細は、お問合せください。
◆募集住宅／財津堂団地（１戸）
◇間取り／６畳和室×２＋4.5畳和室
＋7.5畳洋室＋DK
◇家賃／18,600円～36,500円
◆募集住宅／手ノ子団地（１戸）
◇間取り／６畳和室＋７畳洋室＋16畳LDK
◇家賃／18,500円～36,400円
◆入居条件／同居の親族がいること、現
に住宅に困窮している方、公的納付金
（町税など）に滞納がない世帯など
◆募集期間／10月29日捷～11月９日晶
◆入居可能時期／12月上旬以降
◆申込・問合せ先／役場地域整備課建
設室緯87－0516

　美術・歴史ファンにとっては、また
とない機会です。境内をはじめ、寺院
内の寺宝を見学・鑑賞いただけます。
どなたでも参加自由（無料）です。
◆日時／11月７日昌９：00～11：00
◆会場／高伝寺（黒沢地内）
◆問合せ先／飯豊史話会・土屋
　緯090繰2369繰2329

　子宮頸がん検診を、今年受けました
か？まだ受けていない方、平日は仕事
で検診に行けない方は、この機会に忘
れずに受けましょう。
◆検診日／11月1７日松、12月１日松
◆受付時間／７：00～７：30
◆対象者／20歳以上の女性
◆検診料金／1,500円
◆会場／南陽検診センター
※バス送迎はありません
◆申込・問合せ先／町健康福祉課健康
医療室緯86繰2338

　町では、婚活サポーターとして、結
婚を希望する若者に力を貸してくださ
る方、飯豊町の明るい未来のために婚
活支援に取り組んでいただける方を募
集しています。町公認の婚活サポー
ターになるための研修（第２回目）を
実施しますので、ぜひご参加ください。
◆対象／20歳以上の男女で、上記の趣
旨にご賛同いただき、かつ、町が実
施する『婚活サポーター研修』を受
講できる方
◆研修／婚活支援に定評のある講師陣に
よる講演と、参加者同士のワーク
ショップを交えた３～４時間の研修を
全４回実施します（１回目実施済み）
◆第２回研修／11月16日晶18：00～
◇講師／やまがた縁結びたい 三浦明弓氏
◇テーマ／魂に触れるような「おせっ
かいさん」でいられたらいい
※第３回（12月14日実施）、第４回
（平成31年１月18日実施）も併せ
てご参加ください
◆会場／中部地区公民館情報交換室
◆参加費／無料
◆その他／婚活サポーター研修を終了
した方は、「婚活サポーター」として
町が委嘱します。サポートした相手
が成婚し町内に定住した際には成婚
奨励金をお渡しする予定です
◆申込・問合せ先／いいで未来サポー
ト隊事務局（役場総務企画課特別政
策室）緯87繰0695
　Eメール
　i-tokusei@town.iide.yamagata.jp

◆相談電話／023繰641繰5201
◆受付／月～金曜日（祝日・年末年始
除く）８：30～16：30

　中小企業振興事業費補助金の第３次
募集を行います。詳細は町ホームペー
ジをご覧ください。
◆対象者／町内に事業所などがある中
小企業者

※ほかにも条件があります
◆補助額／種類と条件により補助率が
異なります

※補助金額に上限があります
◆補助金の種類／創業支援補助金、観
光事業補助金、商店支援補助金

◆申請方法／補助金交付申請書を記載
して提出

◆決定方法／審査会により決定
◆募集期限／11月８日昭
◆申込・問合せ先／役場商工観光課産
業連携室緯87繰0523

　県内の婚活を応援する「やまがた縁
結びたい」が、独身男女の親御様向け
の婚活交流会を開催します。結婚を望
む息子さん・娘さんに代わり親御さん
同士で情報交換、出会いのきっかけづ
くりをしていただく交流会です。詳細
は、お問い合わせください。
◆日時／11月22日昭13：30～16：00
◆会場／ホテルキャッスル「万葉の間」
（山形市十日町4-2-7）
◆内容／セミナーおよび親御さん同士
での情報交流会、ブースでの相談会

◆参加料／1,000円
◆対象者／25歳～おおむね45歳の独
身男女の親御様

◆申込方法／指定申込書で11月９日
晶まで事前申込

◆申込・問合せ先／山形県子育て推進部
子育て支援課緯023繰630繰2668、役
場総務企画課特別政策室緯87繰0695

中小企業振興事業費補助金
第３次募集のお知らせ

山形財務事務所
借金返済に関する相談窓口

町営住宅入居者募集 婚活サポーター募集

高伝寺（曹洞宗）
見学会のご案内

「やまがた縁結びたい」による
「わが子の婚活交流会（親コン）」

子宮頸がん土曜日検診
のご案内
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11月の土・日・祝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1872－2191佐 藤 管 工 業土３
75－2086髙 橋 工 務 店金2375－2086髙 橋 工 務 店日４
72－2191佐 藤 管 工 業土2475－2086髙 橋 工 務 店土10
72－2191佐 藤 管 工 業日2572－2191佐 藤 管 工 業日11

72－2191佐 藤 管 工 業土17

　一人で悩まず、まずはおいでください。
◆日時／11月17日松10：00～15：00
　（14：30まで受け付け）
◆会場／山形地方法務局米沢支局
　（米沢市金池7-4-33）
◆相談内容／夫婦のいざこざ、夫や
パートナーからの暴力、家族問題、
子どもの問題、相隣間のもめごと、
職場における男女差別、プライバ
シー侵害、セクシュアルハラスメン
ト、震災に伴う人権問題など

女性専用電話相談門口
「女性の人権ホットライン」

常時開設中
緯0570繰070繰810
（山形地方法務局内）

◆相談時間／月～金曜日までの８：30
～17：15（土・日・祝日・相談時
間以外は留守番電話になります）

※11月17日松・18日掌の２日間、10：
00～17：00の時間帯で開設します
◆問合せ先／山形地方法務局米沢支局
緯0238繰22繰2148

　国土交通省では、不正改造を排除し、
車両の安全確保および環境保全を図る
ため、関係省庁、自動車関係団体など
と協力して、「不正改造車を排除する運
動」を全国的に展開しています。
　皆さまもぜひ、どのような改造が不
正改造になるのかについての理解を深
め、その排除にご協力ください。
斬詳しい情報はこちらから
　「www.tenken-seibi.com」
◆不正改造車に関する情報提供・相談・
問合せ先／国土交通省東北運輸局山
形運輸支局検査・整備・保安部門

　緯023繰686繰4714

◆日時／11月21日昌13：30～16：00
◆会場／はぎ苑新館（長井市）
◆内容／講演会、展示、試食（農産加工
品、「雪若丸」の新米、管内農産物など）
◆対象者／西置賜農業関係者100名
◆参加料／無料
◆申込期限／11月９日晶（先着100名）
◆申込・問合せ先／役場農林振興課農
業振興室緯87繰0525

　平成31年４月採用予定の事務局正
規職員（１名）を募集します。
◆要件／平成元年４月２日以降に生ま
れた大学卒業以上の方で、社会福祉士
の資格を有している方（本年度卒業お
よび資格取得見込みの方を含む）
◆募集期間／11月13日昇まで
◆第一次試験日／12月２日掌
※詳細はホームページをご覧ください
◆問合せ先／町社会福祉協議会
　緯72繰3353

　長井税務署では、個人事業者および法
人、消費税が免税となっている方を含め
た全ての事業者の方を対象として、消費
税の軽減税率制度に関する説明会を開
催します。多くの事業者の方に関係のあ
る制度ですので、ぜひ説明会に参加くだ
さい。説明会終了後、簡単なアンケート
を実施します。筆記用具をご持参くださ
い。なお、出席の申し込みは必要ありま
せんが、会場の都合上、席に限りがあり
ますことをあらかじめご了承ください。
◆日時／11月12日捷15：30～16：30
◆会場／長井市置賜生涯学習プラザ
◆問合せ先／長井税務署調査部門
　緯84繰1934、84繰1944

　東北税理士会長井支部では、「税を考
える週間」に合わせて無料税務相談を行
います。事前に電話で予約してください。

◆相談時間／10：00～15：00
◆問合せ先／東北税理士会長井支部・
須貝緯84繰2505

　参加施設事業所は30ブース。来場者
には粗品を進呈します。
◆日時／11月９日晶12：30～15：30
◆会場／グランドホクヨウ（米沢市）
◆対象者／福祉の仕事をお探しの方、
福祉の仕事に関心のある方など

◆内容／福祉事業所との個別面接会、
各種相談コーナー、トークショー「伝
えたい！福祉の仕事の魅力」、参加事
業所リレートーク

◆その他／入場無料、事前申込不要
◆問合せ先／ハローワーク米沢緯
0238繰22繰8155、山形県福祉人材
センター緯023繰633繰7739

「税を考える週間」
無料税務相談

消費税の軽減税率制度に
関する説明会開催のご案内

女性のための
「無料なんでも相談所」開設 西置賜農業フォーラム

自動車の不正改造は
犯罪です！

福祉のしごと就職フェア
就職面接会

飯豊町社会福祉協議会
事務局職員募集

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

11月
15日昭

須貝税理士事務所
（長井市新町）
緯84－2505

須貝周一

渡邉税理士事務所
（長井市台町）
緯87－0057

渡邉美津夫

仁科税理士事務所
（長井市台町）
緯88－5601

仁科　孝

長沼税理士事務所
（飯豊町椿）
緯72－2400

長沼安義

11月
16日晶

海老名税理士事務所
（白鷹町十王）
緯85－4548

海老名信乃

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

奈良崎幸司
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「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されま「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されますす
～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～～

　国民年金保険料は所得税および住民税の申告において、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合
と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
控除の対象
　平成30年１月から12月までに納められた保険料の全額です。過去の年度分や追納された保険料も含まれます。
また、ご自身の保険料だけではなく、配偶者や家族（お子様など）の負担するべき国民年金保険料を支払って
いる場合はその保険料も合わせて控除が受けられます。
必要となる添付書類
　社会保険料控除を受けるためには、保険料を納付したことを証明する書類の添付が必要です。このため、平
成30年１月１日から10月１日までの間に国民年金保険料を納付された方には、「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」が11月上旬に日本年金機構から送付されますので、年末調整や確定申告の際には、必ずこの証明
書または領収書を添付してください（平成30年10月２日から12月31日までの間に、今年はじめて国民年金保
険料を納められた方へは、翌年の２月上旬に送付されます）。

★税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。
　保険料は納め忘れのないようにしましょう。

◆問合せ先／役場住民税務課住民室緯87崖0511

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書についての問合せ先
◆ねんきん加入者ダイヤル緯0570繰003繰004
◇受付期間／平成30年１１月１日牙～平成31年３月15日画（土・日・祝日および12月29日から１月3日までは利用できません）
◇受付時間／月～金曜日８：30～19：00　※ただし、第２土曜日のみ９：00～17：00の時間帯で受け付けます

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

　音楽と郷土を愛する町民手作りのステージ“めざみの
里”音楽祭が開催されます。町内の学校や幼児施設をは
じめとして、各音楽団体による合唱や鼓笛隊の演奏など、
今回も盛りだくさんのプログラムとなっております。ぜ
ひ、皆さんご来場の上ご鑑賞ください。
◆日時／11月10日臥　開場 ９：00　開演 ９：20
◆会場／あ～す多目的ホール
◆入場料／無料
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」　☎72―3111

　飯豊町少年少女
合唱団「ミルキー
ウェイ」の演奏会
が開催されます。
　曲目は、「オラン
ウータン」・「きつ
ねのおきゃくさ
ま」・「ラブリー・
ホームタウン」ほか。また、賛助出演団体による合唱曲
もお楽しみいただけます。ぜひ皆さんご来場の上、子ど
もたちの演奏をご鑑賞ください。
◆日時／11月25日蚊　開場 13：30　開演 14：00
◆会場／あ～す多目的ホール
◆賛助出演団体／コラール・ド・めざみ、プロージット、
　うたなかま
◆入場料／無料
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」　☎72―3111

第23回 “めざみの里”音楽祭のお知らせ

「ミルキーウェイ」演奏会のお知らせ

森の感謝祭での発表の様子
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油断
が思わぬ重大事故に

住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら
給油中はその場を離れないで概

■９月11日以降に登録された10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。

◆問合わせ先
　ハローワーク長井緯84繰8609
　町商工観光課産業連携室緯87繰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
正ヘルパー、看護師(福)飯豊町社会福祉協議会
非ヘルパー【年度更新】(福)飯豊町社会福祉協議会
パ調剤事務・受付業務㈲ワゴー薬局
正金属精密部品加工および関連作業員など㈱佐竹製作所
パ送迎運転手㈱佐竹製作所
正技能職【平成30年12月1日入社】㈱デンソー山形
非技能職【期間契約社員】㈱デンソー山形
正ドライバー愛昭運輸㈱
非(請)車両の運転および管理日本道路興運㈱　仙台支店
正(請)部品組立・検査など㈲江袋製作所
正品質管理サンリット工業㈱
正スタンド業務・ローリー配達㈱梅津商店
パ(臨)貴金属の製作・加工【急募】㈱並木製作所　山形工場
正作業員（土木、建築施工管理技士候補）樋口建設㈱
正土木施工管理技士、建築施工管理技士樋口建設㈱
正運転手（10ｔまたは４ｔ）㈲菊地工業
正土木施工管理技士【幹部候補】㈱三ツ柳道路
正一般土木作業員㈱三ツ柳道路
パ(請)管理事務所内の清掃・給食業務㈱長陵
非介護員【年度更新】、調理員(福)いいで福祉会
パ介護員【年度更新】(福)いいで福祉会
正造園土木作業員（見習い可）㈱伊藤造園土木

●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。
【トレッドミル】
　手軽にかつ安全に有酸素運動ができ
る、高性能のウォーキングマシンです。

歩行速度や傾斜を手元のディスプレイ
で選択できるので、自分のペースを維

持しなが
ら、より
心肺機能
や脚力の
強化につ
なげるこ
とができ
ます。
　

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繰2555
・町健康福祉課福祉室緯86繰2233

◆連絡先／役場住民税務課生活環境室緯87繰0514・消防署飯豊分署緯72繰2222

●油漏れの処理費用は原因者の負担
　油類の回収処理費用には50万円以
上かかることもあります。その費用
は、事故を起こした原因者が責任をもって全額を負担しな
ければなりません。事故が起こった後での処理が遅れるほ
ど、被害が広がり負担費用は大きくなります。
●万が一油漏れが発生したら
　もし事故を起こした場合、または事故を発見したら、す
ぐに役場住民税務課生活環境室もしくは消防署飯豊分署ま
でご連絡ください。

　冬期間は暖房用として灯油を多く使うため、河川などに
流れ出す事故が多発します。そのほとんどが、不注意が原
因です。
　油漏れは、河川環境が悪くなるばかりでなく、水道、農
業などの取水にも悪影響を及ぼすことがあります。
●注意‼油漏れが発生する主な原因
・ポリタンクへの小分け中に外出などでその場を離れた
・ポリタンクに穴が開いているのに気付かず小分けした
・ホームタンクの配管が雪の重みで破損した
・ホームタンクの閉め忘れで灯油が道路側溝に流れた



キララ☆呼吸を味方にした体幹トレーニング 19：30～（中部地区公民館）木1

キララ☆アスリートクラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）金2

いいで秋の収穫祭 10：00～（あ～す）土3

高峰地区地域づくり座談会 13：30～（高峰地区多目的集会所）日4

月5

黒沢地区地域づくり座談会 19：00～（勤労者研修センター）火6

キララ☆アスリートクラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）水7

中津川地区人間ドック ７：00～（南陽検診センター）木8

キララ☆アスリートクラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）
東部地区ナイターソフトバレーボール大会 18：45～（添川小体育館）金9

第23回めざみの里音楽祭 ９：00～（あ～す）
中地区地域づくり座談会 15：00～（中公民館）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土10

町総合体育大会バレーボール大会 ８：30～（スポーツセンター）日11

中津川っ子チャレンジクラブ 映写会＆クリスマス会
10：00～（中津川地区公民館）月12

さわやかクラブと幼稚園の交流会 10：00～（西部地区公民館）火13

キララ☆アスリートクラブ 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）
キララ☆呼吸を味方にした体幹トレーニング 19：00～（東部地区公民館）

水14

幼児歯科健診 13：00～（健康福祉センター）
キララ☆呼吸を味方にした体幹トレーニング 19：00～（中津川地区公民館）木15

キララ☆アスリートクラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）金16

土曜日検診（未受診者健診） ７：30～（健康福祉センター）
キララ☆書道教室 ９：00～（中部地区公民館）
中部地区分館連、育成会合同グラウンドゴルフ大会９：30～
（すわんパーク）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土17

町スポーツ少年団秋季交流会 ９：00～（スポーツセンター）
東部地区地域づくり座談会 14：00～（東部地区公民館）日18

月19

火20

キララ☆アスリートクラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）水21

３歳児健診 13：00～（健康福祉センター）木22

金23

キララ☆書道教室 ９：00～（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24

町総合体育大会卓球大会・小学生卓球大会 ８：30～（スポーツセンター）日25

飯豊町農業委員会総会 ９：30～（役場）月26

萩生地区地域づくり座談会 19：00～（中部地区公民館）火27

６次産業化推進相談会 11：00～（農家レストランエルベ）
いいでフードフェスタ2018 13：00～（農家レストランエルベ）
キララ☆アスリートクラブ 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28

１歳６カ月児健診 13：00～（健康福祉センター）木29

キララ☆アスリートクラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）金30

１１月

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。

　１歳６カ月児健診　
司日時／11月29日牙 13：00までおいでください
司対象者／平成29年３月・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、10月下旬にお送りする問診票、そのほ
かお子さんに必要なもの
　３歳児健診　
司日時／11月22日牙 13：00までおいでください
司対象者／平成27年３月・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、10月下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／11月15日牙 13：00までおいでください
司対象者
　臼平成28年３月・４月・５月・６月・７月生まれ
　渦平成29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、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／11月７日我 ８：50～11：40
司対象者／平成31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、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カ月児・９カ月児健診　　
司日時／12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30年６月生まれ
　　　　　９カ月児／平成30年１月・２月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／12月６日牙 13：00までおいでください
司対象者
　臼平成27年８月・９月・10月生まれ
　渦平成29年１月・２月・８月・12月生まれ

幼児歯科健診

母子健康手帳交付

パパママ教室（２回目）

電話番号担当歯科医院期日
83繰3650長井　村上歯科クリニック11月３日臥

0238繰43繰8143南陽　すまいる歯科11月４日蚊
0238繰28繰0820米沢　万世歯科クリニック11月11日蚊
0238繰24繰2085米沢　中條歯科医院11月18日蚊
0238繰56繰3888高畠 わたなべデンタルクリニック11月23日画
0238繰23繰8888米沢　高橋歯科医院11月25日蚊

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338

乳幼児健診

12月の乳幼児健診日程

休日歯科診療担当医院
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