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新しい被保険者証の
カードの色は緑色に
なります。

（旧）茶色 （新）緑色

◆問合せ先
　役場住民税務課住民室
　緯72―2111内線122・124

　臓器移植に関する法律の改正により、被保険者証に「臓器
提供に関する意思表示欄」を設けることになりました。今年
度は、被保険者証と共に「臓器提供意思表示シール」を同封
しております。
　臓器提供意思表示をされる方は、シールを被保険者証の裏
面に貼り、必要事項を記入することで、臓器提供に関する意
思を表示することができます。

臓器提供の意思表示にご協力ください

９月１日から

　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22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
月下旬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ご確認ください。
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

①お医者さんや薬局などで診療を受けようとする時は、必ず
被保険者証を窓口で提示してください（70歳以上で高齢受
給者証をお持ちの方は保険証に添えて提示してください）。
②診療を受ける時に支払う金額は、医療費の３割です。ただ
し、小学校就学前の場合は２割、70歳以上で高齢受給者証
をお持ちの方は、高齢受給者証に示す割合となります（飯
豊町では子育て支援医療制度により中学生まで無料）。
③ご本人や家族の職場の保険に加入されたり転出されたりす

る場合は、国民健康保険の資格を喪失することになります
ので、直ちに被保険者証の返還をお願いします。また、記
載事項に変更があったときは、14日以内に被保険者証を添
えてお届けください。

④特別の事情がないのに国保税を滞納した場合、被保険者証
を返還していただくことがあります。また、特別の事情が
ないのに納期限から１年間経過しても国保税を滞納してい
る場合、被保険者証を返還していただきます。

被保険者証についての注意事項

臓器提供意思表示シール
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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 業日1972－2191佐 藤 管 工 業土4

75－2086髙 橋 工 務 店月2072－2191佐 藤 管 工 業日5

75－2086髙 橋 工 務 店木2375－2086髙 橋 工 務 店土11

72－2191佐 藤 管 工 業土2575－2086髙 橋 工 務 店日12
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　次に該当する方は、平成22年９月30
日までに市町村へ申請をすれば、子ど
も手当てを４月分から受給することが
できます。
◆対象
◇児童手当を受給していない方で、中
学生以下の子どもを養育している方

◇児童手当を受給していた方で、新た
に子ども手当ての対象となる子ども
（中学２年生、中学３年生）を養育し
ている方

　申請忘れのないように、お早めに手
続をお願いします。なお、申請が遅れ
た場合は、申請した翌月から受給する
ことができます。
　不明な点は下記までお問い合わせく
ださい。また、厚生労働省ホームペー
ジでも情報を掲載しています。
◆申込・問合せ先／役場教育文化課子
育て支援室緯72―2111内線163、167

　男女共同参画推進に関する県の施策、
計画の進捗状況等に関する調査審議を
行う委員を募集します。
◆募集人員／８名
◆応募資格／県内在住で男女共同参画
の推進に意欲のある方

◆応募／下記にて交付する所定の応募
用紙に必要事項を記載し、郵便、FAX、
Eメールなどでご応募ください

※県ホームページからも入手できます
◆申込締切／９月17日㈮必着
◆その他／県規定の報酬と旅費支給
◆申込・問合せ先
　〒990－8570 山形市松波二丁目８番
１号  山形県子育て推進部青少年・男
女共同参画課 男女共同参画担当
緯023－630－2694　胃023－632－8238

◆日時
①プレイベント／９月17日㈮ 19：00～
②イベント当日／９月18日㈯ ８：45～
◆会場／山形空港（東根市大字羽入）
◆イベント内容
①９月17日㈮
焔山形空港ナイトツアー／25組50名程度
②９月18日㈯
◇訓練飛行見学
焔陸上自衛隊、県消防防災航空隊、県警
察航空隊によるヘリコプター訓練飛行
焔モーターパラグライダーデモフライト
◇参加型イベント
焔管制塔内見学／20組50名程度
焔滑走路を歩こうツアー／100名程度
焔定期便外観見学／30名程度
焔くうこうdeウェディング
焔消防車との綱引き
◆申込／山形空港ナイトツアー、管制
塔内見学のイベントは事前に申し込
みが必要です（応募多数の場合は抽
選）。その他は当日受付となります

◆事前予約方法について
◇山形空港ナイトツアー／友人家族な
ど２名１組（親子の場合は親１名に
つき、中学生以下の子ども２名まで）

◇管制塔内見学／親子１組（親など１名
につき、中学生以下の子ども２名まで）
◇申込方法／往復はがきに、①希望イ
ベント名、参加者全員の②住所、③
氏名、④年齢又は学年、⑤連絡先電
話番号を記入の上、下記あてにイベ
ントごと別々に申し込みください

◇申込締切／８月31日㈫（消印有効）
◆申込・問合せ先
　〒999-3776 東根市大字羽入字柏原
新林3008  山形県山形空港事務所内
山形空港「空の日・空の旬間」 イベント
実行委員会事務局緯0237－48－1313

◆日時／９月８日㈬
◆受付時間／９：30～13：30
◆相談時間／10：00～14：00
◆場所／役場１階談話室
◆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

　東北財務局山形財務事務所では、自
らの収入で返済しきれないほどの借金
を抱え、お悩みの方々からの相談に応
じています。相談は秘密厳守・無料で
す。事前にご予約ください。
◆日時／９月16日㈭ 10：00～17：00
◆会場／東北財務局山形財務事務所
　　　　（山形市緑町2－15－3）
◆申込先／東北財務局金融監督第三課
　　　　　緯022－266－5703
◆受付期間／９月９日㈭までの土曜・
日曜・祝日を除く９：00～17：45

※当日お越しいただけない方からの相
談も受け付けています
※改正貸金業法の施行により、借入総
額が「年収の３分の１」を超える場
合、これまできちんと返済していた
方でも、新規の借入れができなくな
ることがあります。下記の問合せ先
では、同法に関する照会も受け付け
ておりますでのでご利用ください
◆問合せ先／東北財務局山形財務事務
所理財課緯023－641―5178

多重債務巡回無料相談会

山形空港フェスティバル子ども手当ての申請を
お忘れなく

９月の年金相談
（年金事務所出張相談）

山形県男女共同参画審議会
委員を募集します
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日時：３日㈮・17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：10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：17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

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！
口座振替のお手続き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日鵜
煙問合せ先
役場住民税務課納税
支援室 内線125・126９月

　中山間地域等直接支払制度とは、中
山間地域等の農業生産条件が不利な地
域において、５年以上農業を続けるこ
とを約束した農業者の方々が、その期
間の活動計画を策定し、それに基づい
て活動を実施することを条件に、交付
金が交付される制度です。この制度に
申し込まれる場合は、９月８日㈬まで
申し込みください。
◆対象農用地
①傾斜基準を満たす農地が１ha以上ま
とまっているもの

②集落協定に基づく農用地の保全に向
けた共同取組活動が行われる複数の
団地の合計面積が１ha以上のもの
◆傾斜基準
①急傾斜地／傾斜20分の１以上の水田
②緩傾斜地／傾斜100分の１以上の水田
◆対象者／協定に基づき５年以上継続
して農業生産活動等を行う農業者等

◆交付額／農地の傾斜区分に応じて交
付金が交付されます

◆申込・問合せ先／役場産業振興課農
業振興室緯72―2111内線263

　町内の各施設を会場として、巡回パ
ネル展を開催しています。ぜひ、皆さ
んご覧ください。
◆日時・会場
①町民総合センター「あ～す」
８月24日㈫～９月４日㈯

②源流の森センター
９月７日㈫～９月19日㈰
※休館日や会館時間などは各施設へ直
接お問い合わせください

◆入場料／無料
◆パネル展に関する問合せ先
白川ダム管理支所緯75―2131

　安定的な雇用・就業機会の創出を目
的とした国の緊急雇用創出臨時特例基
金事業に伴い、町では下記の臨時職員
を募集します。
●職種／一般事務助手…２名
●業務内容
①消防施設整備計画策定に係る調査お
よびデータ収集

②農家台帳および営農計画書の照合・
調査作業

●申込期限日／９月10日㈮まで
※郵送の場合は、10日まで必着のこと
●受付時間／８：30～17：00

（土・日・祝祭日を除く）
●応募資格／性別・住所は問いません。
行政事務などが適切にでき、秘密保
持や公平公正な事務執行などは、職
員と同様です。パソコンのワードお
よびエクセルソフトの一般的な操作
ができる方とします

●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月中旬の平日

●申込用紙の請求／申込み用紙につい
ては、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、必要書類を役場総務企画課総務
情報室へ提出してください
●雇用期間
　平成22年10月１日から
　平成23年３月31日まで
●勤務条件
焔勤務時間／８：30～17：15
焔賃金／日額 5,800円～6,000円
　　　　（通勤費別途支給）
焔休日／土曜日・日曜日・祝日
焔その他／社会保険、雇用保険加入
●申込・問合せ先
〒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

緊急雇用創出　町臨時職員を募集します

　参議院議員通常選挙で使用したポス
ター掲示板（ベニヤ板および杭）を無
償で差し上げます。
　ご希望の方は下記までご連絡くださ
い。無くなり次第終了となりますので
ご了承ください。
※ベニヤ板については、１人につき５
枚までとさせていただきます

◆申込・問合せ先／町選挙管理委員会
　（役場総務企画課総務情報室内）
緯72―2111内線224

選挙ポスター掲示板を
差し上げます

◆日時／９月18日㈯ 10：30～
◆場所／こどもみらい館
◆内容／①ミニ太鼓でのリズム遊び

②大型絵本や紙芝居鑑賞
◆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（子ど
もだけでも参加できます）
◆締切／９月11日㈯
◆申込／下記へお電話ください
◆申込・問合せ先／町民総合センター
「あ～す」図書室緯72―3111

わくわく♪ぐりぐら広場
ダム完成30周年

白川ダムパネル展開催中

中山間地域等直接支払制度
第３期対策が始まります
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　町民の皆さんへ議会活動状況について報告する機会
として議会報告会を開催します。
　町民の皆さんの議会へ対する意見や町政に対する提
言などをお聴きし、行財政改革に反映させるとともに、
町民に開かれた活力ある議会を目指します。
胸日時／９月１５日㈬・16日㈭ 19：00～21：00
胸会場／各地区公民館（右表のとおり）
胸開催方法
議員全員を２班～３班編成にして、それぞれの地区
公民館に伺って開催します。
胸参加について
事前申込みは必要ありません。多くの町民の皆さん
の参加をお待ちしています。
胸問合せ先／役場議会事務局緯72―2111内線310・311

胸開催日時と会場
場　　所時　間期　日

中部地区公民館
19：00～21：00９月15日㈬

白椿地区公民館

東部地区公民館

19：00～21：00９月16日㈭ 西部地区公民館

中津川地区公民館

町議会議員が皆さんの地区へ伺い、

意見交換と提言などをお聴きします！

開 か れ た 議 会 を 目 指 し て

町議会報告会を開催します

纂窓口延長日／月曜日、金曜日の週２回　※予約がないときは行いません。
纂予約の受付期間／当日の午後１時まで（予約の受付は１週間前から）
纂窓口延長時間／午後６時30分まで

取 扱 い 業 務 内 容
住民票、戸籍謄抄本、身分証明書、印鑑証明書、税証明の交付ほか閣焔諸証明交付
転入・転居・転出の届、住基カードの申請、世帯変更届ほか閣焔住基関係
戸籍届出の相談閣焔戸籍関係
社会保険・厚生年金加入・離脱閣焔国保・国民年金異動の受付
乳幼児医療証やその他の医療証の発行、高額療養費の申請受付ほか閣焔医療関係各種
受給申請、免除相談閣焔国民年金関係
納税相談、税の収納業務閣焔納税関係

◆予約・問合せ先／役場住民税務課緯72－2111 住民室・税務室・納税支援室

　役場窓口では、日中忙しい皆さんにも利用していただけるよう窓口の時間
延長サービスを行っています。　毎週月曜日と金曜日（当日が祝日のときは次
の開庁日）に午後６時30分まで窓口業務を延長しています。当日の午後１時
までご予約の上、どうぞご利用ください。

役場窓口延長について 電話予約で役
場の窓口延長
が可能です！月曜日と金曜日は午後６時30分まで延長します（要予約）

９月15９月15日日浄浄・・16日16日状状
PM７：00PM７：00～～

会場／各地区公民会場／各地区公民館館
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　平成22年５月から７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】
◎東北電力㈱長井営業所
防犯灯ＬＥＤ灯（３灯）

【町民総合センターへ】
◎近岡由一さん・真室川町／図書（１冊）
◎関定夫さん・さいたま市／図書（１冊）
◎公立置賜総合病院医療連携相談室
図書（１冊）
◎いいで歴史考古の会／機関紙（１冊）
◎齋藤徹さん／風景写真（４点）

【中部地区公民館へ】
◎飯豊史話会／機関紙（１冊）

【白椿地区公民館へ】
◎飯豊史話会／機関紙（１冊）

【東部地区公民館へ】
◎飯豊史話会／機関紙（１冊）

【西部地区公民館へ】
◎井上仁弥さん／花苗（54本）
◎飯豊史話会／機関紙（１冊）
◎手ノ子小５年生／花鉢（４鉢）

【第一小学校へ】
◎飯豊町婦人会／タオル・雑巾（38枚）
◎どんでん平ゆり園
ユリ球根（300球）、ユリ切り花（200本）

◎長岡ツネさん／タオル・雑巾（135枚）
【第二小学校へ】

◎土田達雄さん／雑巾（60枚）
◎二瓶幸浩さん／花鉢（12鉢）
◎椿簡易郵便局／サッカーボール（１個）

【添川小学校へ】
◎新野忠司さん／カブトムシ幼虫（多数）
◎アグリメントなか／もち米苗（12箱）
◎ふるさと飯豊発見隊／ヒマワリ種（２袋）
◎西置賜理科教育研究会
学習教材・収納ケース（２種類・各６個）
◎添川郵便局／サッカーボール（１個）

【手ノ子小学校へ】
◎手ノ子小祖父母学級／雑巾（220枚）
◎松山清次さん／雑巾（多数）
◎樋口恭仁子さん・長井市／布巾（100枚）
◎西置賜理科教育研究会
理科実験用器具（６セット）

【中津川小中学校へ】
◎新野忠司さん／カブトムシ幼虫（50匹）
堆肥（トラック１台分）

◎髙橋信夫さん／カブトムシ幼虫（30匹）
【飯豊中学校へ】

◎新野忠司さん／堆肥（５袋）
◎土田達雄さん／タオル・雑巾（50枚）
◎飯豊町婦人会／タオル・雑巾（37枚）

【いいで中部幼稚園へ】
◎飯豊町婦人会／雑巾（50枚）
◎大冨國雄さん／スイカ（７個）

【手ノ子幼稚園へ】
◎高峰簡易郵便局
サッカーボール（１個）

【つばき保育園へ】
◎遠藤貞子さん／ビデオテープ（36巻）
◎二瓶幸浩さん／花鉢（13鉢）
◎山口順之さん／七夕用笹竹（２本）

【こどもみらい館へ】
◎二瓶幸浩さん／花プランター（６個）
【介護老人保健施設「美の里」へ】

◎伊藤賢一さん・長井市／車椅子（１台）
◎飯豊町婦人会／雑巾・タオル（37枚）
◎豊川建設㈱／タオル（50枚）

　平成22年５月から７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。

【飯豊町へ】
◎東山工業団地内花壇花植え
東山部落あけぼの会

◎役場周辺除草・清掃作業／㈱ホリエ
◎役場周辺支障木伐採作業
㈱三ツ柳道路

◎町民球場除草・清掃・石拾い
飯豊中１年生、わかくさ野球スポーツ
少年団

◎町民プール（小白川）清掃／第二小児童
◎町民プール（中津川）清掃／中津川小中
学校児童・生徒、ＰＴＡ役員

◎大日杉登山小屋手前町道除草
那須建設㈱、共栄建運㈱、山形緑化㈱

◎添川温泉しらさぎ荘前ゲートボール場
除草・水かけ
東部地区グラウンドゴルフ愛好会

【町民総合センターへ】
◎玄関タイルと前庭ブロックの清掃
飯豊町建設業親睦会

【白椿地区公民館へ】
◎館内外ガラス磨き／飯豊中１年生

【西部地区公民館へ】
◎花壇花植え／町分館寿クラブ

【第一小学校へ】
◎体育館清掃、グラウンド除草／わかく
さスポーツ少年団４団体・保護者

【第二小学校へ】
◎花壇除草
　土田達雄さん、土田和代さん

【添川小学校へ】
◎野菜植え指導／東部地区高砂会
◎英語指導／茂木栄子さん
◎本の読み聞かせ／手塚娃子さん
◎クラブ活動キャンドル作り指導
遠藤節子さん

【さゆり保育園へ】
◎施設内清掃・園児との交流
飯豊中１年生

◎公園除草／中地区長生会
【介護老人保健施設「美の里」へ】

◎慰問活動（お遊戯披露など）
つばき保育園年長組

◎施設周辺除草・窓拭き作業
㈱三ツ柳道路

◎慰問活動（踊りなど）
　笑美の会・長井市
◎慰問活動（大正琴・歌）
白椿地区婦人学級

【どんでん平ゆり園へ】
◎駐車場白線引き
豊川建設㈱、樋口建設㈱

◎いこい荘前ラティス設置／豊川建設㈱
◎芝貼り／豊川建設㈱、山形おきたま農
業協同組合飯豊地区

◎園内樹木剪定・芝貼り指導
㈱伊藤造園土木

◎園内付近道路装飾／町西部落
◎アジサイ水やり／樋口建設㈱
◎園内除草／町西部落、花長井・西置賜
地域シルバー人材センター、黒沢地区
協議会長、萩生区協議会、飯豊町建設
組合、東部地区活性化協議会、樋口建
設㈱、飯豊町商工会

問合せ先／役場総務企画課総務情報室
緯72―2111内線220・225

　10月１日を基準日として、５年に一度の国勢調査を全国一斉に行い
ます。日本に住んでいるすべての人と世帯が対象です。
　詳しい内容は、９月９日㈭発行の広報を通じてお知らせします。
宇現時点で町が住民の皆さんの世帯構成などの個人情報を照会するこ
とは絶対ありません。自宅や職場などに国勢調査を装った不審な電
話がかかってきたり、郵便が届いたら、直ちに町にご連絡ください。

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



【お知らせ版】広報いいで　2010/8/266

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

◆問合せ先／米沢年金事務所緯0238―22―4220または役場住民税務課住民室緯72―2111内線120・123・127

　国民年金には、経済的な理由などで保険料
を納めることが困難な場合に、申請により保
険料の全額または一部が免除される「申請免
除制度」や障害基礎年金を受けている方など
が該当する「法定免除制度」があります。
　また、若年層（20歳代）の方を対象として
保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予
制度」や学生の方を対象とした「学生納付特
例制度」もあります。
　これらの保険料免除や納付猶予などを受け
た期間については、年金を受け取るために必
要な受給資格期間に算入されますが、受け取
る年金額は保険料を全額納付した場合より少
なくなります。
　このため、これらの期間は10年以内（例え

国民年金保険料の追納制度を
ご存知ですか？

　「めざみの里まつり」ファミリー
コンサートへ出演の「ひなたおさ
む」さんによる、歌やミュージッ
クワークショップ（講習会）を開
催します。子どもから大人まで、
初心者の方でも大歓迎です。この
チャンスにぜひプロの指導を受け
てみてください♪

●日時／９月５日日㈰ ９：30～11：00
●講師／村田さち子先生、 日  向  理 先生

ひ なた おさむ

●会場／町民総合センター「あ～す」　多目的ホール
●参加料／無料
●申込方法／９月２日㈭まで電話でのお申し込み
町民総合センター「あ～す」緯72―3111

うたのお兄さんの
ミュージックワークショップ

●対象／５歳児から大人まで
●練習日／月２回程度　土曜日19：00～
●場所／町民総合センター「あ～す」
●会費／月あたり1,000円
●申込・問合せ先
　町民総合センター「あ～す」緯72―3111

ば、平成12年９月分は平成22年９月末まで）
であれば、後から保険料を納付すること（追
納）ができるようになっており、将来、受け
取る年金額を増額するためにも、追納するこ
とをお勧めします。　
　なお、保険料の免除や納付猶予などの承認
を受けた年度から起算して、３年度目以降に
保険料を追納する場合は、当時の保険料額に
経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

４分の３納付
（加算額）

半額納付
（加算額）

４分の１納付
（加算額）

全額免除
若者納付猶予（加算額）
学生納付特例

年　度

―――15,770円（2,470円）H12年度

―――15,180円（1,880円）H13年度

―7,300円（  650円）―14,590円（1,290円）H14年度

―7,180円（  530円）―14,360円（1,060円）H15年度

―7,090円（  440円）―14,180円（  880円）H16年度

―7,110円（  320円）―14,220円（  640円）H17年度

3,560円（  100円）7,130円（  200円）10,690円（  300円）14,260円（  400円）H18年度

3,570円（    50円）7,150円（  100円）10,720円（  150円）14,300円（  200円）H19年度

3,600円（     0円）7,200円（     0円）10,810円（     0円）14,410円（     0円）H20年度

3,660円（     0円）7,330円（     0円）10,990円（     0円）14,660円（     0円）H21年度

平成22年度中に追納する場合の額

ミュージカルグループ“めざみキッズ”
☆メンバー大募集☆

めざみキッズによる創作ミュージカル「獅子の笛」の場面。めざみキッズでは、
年に数回、プロの講師による指導もあります
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「もったいない」を大切に！

"めざみの里まつり"2010

　今年も９月４日㈯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

い透明なフィルムがかぶせてあります。
　使用後の容器のフィルム部分をはが
す事で、きれいなまま洗わずにリサイ
クルできます。
◆ごみの分別
　会場内に設置されたエコステーショ
ンで分別を行います。常時、係員がス
テーションにいますので、分別の仕方
が分からないときは声をかけてくださ
い。
◆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。

◆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
ています。今年度は２台を予定してい
ます。

◆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／９月９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／９月15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／９月２日㈭ 13：30～

９月21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）
煙置賜総合支庁西庁舎（長井市）会場
焔日時／９月10日㈮ 13：30～16：30
煙置賜保健所（米沢市）会場
焔日時／９月24日㈮ ９：00～12：00
焔相談担当者／臨床心理士
焔内容／費用は無料で、専門の有資格
者が個別相談に応じます

②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
９月21日㈫ ９：30～11：00

焔中部地区公民館
９月14日㈫ 13：30～15：00

②ちびボールコース
焔健康福祉センター
９月13日㈪ ９：30～11：00

③フラダンスコース
焔健康福祉センター
９月14日㈫、28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
９月７日㈫、21日㈫ 19：30～20：30
焔白椿地区公民館
９月８日㈬、22日㈬ 19：30～21：00
焔中津川地区公民館
９月１日㈬ 19：30～20：30

焔健康福祉センター
９月24日㈮ 19：30～20：30
◇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／９月16日から11月11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／９月９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／９月15日㈬ 13：30～
焔参加料／施設使用料200円
焔定員／６名
焔申込締切／９月８日㈬

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 教 室



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。

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

９カ月児／平成21年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、そのほか
お子さんに必要なもの
　１歳６カ月児健診　
司日時／９月２日㈭（受付）午後１時～
司対象者／平成20年12月～平成21年２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、バスタオル

司日時／９月16日㈭（受付）午後１時～
司対象者
�平成19年８月・11月・12月生まれ
②平成20年２月・５月・７月・10月・11月生まれ
嘘平成21年５月・８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／９月13日㈪・27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

司日時／９月８日㈬ 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22年12月・平成23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カ月児・９カ月児健診　
司日時／10月20日㈬ 午後１時～
司対象者
　４カ月児／平成22年５月生まれ
９カ月児／平成21年12月・22年１月生まれ
　３歳児健診　
司日時／10月28日㈭ 午後１時～
司対象者／平成19年３月・４月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／10月14日㈭ 午後１時～
司対象者
臼平成19年９月生まれ
渦平成20年３月・６月・８月・９月生まれ
嘘平成21年６月・９月生まれ

飯豊中学校創立記念式 13：30～（飯豊中学校）
あくてぃぶ倶楽部・ちびボール 19：30～（中津川地区公民館）水1

１歳６カ月児健診 13：00～（健康福祉センター）木2
心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）金3
めざみの里まつり ９：00～（あ～す）土4
いいで中部幼稚園運動会 ８：00～（いいで中部幼稚園）
手ノ子幼稚園運動会 ８：00～（手ノ子幼稚園）
中津川小中・中津川地区大運動会 ８：30～（中津川小中学校）
ミュージックワークショップ ９：30～（あ～す）

日5

月6
あそびの広場 10：30～（こどもみらい館）
あくてぃぶ倶楽部・ちびボール 19：30～（東部地区公民館）火7

年金相談 ９：30～（町役場）
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）水8

４歳児リトミック 10：00～（あ～す）木9
保健師さんの指導 10：30～（こどもみらい館）
人権なんでも相談 13：30～（あ～す）金10

子ども将棋教室 ９：30～（中部地区公民館）土11
添川小・東部地区合同大運動会 ８：30～（添川小）日12
母子手帳交付 ９：00～（健康福祉センター）
あくてぃぶ倶楽部・ちびボール ９：30～（健康福祉センター）月13

粉石けん作り ９：00～（石けんハウス）
あくてぃぶ倶楽部・フラダンス ９：30～（健康福祉センター）
５歳児リトミック 10：00～（あ～す）
あくてぃぶ倶楽部・運動体験 13：30～（中部地区公民館）

火14

おはなし広場 10：30～（こどもみらい館）
町議会報告会 19：00～（中部・白椿地区公民館）水15

夢きらら元気っ子広場 10：00～（あ～す）
幼児歯科健診 13：00～（健康福祉センター）
町議会報告会 19：00～（東部・西部・中津川地区公民館）

木16

EM固形石けん作り ９：00～（石けんハウス）
心配ごと・行政相談 13：00～（白椿地区公民館）金17

子ども将棋教室 ９：30～（中部地区公民館）
わくわく♪ぐりぐら広場 10：30～（こどもみらい館）土18

日19
中津川地区敬老会 11：00～（ホテルフォレストいいで）
復刻版！椿劇場 14：00～（椿地内）月20

あくてぃぶ倶楽部・運動体験 ９：30～（西部地区公民館）
ちびボール教室 19：30～（東部地区公民館）
いちごクラブ手芸 19：30～（白椿地区公民館）

火21

４カ月児、９カ月児健診 13：00～（健康福祉センター）
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）水22

西部地区グラウンドゴルフ大会 ８：00～（手ノ子小）木23
タッチケア 10：00～（こどもみらい館）
西部地区公民館運営委員会 19：00～（西部地区公民館）
あくてぃぶ倶楽部・ちびボール 19：30～（健康福祉センター）

金24

四季のうた「秋うた」を歌う集い 14：00～（あ～す）土25
日26
母子手帳交付 ９：00～（健康福祉センター）月27
あくてぃぶ倶楽部・フラダンス ９：30～（健康福祉センター）
３歳児リトミック 10：00～（あ～す）火28

西部地区文化祭実行委員会 19：00～（西部地区公民館）水29
かんがるー広場 10：30～（こどもみらい館）木30

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338

９月

電話番号担当歯科医院期日
0238－23－8148米沢 平間歯科医院９月５日㈰
0238－52－4855高畠 むらかみ歯科医院９月12日㈰
0238－50－3348南陽 板垣歯科クリニック９月19日㈰

62－2678小国 加藤歯科医院９月20日㈪
0238－23－2206米沢 三條歯科医院９月23日㈭
0238－47－6222南陽 高橋歯科医院９月26日㈰

8

10月の乳幼児健診日程

９月の休日歯科診療担当医院

パパママ教室（２回目）

母子健康手帳交付

幼児歯科健診

乳幼児健診
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