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◆問合せ先／役場教育総務課子育て支援室緯87―0518

父または母と生計を同じくしていない18歳以下
の児童（一定の障がいがある児童は20歳未満）を扶
養している母または父、もしくは父母にかわってそ
の児童を養育している方に支給されます。
◆支給期間／支給対象児童が18歳になった日以降
の最初の３月31日まで（一定の障がいがある児童
は、20歳到達まで）

◆支給額

◆支給制限／次に該当する場合は、手当の一部また
は全部が支給されません
・本人または扶養義務者の所得が一定額以上の場合
・公的年金を受けられる場合
・特別な理由がないのに働いておらず、求職活動も
行っていない場合
・認定請求や現況届において虚偽の申請または届出
をした場合
◆支給時期／認定請求した日の属する月の翌月分か
ら支給され、原則年３回（4月・8月･12月）、指定
金融口座へ振り込まれます

精神または身体に障がいのある20歳未満の児童
を扶養している父または母、もしくは父母にかわっ
てその児童を養育している方に支給されます。
◆支給期間／精神または身体に重度または中度の障
がいのある児童が、20歳になるまで（障害の程度
は、提出いただく診断書を基に、県が審査します）
◆支給額／障がいの程度に応じて、下記のとおり支
給額が決定されます
１級…51,500円 ２級…34,300円

児児童扶養手児童扶養手当

一部支給される方全部支給される方児童数
所得などに応じて
月額42,320円

～9,990円
月額42,330円１人目

5,000円加算２人目
１人につき3,000円加算３人目以降

特特別児童扶養手特別児童扶養手当

◆支給制限／所得が制限限度額を超える場合、支給
が全部停止になります

◆支給時期／認定請求した日の属する月の翌月分か
ら支給され、原則年３回（4月・8月･11月）指定
金融口座へ振り込まれます

児童扶養手当現況届と特別児童扶養手当所得状況
届は、生活状況や前年の所得状況などについて確認
し、８月分以降の手当が支給対象になるかどうかの
審査を受けるために提出するものです。なお、受給
資格がなくなったときはすぐに届け出てください。
届け出をしないで手当を受け取っていた場合、受給
していた手当額を返還していただくことになります。
【児童扶養手当現況届】
◇受付期間／８月１日～31日（土日祝日を除く）

【特別児童扶養手当所得状況届】
◇受付期間／８月12日～９月９日（土日を除く）

焔受付時間（両届出ともに）／８：30～17：15
※延長窓口を毎週月曜日と金曜日に行っています。
当日の13：00までに電話予約すると、18：30ま
で受付が可能です

児童扶養手当現況届・特別児童扶養手児童扶養手当現況届・特別児童扶養手当当所得所得状況届状況届
の提出をお忘れなくの提出をお忘れなく!!

県内のひとり親家庭の親などの自立と生活安定を
図るために、就業支援事業をおこなっています。
胸巡回相談／毎月１回相談会を開催しています
場所／ハローワークプラザやまがた
時間／９：30～12：00
※相談日や詳細は下記まで問い合せ

胸パソコン講習会／就業に有利な技能を習得します
場所・期日／下記の会場で、いづれも日曜日開催
米沢市・８月７日～９月25日(８月14日は休み)
山形市・８月21日～10月２日
※詳細な会場や申し込みは下記まで問い合せ
◆問合せ先／一般財団法人山形県母子寡婦福祉連
合会 緯023―632―2296

ひとり親家庭のみなさんへひとり親家庭のみなさんへ！！
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住民税・国保税
煙納期限／８月31日我

煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87―0512、87―05138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。

談 ８月
日時：５日画・19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：５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：19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

山形県では、県内で正社員を希望す
る求職活動中の非正規労働者と求職者
を対象に、研修やキャリアカウンセリ
ング、職業紹介、職場定着支援までを
一体的に支援する説明会を開催します。
◆日時／８月４日、18日、25日、９
月１日、15日、29日（全て木曜日）
13:30～、15:00～

◆場所／米沢市すこやかセンター
◆対象／45歳未満の求職活動中の非
正規労働者、求職者
◆申込方法／下記に電話で申し込み
◆費用／無料
◆問合せ先／キャリアバンク㈱
緯023－633－5608

東北財務局山形財務事務所では、借
金に関する相談窓口を開設しています。
相談は秘密厳守・無料。
◆相談電話／緯023―641―5201
◆場所／山形市緑町２－１５－３山形財
務事務所１階理財課
◆受付／月曜日～金曜日（祝日、年末
年始除く）８：30～16：30

◆問合せ先／山形財務事務所理財課
緯023―641―5178

◆日時／８月18日昭、22日捷

９：30～15：00ごろ
◆会場／交流センターふらり（長井市）
◆対象／おおむね60歳以上の方
◆定員／10名
◆参加費／無料
◆申込期限／８月10日昌

◆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

山形県が正社員を目指す方
を応援します！

地域住民や関係事業者で構成する、
飯豊分校跡地利活用の第3回検討会を
開催します。今回は、東北芸術工科大
学建築･環境デザイン学科の馬場正尊
教授による「l公共空間のつくりかた」
のレクチャーもあります。一般の方も
傍聴・参加可能です。
◆日時／8月5日(金)19:00～
◆場所／あ～す
◆専用ホームページ
http://tsubaki-creative-labo.com/

◆問合せ先／役場総務企画課総合政策
室緯87－0521

特許や商標などの知的財産に関する
悩みや課題の解決を支援します。
◆相談内容／特許や商標などの出願手
続き方法や費用。知的財産権による
技術などの保護手段。知的財産権で
保護を図りながらブランド確立など
◆相談料／無料
◆相談方法／８：30～17：15
（土日祝日、年末年始を除く）
斬専用電話／緯023－647－8130
斬面談／下記協会で面談による相談
◆問合せ先／鋤山形県発明協会
緯023－647－8130

◆日時／９月１日昭14：00～16：00
◆会場／米沢市すこやかセンター
◆内容／小児科医師と専門看護師によ
る講演、相談会と実技指導
◆参加費／無料
◆申込期間／８月3日昌から電話で受
付を開始。定員40名
◆申込・問合せ先／置賜保健所地域保
健予防課緯0238－22－3205

飯豊分校跡地利活用検討会
の開催

◆補助金の種類
焔機械や設備などの購入費と設置費
焔ITを活用した情報発信と集客事業費
◆対象者／町内に事業所などがあり、
現在の常用雇用者の維持が認められ
る企業と個人
◆補助額／補助対象経費の核以内
※上限30万円
◆申請方法／補助金申請書を記載して
下記に提出
◆決定方法／審査会により決定
◆募集期限／８月19日晶

◆その他／詳しくは町ホームページを
ご覧ください
◆申請・問合せ先／役場商工観光課産
業連携室緯87－0523

◆募集戸数／１戸（１階）
◆募集期限／８月５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

◆日時／９月15日昭 開会13：00～
◆会場／タスパークホテル（長井市）
◆参加費／無料
◆内容／講演会とシンポジウム
焔㈱キューピーあい代表取締役社長庄
司浩氏による講演。演題「職場にお
ける雇用管理の実際」

焔シンポジウム「障がい者の就労を支
える」
◆問合せ先／サポートセンターおきた
ま緯0238－88－5357

中小企業振興事業補助金
「商店支援補助金」２次募集

借金に関する相談窓口

知的財産総合支援窓口

アトピー性皮膚炎とスキン
ケアに関する講演会（小児）

高齢者生活支援
「調理講習」

いいでハイツの入居者を
募集します

地域生活支援セミナーinお
きたま



自身の生きがいづくりと生活支援の
担い手として活動いただくために、
高齢者を対象に実践講座を開催します。
◆期日／９月８日昭～10月21日晶

（全５回）
◆会場／遊学館（山形市）ほか
◆対象／おおむね55歳以上で、高齢者
の生きがいづくりや居場所づくりな
どの生活支援活動を実践したいとお
考えの方
◆定員／30名（先着順）
◆受講費／無料（現地学習の昼食など
は別途個人負担）
◆申込期限／８月31日昌

◆申込・問合せ先／山形県生涯学習文
化財団学習振興部緯023－625－
6411

◆日時／９月７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
者の介護している方
◆参加費／無料
◆内容／高齢者口腔ケア
◆申込期限／８月30日昇

◆申込・問合せ先／担当のケアマネ
ジャー、飯豊町社会福祉協議会緯72
－3353

◆日時／8月14日掌10：00～16：00
◆会場／高畠町文化ホール
◆入場料／無料
◆内容／働く車ショー、縁日コーナー、
ステージショー、バザール、ハンド
メイドフェスタ、抽選会など
◆問合せ先／高畠町文化ホール
緯0238－52－4489

8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 店火1672－2191佐 藤 管 工 業土6
75－2086髙 橋 工 務 店水1772－2191佐 藤 管 工 業日7
72－2191佐 藤 管 工 業土2075－2086髙 橋 工 務 店木11
72－2191佐 藤 管 工 業日2175－2086髙 橋 工 務 店土13
75－2086髙 橋 工 務 店土2772－2191佐 藤 管 工 業日14
75－2086髙 橋 工 務 店日2872－2191佐 藤 管 工 業月15

ＮＰＯ法人「日本で最も美しい村」
連合では、日本全国の連合加盟町村地
域で撮影された作品を募集しています。
詳細は連合のホームページでご確認く
ださい。
◆応募テーマ／「日本で最も美しい村」
の情景～生活の営みと景観、文化～
◆対象エリア／「日本で最も美しい村」
連合の加盟町村地域
◆募集期限／８月22日捷10：00
◆応募方法／連合のホームページから
インターネットによる応募

◆問合せ先／ＮＰＯ法人「日本で最も
美しい村」連合緯03－5577－5943

日本年金機構は、厚生労働省と協力
して、公的年金をテーマにしたエッセ
イを募集しています。
◆応募作品／ご自身や身近な方の公的
年金に関するエピソードを盛り込ん
だエッセイ
◆文字数／千～２千文字以内
◆応募資格
一般、学生・生徒（中学生以上）
◆応募期限／９月５日捷

◆提出・問合せ先／日本年金機構相談・
サービス推進部サービス推進グルー
プ「わたしと年金」
緯03－5344－1100

◆日時／８月29日捷14：00～16：00
◆会場／公立置賜総合病院
◆内容／がんの治療などに関すること。
美容に関すること
◆問合せ先／公立置賜総合病院医療連
携・相談室緯0238－46－5000(内
線1902)

高畠町文化ホール
「まほらの夏まつり」

◆日時／８月15日捷

受付９：00～、開式10：00～
◆会場／あ～す
◆対象者／平成７年４月２日～平成８
年４月１日までに生まれた方で、飯
豊町に住民登録をしている方および
飯豊町の成人式に参加を希望する方
◆問合せ先／町民総合センター「あ～
す」内生涯学習振興室緯72―3111

ＮＰＯ法人With優は、山形県置賜総
合支庁より委託を受けて、家庭環境や
経済的な理由から、集中して学習がで
きない、塾に通うことができない子ど
もたちを対象に、継続的な学習支援を
行います。子どもたちの気持ちを大切
にし、学習以外の会話も大切にしなが
ら目標達成に向けて一緒に取り組みま
す。
◆利用料／無料（基本週1回）
◆対象者／置賜５町の小学生～高校生
◆学習場所／ご自宅や別の場所など、
相談のうえ決定します
◆問合せ先
ＮＰＯ法人Ｗｉｔｈ優・山口
緯0238－33－9137

◆日時と定員
焔乙種第４類／９月26日捷、27日昇

９：00～16：00、定員100名
焔丙種／９月26日捷

９：00～16：00、定員20名
◆講習会場／南陽市役所
◆申込期間／８月12日晶～９月12日捷

◆申込書配布・問合せ先／西置賜行政
組合消防本部緯88－1797、消防署
飯豊分署緯72－2222

平成28年度飯豊町成人式

子どもの学習を
サポートします

「日本で最も美しい村」
フォトコンテスト2016

家族介護教室

「わたしと年金」
エッセイ募集

「支え合いの地域づくり」
担い手養成講座

危険物取扱者試験準備講習会

がん患者さんのための相談会
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８月１日に「後期高齢者医療被保険者証」が更新され、
色は「うす緑色」から「水色」になります。
今月下旬に、75歳以上の方などの対

象者に新しい被保険者証を緑色の封筒
に入れて送付します。届きましたら記載
内容を確認し、台紙からはがして８月１
日からお使いください。
現在お使いの被保険者証（うす緑色）
は８月１日以降は使用できませんので、
各自で破棄をお願いします。

８月１日から「国民健康保険高齢受給者証」が更新
され、色は「うす緑色」から「クリーム色」になりま
す。
今月下旬に、国民健康保険に加入し、平成28年７月

までに70～74歳になられた方に高齢受給者証(クリー
ム色)を送付します。届きましたら記載内容を確認し、
台紙からはがして８月１日から保険証と一緒にお使い
ください。
現在お使いの高齢受給者証(うす緑色)は８月１日以

降は使用できませんので、各自で破棄をお願いします。
《医療機関での窓口負担割合》

胸一定の所得がある方：３割負担
胸昭和19年４月２日以降に生まれた方：２割負担
胸昭和19年４月１日以前に生まれた方：１割負担

◆問合せ先／役場住民税務課住民室緯87－0511

新新新新新新新新新新ししししししししししいいいいいいいいいい後後後後後後後後後後期期期期期期期期期期高高高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢者者者者者者者者者者医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療被被被被被被被被被被保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険者者者者者者者者者者証証証証証証証証証証新しい後期高齢者医療被保険者証ををををををををををを
おおおおおおおおおお送送送送送送送送送送りりりりりりりりりりししししししししししままままままままままお送りしますすすすすすすすすすす

新新新新新新新新新新ししししししししししいいいいいいいいいい国国国国国国国国国国民民民民民民民民民民健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険高高高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢受受受受受受受受受受給給給給給給給給給給者者者者者者者者者者証証証証証証証証証証新しい国民健康保険高齢受給者証ををををををををををを
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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

いいで天文台では、星空観察や天体観測などを主な
活動として星空を案内しています。この度スター
ウィークの期間に合わせてさまざまなイベントを行い
ます。ぜひご参加ください。
★スターウィーク
日時／８月１日（月）～７日（日） 19：00～21：00
場所／いいで天文台
夏の1週間、毎日天文台を公開します。隕石の展示
や4次元宇宙シアターの上映（中部地区公民館内）な
ども計画しています。

★天文写真展
日時／８月２日（火）～12日（金） ９：00～22：00
場所／町民総合センター「あ～す」
いいで天文台や町内で撮影した天体写真や星景写

真を「あ～す」に展示する予定です。
★星空ナイトウォーキング
日時／８月12日（金） 19：30～
集合場所／どんでん平ゆり園駐車場
ゆり園から中村観音駐車場までのウォーキングと

望遠鏡や双眼鏡で野外星空観察を行います。
☆いいで天文台利用料金
中学生以上／200円、小学生／150円、乳幼児／無料
※10人以上の団体は、大人150円小人100円

☆問合せ先／いいで天文台 ☎87―1758

「あ～す」図書室には、親子で楽しめる夏にぴったり
の絵本がたくさんそろっています。また、自由研究に役
立つ図鑑や読書感想文コンクールの全国課題図書、Ｙ
ＢＣ指定図書もあります。
どんな本があるかわからない場合は、カウンター窓
口にお気軽に問い合わせください。
平日は19：00まで（９/30まで、月曜・祝日は休館）開

館していますので、ぜひご利用ください。

夏休みは図書室に行こう！

夏の夜空を見上げよう

※全国課題図書の一例



住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら
対象の小型家電を無料で回収します！

－リサイクルで地球の資源を大切に－

注１ 個人情報が必ず事前に消去されたものに限ります
注２ 当日に回収された小型家電は、その後のお返しは

できません
注３ いずれも、乾電池（ボタン電池を含む）は、あら

かじめ取り外してください。付属の充電式バッテ
リーやケーブルは、回収対象です

注４ 左記の回収対象以外のものは回収できません
■前回は･･･ ３月19日の同じ時間帯に、およそ30名の
方が無料回収にパソコンなどをお持ちくださいました。
その総量は277茜。これらに含まれる有用な金属が再
び資源となって利用されています。再資源化（リサイ
クル）は地球にやさしい取り組みといえます。今回も
皆さまのお越しをおまちしております。
◆連絡先／役場住民税務課生活環境室緯87―0514

■日時／９月10日松 受付9：00～12：00
■会場／役場庁舎正面
■回収対象／全８品目
①パソコン・ノートパソコン（ブラウン管ディスプレ
イ、テレビ、プリンターは不可） ②携帯電話（ＰＨＳ、
スマートフォンを含む） ③デジタルカメラ ④ビデ
オカメラ ⑤ゲーム機（家庭用・携帯用ともに対象。
カセット式ソフトを含む） ⑥ＤＶＤプレーヤー（ディ
スクは不可） ⑦地デジ・ＢＳチューナー（ＢＳアンテ
ナを含む） ⑧ワープロ

間であり、機械や作業員の往来もありますので、十分に注意して通行されるよ
うお願いします。
なお、通行の安全を確保するため、やむを得ず一時的（数分間）に通行でき
ない時間も生じますが、皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。県道（高峰地内）の雪崩対策工事

○工事の内容と進み具合
スノーシェッド工事は、道路の下の
部分（土台コンクリート）と、山側擁
壁の竪壁を作っています。ダム湖側の
擁壁にも着手しています。
また、スノーシェッドの屋根部材に
ついても、予定どおりの工程で工場製
作しています。
道路の通行制限につきましては、予
定どおり７月29日晶17：00から片側
交互通行に切り替わりますが、工事区

西 置 賜 道 路 計 画西 置 賜 道 路 計 画 課課

お 知 ら せ

◆問合せ先／置賜総合支庁建設部西置賜道路計画課緯88－8230
道路土台のコンクリート施工 山側擁壁の施工状況

前回（３月）に続き、家庭で不要になった小型家
電（電子機器）を無料で回収します。ご家庭や地域
でお声掛けのうえぜひご利用ください。

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 教 室

【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
※初めて利用される方は、初回に簡単

な体力測定を行いますので、来所前
にあらかじめご連絡ください。

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
・71歳女性(仕事をしながら利用)

筋肉が引き締まってくるのがわか
り体が軽くなったと実感できます。
初対面の方とも楽しく運動しながら
会話ができるので、わたしのストレ
ス解消になっています。
・79歳男性(週２回ペースで利用)

筋トレに来るといろいろな人と話

ができて、楽しく鍛えることができ
ます。週2回の利用が日課になって
いて、私の楽しみです。
○会場／町社会福祉協議会建物内

◆申込・問合せ先
・社会福祉協議会内専用緯86－2555
・町健康福祉課福祉室 緯86－2233

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



問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338中津川地区総合検診7:30～（ひまわり館）

夏休みオープンルーム９：00～（中部地区公民館）～【３日】
中津川っ子チャレンジクラブ 9:00～（中津川地区公民館）

月1

子ども映画夏祭り10：00～（白椿地区公民館）～【３日】
人・農地プラン策定委員会10：00～（役場）火2

キララ☆陸上クラブ18:30～（スポーツセンター前集合）水3
添川地区レディース検診13：15～（南陽検診センター）
キララ☆ピラティス教室 19:00～（中部地区公民館）木4
萩生地区総合検診7:30～（中部地区公民館）
中部地区子ども防災訓練13:30～（第一小体育館など）～【６日】
第３回｢TSUBAKICREATIVELABO｣19:00～（あ～す）

金5

キララ☆ヒップホップ教室19：00～（中部地区公民館）
キララ☆スポーツの日 19:00～（スポーツセンター体育館）土6

町営学習教室「いいで希望塾」開塾式８:30～（あ～す）日7
月8
きら☆びすく教室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9
萩生地区総合検診 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）水10
食彩しろつばきオープン８:00～（いいで旅館）
帰郷希望女子応援プロジェクト 13:00～（町内）～【13日】木11

金12
土13
添川温泉ふるさと祭り13：30～（しらさぎ荘前広場）日14
成人式 10：00～（あ～す）月15
中まつり16：00～（中村原広場）火16
中津川地区総合検診7:30～（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）水17
夏休みオープンルーム９：00～（中部地区公民館）～【19日】
萩生地区レディース検診13:15～（南陽検診センター）
キララ☆ピラティス教室19:00～（中津川地区公民館）

木18

金19
キララ☆スポーツの日19:00～（スポーツセンター体育館）土20
わくわくサイエンススクール 10:00～（飯豊こども研究所）日21
萩生・添川・小白川地区人間ドック７:00～（南陽検診センター）月22
添川・松原地区レディース検診13:15～（南陽検診センター）
きら☆びすく教室19:00～（西部地区公民館）
白椿地区育成会役員会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23

キララ☆陸上クラブ 18:30～（スポーツセンター前集合）水24
飯豊町農業委員会総会９:30～（役場）木25

金26
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～（スポーツセンター体育館）土27

食彩しろつばき８:00～（いいで旅館）日28
椿・小白川地区総合検診７:30～（健康福祉センター）～【30日】月29

火30
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31

８月

４カ月・９カ月児健診
司日時／８月５日晶 13：00までおいでください
司対象者／４カ月児／平成28年３月生まれ

９カ月児／平成27年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、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／８月25日昭 13：00までおいでください
司対象者／平成25年１月・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、バス
タオル、３歳児健康診査セット（事前送付予定）

「健康♡元気いいで町ポイント事業」の対象事業
です。保護者に５ポイントプレゼントします。
司日時／８月18日昭 13：00までおいでください
司対象者／①平成25年９月生まれ
②平成26年４月・５月・９月生まれ
③平成27年４月・５月・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、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／８月３日昌8：50～15：30
司対象者／平成28年12月・29年１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・９カ月児健診
司日時／９月23晶 13：00までおいでください
司対象者／４カ月児／平成28年４月生まれ

９カ月児／平成27年10月生まれ
１歳６カ月児健診

司日時／９月29日昭 13：00までおいでください
司対象者／平成27年１月・２月生まれ
幼児歯科健診

司日時／９月15日昭 13：00までおいでください
司対象者／①平成25年５月・６月・７月生まれ

②平成26年１月・６月・７月・10月・
11月・12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）

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。

9月の乳幼児健診日程


