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（旧）緑色 （新）茶色

◆申請・問合せ先
　役場住民税務課住民室
　緯72―2111内線122・124

　今回、国民健康保険被保険者証と一緒に「ジェネ
リック医薬品お願いカード」を同封します。
　ジェネリック医薬品とは後発医薬品のことで、新
薬の特許期間が終了した薬について、同じ成分で同
じ効き目の薬をほかの医薬品メーカーが開発コスト
を抑えて作ることができるために、安価で設定され
ています。そのため薬代負担が軽減されます（詳し

ジェネリック医薬品お願いカード
保険証と一緒に送付します

　現在使用されている国民健康保険被保険者証
（カード）の有効期限が平成21年８月31日となって
います。そこで、新しい被保険者証（カード）を
８月31日までに各世帯に郵送しますので、被保険
者証が届きましたら、氏名などの記載内容を確認
ください。内容に誤りのある場合や、被保険者証
が届かない場合は、役場住民税務課住民室までご
連絡ください。
　また、古い被保険者証（カード）は、９月１日
以降に各自で破棄してください。

新しい被保険者証が郵送されます

くは同封のパンフレットをご覧ください）。
　ジェネリック医薬品をご希望する場合は、「ジェネ
リック医薬品お願い
カード」を医療機関
での受診の際に、保
険証や診察券と一緒
に提示するか、また
は薬局で提示してく
ださい。

　飯豊町を離れて就学している学生さんには、遠
隔地用の保険証を交付します。下記のものを持参
して、役場住民税務課住民室に申請してください。
【申請に必要なもの】
噛印鑑
噛新しい被保険者証
噛在学証明書の写しまたは
　学生証の写し

　　保険証は申請が必要です

９月１日から

○学 
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　昨今、地震・竜巻・集中豪雨・台風
など自然災害が頻発しています。万一
の災害に備え、様々な体験ができるイ
ベントを開催します。また、アトラク
ションとして保育園の皆さんの演技や
飯豊町消防団音楽隊のライブ演奏もあ
ります。なお、雨天の場合も別メニュー
で実施します。お気軽にご参加くださ
い。
◆日時／９月13日蚊　８：45～
◆場所／西置賜防災センター（長井市）
◆内容／焔ヘリコプターが来るよ焔レ
スキュー隊の訓練を見よう焔地震を
体験してみよう焔ミニ消防車に乗っ
てみよう焔煙からの脱出を体験して
みよう
◆問合せ先／西置賜防災センター
　緯88－1839

　公立置賜総合病院では、地域に開か
れた病院として、ボランティアの皆様
の温かいお気持ちと、貴重なお時間を
提供いただき、より行き届いた患者
サービスを提供したいと考えているた
め、ボランティア活動していただける
方を募集します。
◆活動内容／１階２階外来への誘導・
案内、採血室・放射線科・内視鏡室・
リハビリ室等への誘導・案内、お見
舞い客のエレベーターへの場所案内、
車椅子患者の介助など
◆活動内容／月曜日から金曜日までの
８：30～12：00

◆募集期限／随時受け付けていますの
で、お気軽に下記までお問い合わせ
下さい
◆申込・問合せ先／公立置賜総合病院
総務課緯0238－46－5000

　下記の日程で無料の法律相談を実施
します。弁護士がご相談に応じ、相談
内容など個人の秘密は固くお守りいた
しますのでお気軽にご相談ください。
　相談は予約制となりますので、前日
までに下記の問い合わせ先までご予約
ください。
◆日時／９月４日画　10：00～
◆場所／白椿地区公民館
◆相談内容
財産、相続、金銭、土地、賃借など
に関する法律相談

◆予約・問合せ先／飯豊町社会福祉協
議会緯72－3353

　みんなで一緒に絵本や紙芝居などの
お話を楽しみましょう。ほかにも簡単
な作って遊べる工作もします。お子様
だけでも、保護者と一緒でも参加でき
ますので、お気軽においでください。
◆日時／９月13日蚊　10：30～
◆場所／こどもみらい館
◆対象／おおむね３歳～小学校３年生
◆参加費／無料
◆申込・問合せ先／あ～す図書室
　緯72－3111

　障がいのある方が地域で「はたらく・
くらす」ことをテーマに、現状や課題
について一緒に考えてみませんか。
◆日時／９月27日蚊　９：30～受付
◆場所／タスパークホテル（長井市）
◆参加費／無料、昼食希望者1,000円
◆内容／厚生労働省就労支援専門官の
講演とシンポジウム

◆申込・問合せ先／サポートセンター
おきたま緯88－5357

公立置賜総合病院
病院ボランティアの募集

わくわくぐりぐら広場の開催

９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 業月2175－2086髙 橋 工 務 店土５
75－2086髙 橋 工 務 店火2272－2191佐 藤 管 工 業日６
72－2191佐 藤 管 工 業水2372－2191佐 藤 管 工 業土12
72－2191佐 藤 管 工 業土2675－2086髙 橋 工 務 店日13
75－2086髙 橋 工 務 店日2775－2086髙 橋 工 務 店土19

72－2191佐 藤 管 工 業日20

◆職種／児童生徒自立支援員勝２名
小中学校における児童生徒自立支援

◆受付期間／８月27日牙～９月８日峨
　（郵送の場合は、９月８日必着のこと）
◆受付時間／８：30～17：00
　（土・日・祝日・年末年始を除く）
◆応募資格／性別・住所は問いません
が、行政事務などが適切にできる方
です。秘密保持や公平公正な事務執
行などは、職員と同様です。教員免
許所持者、ケースワーカーや各種相
談業務経験者を優遇いたします

◆決定方法／書類および面接による選
考により決定します

　（面接実施予定日：９月13日蚊）
◆申込み用紙の請求／役場総務企画課
総務情報室で直接交付します、郵便
で請求する場合は、120円切手を
貼った宛先明記の返信用封筒（角型
２号）を必ず同封し、請求ください

※町ホームページからも入手できます
◆申込方法／申込書に必要事項を記入
し、必要書類を総務企画課総務情報
室へ提出してください

◆雇用期間／平成21年９月24日から
平成22年３月31日までの学校登校
日（月平均勤務日数：20日間）

◆勤務条件
◇勤務時間／８：30～17：00
※希望により４～６時間および週３～４
日勤務も可能ですのでご相談ください
◇賃金／日額6,000円(通勤費別途支給)
◇休日／土・日・祝祭日。ただし、行
事などにより異なる場合があります

◇その他／社会保険、雇用保険に加入
◆申込・問合せ先
衣999－0696　飯豊町大字椿2888
役場総務企画課総務情報室
緯72－2111（内線223）

町臨時職員募集のご案内

地域生活支援セミナーin
おきたまのご案内

防災フェスタのご案内無料法律相談の開催
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日時：４日画・18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：11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：18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

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。

９月固定資産税・国保税
煙納期限／９月30日卯
煙問合せ先
　役場住民税務課納税
支援室 内線125・126９月

　現在、日本人の食生活には多くの輸
入食品が取り入れられています。輸入
食品の安全確保に関する最新の状況に
ついて学び、消費者、生産者、食品関
連事業者および行政が、食の安全・安
心に関する様々なテーマでの意見交換
をすることにより、相互交流・相互理
解を促進するため、「食の安全フォーラ
ム」を開催します。
◆日時／９月10日牙　13：30～15：30
◆場所／置賜総合文化センター（米沢市）
◆テーマ／臼基調講演「輸入食品の安
全確保対策の現状と課題について
（仮題）」、渦パネルディスカッション
および意見交換

◆参加費／無料
◆申込締切／９月３日牙まで
　参加ご希望の方は、県食品安全対
策課ホームページ上の申込書を郵送
またはファックスにて申し込みいた
だくか、電話にて申し込みください。
ご意見･ご質問のある方は、８月28
日画まで事前にご連絡ください。
　当日、託児サービスの提供を行い
ますので、ご希望の方は参加申し込
みと併せてご連絡ください。

◆申込・問合せ先／県食品安全対策課
緯023－630－2677胃023－624－8058
　または、置賜保健所生活衛生課
緯0238－22－3740胃0238－22－3003

　「いいでフォトクラブ」会員の撮影
した第１回の写真展を下記の日程で開
催します。ぜひご覧ください。
◆期日／平成21年９月５日臥～19日臥
◆会場／あ～す　１階ふれあいホール
◆問合せ先／町民総合センター「あ～
す」緯72－3111

　西置賜幼少年婦人防火委員会では、
住宅火災から家族の命や財産を守るた
めの住宅用火災警報器の設置推進に反
映するようなポイントや手法を表現し
た設置推進標語を募集します。
◆応募方法／郵便ハガキまたはイン
ターネットでご応募ください。ハガ
キには標語１点を記載し、氏名、年
齢、性別、職業、電話番号を明記の
上、下記までご応募ください。
　また、インターネットでのご応募は
http://www.west-fire.jpにアクセス
してください。
◆応募締切／９月30日我
◆表彰賞品／最優秀１点　住宅用防災
機器（警報器・消火器等）、優秀２点
住宅用防災機器（警報器・消火器等）
◆選考／10月上旬
◆問合せ先／西置賜幼少年婦人防火委
員会（消防本部予防課）住宅用火災
警報器設置推進係　緯88－1797

　クレジット・サラ金などによる被害
の根絶、多重債務に陥った方々の生活
の建て直しを目的とし、設置された山
形さくらんぼの会は、毎週火曜日に定
例の無料相談会を開催しています。一
人で悩むのではなく、専門家や解決さ
れた経験者との相談で、問題解決の糸
口が見つかるかもしれません。お気軽
にお問い合わせください。
◆日時／毎週火曜日
◆受付時間／18：00～20：00
◆電話番号／緯023－633－9353
◆相談内容／消費者金融やクレジット
会社からの借入れに関するお悩み
◆問合せ先／司法書士（佐藤）
緯0233－22－0352

　役場を会場に年金相談を開催します。
どうぞお気軽にご相談下さい。
◆日時／９月９日我
◆受付時間／９：30～13：30
◆相談時間／10：00～14：00
　（当日受付分相談終了まで）
◆場所／役場町民相談室（役場１階）
◆内容
◇『ねんきん定期便』に関する相談や
訂正の手続きなど

◇厚生年金に関する相談全般（厚生年
金加入記録の確認・年金の試算など）

◇厚生年金、遺族年金の裁定請求の手
続きなど

◆問合せ先／役場住民税務課住民室
　緯72－2111内線120・123・127

　置賜保健所では、引きこもりの人々
やその関係者に対して必要に応じた支
援を行っているNPO法人「から・ころ
センター」との共催でひきこもりや不
登校に関する相談会を開催します。フ
リースペースの活用や家族会について
の話もお聴きいただけますので、この
機会にぜひご利用ください。
　なお、参加費用は無料で、事前予約
が必要となっておりますので、下記ま
でお申し込みください。
◆日時／９月26日臥　14：00～17：00
◆場所／から・ころセンター
（米沢市東二丁目８番116号）
◆相談担当／精神科医師、NPO法人
「から・ころセンター」職員、置賜保
健所保健師

◆費用／無料
◆申込・問合せ先／置賜保健所地域保
健予防課緯0238－22－3015

「いいでフォトクラブ」
写真展の開催

９月の年金相談
（社会保険事務所出張所）食の安全フォーラムin置賜

ひきこもり相談会のご案内

住宅用火災警報器の
設置推進標語募集について

多重債務定例無料相談
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高額医療・高額介護合算制度

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

　全日本おかあさんコーラス全
国大会へ東北ブロック代表とし
て出場を果たしたコラール・ド・
めざみが、長井市の少年少女合
唱団ミルキーウェイとのジョイ
ントコンサートを行います。
　全国大会出場へ向けて猛練習を重ねてきた成果を
町民の皆さんへご披露します。飯豊町の女性たちが
心を込めて歌い上げる合唱組曲「飯豊山～我が心の
アルカディア～」をお聴き逃しなく。

【主なプログラム】
♯女声合唱組曲「飯豊山～我が心のアルカディア～」
♯女声合唱組曲「ラブリーホームタウン」
♯村田さち子先生作詩　合唱曲より
♯村田さち子先生による詩の朗読
♯マリンバ独奏、いいで昔語り

恩 温桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶
◆日時／10月４日蚊　開場13：30　開演14：00
◆会場／町民総合センター「あ～す」多目的ホール
◆入場券／お一人500円（中学生以下は無料）
◆入場券などお問合せ先／町民総合センター「あ～す」

恩 温桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶

コラール・ド・めざみ
＆

少年少女合唱団ミルキーウェイ

ジジョョイインントトココンンササーートト開開催催決決定定鎧鎧

◆合算の範囲／同じ医療保険（国保・長寿医療・社会
保険など）に加入の世帯員
◆合算の期間／毎年８月から１年間
◆支給額／医療保険と介護保険の負担額を合計し、右
表の基準額を超えた場合、その超えた分を支給
※支給額が500円以下の場合は該当しません。
※入院時の食事負担や差額ベッド代は含まれません。
 長寿医療保険および国民健康保険に加入の方  
　該当する場合は、12月から１月ごろに通知します。
通知が届きましたら、役場住民税務課住民室に申請し
てください。ただし、次に該当する方には、申請の対
象となる旨の通知ができない場合があります。
胸平成20年４月から21年７月までの間に
煙市町村を越えて転居された方
煙他の医療保険から移られた方

医療と介護の両方のサービスを利用している

世帯の負担を軽減する制度が始まりました

左記以外の国保世帯
70～74歳の国保世
帯または長寿医療保
険世帯

所得区分

126万円（168万円）67万円（89万円）上位所得者※1
現役並所得者※2

67万円（89万円）56万円※3（75万円）一般

34万円（45万円）
31万円（41万円）Ⅱ

低所得者※4
19万円（25万円）Ⅰ

 合算した場合の自己負担限度額（年額８月～翌年７月） 

　（ 　）内の基準額は、平成20年４月～平成21年７月
末の16カ月間の自己負担の基準額となり、20年８月～
翌年７月の12カ月間と支給額を比較して、多い額を支
給します。
※１　国保の世帯全員の合計所得が600万円を超える世帯

※２　70歳以上の国保の方または長寿医療の方で、医療機関窓

口負担割合が３割の方

※３　平成22年８月からは62万円に変更予定

※４　住民税非課税世帯

具体的な手続きや不明な点は
下記までお問い合わせください

◆申請・問合せ先／役場住民税務課住民室
緯72―2111内線122・124・127

擾
１０／４
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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。
臼運動体験コース　９：30～11：00
焔開催日／９月８日峨､24日牙
渦ちびボールコース○昼 　９：30～11：00
焔開催日／９月11日画､25日画
嘘フラダンスコース　10：00～11：00
焔開催日／９月15日峨、29日峨
唄ちびボールコース○夜 　19：00～20：30
焔開催日／９月１日峨､15日峨、29日峨
欝エクササイズボールコース
焔開催日時／９月３日牙､17日牙
19：00～20：30

◇参加費／１回500円
◇持ち物／タオル、飲み物
※小池先生の自主活動もありますので、
詳しくはお問い合わせください。

　　　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／９月10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／９月16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）
※９月の思春期・青年期こころの相談
は休止となります。ご了承ください。
　　　　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／９月15日峨９：00～
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔相談担当者／臨床心理士

渦乳幼児発達相談（要予約）
焔日時／９月３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
嘘女性の健康相談（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
「もったいない」を大切に！
いいで "めざみの里まつり" 2009

　今年も９月５日臥に毎年恒例の
「めざみの里まつり」が行われます。
会場では様々な場面で環境に配慮し
た取り組みが行われますので、その
活動を紹介します。

◆売店で使用される容器
　各種売店で使用される容器には、
薄い透明なフィルムをかぶせてあり
ます。食後、容器の透明なフィルム
をはがせば、プラスチック容器はき
れいなままで洗わずにリサイクルで
きます。
◆ごみの分別
　会場にはエコステーションがあり、
そこで徹底的に分別を行います。常
時、係員がステーションにいますの
で、分別の仕方が分からないときで
も気軽に声をかけてください。
◆リサイクル自転車抽選会
　使わなくなり、修理が施された自
転車を抽選で当選された方にお譲り
します。今年度は５台を予定してい
ます。

◆フリーマーケット
　「ごみに出すのはもったいない」を
合言葉に今年もフリーマーケットを
開催します。掘り出し物が見つかる
かも？　ぜひお立ち寄りください。

◆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／９月３日から10月22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／９月16日我　13：30～
焔参加料／施設使用料200円
焔定員／６名

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



　１歳６カ月児健診　
士対象／平成20年１月～２月生まれ
司日時／９月３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、１歳６ヵ月児健康診査
セット（事前に送付します）、子供用歯ブラシ、
バスタオル

士対象
①平成18年８月・11月・12月生まれ
②平成19年２月･５月･７月･10月･11月生まれ
嘘平成20年５月・８月生まれ
司日時／９月24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／９月14日捷・28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／９月９日昌 午前８時50分～午後０時
司場所／長井市保健センター
司対象者／平成21年12月・平成22年１月出産予定

の初妊婦と夫
司持ち物／母子健康手帳、テキスト、筆記用具

　４カ月・９ヵ月児健診　
司日時／10月21日昌　午後１時～
司対象者／臼平成21年５月生まれ

渦平成20年12月～平成21年１月生まれ
　３歳児健診　
司日時／10月29日昭　午後１時～
司対象者／平成18年３月～４月生まれ
　幼児歯科検診　
司日時／10月22日昭　午後１時～
司対象者
臼平成18年９月生まれ
渦平成19年３月・６月・８月・９月・12月生まれ
嘘平成20年６月・９月生まれ
　ポリオ予防接種　
司日時／10月９日晶、10月16日晶
※該当児には個別に通知します。

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。

あそびの広場 10：30～（こどもみらい館）
飯豊中学校創立記念式 13：00～（飯豊中）火1

水2
１歳６カ月児健診 13：00～（健康福祉センター）木3
かもしかクラブ ９：30～（添川児童センター）
法律相談 10：00～（白椿地区公民館）
心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）

金4

いいで”めざみの里まつり“2009” ９：00～（あ～す）
子育て講座「親子で体を動かして遊ぼう」 10：00～（こどもみらい館）土5

中津川小中学校・地区合同運動会 ８：00～（中津川小中グラウンド）
EMインストラクター養成講座臼 13：30～（白椿地区公民館）日6

交通安全キャラバン伝達式 14：00～（役場前広場）月7
秋桜倶楽部役員会  19：00～（白椿地区公民館）火8
年金相談 ９：30～（役場）
おはなし広場  10：30～（こどもみらい館）
飯豊町日本語教室開講式 19：15～（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9

白椿地区婦人学級手芸教室 ９：00～（白椿地区公民館）
リトミック（４歳） 10：00～（あ～す）木10

子育て講座「保健師さんのお話」  10：30～（こどもみらい館）
人権相談 13：30～（あ～す）金11

EMインストラクター養成講座渦 13：30～（白椿地区公民館）土12
添川小学校・東部地区合同大運動会 ８：30～（添川小グラウンド）
食彩しろつばき野菜販売 ９：30～（白椿地区公民館）
わくわくぐりぐら広場 10：30～（こどもみらい館）
中津川地区敬老会 11：00～（ホテルフォレストいいで）

日13

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～（さゆり保育園）月14

いちごクラブ手芸教室 19：30～（白椿地区公民館）火15
かもしかクラブ ９：30～（いいで中部幼稚園）
健康づくりトレッキング会議 19：30～（白椿地区公民館）水16

夢きらら元気っ子広場（人形劇） 10：00～（あ～す）木17
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）
西部地区分館長会議 19：30～（西部地区公民館）

金18

ブックスタート広場 10：30～（こどもみらい館）
EMインストラクター養成講座嘘 13：30～（白椿地区公民館）土19

EMインストラクター養成講座唄 13：30～（白椿地区公民館）日20
月21
火22
西部地区グラウンドゴルフ大会 ８：30～（手ノ子小グラウンド）
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）水23

かんがるー広場 10：30～（こどもみらい館）
幼児歯科健診 13：00～（健康福祉センター）木24

子育て講座「タッチケア」 10：00～（こどもみらい館）金25
EMインストラクター養成講座欝 13：30～（白椿地区公民館）土26
食彩しろつばき野菜販売 ９：30～（白椿地区公民館）日27
母子健康手帳交付 ９：00～（健康福祉センター）月28
リトミック（３歳） 10：00～（あ～す）
西部地区文化祭実行委員会 19：00～（西部地区公民館）火29

いきいき教室役員会 ９：30～（白椿地区公民館）
西部地区公民館第２回運営委員会 19：00～（西部地区公民館）水30

9月

幼児歯科健診

10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（２回目）

●6

乳幼児健診
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