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お　知　ら　せ　版

繋住宅借入金等特別控除の改正

　住宅借入金等特別税額控除の適用の
範囲が拡充されました。
　また、年末調整や確定申告の際に住宅借入金等特別
税額控除の記載をした方については、別途に申告を行
わなくても控除が受けられるようになりました。
　対象となる方は、平成11年から平成18年と平成21年
から平成25年までに入居された方で、所得税から住宅
借入金等特別税額控除額を控除しきれなかった方とな
ります。なお、平成19年・平成20年に入居された方は、こ
の控除の対象にはなりません。

罫農業用機械・装置などの耐用年数の改正

　これまで農業用機械や装置などは、種類毎に耐用年
数が区分されていましたが、これを「農業用設備」と
してひとくくりとし、耐用年数はすべて「７年」とな
りました。

茎株式配当所得における申告方法の改正

　株式などの配当所得について
は、平成21年分の申告から、
「総合課税」と「申告分離課税」
のどちらかを選択できるように
なりました。
煙総合課税…各種の所得金額を
合計して所得税額を計算する方法

煙申告分離課税…一定の所得については、ほかの所得
金額と合計せず、分離して税額を計算する方法

　申告分離課税の場合、株式の譲渡損失があるときは、
配当所得との損益通算が可能となります。

荊株式の配当・譲渡所得に対する税率の特例

　平成21年１月１日から平成23年12月31日までの株式
の配当や譲渡の所得に対して、軽減税率10％（住民税
３％・所得税７％）が適用されます。

　２月８日捷から平成21年分の町県民税申告相談が始まります。
　主な税制の改正は以下のとおりですので、書類準備の際の参考にしてください。

胸国民年金加入者…社会保険料（国民年金保険料）控除証明書
　国民年金保険料は、全額「社会保険料控除」の対象と
なります。社会保険庁より11月上旬に控除証明書が送付
済みですが、10月１日以降に初めて国民年金保険料を納
めた方は、日本年金機構から２月上旬に送付されます。
◆再交付受付／緯0570―070―117（控除証明書専用ダイ
ヤル）または米沢年金事務所緯0238―22―4220
※あらかじめ年金手帳を準備してください。

　平成21年中に厚生年金保険や国民年金などの老齢年金
を受けた方へ、日本年金機構から「公的年金等の源泉徴
収票」が１月中に送付されます。この源泉徴収票は、前
年に受け取られた年金の総額や源泉徴収税額、控除の内
容などをお知らせしています。ただし、障害年金や遺族
年金は課税の対象とならないので送付されません。
◆再交付受付／国民・厚生年金の方は、ねんきんダイヤ
ル緯0570―05―1165または米沢年金事務所緯0238―
22― 4220　※共済年金の方はそれぞれの共済組合へ
お問い合わせください。

閣

胸年金受給者…公的年金等の源泉徴収票

トラクター　8年
田植え機　　5年
運搬用器具　4年
　　

… …

これまでは、
農業用機械・
装置別に耐用
年数を区分

問合せ先／役場住民税務課税務室緯72―2111
内線128・129・130　  

国民年金加入者・年金受給者の皆さんへ
～申告の際、必要になります～

MEMO

耐用年数はすべて7年に！

トラクター　7年
田植え機　　7年
運搬用器具　7年
　　

… …

平成 21 年分
の申告からは、
「農業用設備」
にひとまとめ

申告の準備はお済みですか？

平成22年度町県民税の主な改正点のお知らせ
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　近年、消費者の不安をあおったり、
心理的に巧みな手段を用いるなど、い
わゆる悪質商法の手口はますます巧妙
化・複雑化しています。商品の購入や
契約の際は、冷静に判断し、少しでも
おかしいなと思ったら、決してその場
で決めずに周りの人に相談しましょう。
　万が一トラブルにあってしまったら、
下記の相談電話までご相談ください。
宇点検商法
　「床下の点検」「消火器の点検」など
と言って家に上がりこみ、不安をあ
おって、必要もない契約や工事をさせ
る手口。
宇催眠（ＳＦ）商法
　会場に人を集め、日用品などを無料
で配り、帰れない雰囲気にして最後に
高額な商品を契約させる手口。
宇マルチ商法（ネットワークビジネス）
　「人を紹介し、その紹介料で儲かる」
と言って勧誘する手口。
宇資格商法・二次被害
　必要もない講座や教材を言葉巧みに
契約させる手口。以前の契約者に対し
て、名簿から削除するのに新たな受講
が必要などとした二次被害も認められ
る。
宇内職商法
　「自宅にいながら収入を得られる」と
のふれこみで勧誘し、教材やパソコン
などを購入させる手口。
◆消費者相談ダイヤル
緯0570－064―370

※年末年始を除いて毎日つながります
※夜間は対応しておりません
◆問合せ先／県消費生活センター（県
庁内）緯023－624―0999または役場
住民税務課生活環境室緯72― 2111
内線133

　公的個人認証サービスの電子証明書
の有効期間が発行日から３年のため、
平成19年３月以前に発行された電子
証明書はすでに失効しているか、平成
22年３月中に失効します。発行の際に
お配りした電子証明書の写しに有効期
限が記載されていますのでご確認くだ
さい。また、電子証明の発行を受けた
後に転居した方、名字が変わった方も
届出のあった日に失効しています。
　電子証明書が失効した場合には、所
得税の確定申告（e-Tax）などの電子
申請・届出に使用できなくなりますの
で、新しい電子証明書の発行（更新）
手続きが必要となります。
　電子申告で必要な方は、お早めに更
新してください。
◆手続場所／役場住民税務課窓口
◆持ち物／住民基本台帳カード、印鑑、
身分証明書（運転免許証など）

◆手数料／500円
◆問合せ先／役場住民税務課住民室
緯72―2111内線120、123、127

　手ノ子スキー場を会場として、町小
学校スキー大会と合同で町民スキー大
会が開催されます。ふるってご参加く
ださい。　
◆日時／２月14日㈰　
　　　　開会式８：50～
◆会場／手ノ子スキー場
◆参加資格／小学生以上の町民の方
◆種目／大回転、回転、親子大回転
◆申込方法／各地区体育協会にお申し
込みください

◆問合せ先／役場教育文化課生涯学習
振興室緯72―2111内線162

　東北税理士会長井支部では次のとお
り無料申告相談を実施します。場所は、
担当会員事務所で行いますので、ご連
絡のうえお越しください。

※相談時間は10：00～15：00までです
◆問合せ先／東北税理士会長井支部
緯88―9159

　来る２月27日㈯に白川ダム湖岸公園
で開催される中津川雪祭りでの雪像・
スノーランタンの製作者、製作グルー
プを募集します。幻想的に飯豊の冬を
彩る雪像作りにぜひご参加ください。
　あわせて紙風船製作も募集しており
ます。お気軽にご応募ください。
◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆申込締切／２月12日㈮まで
◆問合せ先／中津川雪祭り実行委員会
（中津川地区公民館）緯77―2020

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2075－2086髙 橋 工 務 店土6

72－2191佐 藤 管 工 業日2172－2191佐 藤 管 工 業日7

72－2191佐 藤 管 工 業土2772－2191佐 藤 管 工 業木11

75－2086髙 橋 工 務 店日2872－2191佐 藤 管 工 業土13

75－2086髙 橋 工 務 店日14

無料税務相談のご案内 悪質商法にご注意ください
消費者相談ダイヤル開設

公的個人認証サービスの
電子証明書をお持ちの方へ

小学校スキー大会・
町民スキー大会のご案内

事務所所在地担当会員期日

椿3596―3
緯72―2400長沼安義

2月10日
㈬ 長井市中道1―11―

1―15 緯84―5019元木茂

長井市館町南10―
57　緯88―9159金田和夫

2月12日
㈮

同上長澤修司

長井市新町14―29
　緯84―2505梅村冨治

2月15日
㈪ 同上須貝周一

長井市中道一丁目
2-35緯88―5858海老澤信夫

白鷹町十王5540―
8　緯85―0326土屋正昭

2月16日
㈫ 白鷹町十王3740

緯85―4548海老名信乃

中津川雪祭りで雪像を
作ってみませんか
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日時：５日画･19日画 午後１時～３時
会場：白椿地区公民館
問合せ先：町社会福祉協議会（緯72－3353）

心配ごと相談

日時：12日画  午後１時30分～３時30分
会場：町民総合センター「あ～す」
問合せ先：役場住民税務課（緯72－2111）

人 権 相 談

日時：19日画  午後１時～３時
会場：白椿地区公民館
問合せ先：役場住民税務課（緯72－2111）

行 政 相 談

暮 ら し の 相 談

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。

２月国保税
煙納期限／３月１日訟
煙問合せ先
　役場住民税務課納税
　支援室 内線125・126２月

　昨年度も除雪の際に光ファイバー
ケーブルなどの破損事故が発生してい
ます。電話線と同じように電柱に架線
され、宅内に引き込みされております
ので、家庭用の除雪機などでも切断・
破損させてしまう可能性があります。
　復旧時には多額の費用と時間がかか
りますので、除雪の際は近辺のケーブ
ル類などに充分ご注意くださいますよ
うお願いします。
◆問合せ先／役場総務企画課総務情報
室緯72―2111内線224

　新レシピ「創作なおえ料理」による
雪菜、小野川豆もやし、紅大豆、花作
大根を使った料理講習会を実施します。
◆日時／２月24日㈬  ９：30～13：00
◆場所／置賜総合文化センター
　　　　（米沢市金池三丁目1－14）
◆費用／無料（事前申し込み必要）
◆定員／50名
◆募集期間／２月１日㈪～２月１２日㈮
※託児所もございますので、申し込み
の際にお問合せください

◆問合せ・申込先／置賜総合支庁農業
振興課緯0238－26―6051

　税金や水道料などの公共料金のお支
払いは、便利な口座振替をご利用くだ
さい。毎月金融機関に出向く必要がな
いほか、納め忘れも防げます。
　申し込みは、希望する金融機関の窓
口でお手続ください。
◆問合せ先／役場住民税務課納税支援
室緯72―2111内線125、126

光ファイバケーブルなどの
切断・破損にご注意ください

　世界農林業センサスは、“農林業の
国勢調査”といわれ、農林業・農山
村地域の実態を明らかにし、農林行
政の基礎資料整備のため、５年ごと
に実施している調査です。
◆調査対象
　町内で農業や林業を営む農家・林
家・組織
◆調査方法
　１月中旬ころより調査員が訪問さ
せていただき、聞き取り調査を行い
ます。その結果、調査対象となる場
合は調査票のご記入をお願いします。
◆調査内容（基準日：平成22年2月1日）
鴨世帯員の構成と就業状況
鴨農地、山林の所有と利用状況
鴨農林産物の生産販売の状況
鴨農業・林業の労働力
鴨農作業受託の状況　など
◆その他
　調査した内容は、統計資料を作成
するためだけに使用し、その他の目
的に使用することはありません。ま
た、調査票への記入内容については、
統計法に基づき厳重に管理されます。
◆申込・問合せ先／役場総務企画課
総務情報室緯72－2111内線220、225

　専門の相談員がご相談に応じます。
また、損害保険一般のご相談もお受け
付けしますのでお気軽にお問い合わせ
ください。
◆相談日
　月曜日～金曜日（土・日祝日を除く）
９：00～12：00、13：00～17：00

◆相談電話／緯023－633―0589
◆費用／無料
◆連絡先／㈳日本損害保険協会山形自
動車保険請求相談センター
緯023－633―0589

　町では、次のすべての要件に該当す
る一人暮らしの高齢者および老人夫婦
世帯に対して、屋根の雪下ろしや住宅
周りの除雪のための除雪ヘルパーを派
遣します。
◆対象要件
①町県民税の非課税世帯であること
②冬期間も町内で生活していて、除雪
を依頼できる子供や孫、親類がいな
い世帯であること（留守世帯は除く）
③生活保護世帯でないこと
◆自己負担と派遣回数
　自己負担は除雪経費の半額。ただし、
５万円を超える場合は２万５千円を超
えた分が自己負担。
　また、ヘルパー派遣は３月まで１世
帯２回を限度とする。
※なお、申し込みを受けても、除雪経
費の積算や降雪の状況により、即日
ヘルパーを派遣できない場合があり
ますので、お早めに申し込みください
◆申込・問合せ先
　町健康福祉課福祉室緯86－2233

公共料金のお支払いは
口座振替が便利です

2010年世界農林業センサス
にご協力ください

伝統野菜料理講習会・
発表試食会を開催します

万が一の交通事故の際の
無料相談をご利用ください

除雪ヘルパーの
派遣について

　県道高畠川西線方面（夏目橋）か
ら、千代田クリーンセンターまでの
ごみ搬入路は、堤防の改修工事によ
り当分の間通行止めになります。標
識などに従って迂回路をご利用くだ
さい。
◆問合せ先／置賜広域行政事務組合
事務局総務課緯0238－23―3246

千代田クリーンセンター
ごみ搬入路通行止について



●4 【お知らせ版】広報いいで　2010/1/28

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

２月２１日擾 １３：30～
町民総合センター
「あ～す」

図書室は、２月１日捷～２月22日捷まで蔵書点検とシステム更新のため臨時休館となります。

【♪ 音楽に合わせてレッツ・ダンス ♪】

　「ダンス・ワークショップ」を開催します。おお
むね年長組以上のお子さんから大人の方まで、だ
れでも参加できます。楽しく踊ってさわやかな汗
を流し、冬の運動不足を解消しましょう！
　ご家族でもお１人からでも参加可能です。
♪日時　　２月21日㈰  13：30～15：00
♪会場　　町民総合センター「あ～す」
♪講師　　河下亜紀子先生（ダンス指導者）
♪参加料　１人300円（保険料として）
♪持ち物　運動できる服装、くつ、タオル
♪その他　小学校２年生までのお子さんは、保護

者の方も同伴ください
申込・問合せ先

町民総合センター「あ～す」緯72-3111

　社会保険庁は「日本年金機構」として生まれ変わり
ました。それに伴い、社会保険事務所は「年金事務所」
となりました。

算変わらないこと
焔年金記録問題に引き続きしっかりと取り組みます。
焔社会保険事務所は「年金事務
所」と名称が変わりますが、
所在地や電話番号の変更はあ
りません。
焔年金証書や年金手張はそのま
ま有効です。新たな手続きは
必要ありません。
焔年金の支払や各種届出方法は、

今までと変わりません。
焔社会保険事務所内に設置されている協会けんぽの出
張相談窓口は引き続き年金事務所内に設置されます。

焔年金のお問い合わせ先や利用料金も変わりません。
年金定期便専用ダイヤル志0570―058―555
ねんきんダイヤル　　　志0570―05―1165

算変わること
焔お客様にご案内する通知書などの名義が社会保険庁
から「厚生労働省」または「日本年金機構」に変わ
ります。

焔お客様へ「お約束10か条」を掲げ、お客様の立場に
立った効率的なサービスを提供します。

焔理事長へのメール・手紙などによって、国民の皆さ
まからお寄せいただくご意見・アイデアを業務運営
に積極的に反映します。

焔能力・実績本位の人事方針を確立し、組織風土を変
えます。

焔組織改革・意識改革・業
務改革を断行します。

気持ちを新たに取り組み、
一層の改善に努めます。

皆様の信頼に応え、サービス向上を目指します

がスタートしました

本年１月１日から

問合せ先
米沢年金事務所 緯0238―22―4220

役場住民税務課住民室 緯72―2111内線120・123・127
年金証書と年金手張は
そのまま使えます

ダンス指導者
河下亜紀子先生

日 本 年 金 機 構 に な っ て 
変わること・変わらないこと
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　 　健康医療室担当の健康教室 　　

申込・問合せ先／緯86―2338
会場／健康福祉センター

◆あくてぃぶ倶楽部
　楽しみながら健康づくりをしません
か？　フラダンスやボール運動など
「きつ～い運動が苦手」という方にお
勧めの教室です。
①運動体験コース　９：30～11：00
（運動初心者大歓迎）
焔開催日／２月９日㈫､23日㈫
②ちびボールコース  ９：30～11：00
（膝痛・腰痛予防と疲れとりに）
焔開催日／２月12日㈮､26日㈮
③フラダンスコース 10：00～11：00
（ウエストをしぼりたい方に）
焔開催日／２月２日㈫､16日㈫
◇参加費／１回500円
◇持ち物／タオル、飲み物
◆男のための料理教室のご案内
　最近は、男性も台所に立って料理を
作ったり、楽しんだりすることが一般
的になりつつあります。健康について
学びながら、仲間と楽しく料理を作っ
てみませんか。
焔日時／２月19日㈮  9：30～13：00
焔参加料／500円
◇持ち物／エプロン、三角巾、筆記用具

町健康福祉課町健康福祉課のの 健 康 教 室

置賜保健所置賜保健所のの 健 康 相 談

　　　　    　心の相談　　　　　  　

申込・問合せ先／緯0238―22―3015
①精神保健福祉相談（要予約）
煙置賜保健所（米沢市）会場
焔日時／２月18日㈭   14：30～
焔相談担当者／精神科医師
煙置賜総合支庁西庁舎（長井市）会場
焔日時／２月17日㈬  10：00～
焔相談担当者／精神科医師
②思春期・青年期こころの相談（要予約）
焔日時／２月25日㈭ 13：30～
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔相談担当者／精神科医師
　　　　子育て、女性の相談　　　　

申込・問合せ先／緯0238―22―3205
①子育て支援相談（要予約）
焔日時／２月26日㈮  13：30～
焔場所／置賜総合支庁西庁舎（長井市）
焔相談担当者／臨床心理士

②乳幼児発達相談（要予約）
焔日時／２月４日㈭ 13：15～
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔相談担当者／小児科医師
③女性の健康相談（要予約）
焔日時／毎週火曜日 13：00～15：00
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔相談担当者／置賜保健所保健師
　　   　感染症に関する相談 　  　　

申込・問合せ先／緯0238―22―3002
①エイズ・性感染症・クラミジアの検
査と相談
焔日時／毎週月曜日 13：00～14：00
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔内容／無料血液検査など
②C型肝炎、B型肝炎検査・相談
焔日時／毎週月曜日 13：00～14：00
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔内容／無料血液検査など

環境にやさしい暮らし
「地産地消、旬産旬消のススメ」
私たちの食べ物はどこで採れたの？

　最近、「フードマイレージ」という
言葉をよく耳にするようになりまし
た。この言葉は、1994年にイギリス
の消費者運動家ティム・ラング氏が、
食料の生産地から食卓までの距離に
着目し、なるべく近くで採れたもの
を食べようと提唱した「フードマイ
ルズ」という運動に基づいています。
　フードマイレージは食べ物の生産
地から消費される食卓までの輸送に
要した「距離×重さ」で表され、輸
入による環境への負荷を数値化した
ものです。試算によると、日本のフー
ドマイレージは、総量では世界中で
群を抜いて大きく、国民１人当たり
でも１位となっています。

（※単位：トン×キロメートル）
　フードマイレージが大きければ大
きいほど、遠い場所から食料を調達
していることになり、環境に負荷を
かけていることになります。それが
今の私たちの食生活なのです。
　その土地のもの（地産地消）を旬
の時期（旬産旬消）に食べることは、
体と心に良いばかりでなく、環境の
保全にもつながります。フードマイ
レージを意識して、地球にやさしい
食生活を心がけましょう！

◆連絡・問合せ先
役場住民税務課生活環境室
緯72－2111内線132・133

 地域包括支援センター担当の健康教室 

申込・問合せ先／緯86―2555
会場／なでしこハウス

◆らくらく筋トレ教室
　簡単な運動を楽しみながら、筋力・
体力アップをしてみませんか
焔対象者／60歳以上の方
焔参加料／施設使用料　１回200円
焔持ち物／内履きズック、飲み物、タ
オル、運動着

※主治医より運動を禁止されている
方・介護保険の認定を受けている方
は利用できません、教室利用時に簡
単な体力測定が必要になります

◆脳活性化教室
焔対象者／65歳以上の方で８回コー
スを継続して参加できる方
焔日時／２月４日から４月１日までの
毎週木曜日13時30分～15時

焔参加料／施設使用料200円、テキス
ト代1,050円
焔定員／６名
◆もらさん尿体操教室
焔対象者／おおむね60歳以上の女性
焔日時／２月17日㈬  13：30～
焔参加料／施設使用料200円
焔定員／６名

国民１人当たり 総量 国名 

7,093  9,002億  日本 

6,637  3,171億  韓国 

1,051  2,958億  アメリカ 

3,195  1,879億  イギリス 

2,090  1,717億  ドイツ 

1,738  1,044億  フランス 



この広報誌は再生紙を使用し、大豆インキで印刷しています。
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　１歳６カ月児健診　

司対象者／平成20年５月～７月生まれ

司日時／２月４日㈭（受付）午後１時～

司場所／健康福祉センター

司持ち物／母子健康手帳、1歳6カ月児健康診査

セット（事前にお送りします）、子ども用歯ブラ

シ、バスタオル、そのほかお子さんに必要なもの

司対象者／臼平成18年12月生まれ

渦平成19年１月・４月生まれ

嘘平成20年３月・４月・10月生まれ

唄平成21年１月生まれ

司日時／２月18日昭  午後１時～

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

司日時／２月10日昌 午前8時50分～午後3時30分

司場所／長井市保健センター

司対象者／平成22年6月・7月出産予定の初妊婦と夫

司持ち物／母子健康手帳、筆記用具、エプロン、

　　　　運動できる服装

司期日／２月８日㈪・22日捷

司時間／午前９時～11時

司場所／健康福祉センター

司内容／妊娠届出時の健康相談

※日程で都合の悪い方はご連絡ください

　４カ月・９カ月児健診　

司日時／３月17日㈬  午後１時～

司対象者／平成21年５月・10月生まれ

　３歳児健診　

司日時／３月４日昭  午後１時～

司対象者／平成18年７月～９月生まれ

　幼児歯科健診　

司日時／3月18日昭  午後１時～

司対象者

　臼平成19年２月・５月・７月・10月・11月生まれ

　渦平成20年１月・２月・11月生まれ

　嘘平成21年２月・３月生まれ

月1

火2

節分・豆まき 10：30～（こどもみらい館）
白川ダムと中津川地区懇談会 18：30～（ホテルフォレストいいで）水3

１歳６カ月児健診 13：00～（健康福祉センター）木4

リトミック（４歳）10：00～（こどもみらい館）
心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）金5

ブックスタート広場 10：30～（こどもみらい館）土6

西部スキー教室 13：30～（手ノ子スキー場）日7

母子健康手帳交付 ９：00～（健康福祉センター）月8

火9

おはなし広場 10：30～（こどもみらい館）
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）水10

木11

リトミック（５歳）10：00～（こどもみらい館）
人権相談 13：30～（あ～す）金12

いいで地域史講座 第３講座 13：30～（あ～す）土13

町民スキー大会 ８：45～（手ノ子スキー場）日14

月15

あそびの広場 10：30～（こどもみらい館）火16

水17

幼児歯科健診 13：00～（健康福祉センター）木18

かもしかクラブ 10：00～（手ノ子幼稚園）
心配ごと相談・行政相談 13：00～（白椿地区公民館）
東部地区公民館運営委員会 18：30～（東部地区公民館）

金19

ジュニアバッジテスト ９：00～（手ノ子スキー場）土20

基礎スキー技能テスト ９：00～（手ノ子スキー場）
ダンスワークショップ 13：30～（あ～す）日21

母子健康手帳交付 ９：00～（健康福祉センター）
かもしかクラブ ９：30～（添川児童センター）月22

かもしかクラブ ９：30～（つばき保育園）火23

かもしかクラブ ９：45～（いいで中部幼稚園）
マリンバ演奏 10：30～（こどもみらい館）
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）

水24

かんがるー広場 10：30～（こどもみらい館）木25

かもしかクラブ ９：30～（さゆり保育園）
中部地区公民館臨時運営委員会 10：00～（中部地区公民館）金26

中津川雪祭り 16：00～（白川ダム湖岸公園）土27

活動団体報告会 ９：30～（めざみの里観光物産館）
わくわくぐりぐら広場 10：30～（こどもみらい館）日28

２月の保健２月

幼児歯科健診

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

母子健康手帳交付・健康相談

乳幼児健診

パパママ教室（１回目）
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