
法の障害等級１級受給権者煙特別児童扶養手当等
の支給に関する法律施行令別表第３の１級程度の
者および別表第１程度の20歳以上の方

酸所得による条件／町民税所得割額235,000円未満
酸本人負担額
焔所得税非課税者／入院時の食事療養費
焔所得税課税者／医療費の１割。ただし、医療機
関ごとに次の額が限度額となります。

☆通院月額12,000円　☆入院月額44,400円
入院時の食事療養費

※新規で申し込みをする場合は、下記で手続きくだ
さい。
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　県と町では、次の方を対象に医療費の自
己負担分について助成を行っています。
　母子家庭等医療　

酸対象者／煙母子家庭で18歳以下の児童と
その母煙両親のいない18歳以下の児童

酸所得の条件／収入があり、所得税非課税であること。
酸本人負担額／入院時の食事療養費
　重度心身障がい（児）者医療　

酸対象者／煙身体障害者手帳１・２級煙精神障害者保
健福祉手帳１級煙療育手帳Ａ煙国民年金障害等級１
級の障害基礎年金受給権者煙精神障がい者で、恩給
法の特別項症および第１項症、そのほか公的年金各

母子家庭等医療・重度心身障がい（児）者医療

山形県医療給付制度のお知らせ

保険料（年額）保険料の調整率対象となる方所得段階

24,900円基準額×0.5
煙生活保護の方
煙老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税の方第１段階

24,900円基準額×0.5
煙世帯全員が町民税非課税の方で、前年の合計所得金額と
前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方第２段階

37,350円基準額×0.75煙世帯全員が町民税非課税の方で第２段階に該当しない方第３段階

44,820円基準額×0.9
虚下の許に該当する方で、前年の合計所得金額と前年の課
税年金収入額の合計が80万円以下の方

第４段階
49,800円基準額×1.0

許世帯のだれかに町民税が課税されているが、本人は町民
税非課税の方

62,250円基準額×1.25
煙本人が、町民税における前年の合計所得金額が200万円
未満の方第５段階

74,700円基準額×1.5
煙本人が、町民税における前年の合計所得金額が200万円
以上の方第６段階

★介護保険に関するパンフレットを６月中旬に配布する予定です。介
護保険料や介護サービスについて詳しく載っていますので、大事に
保管してください。

介護保険料が変わりました

【問合せ先】
町健康福祉課福祉室
緯86―2233

　今回の見直しでは、介護従事者の処遇を改善するために、介護サービス費用が改定され、それに伴う介
護保険料の急激な上昇を抑えるために、21・22年度については国で、22・23年度については町の基金で一
部を負担し、被保険者の負担を軽減した保険料となっています。

　平成21年度から平成23年度の３年間の介
護保険料は下表のように変わりましたのでお
知らせします。

◆問合せ先／役場住民税務課住民室
　　　　　　緯72―2111内線122・127・124
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　６月21日の「キャンドルナイトinい
いで」で灯す環境にやさしいキャンド
ルをつくります。多くの方のご協力を
お願いします。
◆場所と日時
焔中部地区公民館
《子ども対象》 ６月10日我15：30～
焔白椿地区公民館　
《子ども対象》 ６月17日我 15：00～
《大人対象》 　６月18日牙  ９：30～
焔東部地区公民館
《子ども対象》 ６月10日我 15：00～
《大人対象》 　６月17日我  ９：30～
焔西部地区公民館
《子ども・大人対象》
 ６月10日我 15：00～

焔中津川地区公民館
《大人対象》 　６月１日俄 ９：30～
《子ども対象》 ６月17日我 15：00～
◆持ち物／いらなくなったクレヨン、
キャンドルの入れ物になる容器、は
さみ

◆申込先／各地区公民館・役場住民税
務課・学校（小中学生の方）

◆問合せ先／役場住民税務課生活環境
室緯72―2111内線133

　町では、幼児の事故防止とチャイル
ドシートの着用の慣習化を目指し、
チャイルドシートを無料で貸し出して
います。チャイルドシートの着用は、
道路交通法で義務付けられています。
ぜひ活用ください。
◆対象年齢／４カ月～４歳くらい
◆期間／10日間
◆料金／無料
◆申込・問合せ先／役場住民税務課生
活環境室緯72―2111内線133

　最高級の飯豊産米沢牛を準備し、皆
さんのお越しをお待ちしています。
◆期日／６月21日蚊　 雨天決行
◆場所／どんでん平ゆり園内
※入り口は、正面北側の専用ゲートです
◆イベント開催時間／11：00～14：00
◆前売り券
ファミリーセット（４名分）12,000円
※牛肉・野菜・飲み物セット

◆イベント
焔加藤マチャアキさんショー
焔飯豊町ワイン・どぶろく試飲会
焔豪華景品大抽選会

◆チケット購入先／ＪＡ山形おきたま
飯豊支店、畜産団体の役員の方、町
観光協会、役場産業振興課

◆問合せ先／役場産業振興課農業振興
室緯72―2111内線263・264

　西置賜漁業組合では、猟友会に依頼
し、銃器によるカワウ・アオサギなど
の有害鳥獣の駆除を下記のとおり行い
ます。流域で釣りや農作業、ウォーキ
ングなどをされる方はご注意ください。
◆期間／５月下旬～７月18日臥まで
◆場所／白川流域・白川ダム湖畔
◆問合せ先／西置賜漁業組合
　　　　　緯85―6107

　喫煙と受動喫煙による健康への影響
は社会問題になっています。たばこの
煙は吸わない人に不快感を与えます。
禁煙・分煙エリアのルールを守り、人
が集まる場所ではきれいな空気を大切
にしましょう。
◆問合せ先／町健康福祉課健康医療室
　　　　　緯86―2338

　交通災害共済は、町民の皆さんが会
費を出し合って、交通事故に遭ったと
きに見舞金を贈るなど、お互いに助け
合う制度です。自転車の事故も支給の
対象となります。今年度より給付額が
拡充されましたのでぜひお申し込みく
ださい。
◆加入できる方
平成21年７月１日現在、本町の住民
基本台帳に登録されている方、また
は外国人登録をしている方（ただし、
学生については他市町村に住所を有
する場合も加入できます）
※加入申込み後に町外へ転出すると、
加入資格はなくなります

◆申込期間／６月１日俄～30日峨まで
※申込期間が過ぎても随時加入可能
◆共済期間／平成21年７月１日～
　　　　　翌年６月30日まで

◆共済会費／１人当たり400円
◆その他／軽微な交通事故でも、必ず
警察に届けてください
◆申込・問合せ先／役場住民税務課生
活環境室緯72―2111内線133

　西置賜地区視聴覚教育協議会で所有
するビデオやＤＶＤなどの視聴覚教材
が、長井市立図書館で借りられるよう
になりました。ぜひご利用ください。
◆貸出場所／長井市立図書館
◆貸出期間
焔個人／３本まで２週間
焔団体／１週間（本数は適宜）
◆要件／長井市立図書館の個人または
団体用のカードが必要です
◆問合せ先／役場教育委員会生涯学習
振興室緯72―2111内線162

　長井市立図書館緯88―2535

いいで黒べこ祭り
パーティー券販売中

キャンドルづくり
応援隊募集！

交通災害共済
加入更新のお知らせ

チャイルドシート
無料貸し出しについて

銃器による有害鳥獣の
駆除を行います

５月31日～６月６日は
禁煙週間です

視聴覚教材の貸出しが
便利になりました

６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

72－2191佐 藤 管 工 業土2072－2191佐 藤 管 工 業土6

75－2086髙 橋 工 務 店日2175－2086髙 橋 工 務 店日7

75－2086髙 橋 工 務 店土2775－2086髙 橋 工 務 店土13

72－2191佐 藤 管 工 業日2872－2191佐 藤 管 工 業日14
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◆受験資格
①警察官Ａ（大学卒または平成22年３
月まで卒業見込みの方）
昭和49年４月２日から平成４年４
月１日までに生まれた方

②警察官Ｂ（上記以外の方）
昭和49年４月２日から平成４年４
月１日までに生まれた方

③一般職員大学卒業程度
昭和45年４月２日から昭和63年４
月１日までに生まれた方、昭和63年
４月２日以降に生まれの大卒者また
は平成22年３月まで卒業見込みの方

③一般職員高校卒業程度（大学卒または
平成22年３月まで卒業見込みの方）
昭和63年４月２日から平成４年４
月１日までに生まれた方

◆申込期間
①警察官Ａ…５月29日画～６月29日俄
②警察官Ｂ…７月31日画～８月31日俄
③一般職員大学卒業程度…

５月15日画～６月８日俄
④一般職員高校卒業程度…

８月17日俄～９月４日画
※いずれも電子申請でも受付
◆試験日・場所
①警察官Ａ…７月12日蚊
山形東高校ほか

②警察官Ｂ…９月20日蚊
南陽警察署ほか

③一般職員大学卒業程度…６月28日蚊
山形市

④一般職員高校卒業程度…９月27日蚊
山形市、三川町

※第２次試験については第１次試験合
格者に通知

◆問合せ先／長井警察署緯84―0110

　越後米沢街道・十三峠が日本風景街
道に登録されたのを記念したフォーラ
ムが開催されます。ぜひ参加ください。
◆期日／６月20日臥・21日蚊
◆第１日目 （13：00～）
◇会場／町民総合センター「あ～す」
◇内容
焔講演「いま、なぜ、風景街道か」
講師：中村良夫東京工業大学名誉教授
焔発表「おらほの街道紹介」
宇津峠歩こう会など４団体発表
焔伝統芸能公演「越後ごぜ唄」
◆第２日目 （８：30～）
◇集合場所／いいで旅館前
◇内容／「バードゆかりの街道を往く」
手ノ子落合口から小国横川ダムまで、
バスや徒歩で、十三峠の各地を巡り
ます

◆その他
参加費や詳細な日程などについては、
下記までお問い合わせください

◆申込締切／６月10日我まで
◆申込・問合せ先
（平日）西部地区公民館緯75―2111
（休日）宇津峠部会 髙橋緯75―2832

　交換所の設備工事により電話・ＦＡＸ・
インターネット利用が３分程度中断に
なりますので、ご承知ください。
◆中津川地域（市内局番77・78局の
ISDN回線利用者）
焔日時／６月16日峨 深夜１：10～１：30
◆飯豊、手ノ子地域（市内局番72・74・
75・78・86局のISDN回線利用者）

焔日時／６月30日峨 深夜１：10～１：40
◆問合せ先／NTT東日本山形支店
　　　　　緯0120―329150
　　　　　（平日９：00～17：00）

　飲酒運転は犯罪です。危険な行為で
あるばかりでなく、事故の相手とその
家族、自分や自分の家族にも悲惨な結
果をもたらします。飲酒運転は絶対に
「しない、させない、許さない」を徹底
し、みんなで飲酒運転をなくしましょ
う。
◆問合せ先／山形県交通安全対策協議
会事務局（山形県総務部危機管理室
内）緯023―630―2429

　県職員が皆さんの集会や学習会にお
伺いします。
◆内容／①暮らし・保健福祉、②自然・
環境、③置賜地域の産業、④県政一
般など４分野66のメニューからお
選びください
◆料金／無料（会場使用料などは除く）
◆申込方法／下記まで希望日の３週間
前まで電話で申し込み
◆申込・問合せ先／置賜総合支庁総務
課緯0238―26―6003

　多重債務者向けの相談員がお話を聞
き、考えられる解決方法をアドバイス
させていただくとともに、必要に応じ
て弁護士・司法書士などの専門家への
引継ぎを行っています。
◆日時／６月18日牙 ９：00～17：00
◆場所／東北財務局山形財務事務所
　　　　（山形市）
◆料金／無料
◆その他／契約書の写しや消費者金融
借入れカードなどがありますと、よ
り詳しくアドバイスができます
◆予約・問合せ先／財務省東北財務局
金融監督第三課緯022―266―5703

警察官・一般職員
採用募集のお知らせ

多重債務無料相談

「にぎわい再び十三峠」フォーラム

ＮＴＴ東日本から電話利用
一時中断のお知らせ

６月１日～６月10日は
飲酒運転撲滅広報強化旬間

置賜総合支庁
職員出前講座“県政ナビ”

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：５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。

６月町県民税
煙納期限／６月30日雨
煙問合せ先
役場住民税務課納税
支援室 内線125・126６月
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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

　「フェット・ド・
ラ・ミュージック」
は、夏至の日に誰
もが気軽に音楽と
触れ親しむことが
できる「街角コン
サート」です。飯
豊町でも発祥の地であるフランス（パリ）と合わせ
て毎年開催しています。今回も「どんでん平ゆり園」
が会場です。
　年間で最も長く輝く太陽の下、フランスの国花で
もあるゆりの花に囲まれながら、のんびりと音楽に
浸ってみませんか♪

捲日　時　　６月21日蚊　14：00～（小雨決行）
捲場　所　　どんでん平ゆり園
捲その他　　ご覧になる際は、ゆり園の入場料が必

要となります
捲問合せ先　町民総合センター「あ～す」

　夏期（６月～10月）の図書室開館時間を午後６時
まで延長します。ぜひご利用ください。
煙期間／６月２日峨～10月31日臥 （月曜・祝日休館日）
煙開館時間／雨～窺 ９：00～18：00

丑・羽 ９：00～17：00

クッジーュミ
・ラ・ド・トッェフ
♪2009.6.21

 Sun

図書室開館時間を延長します

　「ねんきん定期便」は、保険料納付の実績や将来受
け取る年金額の見込みなどの、年金に関する情報を
定期的（毎年誕生月に送付）に確認いただくことを
目的としています。
　平成21年度は、被保険者の方に共済組合員記録に
かかる情報を除いた、これまでの公的年金のすべて
の加入記録をおしらせします。

糸ねんきん定期便のお知らせ内容午

　平成21年度　
①年金加入期間（加入月数、納付済月数など）
②50歳未満の方には加入実績に応じた年金見込額。
50歳以上の方には、「ねんきん定期便」作成時点の
加入制度に引き続き加入した場合の将来の年金見
込額。なお、すでに年金受給中（全額停止中含む）

「ねんきん定期便」
が送付されます

今年４月からスタート の方には見込額は通知しません。
③保険料の納付額（被保険者負担分累計）
④年金加入履歴（加入制度、事業所名称、
被保険者資格取得・喪失年月日など）

⑤厚生年金のすべての期間の月ごとの標
準報酬月額・賞与額、保険料納付額

⑥国民年金のすべての期間の月ごとの保
険料納付状況（納付、未納、免除などの別）

　平成22年度以降　
煙上記①～③について、更新し通知します。また、
上記⑤⑥について、直近一年分を通知します。

煙節目年齢時（35・45・58歳）の方々に対しては、
平成21年度と同内容を更新して通知します。

山ねんきん定期便の専用ダイヤル撒

　ねんきん定期便の内容に関する質問や問い合わせ
は、専用ダイヤルをご利用ください。
煙専用ダイヤル／緯０５７０―０５８―５５５
煙受付時間／月曜～金曜日 9：00～20：00

第２土曜日 　9：00～17：00

地元を中心に活動する音楽グループが熱演
お聴き逃しなく概

　下記の団体では、メンバーを募集しています。初
心者大歓迎！　興味のある方は、お気軽にお問い合
わせください。
★めざみキッズ（子どもミュージカル）
★出羽之国飯豊山白流太鼓保存会
★コラール・ド・めざみ（女声コーラス）
★イベント企画推進スタッフ
★いいでミキシングスタッフ（音響･舞台照明の操作
調整）

◎問合せ先／町民総合センター「あ～す」

一緒に楽しく活動してみませんか？

《問合せ先》
役場住民税務課住民室 緯72―2111内線120、123、127
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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

◆はつらつ教室のご案内
　メタボ予防を真剣にお考えの方、生
活習慣を見直してみませんか。食事と
運動を主にした健康教室を開催し、あ
なたの健康度アップを応援します。
焔対象／おおむね75歳までの方
焔内容／採血や体組成計などでの測定。
食事や運動の講義と実技など
焔日程／６月４日牙､６月11日牙､７月
10日画､８月４日峨､９月９日我の５
日間
焔時間／６月４日､９月９日は８：30
から、そのほかは９：30から
焔参加費／2,000円
＊詳細は後日連絡いたします。
◆食生活改善推進員養成講座
　生活習慣病予防について学んでみま
せんか。栄養士、保健師による講話と
調理実習などを行います。修了後は食
生活改善推進員として活動願います。
焔日程／６月26日画、７月29日我、
８月28日画、９月30日我､10月28
日我、11月25日我の６回

焔申込締切／６月12日画まで
焔参加費／2,000円（別途テキスト代）

 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―2233
会場／なでしこハウス

◆らくらく筋トレ教室
焔対象者／60歳以上の方
※健康状態による制限がありますので、
申し込みの際、ご確認ください
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

※参加の申し込みは随時受け付けてい
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こと
焔日程／６月11日から７月30日まで
の毎週木曜日　13：30～15：00

焔参加料／施設使用料毎回200円、テ
キスト代1,050円
焔定員／６名
焔申込締切／６月４日牙
◆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／６月17日我　13：30～
焔参加料／施設使用料200円
焔定員／６名
焔申込締切／６月10日我

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

　　　精神保健福祉担当の相談　　　

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／６月11日牙  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／６月17日我  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／６月25日牙  13：30～
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔相談担当者／精神科医師
　　　　保健支援担当の相談　　　　

申込・問合せ先／緯0238―22―3205
①子育て支援相談（要予約）
焔日時／６月26日画  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／６月11日牙  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
　　　 感染症予防担当の相談 　　　

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
でんきを消して、スローな夜を。

　2007年６月22日の夜、町民総合セ
ンター「あ～す」周辺の照明が一斉
に消え、ろうそくの明かりでコン
サートを見た人が100人。2008年６月
21日の夜、エルベのハーブガーデン
からろうそくの明かり越しにゴスペ
ルを聞いた人が60人。
　100万人のキャンドルナイトは2003
年の夏至の日に日本で始まり、現在
では日本全国のみならず海外にも広
がっています。昨年の夏にもこのよ
うな消灯イベントは世界各地で開催
され、参加した施設はおよそ15万カ
所、削減された電力量は約240万kWh
（およそ8,000世帯がひと月に使用す
る電力消費量と同じ）にもなりました。
　飯豊町でもこの取り組みを2007年
に始め、２年間で延べ160人もの方に
参加していただきました。そして今
年も、３回目となる「キャンドルナ
イト」を開催します。
【日時】６月21日（日）18：30～21：00
【場所】農家レストラン　エルベ
　　　いいで天文台
　「キャンドルナイト2009 inいいで」
は、ろうそくの明かりで食事をし、
天文台から星を眺めながら地球や宇
宙の偉大さに思いをはせてみようと
いうイベントです。夏至は１年で太
陽が一番長く見られる日です。夏至
の日に少しの間だけテレビを見る時
間を減らし、ろうそくの明かりだけ
で過ごしてみませんか。
　電気を消して、スローな夜を。地
球の未来を考えるこのイベントに、
少しでも多くの方にご参加いただけ
れば、と思います。
　また、キャンドルナイト開催にあ
わせ、環境パネル展を６月10日我～
６月23日峨まで、町民総合センター
「あ～す」ロビーにて行いますので、
ぜひご覧ください。

◆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



【お知らせ版】広報いいで　2009/5/286

　児童手当現況届　
　現在児童手当を受給されている方は、６月中に「児
童手当現況届」の提出が必要です。届出に必要な書
類を事前にお送りしますので、記
入してから、右記の会場へ提出し
てください（提出がないと、６月
分以降の児童手当が支給できなく
なります）。
斬持参するもの
焔現況届焔同意書焔印鑑焔受給
者の健康保険被保険者証の写し
（国民健康保険の方は不要）

　身○ ・母○ 医療証の更新　
　現在、「重度心身障がい（児）者医療証」、および
「母子家庭等医療証」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、該当者には事前に通知しますので、右
記のいずれかの会場で更新手続きを行ってください。
　なお、持ち物については、届いた通知書をご覧く
ださい。
※身○ ・母○ の医療制度については、表紙の「山形県医
療給付制度について」をご覧ください。

【上記日程で都合の悪い方は役場で手続きができます】
噛児童手当…役場教育文化課子育て支援室
噛○身 ・○母 医療証更新…役場住民税務課住民室
※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。また、役場教育文化課子育て支援室でも６
月のみ窓口を延長します。当日の午後１時までに申し込
みをすることで、午後６時30分まで受付が可能です。

※17日我・18日牙の更新期間中は、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。

 平成21年１月２日以降転入された方 
　前住所地より児童手当用の「平成20年分の所得証明書」
をご持参ください。

◆手続き日程表（６月）
場　所時　間期日

東部地区公民館  9：30～11：00
6月17日
昌

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  9：30～11：306月18日

昭 白椿地区公民館14：00～16：00

斬児童手当に関する問合せ先
　役場教育文化課子育て支援室緯72－2111内線160、163
斬身○ ・母○ 医療証に関する問合せ先
　役場住民税務課住民室緯72－2111内線122、124、127

児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届届児童手当「現況届」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身身 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母 医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証証ののののののののののののののののののののの更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更更新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新のののののののののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知ららららららららららららららららららららら医療証の更新のお知らせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ

 　子どものむし歯について　 
　子どもの乳歯の下には永久歯の芽があるため、乳歯
のむし歯は永久歯にも影響します。将来むし歯になら
ないように乳歯のうちからきちんとした生活習慣を身
につけておくことが大切です。
 ①細菌対策 
　子どもは一人では上手に磨けません。寝る前に仕
上げ磨きをしましょう。歯と歯の間には糸ようじな
どを使い、きちんと汚れをとることが大切です。ま
た食事前後の歯磨きも効果的です。

歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯ををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををを大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切を大切にににににににににににににににににににににににににににににににににににににににににに
６月４日～６月10日は歯の衛生週間です

　目標は「6024、8020」。60歳で24本、80歳で
20本の歯を残しましょう。歯の健康を守り自分の
歯で食べられることは高齢者社会を豊かに過ごす
ために重要な要素となります。

②食べ物対策 
　甘いものを控え、食事とおやつの時間をきちんと
決めましょう。「甘い飲み物と甘いお菓子」の組み合
わせやだらだら食いは禁物です。

③フッ素の利用
　フッ素にはむし歯になりにくくする作用がありま
す。フッ素入りの歯磨き剤を使う方法も有効です。

 　家庭でできる歯周病予防　 
　歯周病は歯を支える周りの組織に起こる
病気です。歯を失うばかりか全身の健康に
も影響を与えるといわれています。歯周病
検診を受け、早めに予防・治療しましょう。
①ていねいなブラッシング
焔デンタルフロスや歯間ブラシも使用しましょう。

②生活習慣の改善 
焔タバコは吸わない焔軟らかいものばかり食べない
焔砂糖を取り過ぎない焔ストレスをためない（歯ぎ
しりは歯周病を悪化）焔口呼吸の習慣をやめる

◆問合せ先／町健康福祉課健康医療室緯86―2338
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◎豊川建設㈱／室内グラウンドゴル
フボール（12個）

◎手ノ子小５年生
　プランター鉢花（10個）
　　　　　第一小学校へ　　　　　
◎平成20年度卒業生一同
　デジタルビデオカメラ（１台）
◎飯豊町交通安全推進協議会
　ランドセルカバー（28枚）
◎飯豊町交通安全母の会／反射シー
ル（28枚）、交通安全指導冊子（28枚）
◎あかね会／小物袋（28個）
◎JA山形おきたま飯豊支店
　ノート（56冊）
　　　　　第二小学校へ　　　　　
◎佐原邦裕さん
　念仏踊り衣装（１着）
◎山田養蜂場／みつばち文庫（12冊）
◎二瓶幸浩さん／花鉢（30鉢）
◎土田達雄さん／タオル（50枚）
◎新野忠司さん
　堆肥（トラック１台分）
　　　　　添川小学校へ　　　　　
◎新野忠司さん
　堆肥（トラック１台分）
◎添川財産区
　WISCⅢ検査用具（一式）
　　　　  手ノ子小学校へ  　　　　
◎手ノ子小学校後援会
　防球ネット・支柱（１セット）
　　　　　飯豊中学校へ　　　　　
◎飯豊中学校創立50周年記念事業
実行委員会／図書・ビデオ（156冊）

◎長岡ツネさん／雑巾（100枚）
◎平成20年度卒業生一同
　大型スクリーン（１枚）
◎山口好浩さん
　マイク（２本）、コード（２本）、マイ
クスタンド（１基）
◎佐藤晴樹さん
　油彩画「陽は昇る」（１点）
◎渡部三喜夫さん／図書（133冊）

◎新野忠司さん
　堆肥（トラック１台分）
◎「花回廊ようざんろーど」をつくる会
　桜の苗木（７本）
◎二瓶幸浩さん／花鉢
　　　  いいで中部幼稚園へ  　　　
◎新野忠司さん／缶入りスープ（30本
入り２箱）、堆肥（トラック１台分）

◎平成20年度卒園児保護者一同
ＣＤラジカセ（１台）
◎船山庄輔さん／団子の木（１本）
◎手塚健一郎さん
手作り木製車（２種類３台）
　　　　  手ノ子幼稚園へ  　　　　
◎新野忠司さん／缶入りスープ（30本
入り１箱）、堆肥（トラック１台分）

◎平成20年度卒園児保護者一同
ユークリット・ブロック（一式）
　　　　  つばき保育園へ  　　　　
◎平成20年度卒園児保護者一同
子ども身長計（１台）

◎長沼秀明さん／花苗（20個）
◎伊藤昭一さん
　しめ飾り、門松（各１式）
◎寒河江光竹さん／団子の木（１本）
◎梅津松雄さん／団子の木（１本）
◎新野忠司さん／缶入りスープ（30本
入り３箱）、堆肥（トラック１台分）

◎長岡ハナ子さん／雑巾（50枚）
◎土田達雄さん／タオル（30枚）
　　　　  さゆり保育園へ  　　　　
◎長岡ハナ子さん／雑巾（50枚）
◎新野忠司さん／缶入りスープ（30本
入り２箱）、堆肥（トラック１台分）

◎平成20年度卒園児保護者一同
赤白玉入れ（一式）
 　　　添川児童センターへ 　　　 
◎井上俊幸さん／花鉢（４鉢）
◎平成20年度卒園児保護者一同
食育セット（一式）

　  介護老人保健施設「美の里」へ  　
◎伊藤こうさん／雑巾（40枚）

　　　　　  飯豊町へ  　　　　　　
◎小池忠三さん／10万円
◎嶋貫恒雄さん／石碑敷地38平方庵
◎JA山形おきたま・全国共済農業協
同組合連合会山形県本部
カーブミラー（４基）

◎東北電力㈱／防犯用蛍光灯（６基）
 　　　 町民総合センターへ 　　　 
◎飯豊町史話会／図書（２冊）
◎永井孝さん・埼玉県さいたま市
図書（61冊）

◎遠藤葉子さん・高畠町／図書（１冊）
◎県立置賜農業高校飯豊分校
花鉢（４鉢）
◎横沢芳明さん／図書（１冊）
◎日産自動車㈱／図書（２冊）
◎松尾剛次さん・山形市／図書（１冊）
◎日本生命山形支部／ＤＶＤ（１枚）
◎三森和裕さん・山形市
パンフレット（２冊）

◎ニューイヤーコンサート実行委員会
　ＤＶＤ（１枚）
◎朝倉よしさん／図書（１冊）
◎髙山春美さん
図書（６冊）、ビデオ（10巻）
　　　　白椿地区公民館へ　　　　
◎二瓶ちよさん／手作り直江兼続
パッチワーク（１枚）

◎秋桜倶楽部／塗り箸（30膳）
　　　　西部地区公民館へ　　　　
◎奥山和浩さん／ダンベル（７組）
◎井上仁弥さん
　チューリップ球根（300球）

平成20年８月～
平成21年４月

　火災防ぎょ訓練と分列行進が
実施される11時10分から12時ま
での間、町民総合センター「あ
～す」周辺道路の通行を制限し
ます。車が通れませんので、ご
協力をお願いします。

お 願 い

通
行
制
限
区
間

給食共同
調理場

つばき
保育園 健康福祉

センター

町民総合
センター
あ～す

◆日時／６月７日蚊　９：00～
◆場所／町民総合センター「あ～す」駐車場
◆内容／焔火災防ぎょ訓練など
の各種訓練焔分列行進焔町内
の園児による遊戯焔消防署飯
豊分署員による救助訓練など

町消防演習が行われます



士対象

　①平成18年４月・５月・８月・11月・12月生まれ

　②平成19年２月・５月・７月生まれ

　③平成20年２月・５月生まれ

司日時／６月18日昭　（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、子ども用歯ブラシ、健診

料金500円

司期日／６月８日捷・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

司日時／６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21年10月・11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、

運動のできる服装

　４・９カ月児検診　

司日時／７月22日昌　午後１時～

司対象者／①平成21年２月生まれ

　　　　　②平成20年９月・10月生まれ

　１歳６カ月児検診　

司日時／７月２日昭　午後１時～

司対象者／平成19年10月・12月生まれ

　幼児歯科健診　　

司日時／７月23日昭　午後１時～

司対象者／①平成18年６月・９月生まれ

　　　　　②平成19年３月・６月・８月・９月生まれ

　　　　　③平成20年３月・６月生まれ

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。

キャンドル作り ９：30～（中津川地区公民館）月1
趣味の会 ９：00～（東部地区公民館）
いきいき教室開級式 10：00～（白椿地区公民館）
中津川地区公民館運営委員会 19：30～（中津川地区公民館）

火2

白椿婦人学級ひめさゆり清拭縫い ９：00～（白椿地区公民館）水3
さわやかクラブガーデニング教室 ９：00～（西部地区公民館）
子育て講座「親子でリトミック」 10：30～（あ～す）木4

かもしかクラブ ９：30～（添川児童センター）
心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）
人権相談 13：30～（あ～す）

金5

ゆり園開園式 ８：30～（どんでん平ゆり園）
東部地区さつき展 ９：00～（しらさぎ荘前）　～７日
ブックスタート広場 10：30～（こどもみらい館）

土6

飯豊町消防演習  ８：30～（あ～す）日7
母子手帳交付・健康診断  ９：00～（健康福祉センター）月8
趣味の会 ９：00～（東部地区公民館）
あそびの広場 10：30～（こどもみらい館）火9

かもしかクラブ ９：30～（さゆり保育園）
キャンドル作り 15：00～（東部地区公民館・西部地区公民館）
キャンドル作り 15：30～（中部地区公民館）
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）

水10

白椿地区公民館運営委員会 19：30～（白椿地区公民館）木11
かもしかクラブ ９：30～（いいで中部幼稚園）
いきいき教室・第二小児童と交流会 15：30～（第二小）金12

手ノ子地区地域づくり座談会 ９：00～（西部地区公民館）土13
西部地区親善ソフトボール大会 ８：00～ （手ノ子小）
東部地区公民館長杯グラウンドゴルフ大会 13：30～
（おらだの川河川公園）

日14

月15
火16
しろあと教室 ９：30～（中部地区公民館）
キャンドル作り ９：30～（東部地区公民館）
おはなし広場 10：30～（こどもみらい館）
キャンドル作り 15：00～（白椿地区公民館・中津川地区公民館）

水17

かもしかクラブ ９：30～（手ノ子幼稚園）
キャンドル作り ９：30～（白椿地区公民館）
幼児歯科健診 13：00～（健康福祉センター）

木18

心配ごと・行政相談 13：00～（白椿地区公民館）金19
中津川地区さなぶり祭り 17：00～（中津川地区公民館）土20
黒べこ祭り 11：00～（どんでん平ゆり園）
フェット・ド・ラ・ミュージック 14：00～（どんでん平ゆり園）日21

母子手帳交付・健康診断  ９：00～（健康福祉センター）月22
趣味の会 ９：00～（東部地区公民館）
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）火23

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

金26
ゆり将棋大会 ８：30～（中部地区公民館）
子育て講座「ヒップホップダンス」 10：00～（あ～す）
やまがた花回廊ゆりの花ウォーク 11：00～（JR羽前椿駅前）

土27

飯豊町ソフトボール大会 ８：30～（町民野球場など）日28
月29
かもしかクラブ  ９：30～（つばき保育園）火30

6月

幼児歯科健診

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

母子健康手帳交付・健康相談

パパ・ママ教室（１回目）
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