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職 員（クラブマネジャー）募 集 の お 知 ら せ

いいでスポーツクラブ

IIDE PUBLIC RELATIONS

編集・発行
飯豊町総務企画課総務情報室
〒999―0696 山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888
鼓 0238―72―2111 胃 0238―72―3827
E-mail　iide―info@town.iide.yamagata.jp

お　知　ら　せ　版

◆採用人員／クラブマネジャー　１名
◆雇用期間／平成23年４月１日～平成24年２月29日
◆業務内容／事業の計画、スポーツ教室などの運営、

経理事務、広報活動
◆勤 務 先／町民スポーツセンター
◆勤務条件
焔勤務時間／８：30～17：15（休憩１時間）
ただし、業務の必要がある場合は時間を変更する
場合があります。
焔休日／原則として月曜日・日曜日・祝日。そのほ
か年末年始、夏期休暇、年次有給休暇
◆資格要件／原則として飯豊町在住の方
焔運動に関心があり熱意をもって仕事に取組める方
焔パソコン（Word、Excelなど）操作のできる方
焔普通乗用車運転免許を取得している方
◆申込方法／申込書に必要事項を記載し、履歴書を

添えて町民スポーツセンターに提出してください。
申込用紙は、町民スポーツセンターで配布します

◆受付期間／１月27日㈭～２月12日㈯
月曜日、日曜日、祝日を除く

◆受付時間／８：30～17：00
◆採用決定方法／書類審査および面接により選考。
面接の日時は、後日連絡します

◆採用通知／２月末日までに文書により内定通知
◆そ の 他
焔給与条件については、面接の際に
お知らせします

焔健康保険、厚生年金、雇用保険、
労働災害保険などに加入します

焔日本体育協会公認クラブマネジャー
または公認アシスタントマネジャー資格のない方
には平成23年度中に資格取得していただきます

　いいで総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会では、本年２月の設立に向け
準備を進めています。４月からの本格的な運営開始にあたり、その業務を担う職
員を下記の通り募集します。

いいで総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会事務局（町民スポーツセンター内） 緯72―3086
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問合せ先

３つの任意予防接種が無料で
受けられるようになります！！

　子宮頸がん・ヒブ・小児用
肺炎球菌の３つの予防接種が
無料で受けられるようになり
ます。あくまで任意接種です
ので必ず接種しなければなら
ないものではありません。対
象となる方には別途、連絡し
ます。

◆実施期間／平成23年２月１日～平成24年３月31日

２月１日から実施

葛子宮頸がん予防接種
子宮頸がんを予防するためのワクチン。
合計３回の接種が必要

◇対象者／接種当日、中学１・２・３年生、
高校１年生相当の女子

葛ヒブ予防接種および小児用肺炎球菌予防接種
乳幼児の髄膜炎などの予防ためのワクチン。接
種を開始した年齢で接種回数が異なります

◇対象者／接種当日２カ月～５歳未満の乳幼児
※５歳以上のお子さんは対象となりません
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問合せ先／町健康福祉課健康医療室　緯86―2338



【お知らせ版】広報いいで　2011/1/272

２月の土・日・祝祭日水道修理担当業者
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　人権擁護委員は、虐待やいじめなど
人権に関する相談に応じるとともに、
人権擁護の啓発活動を行っています。
◆町内の人権擁護委員
齋藤久子さん（松原）、手塚久美子さ
ん（萩生）、安部宗右衛門さん（小白
川）、小川幸生さん（椿）
◆問合せ先
　米沢人権擁護委員協議会（法務局米
沢支局内）緯0238―22―2148

◆日時／２月10日㈭  ９：30～16：30
◆会場／中部地区公民館
◆対象／15歳～40歳ぐらいまでの方で
学校や仕事のことで悩みを抱えてい
る方、これから進学や就職をしよう
としている方、そのご家族の方
◆相談料／無料
◆申込方法／予約は不要です。直接会
場にお越しください
◆問合せ先／特定非営利活動法人
Ｗｉｔｈ優緯0238―38―6355

①除雪機の取扱説明書を読んで、正し
い使い方を理解しましょう
②雪詰まりを除去するときは、エンジ
ンを止め、雪かき棒を使いましょう
③回転部に近づくときは、エンジンを
停止し、回転部が完全に止まってか
ら作業をしましょう
④発進時は、足元や後方の障害物には
十分に注意しましょう
⑤除雪作業中は、雪を飛ばす方向に人・
車・建物がないことを確認し、周囲
に人を近づけないようにしましょう
◆問合せ先／除雪機安全協議会

緯03―3433―0415

　町では、平成23年・24年度分の競争
入札参加資格の申請を受け付けます。
◆期間／２月１日㈫～28日㈪

８：30～17：00
※土・日・祝日をのぞく
※郵送の場合は２月23日㈬まで（消印
有効）

◆受付場所／役場総務企画課総務情報
室（役場庁舎２階）

◆必要書類／下記にて要項と様式を配
布しています。また町のホームペー
ジからも取得できます。必ず要項を
ご確認の上、書類を準備ください

◆申請・問合せ先／役場総務企画課総
務情報室緯72―2111内線225

　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13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

　スキーバッジテストおよびジュニア
バッジテストの日程が下記の通り変更
になりましたのでお知らせします。
◆日時／２月５日㈯  ８：30受付
◆場所／手ノ子スキー場
◆参加料／講習検定料と公認料
◆申込方法／直接会場で受け付けます
◆問合せ先／町民スポーツセンター

緯72―3086

　平成22年分所得税の確定申告期を迎
え、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。
◆相談時間／10：00～15：00

◆申込方法
担当会員の事務所で実施しますので、
相談を希望する方は、事前にご連絡
の上、ご利用ください

◆問合せ先／東北税理士会長井支部
緯88―9159

◆日時／２月27日㈰  10：30～11：30
◆場所／こどもみらい館
◆内容／①おはなしをきこう！

②つくってあそぼう！
◆参加費／無料
◆対象／おおむね３歳児から小学校３
年生の児童とその保護者の方

◆申込締切／２月18日㈮
◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆申込・問合せ先／町民総合センター
「あ～す」図書室緯72―3111

所在地担当会員期日

飯豊町
緯72―2400

長沼　安義
２月14日
㈪ 長井市

緯84―5019
元木　　茂

長井市
緯88―9159

金田　和夫
長澤　修司

２月15日
㈫

長井市
緯84―2505

梅村よう子
須貝　周一２月16日

㈬ 長井市
緯88―5858

海老澤信夫

白鷹町
緯85―0326

土屋　正昭
２月17日
㈭ 白鷹町

緯85―4548
海老名信乃

わくわくぐりぐら広場

無料税務相談のご案内 町競争入札参加資格申請の
受付について

小学校スキー大会・
町民スキー大会のご案内

スキーバッジテスト・
ジュニアバッジテスト

人権擁護委員の皆さんを
紹介します

置賜若者サポートステーション
出張相談会 in 飯豊

除雪機の事故を防ぎましょう
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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：10日牙  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。

２月国保税
煙納期限／２月28日迂
煙問合せ先
役場住民税務課納税
支援室 内線125・126２月

　連日の降雪により、凍結や落雪など
の維持管理不良による水漏れ事故が多
く発生しています。その際の修理代と
水漏れした水道代は全額自己負担にな
ります。事故防止のために、水抜きや
ヒーターを巻くなどの凍結防止や水道
施設付近の除雪に注意するなど、事故
対策をお願いします。
◆もし、水漏れしたら！
水道法により、軽微な変更以外は、
町が指定した給水装置事業者しか修
理できません。水漏れ箇所が地中や
床下、壁中の場合は水道料金の減免
制度もありますので、町指定給水装
置工事事業者に依頼してください。
※軽微な変更：給水装置の末端にある
蛇口などの給水用具の取替えおよび
補修で配管を伴わない変更
◆町指定給水装置工事事業者
◇髙橋工務店緯75－2086
◇佐藤管工業緯72－2191
◇ウマイヤ商店緯72－2275
◇梅津商店緯72－2155
ほか町外48社が指定されています
◆問合せ先
役場地域整備課上下水道室
緯72―2111内線154・155

◆日時／２月22日㈫  10：30～14：30
◆場所／米沢地方合同庁舎４階
◆対象／パートで働いている方など
◆相談内容／パート労働者の労働条件
など（賃金、教育訓練、福利厚生、
正社員への転換など）
◆申込方法／予約は不要です。直接会
場にお越しください
◆問合せ先／山形労働局雇用均等室

緯023―624―8228

　首都圏にお住まいの飯豊町出身者が
集う「東京飯豊会」。当会の結成50周
年を記念し、町民の皆さんからの総会
への参加を広く募集します。ぜひ交流
を深めましょう。
◆期日／３月６日㈰ 
◆会場／ホテルラングウッド

（東京都荒川区東日暮里）
◆交通機関／町チャーターバス利用

（日帰り）
◆募集人員／20名程度
◆総会参加費／１人 8,000円（予定）
◆申込期限／２月15日㈫
◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆その他／日程などの詳細は後日お知

らせします
◆問合せ先／役場産業振興課商工観光
室緯72―2111内線250・251

◆期日／２月19日㈯ 
◆場所／遊学館（山形市）
◆内容・対象
①パパのための読み聞かせ講座
子育て中の父子（母も可）／40組
子どもは２歳～小学校低学年まで

②講演「パパだって楽しんで子育て」
子育て中の父・母・子育てに関心の
ある方／80名
※いずれも先着順
◆時間／①11：00～12：00

②13：30～15：30
◆講師／安藤哲也氏（ＮＰＯ法人ファ
ザーリング・ジャパン代表）

◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆その他／無料託児あり（要予約）
◆申込・問合せ先
　山形県男女共同参画センター
　チェリア緯023―629―7751

　男性の皆さん！ 健康について学びな
がら、楽しく料理を作ってみましょう。
◆日時／３月２日㈬  ９：30～13：00
◆場所／健康福祉センター
◆持ち物／エプロン、三角巾、筆記用具
◆会費／500円
◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆申込・問合せ先
　町健康福祉課健康医療室緯86―2338

◆日時／２月13日㈰  10：00～14：00
◆場所／どんでん平ゆり園駐車場
◆内容
◇初級講習会（要予約）
参加費／3,500円
◇乗車体験（200円～）
◇ほかにバナナボート牽引・散居集落
展望・売店など

◆問合せ先／町観光協会 緯86―2411

　特別遺族給付金とは、石綿（アスベ
スト）による疾病を発症し亡くなられ
た労働者のご遺族を対象にした給付金
です。お早めに手続きください。
◆請求期間／平成24年３月27日まで
◆支給対象者／平成18年３月26日まで
に石綿による疾病で亡くなられた労
働者のご遺族の方。なお、平成18年
３月27日以降に死亡した場合は、労
災保険法に基づく遺族補償給付の支
給対象となりますが、請求権は亡く
なった日の翌日から起算して５年間
です。それ以降は請求ができません
のでご注意ください。

◆問合せ先／山形労働局労災補償課
緯023―624―8227

男のための料理教室のご案内

いいでスノーモービルまつり

特別遺族給付金の
請求に関するお知らせ

東京飯豊会総会参加者募集

イクメン講座
パパだって楽しんで子育て！

大雪が続いています
水漏れ事故に注意ください

パートタイム労働
個別相談会を開催します
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　国民年金の届出は加入するときだけでなく、被保険
者種別が変わったときにも必要です。もし、届出され
なかった場合、年金額が少なくなったり受け取れない
場合もありますので、忘れずに手続きください。
◆国民年金第１号被保険者に加入するとき
◇20歳になったとき
手続きに必要なもの／日本年金機構から
書類が届きますのでご確認ください
◇会社や官公庁などを退職したとき
手続きに必要なもの／資格喪失証明書、離職証明書
などの退職日が確認できるもの、印鑑、年金手帳
（被扶養配偶者も同様）　　　　　
◇配偶者の扶養からはずれたとき
手続きに必要なもの／資格喪失証明書など扶養がは
ずれたことを確認できるもの、印鑑、年金手帳
◇届出先／役場住民税務課住民室

◆国民年金第１号被保険者でなくなるとき
◇会社や官公庁などに就職したとき
手続きに必要なもの／勤務先にお問い合わせくださ
い　※国民年金第２号被保険者となります

◇結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき
手続きに必要なもの／勤務先にお問い合わせくださ
い　※国民年金第３号被保険者となります

◇届出先／勤務先
◆その他届出が必要なとき（第１号被保険者のみ）
◇年金手帳、納付書をなくしたとき
手続きに必要なもの／本人を確認できるもの、印鑑
◇保険料を納めるのが困難なとき
手続きに必要なもの／免除の種類によって異なりま
すので、お問い合わせください

◇届出先／役場住民税務課住民室

こんなときには忘れず届出を！
～年金の手続きについて～

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

◇練習
焔日程／月３回（第１・第２・第３土曜日）
焔時間／15：00～17：00
※ただし、年長児は15：00～15：40

焔会場／町民総合センター「あ～す」
◇会費／月1,500円（入会費1,000円）
※ただし、年長児は月1,000円（入会費1,000円）

申込・問合せ先
町民総合センター「あ～す」緯72―3111

　町民の皆さんが主役の「音楽からのまちづくり」。
　春から町に初めての少年少女合唱団が誕生すること
になりました。募集概要は下記の通りです。
　少年少女合唱団で、みんなで楽しく歌いましょう！

捲児童クラス／年長児（５歳以上）から小学６年生まで 捲指導者
小松伸子さん（コラール・ド・めざみ常任指揮者）
五十嵐恵美さん（伴奏・飯豊町在住）

捲その他
３月中に合唱団設立、４月から練習開始となります

◇練習
焔日程／月２回（第２・第４土曜日）
焔時間／1９：00～20：30
※ただし、学校行事などで変更する場合があります

焔会場／小松指導者宅（長井市）
◇会費／月1,500円（入会費1,000円）

捲生徒クラス／中学生から高校生まで
子どもたちの歌声で「音楽からのまちづくり」

団員募集！少年少女合唱団

メ　モ
国民年金に加入している方（被保険者）は３種類
第１号被保険者／20歳以上60歳未満の自営業・農林漁業

者・学生・無職の方など
第２号被保険者／70歳未満の厚生年金や共済組合に加入

している会社員や公務員の方
第３号被保険者／20歳以上60歳未満で第２号被保険者に

扶養されている妻（夫）

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

写真／11月14日に開催された第39回山形県少年少女合唱祭より
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冬期間のごみ収集所について

　連日のように雪が降り続き、町民の
皆さんも自宅や敷地内の除雪作業に追
われていることと思います。除雪作業
は危険を伴うことも多く、周囲の状況
の確認や安全確保に十分な配慮をお願
いします。

　今回は、そんな冬期間のごみの出し
方に関する注意点をお知らせします。

　ごみの収集は、それぞれの分別ごと
の指定日に、時間までに収集所に出さ
れたごみをルートに沿って収集します。
収集は悪天候の中でも行われますが、
特に天候に左右される冬期間は大幅に
時間がかかる場合もあります。

焔ここがポイント①
　収集所入り口の除雪をお願いします。
皆さんがごみを出しやすくなるほか、
ごみの収集がスムーズに行なえます。

地域の皆さんのご協力をよろしくお願
いします。

焔ここがポイント②
　ごみを出す際は、収集所の奥から順
に置くよう配慮をお願いします。ご高
齢の方の場合や足元の悪い冬期間は、
収集所までごみを運ぶことも大変な作
業です。次の人がスムーズにごみ袋を
置けるよう配慮をお願いします。

◆問合せ先
役場住民税務課生活環境室
緯72－2111内線133

　　　　    　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10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16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24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18日㈮  ９：00～12：00
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔相談担当者／臨床心理士
隠乳幼児の発達相談（要予約）
焔日時／２月３日㈭  13：15～15：00
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔相談担当者／小児科医師
韻女性の健康相談（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

環境にやさしい暮らし

置 賜 保 健 所置 賜 保 健 所 のの

健 康 相 談

※すべての相談・検査は匿名やプラ
イバシーを厳守します

　 　健康医療室担当の健康教室 　　

申込・問合せ先／緯86―2338
◇あくてぃぶ倶楽部
◆健康づくり運動コース（日中）
①運動体験コース
焔西部地区公民館
２月16日㈬  13：30～15：00

焔中部地区公民館
２月24日㈭  ９：30～11：00

②ちびボールコース
焔健康福祉センター
２月４日㈮  ９：30～11：00

③フラダンスコース
焔健康福祉センター
２月８日㈫、22日㈫  ９：30～10：30

◆運動不足解消コース（夜間）
①ちびボールコース
焔東部地区公民館
２月１日㈫、15日㈫  19：00～20：30

焔白椿地区公民館
２月９日㈬、23日㈬  19：30～21：00

②エクササイズボールコース
焔健康福祉センター
２月15日㈫  19：30～21：00
◇参加費／１回 500円
◇持ち物／タオル、飲み物
 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
焔対象者／60歳から75歳の方
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

◆脳活性化教室
焔対象者／60歳から75歳の方で８回
コースを継続して参加できる方
焔日時／２月10日から３月31日までの
毎週木曜日13：30～15：00

焔参加料／施設使用料200円、テキス
ト代1,050円

焔定員／６名
焔申込締切／２月３日㈭
◆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16日㈬  ９：00～
焔参加料／施設使用料 200円
焔定員／６名
焔申込締切
２月９日㈬

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 教 室



火1
白川ダムと中津川地区懇談会 18：30～（白川荘）水2
節分、豆まき 10：30～（こどもみらい館）
１歳６カ月児健診 13：00～（健康福祉センター）
中津川地区公民館紙風船製作 19：00～（中津川地区公民館）

木3

たんぽぽクラブ ９：00～（東部地区公民館）
心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）
西置賜地区高校再編に関する説明会 19：00～（あ～す）

金4

スキーバッジテスト・ジュニアバッジテスト ８：30～
（手ノ子スキー場）
ブックスタート広場 10：30～（こどもみらい館）
地域史学習会 13：30～（あ～す）

土5

親子スキー教室 ９：30～（手ノ子スキー場）
東部地区子ども育成会雪中ゲーム大会 12：30～
（東部地区公民館）
西部スキー教室 13：30～（手ノ子スキー場）

日6

月7
白椿リサイクル会石けんづくり ９：00～（石けんハウス）
親子でヒップホップダンス 19：15～（中部地区公民館）火8

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9

置賜若者サポートステーション出張相談会 ９：30～
（中部地区公民館）
人権なんでも相談 13：30～（あ～す）
中津川地区公民館紙風船製作 19：00～（中津川地区公民館）

木10

白椿リサイクル会石けん粉砕、石けんづくり ９：00～
（石けんハウス・白椿地区公民館）金11

土12
小学校スキー大会・町民スキー大会 ８：50～（手ノ子スキー場）
いいでスノーモービルまつり 10：00～（どんでん平ゆり園）日13

母子健康手帳交付 ９：00～（健康福祉センター）月14
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）
いちごクラブ健康教室 19：30～（保健センター）

火15

水16
手ノ子幼稚園かもしかクラブ修了式 10：00～（手ノ子幼稚園）
乳幼児歯科健診 13：00～（健康福祉センター）木17

たんぽぽクラブ ９：00～（東部地区公民館）
いいで中部幼稚園かもしかクラブ修了式 ９：30～
（いいで中部幼稚園）
行政相談・心配ごと相談 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18

総合型地域スポーツクラブ設立総会 13：30～（東部地区公民館）土19
日20
月21
添川児童センターかもしかクラブ修了式 ９：30～
（添川児童センター）
親子でヒップホップダンス 19：15～（中部地区公民館）

火22

白椿婦人学級着付け、抹茶教室 ９：00～（白椿地区公民館）
つばき保育園かもしかクラブ修了式 ９：30～（つばき保育園）
かよー会 ９：30～（東部地区公民館）

水23

かんがるー広場 10：30～（こどもみらい館）木24
金25
中津川雪祭り 14：00～（白川ダム湖岸公園）土26
花咲く講座閉級式 ９：00～（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）日27

母子健康手帳交付 ９：00～（健康福祉センター）月28

２月

　１歳６カ月児健診　
司日時／２月３日㈭（受付）午後１時～
司対象者／平成21年５月・６月・７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、１歳６カ月児健康診査

セット、こども用歯ブラシ、バスタオ
ル、そのほかお子さんに必要なもの

司日時／２月17日㈭（受付）午後１時～
司対象者／①平成19年12月生まれ

②平成20年１月・４月・12月生まれ
③平成21年３月・４月・10月生まれ
④平成22年１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、こども用歯ブラシ、健

診料金500円

司期日／２月14日㈪・28日㈪
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／２月９日㈬ 
　　　　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23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、
運動のできる服装

　４カ月・９カ月児健診　
司日時／３月23日㈬  午後１時～
司対象者／①平成22年５月生まれ

②平成22年10月生まれ
　３歳児健診　
司日時／３月３日㈭  午後１時～
司対象者／平成19年７月・８月・９月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／３月17日㈭  午後１時～
司対象者／
　①平成20年２月・５月・７月・10月・11月生まれ
　②平成21年１月・２月・11月生まれ
　③平成22年２月・３月生まれ

２月の保健

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338

電話番号担当歯科医院期日
0238－21－5533米沢 米沢ファミリー歯科矯正歯科２月６日㈰

0238－47－2154南陽 黒江歯科医院２月11日㈮

0238－21－0331米沢 笹生歯科医院２月13日㈰

62－2452小国 村上歯科医院２月20日㈰

0238－22－3030米沢 春日歯科医院２月27日㈰

6

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）

２月の休日歯科診療担当医院

３月の乳幼児健診日程

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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