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【上記日程で都合の悪い方は役場で手続きができます】
噛子ども手当…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。

※１６日我・１７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22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21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16日
㈬ 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17日

㈭ 白椿地区公民館14：00～16：00

斬子ども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163、167
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

　子ども手当現況届　
　これまで児童手当を受給されている方は、児童手当
に替わり「子ども手当」に移行するために「現況届」
の提出が必要です。必要な書類を６月上旬にお送りし
ますので、記入してから右記の会場に提出してくださ
い（提出がない場合、こども手当
が支給できなくなります）。中学
２・３年生がいる世帯で、子ども
手当額改定届を提出された方は、
現況届の提出は必要ありません。
斬持参するもの
焔現況届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。
※４月から名称が、○母 は○親 に変わりました。

子ども手当「現況届」、○身 ・○母 医療証の更新のお知らせ
手続きをお忘れなく！

　外から町を見つめる機会、そし
て参加者同士が世代を超えて交流
の輪を広げる機会として「いいで
未来号Ⅱ」を実施します。
◆期日／７月31日㈯～８月１日㈰
◆行程／１日目：飯豊町～（バス）
～秋田県（宿泊）　２日目：秋田
県～（フェリー）～新潟～飯豊町

◆宿泊／秋田市（秋田温泉さとみ）
◆応募資格／①18歳以上65歳未満
で、飯豊町が大好きな方　②全
日程に参加でき、積極的にプロ
グラムに協力できる方

◆参加費／15,000円（交通費、食事
代、保険料込み）

◆募集人数／40名
◆応募方法／参加申込書に記入の
上、持参・郵送・ＦＡＸ・Ｅメー
ルなどで応募ください

◆応募締切／６月11日㈮
◆その他／参加者は、７月15日㈭
に開催の事前説明会に参加いた
だきます

◆申込・問合せ先／役場総務企画
課プロジェクト推進室
緯72―2111内線230・232

いいで未来号Ⅱ
参 加 者 大 募 集 ！

６月１１日鞘まで
応募締切

詳細は町のホームページをご覧いただくか、上記までお問い合わせください。皆さんの参加をお待ちしています鎧

参加者決定は、６月下旬個別に通知
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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
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　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。昨年度より給付額が
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２2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）
◆申込期間／６月１日㈫～30日㈬まで
※申込期間が過ぎても随時加入可能
◆共済期間
平成22年７月１日～
翌年６月30日まで
※申込後に町外に転出しても期間内は
有効です
◆共済会費／１人当たり400円
◆その他／どんなに軽いけがでも、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132

　喫煙は、喫煙者自身の健康への影響
だけでなく、他人がたばこの煙を吸っ
てしまう受動喫煙による健康への影響
も無視できません。禁煙・分煙などの
ルールを守り、人が集まる場所ではマ
ナーを大切にしましょう。
烏多数の人が利用する場所では、指定
された場所を守りましょう
烏禁煙したいときは、医師や専門家の
禁煙指導や相談を受けましょう
◆問合せ先／町健康福祉課健康医療室
　　　　　緯86―2338

　白川ダムでは、ダム堤体および監査
廊の現場見学会を開催します。当日は、
試験放流も見ることができます。
◆開催日時
　６月６日㈰　受付８：50～
①９：20～、②10：40～、
③13：00～、④14：20～　
（１回につき定員15名）

◇試験放流／10：00～15：00
※試験放流は、天候により中止となる
場合があります

◆所要時間／１時間程度
◆参加費／無料
◆その他／事前予約は受付できません
◆問合せ先
白川ダム管理支所緯75―2131

　総務省では、経済的な理由などで地
上デジタル放送を見ることができない
世帯に対して、簡易なチューナーを無
償給付するなどの支援を実施します。
◆対象
生活保護などの公的扶助を受け、Ｎ
ＨＫ受信料全額免除となっている世
帯の方々など。詳細は下記までお問
い合わせください

※支援の申し込みには、ＮＨＫと受信
契約を結び、全額免除の適用を受け
ることが必要です

◆申込受付期間
平成22年７月２日㈮まで

※応募状況によっては支援が遅れるこ
とがあります

◆申込方法／下記までお電話の上、申
込書などを請求ください

◆申込・問合せ先
総務省地デジチューナー支援実施セ
ンター緯0570―033840

　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20日㈰　雨天決行
◆場所／どんでん平ゆり園内
※入口は正面北側の専用ゲート
◆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
「スーパーエンターテイメントショー」
焔飯豊町こくわワイン・どぶろく試飲会
焔豪華景品大抽選会など
◆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、飯豊
町観光協会、ゆり園、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

　６月５日㈯の「やまがた森の日」に
ちなみ、やまがた森の感謝祭を開催し
ます。会場では陶芸や木工クラフト、
森の大冒険など様々な体験を楽しめる
ほか、大抽選会もありますのでご家族
連れでお越しください。
◆日時／６月５日㈯ 10：00～15：00
◆場所／源流の森
◆開催内容／体験コーナー、実演展示
コーナー、無料振る舞いコーナー、
森づくり活動、森の大抽選会

◆事前申込／植樹、枝打ちなど森づく
り活動のみ、事前申込みが必要です。
詳しくは下記まで

◆問合せ・申込先
置賜総合支庁森林整備課
緯0238－35－9053

第22回いいで黒べこ祭り
パーティー券販売中

白川ダム現場見学会を
開催します

やまがた森の感謝祭2010

地上デジタル放送
チューナーの無償給付

交通災害共済
加入更新のお知らせ

５月31日～６月６日は
禁煙週間です



3【ボランティア活動の紹介に関してのお願い】
町内の公共施設などに対するボランティア活動において、漏れているものや今後行われる予定のものなどの
情報をご存知でしたら、役場総務企画課総務情報室までお知らせください。随時、広報で紹介します。

　平成22年２月から４月までの間に、町
内の公共施設などへ寄付や寄贈をされた
皆さんを紹介します。

【飯豊町へ】
◎鋤長井法人会／30万円
◎山口シスヱさん／手作りはけご（20個）

【町民総合センターへ】
◎青おに童話会／創作童話集（１冊）
◎第二小ＰＴＡ母親委員会
　バランスよく食べるうらわざ集（１冊）
◎日産山形会／絵本（１冊）
◎宇津木牧子さん／童話集（12冊）
◎まほろば語り部の会
たかはたの昔話（１冊）
◎除きらやか銀行教育振興基金
くらしの文集（10冊）

◎後藤信子さん／後藤志げ女作品集（１冊）
◎中部地区公民館しろあと教室
文集「しろあと」（６冊）

【中部地区公民館へ】
◎伊藤幸雄さん／お茶（５袋）
◎手塚健一郎さん／木製台敷き（１台）

【東部地区公民館へ】
◎趣味の会／ビーズ手芸作品（２点）

【第一小学校へ】
◎町交通安全推進協議会
ランドセルカバー（25枚）
◎長井地区交通安全協会中部支部
黄色の帽子（25個）

◎あかね会／小物入れ（25個）
◎ＪＡ山形おきたま飯豊支店
ノート（50冊）

◎平成２１年度卒業生一同
メッシュベスト（30枚）
◎千葉県南房総市
卒業記念コサージュ（35個）
◎町防犯協会中部支部
防犯ブザー（25個）

◎どんでん平ゆり園／ユリ球根（300球）
◎町交通安全協会連絡協議会
反射キーホルダー（25個）
◎町交通安全母の会
文房具セット（25セット）

【第二小学校へ】
◎新野忠司さん／堆肥（トラック１台分）
◎平成２１年度卒業生一同
ＤＶＤプレイヤー（１台）

◎長井地区交通安全協会中部支部
黄色の帽子（14個）

◎町防犯協会白椿支部
防犯ブザー（14個）

◎ＪＡ山形おきたま飯豊支店
ノート（28冊）
◎町交通安全推進協議会
ランドセルカバー（14枚）

◎町交通安全協会連絡協議会
反射キーホルダー（14個）

◎町交通安全母の会
文房具セット（14セット）

◎大冨洋子さん／交通安全お守り（14個）
【添川小学校へ】

◎日本赤十字山形支部
消毒用エタノール（２本）

◎置賜農業高校飯豊分校／花鉢（11鉢）
◎添川小学校後援会
クロスカントリースキー（１セット）

◎長井地区交通安全協会東部支部
黄色の帽子（９個）
◎町防犯協会東部支部
　防犯ブザー（９個）
◎ＪＡ山形おきたま飯豊支店
ノート（18冊）
◎町交通安全推進協議会
ランドセルカバー（９枚）
◎町交通安全協会連絡協議会
反射シール（９枚）

◎町交通安全母の会
文房具セット（９セット）
◎新野忠司さん／堆肥（トラック１台分）

【手ノ子小学校へ】
◎手ノ子小後援会／図書カード（１万円
分）、ヘルメット（２個）

◎長井地区交通安全協会西部支部
ヘルメット（４個）、ワッペン（６個）

◎町防犯協会西部支部／防犯ブザー（６個）
◎ＪＡ山形おきたま飯豊支店
ノート（12冊）
◎町交通安全推進協議会
ランドセルカバー（６枚）
◎町交通安全協会連絡協議会
反射シール（６枚）

◎町交通安全母の会
文房具セット（６セット）
◎新野忠司さん／堆肥（トラック１台分）

【中津川小中学校へ】
◎樋口建設㈱／空き缶プルタブ（1.6㎏）
◎長井地区交通安全協会中津川支部
新入生ヘルメット（４個）

【飯豊中学校へ】
◎置賜農業高校飯豊分校
花鉢（10鉢）、プランター（10個）

◎二瓶幸浩さん
花鉢（10鉢）、プランター（15個）

◎平成21年度卒業生保護者一同
ブルーヒーター（２台）
◎長沼秀明さん／本（１冊）

【いいで中部幼稚園へ】
◎平成21年度卒園児保護者一同
ＤＶＤ（９枚）、紙芝居（12巻）

【手ノ子幼稚園へ】
◎平成21年度卒園児保護者一同
ＤＶＤ（６枚）、カラーボックス（２個）

【つばき保育園へ】
◎平成21年度卒園児保護者一同
壁掛け時計（１台）

【さゆり保育園へ】
◎平成21年度卒園児保護者一同
紙芝居（12巻）

◎伊藤キクさん／手作り人形（18個）、手
作りバッグ（１個）

【添川児童センターへ】
◎添川児童センター父母の会
ＭＤ・ＣＤプレイヤー（１台）
【介護老人保健施設「美の里」へ】

◎上田道子さん／雑巾（50枚）

　平成22年２月から４月までの間に、町
内の公共施設などで奉仕活動をされた皆
さんを紹介します。

【町民総合センターへ】
◎施設内の清掃
平成21年度第二小４年生

【中部地区公民館へ】
◎施設内の清掃／飯豊中吹奏楽部
◎屋外テーブル・イス設置作業
萩生西部長生会

【第一小学校へ】
◎理科の授業・実験支援
平吹登さん（長井市）

◎本の読み聞かせ／手塚娃子さん
【添川小学校へ】

◎稲作指導／ＪＡ青年部添川支部
◎英語指導／茂木栄子さん

【手ノ子幼稚園へ】
◎保育のお手伝い／松山里香さん

心遣いに感謝します。

窓善 意 の

ありがとうございました。

ボ ラ ン テ ィ ア

日時：４日㈮・18日㈮ 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：４日㈮ 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㈮ 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日卯
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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　現在、休日や夜間に救急医療で受診する「軽症の患
者さん」が増えています。そのことで、緊急性の高い
重症の患者さんの治療に支障をきたすと共に、勤務医
の過重負担にもつながっています。
　さらに休日・夜間の受診は、医
療機関に支払われる医療費が高く
設定されており、患者さんの窓口
負担も高くなります。
　病院の健全な受診体制と、皆さ
んが納めた国保税や医療費を有効
に活用するためにも、次のことに
留意し受診しましょう。

覚小児救急電話相談の利用

　夜間・休日にお子さんの急な病気で
心配になったら、まず小児救急電話相
談（＃8000）の利用を考えましょう。小児科医の支
援体制のもと、看護師からお子さんの症状に応じた
適切な対処についてアドバイスが受けられます。毎
日（土・日・休日含）午後７時～午後10時。

覚薬は適切な量をもらう

　薬が余っているようなときは、医師や薬剤師に相
談し、薬のもらいすぎに注意しましょう。

覚ジェネリック医薬品の利用

　後発医薬品（ジェネリック医薬品）は、先発医薬
品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、費用が先
発医薬品よりも安く済みます。「ジェネリック医薬品
希望カード」を医療機関や薬局に提示することなど
により、後発医薬品の利用について相談にのっても
らうことができます。

　「フェット・ド・ラ・ミュー
ジック」とは、1982年にフ
ランスの文化庁が始めた
「夏至の音楽祭」の総称で
す。最も日の長い夏至の日、
すべての人々が音楽に親し

み、１日を楽しめる機会をつくろうとスタート。現在
では世界100カ国以上で開催されています。
　今年も本町では「どんでん平ゆり園」にて、地域の
演奏者が集う「街角コンサート」として開催します。
　ユリに囲まれ、さわやかな生の音楽に浸ってみませ
んか♪
♯日　時／６月20日㈰ 14：00～（小雨決行）
♯場　所／どんでん平ゆり園
♯その他／ご鑑賞には、ゆり園の入場料が必要です
♯出演申込／６月４日㈮まで、下記へお電話ください
♯問合せ先／町民総合センター「あ～す」緯72―3111

　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㈬～10月29日㈮（月曜・祝祭日休館日）
煙開館時間／雨～窺 ９：00～18：00

丑・羽 ９：00～17：00
煙申込・問合せ先／「あ～す」図書室緯72―3111

フ ェ ッ ト ・ ド ・ ラ ・ ミ ュ ー ジ ッ ク

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

医療機関と薬局でのお願い

気をつけましょう、受診とお薬のこと

◆問合せ先／役場住民税務課住民室 緯72―2111内線122、124

Fete de la Musique 2010

図書室開館時間を延長します

　楽しいお話や工作を用意して皆さんの参加をお待ち
しています。
◆日時／６月12日㈯
　　　10：30～11：30

◆場所／こどもみらい館
◆参加費／無料
◆内容
①「おはなしを聞こう！」絵本、紙芝居など、色々
なお話を鑑賞します。

②「つくって遊ぼう！」簡単な工作をします。
◆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（子どもだけでも参加できます）

◆申込締切／６月10日㈭まで
◆申込方法／下記へお電話ください
◆申込・問合せ先／「あ～す」図書室緯72―3111

わくわく♪ぐりぐら広場
み ん な あ つ ま れ ー ！
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平成２２年７月１日より

レジ袋無料配布を中止します

　「私たちの身近なところから地球環
境に配慮した取り組みを始めよう！」
　飯豊町、町商工会、町衛生組合連合
会、町消費生活研究会、町内17事業所
が加盟するレジ袋削減推進協力店会が

このほど「レジ袋の削減に向けた取り
組みに関する協定書」に調印しました。
　この協定により、地球温暖化の防止、
資源・エネルギーの使用量の抑制と廃
棄物の減量を目指すため、店頭などで
のレジ袋の無料配布を取りやめること
になりました。その結果、置賜の３市
５町すべてが無料配布の中止を実施す
ることになります。
　国内のレジ袋の消費量は年間約305
億枚、１人当たりの年間消費量は約300
枚程度と言われ、年間で約56万キロリッ
トルの原油が消費される計算です。

　マイバッグを利用することで、ごみ
の削減や、それに伴う二酸化炭素など
の温室効果ガスの削減、レジ袋の原料
となる原油の資源保護などにつなげる
ことができます。
　協力店では、ポスターによる呼びか
けを行い、当面の間、貸し出し用マイ
バックを設置します。
　この機会に、お買い物の際にはマイ
バッグを利用してみませんか。
　◆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

　　　　    　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／６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／６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／６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／６月25日㈮ ９：00～
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔相談担当者／臨床心理士
②乳幼児の発達相談（要予約）
焔日時／６月９日㈬ 13：30～16：30
焔場所／置賜総合支庁西庁舎（長井市）
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

　 　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
６月15日㈫ 13：30～15：00

焔中部地区公民館
６月30日㈬ ９：30～11：00

②ちびボールコース
焔健康福祉センター
６月11日㈮ ９：30～11：00

焔白椿地区公民館
６月23日㈬ 13：30～15：00

③フラダンスコース
焔健康福祉センター
６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
６月８日㈫、15日㈫ 19：30～20：30

焔白椿地区公民館
６月９日㈬、23日㈬ 19：30～21：00

焔中津川地区公民館
６月２日㈬ 19：30～20：30

◇参加費／１回500円
◇持ち物／タオル、飲み物
②トレーニング機器の使い方講習会
焔町民スポーツセンター「トレーニン
グルーム」
６月24日㈭ 19：00～20：30
 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／７月１日から８月19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／６月23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／６月16日㈬ 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11日㈮

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 教 室

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

※すべての相談は匿名やプライバ
シーを厳守します



　１歳６カ月児健診　
司日時／６月３日㈭（受付）午後１時～
司対象者／平成20年10月～11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、こども用歯ブラシ
　３歳児健診　
司日時／６月24日㈭（受付）午後１時～
司対象者／平成18年10月～12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、３歳児健康診査セット、
バスタオル、こども用歯ブラシ

司日時／６月17日㈭ 午後１時～
司対象者
①平成19年４月・５月・８月・11月・12月生まれ
②平成20年２月・５月・７月生まれ
③平成２1年２月・５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／６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／６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22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、エプロン、筆記用具

　４カ月・９カ月児健診　
司日時／７月28日㈬ 午後１時～
司対象者／４カ月児：平成22年２月・３月生まれ

９カ月児：平成21年９月・10月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／７月23日㈮ 午後１時～
司対象者
①平成19年６月・９月生まれ
②平成20年３月・６月・８月・９月生まれ
③平成21年３月・６月生まれ

　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、健やかで豊かに過ごすた
めの大切な要素となります。

さわやかクラブ ９：30～（西部地区公民館）火1
白椿婦人学級ひめさゆりボランティア ９：00～（白椿地区公民館）
青少年育成町民会議 19：00～（あ～す）
あくてぃぶ倶楽部・ちびボール 19：30～（中津川地区公民館）

水2

１歳６カ月児健診 13：00～（健康福祉センター）
健康教室 19：30～（中津川地区公民館）木3

心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）
人権なんでも相談 13：30～（あ～す）金4

第一小学校運動会 ８：30～（第一小）
どんでん平ゆり園オープニングセレモニー ９：00～（ゆり園）
さつき展 ９：00～（しらさぎ荘前）
やまがた森の感謝祭 10：00～（源流の森）
ブックスタート広場 10：30～（こどもみらい館）

土5

西部地区ソフトボール大会 ８：00～（手ノ子小グラウンド）
東部地区ソフトボール大会 ９：15～（添川小グラウンド）
白川ダム現場見学会 ９：20～（白川ダム管理所）

日6

月7
あくてぃぶ倶楽部・フラダンス  ９：30～（健康福祉センター）
ポッキーマサショー 10：00～（あ～す）
あくてぃぶ倶楽部・ちびボール 19：30～（東部地区公民館）

火8

さわやかクラブ会員と小学生のキャンドル作り 15：00～
（西部地区公民館）
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）

水9

あそびの広場 10：30～（こどもみらい館）木10
あくてぃぶ倶楽部・ちびボール  ９：30～（健康福祉センター）金11

土12
日13
母子健康手帳交付 ９：00～（健康福祉センター）月14
あくてぃぶ倶楽部・運動体験  13：30～（西部地区公民館）
いちごクラブ 19：30～（白椿地区公民館）
あくてぃぶ倶楽部・ちびボール 19：30～（東部地区公民館）

火15

いきいき教室開級式 ９：30～（白椿地区公民館）
おはなし広場 10：30～（こどもみらい館）水16

幼児歯科検診 13：00～（健康福祉センター）木17
子育て講座「保健師さんのお話」 10：30～（こどもみらい館）
心配ごと相談・行政相談 13：00～（白椿地区公民館）金18

土19
いいで黒べこ祭り 11：00～（どんでん平ゆり園）日20

月21
あくてぃぶ倶楽部・フラダンス  9：30～（健康福祉センター）火22
あくてぃぶ倶楽部・ちびボール 13：30～（白椿地区公民館）
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）水23

かんがるー広場 10：30～（こどもみらい館）
３歳児健診 13：00～（健康福祉センター）木24

金25
子育て合同研修会 10：00～（あ～す）土26
飯豊町消防操法大会 ８：30～（あ～す）
ゆり将棋大会 ９：00～（中部地区活性化センター）
花ウォーク　ゆりコース 11：30～（羽前椿駅）

日27

母子健康手帳交付 ９：00～（健康福祉センター）月28
火29
あくてぃぶ倶楽部・運動体験  ９：30～（中部地区公民館）水30

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338

６月

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～１０日は歯の衛生週間です

6

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。

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）

７月の乳幼児健診日程
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