
1

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

October
2010１０.２８

　町民の方や町内に訪れる方に、もてな
しの心で飲食できる場所を提供する「に
ぎわい茶房」の協力店を募集します。
◆協力内容
①町民または町に訪れる方が集う場所の提供
②「にぎわいメニュー」の提供
※メニューの内容は、協力店にお任せします
③町が支給する「にぎわい茶房」の「のぼり旗」と「ウェ
ルカムボード」の設置
④町民または町に訪れる方への様々な情報提供
◆協力期間／平成23年３月31日まで
◆協力料／実施日１日につき1,000円
◆応募資格
①町内において飲食業または小売業を営んでいるか、

今後営む見込みがあること
②協力店の営業日のうち、１日２時間程度（11時から
14時を除く）を「にぎわい茶房」として協力できる
こと

◆募集要項など／募集要項や応募に係る書類は、役場
総務企画課プロジェクト推進室にて配布します
※町ホームページからも入手することができます

◆応募方法／必要書類を記入のうえ、役場総務企画課
プロジェクト推進室へ提出してください

◆応募期間／11月30日㈫まで
土曜・日曜・祝日を除く８：30～17：00
◆その他／町と委託契約を締結し、協力いただきます
◆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

町民の皆さんと町を訪れる人たちが

気軽に立ち寄れる交流の場「にぎわい茶房」 協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力店店店店店店店店店店店店店店店店店店店店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募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集協力店を大募集！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

【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

年金に関するお知ら年金に関するお知らせせ

　国民年金保険料は、「社会保険料控除」として全額が
税金の控除対象となります。そこで、国民年金保険料
を納められた皆さんへ「社会保険料控除証明書」をお
送りします。年末調整や確定申告の際には、この控除
証明書の添付が必要です。申告の時期まで大切に保管
してください。
【11月上旬に送付される方】
　平成22年１月１日から９月30日までの間に国民年金
保険料を納めた方
【翌年２月上旬に送付される方】
　平成22年10月１日から12月31日までの間に、今年初
めて国民年金保険料を納めた方

国民年金加入者の皆さんへ

年金機構から
社会保険料控除証明書

をお送りします

　老齢年金には、所得税法により「雑所得」として所
得税がかかります。
　11月上旬までに老齢または退職を支給事由とする公
的年金の受給者の皆さんへ「扶養親族等申告書」が日
本年金機構から送付されますので、必要事項を記入し、
12月１日の期限日までに必ず返送してください。提出
がない場合は、源泉徴収税額が高くなる場合がありま
す。
【扶養親族等申告書とは】
　翌年に支払われる年金から、所得税を適切に源泉徴
収するための大切な届出です。
【対　象　者】
　老齢もしくは退職を支給事由とする年金受給者のう
ち、年金支給額が108万円（65歳以上の方は、158万円）
以上の方
【提出が不要な方（申告書が送付されない方）】
　遺族年金や障害年金を受けている方

公的年金受給者の皆さんへ

扶養親族等申告書
提出をお忘れなく
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11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
75－2086髙 橋 工 務 店土2072－2191佐 藤 管 工 業水3
75－2086髙 橋 工 務 店日2175－2086髙 橋 工 務 店土6
72－2191佐 藤 管 工 業火2375－2086髙 橋 工 務 店日7
72－2191佐 藤 管 工 業土2772－2191佐 藤 管 工 業土13
75－2086髙 橋 工 務 店日2872－2191佐 藤 管 工 業日14

◆受付期間／11月１日㈪～15日㈪まで
※申込者多数の場合は、抽選により決
定します

◆入居日／12月中旬以降
◆申込資格／同居する親族があり、飯
豊町に対する公共料金に未納がない
世帯。また、ひと月あたりの所得額
が家賃の３倍以上あること。ただし、
高齢者世帯やＩターン就農者世帯に
ついてはこの限りではない

◆住宅所在地／大字萩生3623－3
◆募集戸数／１階１戸、２階４戸

３階１戸、５階２戸
◆間取り／６畳和室（２室）および４.５

畳和室（１室）、６畳DK
◆家賃／38,000円（１～３階）、34,200

円（４階）、30,400円（５階）
※別途駐車場代2,100円/台
◆その他の費用
　上下水道、電気、ガス、自治会費
◆敷金／家賃の２カ月分
◆申込・問合せ先／役場地域整備課建
設室緯72－2111内線157

◆日時／11月10日㈬　
◆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

　警察では、けん銃摘発に至った情報
提供に対して、報奨金をお支払いする
「けん銃110番奨励制度」を実施してい
ます。あなたの情報によりけん銃など
の銃器が押収され、かつ犯人が検挙さ
れたときは、報奨金が支払われます。
◆通報先／錆0120－10－3774 通話無料

◆対象試合／セレッソ大阪戦
　11月14日㈰ 15：00開場 17：00開始
◆会場
　NDソフトスタジアム山形（天童市）
◆座席／バックスタンド南席（指定）
◆販売チケット
◇一般1,500円（通常3,000円）
◇小中高生無料（通常1,000円）
◆販売期間／11月11日㈭まで
◆販売窓口／役場教育文化課生涯学習
振興室または、町民スポーツセン
ター（月・木曜日休館日）

※試合当日も会場応援デーテントにて
半額チケットを販売します

◆問合せ先／役場教育文化課生涯学習
振興室緯72－2111内線162、町民ス
ポーツセンター緯72－3086

◆日時／11月５日㈮ 13：00～
◆場所／白椿地区公民館
◆相談内容／金銭賃借、多重債務、保
証、損害賠償、遺産相続・贈与、消
費者問題、不動産ほか法律問題全般

◆担当弁護士／熊谷 誠 氏
※相談内容は、訴訟中、調停中、係争
中のものや同案件の再相談は、ご遠
慮ください

◆問合せ先／役場住民税務課生活環境
室緯72－2111内線131

　手ノ子スキー場の業務を手伝ってく
ださる従業員の方を募集します。若い
方大歓迎です！ 勤務条件などの詳細は
下記までお問い合わせください。
◆勤務期間／12月下旬から３月初旬
◆申込締切／11月20日㈯
◆その他／ヤハハエロに使うカヤを無
料でお譲りしています。希望する方
は下記までお問い合わせください
◆申込・問合せ先／手ノ子スキー場活
性化組合 寒河江緯090－7073－9148

◆日時／11月13日㈯ 10：00～12：20
◆会場／ＪＡ山形おきたま宮内支店
※県主催の「おいたま食育フェア」内
で開催されます
◆内容／メタボリックシンドローム予
防に関する運動講話・実技など
◆参加費／無料
◆問合せ先／公立高畠病院 須田
　　　　　緯0238－52－1500

◆日時／11月７日㈰ 13：00～16：00
　※アトラクションは12：35～12：55
◆会場／長井市民文化会館
◆内容
焔アトラクション／長井小児童黒獅子舞
焔式典／表彰・式辞・大会宣言
焔活動発表／置賜農業高等学校食育人

形劇グループなど３団体
焔講演
　「地域の力を活かして子どもを守る」
　関西国際大学人間学部 桐生正幸教授
◆参加費／無料
◆問合せ先／役場教育文化課生涯学習
振興室緯72－2111内線162

銃器犯罪のない
安全な社会を築くためにいいでハイツ入居者募集

11月の年金相談
（年金事務所出張相談）

モンテディオ山形
【飯豊町応援デー】

無料法律相談を開催します

町営手ノ子スキー場の
従業員を募集します

メタボリックシンドローム
予防公開講座

山形県青少年健全育成
県民大会のご案内
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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：12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

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。

11月固定資産税・国保税
煙納期限／11月30日雨
煙問合せ先
役場住民税務課納税
支援室 内線125・12611月

　町で使用しなくなった除雪機械を一
般競争入札により売払いします。
◆売払いする物件
①ロータリ除雪車／２台
②除雪ドーザ／１台
③除雪グレーダ／１台
◆物件の見学会
日時／11月15日㈪ 10：00～12：00
場所／コミュニティセンター（萩生）
◆入札参加申込書の配布
町のホームページからダウンロード
するか、役場総務企画課総務情報室
で配布しています

◆入札参加申込
11月17日㈬17：00まで役場総務企
画課総務情報室へ提出ください

◆入札説明書（契約条項）の配布
期間／11月８日㈪～12日㈮
　８：30～17：00 土・日・祝日を除く
場所／役場地域整備課建設室

◆入札日時／11月30日㈫ 11：00～
◆その他／それぞれの機械により、入
札参加条件、売払い条件が異なります。
詳細は町ホームページ、もしくは役
場地域整備課建設室に問合せ下さい。

◆問合せ先／役場地域整備課建設室
　　　　　緯72－2111内線158

◆日時／11月14日㈰ 10：00～15：00
◆会場／桑嶋記念館（長井市）
◆相談事項
①金銭賃借、不動産、交通事故に関す
る問題など民事関係全般

②夫婦間の問題・男女間の問題・遺産
相続など家事関係全般

※相談内容などの秘密は遵守されます
◆問合せ先
長井調停協会緯88－2073

◆対象／統合失調症で治療中の方のご
家族の方（発病後まもない家
族向けの内容）

◆日時／いずれも14：00～15：30まで
①11月４日㈭／統合失調症を知る（病
気の症状・薬物療法について）

②11月18日㈭／家族の対応について
学ぶ（１回目）

③12月２日㈭／家族の対応について
学ぶ（２回目）

※３回シリーズ、１回のみの参加も可。
②・③については定員40名
◆会場／①・③置賜総合支庁２階講堂
　　　　②置賜総合支庁201号会議室
◆参加費／無料
◆申込／下記まで、各教室の１週間前
までに電話にて申し込みください

※未就学児対象の託児を受け付けます
ので申込みの際にお伝えください

◆問合せ先／置賜保健所地域保健予防
課緯0238－22－3015

◆日時／11月６日㈯ 14：00～17：00
◆会場／タスパークホテル（長井市）
◆内容／講演
◇がん検診について／山形大学大学院
社会環境予防医学部教授  深尾彰先生
◇胃がんの早期発見と内視鏡的治療
公立置賜総合病院消化器科科長
渡辺晋一郎先生

◇消化器がんの腹腔鏡を用いた手術
公立置賜総合病院診療部長外科（一）
小澤孝一郎先生

◇肝がんの予防／山形大学医学部消化
器内科学准教授　斎藤貴史先生

◆入場料／無料
◆問合せ先／公立置賜総合病院医局秘
書・渡部緯0238－46－5000

　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。
※ベニヤ板は一人につき３枚まで
◆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222

◆対象／障がいのある方、発達の気に
なる方、不登校、引きこもりの方の
ご家族、または教育関係者の方など
◆日時／11月14日㈰ ９：30～受付
◆内容
①講演「感覚統合について」10：00～
②ホースセラピー11：00～
③感覚統合とホースセラピー体験会、
見学会13：30～

◆会場／①・②手ノ子スキー場かもし
かロッジ、③ひらすび牧場

◆募集人数／①・②50名、嘘体験者５名
◆参加費
◇午前の部／18歳以上の方1,000円
◇午後の部／体験される方1,000円
◆申込／11月10日㈬まで下記へ申し

込みください
◆問合せ先／NPO法人インフォメー
ションセンターひらすび牧場 金田
　緯090－2609－0890

　山形県の最低賃金は１時間645円で
す。この最低賃金は、10月29日から
効力を発生し、県内で働くすべての労
働者に適用されます。
◆問合せ先／山形労働局労働基準部賃

金室緯023－624－8224

除雪機械を売払いします

無料調停相談を開催します

統合失調症家族教室

市民公開講座
消化器がんの早期発見と治療

選挙ポスター掲示板を
差し上げます

感覚統合とホースセラピー
セミナーのご案内

山形県最低賃金について
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垢特定健康診査とは何ですか？
交　脳卒中や糖尿病などの生活習慣病のもととなるメ
タボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の早期
発見・改善を目標とした検査のことを特定健康診査
といいます。がん検診と結核検診を除いた血圧、血
糖値、肝機能、腎機能などを調べる検査（満40歳以
上の方）は、医療保険者（国民健康保険や社会保険
など）が実施することとなりました。この国民健康
保険の被保険者にかかる特定健康診査費用は国民健
康保険で負担します（一部、自己負担金があります）。

垢年度途中で社会保険から国民健康保険に移ったので
すが、受けられますか？
交　今年度、社会保険などに加入している時に、事業
主検診等を受けなかった場合は受診できます。国民

健康保険証を持参してください（国保の受診券は発
行していません）。

垢すでに病院で同じような検査を受け、高血圧などで
治療中の場合はどうなりますか？
交　同じ検査を２度受ける必要はありませんので、医
療機関で継続して治療を受けてください。

垢国民健康保険の被保険者でない場合は？
交　後期高齢者（75歳以上）の方は、後期高齢者医療
被保険者証を持参ください。また、それぞれの被用
者保険（社会保険など）で発行している受診券をお
持ちの方は、町の検診で受診できるかどうかを会社
などに確認の上、可能な場合は保険証と受診券およ
び受診券に記入されている自己負担金を持参くださ
い。

○特定健診／40～64歳2,500円、65～74歳2,000円、
75歳以上は無料

○胃がん検診／1,600円
○大腸がん検診／600円
○肺がん検診／400～1,600円
○前立腺がん検診／800円
○肝炎ウイルス検診／1,000円
○結核検診／無料
※子宮がん、乳がん検診は実施していません

実 施 項 目 と 料 金

◆問合せ先／役場住民税務課住民室緯72―2111内線122・124・127または町健康福祉課健康医療室緯86―2338

◆対象／今年度、町の検診を申し込み、受けられなかった方
　　　　（申し込みをしなかった方も受診できます）
◆会場／健康福祉センター
◆日時／12月４日臥　受付７：30～９：00

※結核検診のみの方は８時まで
◆持ち物／すでに送付されている問診票、検診料金、保険証、
国民健康保険以外の方で特定健診を希望の場合は受診券

健診最終日１２月４日穣 忘れずに受診しましょう

特定健診Ｑ＆Ａ

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

寒い「冬」は音楽で心も体もポッカポカ ♪
捲日時／12月４日㈯　14：00～16：00
捲会場／町民総合センター「あ～す」多目的ホール
捲参加料／１人500円
捲内容／どなたでも大歓迎です！ ご家族、お知合いの
皆さんでお誘い合せの上、もちろんお一人からでも、
どうぞお気軽にご参加下さい
捲講師／小松伸子先生、安部里美先生（伴奏）

四季の歌“冬うた”を歌う集四季の歌“冬うた”を歌う集いい

「あ～す」で、音楽三昧！

　音楽と郷土を愛する町民手づくりのステージ「“め
ざみの里”音楽祭」が開催されます。町内の学校など
各団体により、合唱や吹奏楽、和太鼓や鼓笛隊演奏な
ど、今回も盛りだくさんのプログラムとなっておりま
すので、ぜひ皆さんご来場の上ご鑑賞ください♪
捲日時／11月20日㈯ 　開場13：00 開演13：20
捲会場／町民総合センター「あ～す」多目的ホール
捲入場料／無料
捲内容／☆町内の音楽グループ、町内小中学校、つば

き保育園などによる発表
☆フィナーレに「ラブリー・ホームタウン～
いつも心に～」を会場全員で合唱します

第１５回“めざみの里”音楽第１５回“めざみの里”音楽祭祭
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不法投棄をなくしましょう

　一般家庭から排出される家電製品は
年間約60万鞍にも及びます。廃棄され
る家電製品に含まれる有用な資源の再
利用を促進し、廃棄物を減らすために
家電リサイクル法が制定されました。
　このように、リサイクル環境が整備

される一方、町においても未だに不法
投棄が後を絶ちません。今年５月には、
アナログテレビ５台の不法投棄が確認
されました。
　ルールに従わずごみを山林や原野、
道路に捨てていく行為は、絶対に許さ
れないことであり、法律により禁止さ
れています。罰則として、「５年以下の
懲役もしくは1,000万円以下の罰金又
はこれの併科」が科されます。
　また、不法投棄された廃棄物からは、
有害物質が漏れ出し、環境破壊を引き
起こすこともあり、地域の土壌や水質

に重大な被害を与えかねません。
　元の美しい自然を回復するのは難し
く、多大な費用と労力がかかります。
　安易な気持ちで町の自然環境を損な
うことのないよう、私たちの手で守っ
て行きましょう。
鞄空き瓶の出し方についてのお願い
　空き瓶は中身を水洗いし、王冠や
キャップを取り除き収集所の専用ボッ
クスに横に寝かせて入れてください。
◆問合せ先

役場住民税務課生活環境室
緯72－2111内線132・133

　　　　    　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／11月11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／11月17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／11月16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）
◇米沢会場
焔日時／11月19日㈮ 9：00～12：00
焔場所／置賜保健所（米沢市）
◇長井会場
焔日時／11月26日㈮ 13：30～16：30
焔場所／置賜総合支庁西庁舎（長井市）
◇相談担当者／臨床心理士
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
11月16日㈫ 9：30～11：00

焔中部地区公民館
11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
11月15日㈪ 9：30～11：00

③フラダンスコース
焔健康福祉センター
11月９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
　11月２日㈫ 、16日㈫ 19：00～20：30
焔白椿地区公民館
　11月10日㈬、24日㈬ 19：30～21：00
焔中津川地区公民館
　11月17日㈬ 19：00～20：30
焔健康福祉センター
　11月26日㈮ 19：00～20：30
◇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
　11月24日㈬ 19：00～20：30
◇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／11月11日から１月13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／11月4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／11月17日㈬ 13：30～
焔参加料／施設使用料200円
焔定員／６名
焔申込締切／11月10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カ月児・９カ月児健診　
司日時／11月24日㈬　午後１時～
司対象者　４カ月児／平成22年６月・７月生まれ

９カ月児／平成22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、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／11月4日㈭　午後１時～
司対象者／平成21年３月・４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、そのほかお子さんに必要なもの
　３歳児健診　
司日時／11月25日㈭　午後１時～
司対象者／平成19年５月・６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
（事前にお送りします）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／11月18日㈭ （受付）午後１時～
司対象者／①平成19年10月生まれ

②平成20年１月・４月・12月生まれ
③平成21年７月・10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／11月8日㈪・22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／11月10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23年２月・３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

　幼児歯科健診　
司日時／12月２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・８月・11月生まれ

月1

４歳児リトミック 10：00～（あ～す）
あくてぃぶ倶楽部・ちびボール 19：00～（東部地区公民館）火2

秋の収穫祭 ９：30～（あ～す）水3

栄養士さん指導「おやつ作り」 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）木4

さわやかクラブと手ノ子幼稚園交流会 10：00～（手ノ子幼稚園）
心配ごと相談、無料法律相談 13：00～（白椿地区公民館）金5

ブックスタート広場 10：30～（こどもみらい館）土6
日7
母子健康手帳交付 ９：00～（健康福祉センター）月8

あくてぃぶ倶楽部・フラダンス ９：30～（健康福祉センター）
あそびの広場 10：30～（こどもみらい館）火9

年金相談 ９：30～（町役場）
あくてぃぶ倶楽部・ちびボール 19：30～（白椿地区公民館）水10

交通安全指導 10：30～（こどもみらい館）
知事と語ろうミーティングinいいで 18：30～（あ～す）木11

人権なんでも相談 13：30～（あ～す）金12
土13

町総合体育大会・バレーボール大会 ８：30～（町民スポーツセンター）
感覚統合とホースセラピーセミナー ９：30～
（手ノ子スキー場・ひらすび牧場）

日14

あくてぃぶ倶楽部・ちびボール ９：30～（健康福祉センター）月15
あくてぃぶ倶楽部・運動体験 ９：30～（西部地区公民館）
マリンバコンサート 10：00～（あ～す）
あくてぃぶ倶楽部・ちびボール 19：00～（東部地区公民館）

火16

おはなし広場 10：30～（こどもみらい館）
あくてぃぶ倶楽部・ちびボール 19：00～（中津川地区公民館）水17

幼児歯科健診 13：00～（健康福祉センター）木18
人権書道展 ９：00～（あ～す） ～28日
救急講習会 10：30～（こどもみらい館）
心配ごと・行政相談 13：00～（白椿地区公民館）

金19

めざみの里音楽祭 13：20～（あ～す）土20
どぶろく新酒発表会 11：00～（めざみの里観光物産館）日21
母子健康手帳交付 ９：00～（健康福祉センター）月22

火23
あくてぃぶ倶楽部・運動体験 ９：30～（中部地区公民館）
４カ月児・９カ月児健診 13：00～（健康福祉センター）
トレーニング機器の使い方講習会 19：00～（町民スポーツセンター）
あくてぃぶ倶楽部・ちびボール 19：30～（白椿地区公民館）

水24

かもしかクラブ ９：30～（いいで中部幼稚園）
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25

あくてぃぶ倶楽部・ちびボール 19：00～（健康福祉センター）金26
土27
町総合体育大会・卓球大会 ８：30～（町民スポーツセンター）日28

月29
火30

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338

１１月

幼児歯科健診

母子健康手帳交付

パパママ教室（２回目）

12月の乳幼児健診日程

電話番号担当歯科医院期日

85－2075  白鷹 五十嵐歯科医院11月3日我

0238－57－4618高畠 千葉歯科医院11月7日蚊

0238－24－2085米沢 中條歯科医院11月14日蚊

0238－52－0014高畠 増渕歯科医院11月21日蚊

0238－23－1538米沢 伊藤歯科医院11月23日峨

0238－43－2125南陽 桜井歯科医院11月28日蚊

6

乳幼児健診

11月の休日歯科診療担当医院
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