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お　知　ら　せ　版

鴨助成額／上限月額10,000円
②福祉用具・住宅改修（対象：要介護１～５）
鴨内容／福祉用具購入、住宅改修
鴨助成額／上限月額10,000円
③通所サービス（対象：要介護３～５）
鴨内容／通所介護、通所リハビリテーション
鴨助成額／上限月額4,000円
◆申請方法／指定の申請書を下記まで提出
※担当のケアマネージャーからの提出も可能

◆支給方法など／支給額は、毎月のサービス利用額に
応じて、①～③それぞれ上限額までです。申請した
口座へ月毎に振り込まれます。ただし、サービス支
給は利用月の翌々月に振り込まれます。

◆申請・問合せ先／町健康福祉課福祉室緯86―2233

◆飯豊町在宅介護支援事業とは
　自宅で介護保険のサービスを利用
された場合に、利用者負担金の全部
または一部を助成する制度です。当
制度により家庭の経済的負担と在宅
介護サービスの利用を促進します。
◆対象となる方
　町の介護保険の認定を受けている方で、要介護度に
応じて対象サービスを利用されている方。老人ホーム
に入居されている方は対象外です。
◆対象となるサービス
①訪問サービス（対象：要介護１～５）
鴨内容／訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リ

ハビリテーション、福祉用具レンタル

◆手続方法／助成を受けるために町
健康福祉課へおいでいただく必要
はありません。住所・年齢がわか
るものを持参して医療機関で接種
してください。

　今年もインフルエンザが流行することが予想されま
す。町では予防のひとつである予防接種について、下
記の対象の方に一部費用を助成します。
◆高齢者
燕対象／焔接種時において65歳以上の方　焔60歳以上
65歳未満で心機能障がいなど、障がいが一定の基準
に該当する方
燕利用できる医療機関／寺嶋医院、さゆり内科歯科ク
リニック、町国保診療所・中津川診療所または町外
医療機関（助成を行っているか確認してください）
燕助成額／1,500円
◆子ども
燕対象／接種時において１歳～中学３年生まで
燕助成額／１人につき3,000円（１歳～13歳未満は１回
1,500円を上限に２回まで）

燕その他／利用できる医療機関などは対象の方にご案
内しております
◆助成期間／１月31日峨まで
※公立置賜総合病院での接種は、11月～12月28日我ま
でで、通院治療中の方のみ対象です

　平成21年、22年度においては新型インフルエン
ザの蔓延を防ぐため、多くの方に予防接種を行っ
ていただく目的で、町民税非課税世帯・生活保護
世帯の方へ接種料金の全額助成を実施していまし
た。しかし、今年度から「新型インフルエンザ」
の扱いを終了し、従来の「季節性インフルエンザ
予防接種」に戻り、町民税非課税世帯の方への助
成は行いませんので、ご了承ください。
　なお、生活保護世帯の方への全額助成は引き続
き行いますので、下記まで申請ください。

町民税非課税世帯への
全額助成はなくなりました

◆申請・問合せ先／町健康福祉課健康医療室 緯86―2338
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在宅介護支援事業をご存知ですか 自宅での介護の経済的負担を軽減します

インフルエンザ予防接種費助成のお知らせ健康福祉課から
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　県が実施しています土砂災害危険箇
所現地調査の結果説明会を開催します。
警戒区域指定などについて、住民の皆
さんの意見をお聞かせください。
◆日時・会場・対象
①11月８日㈫ 19：00～ 中津川地区公民館
　対象地区：川内戸を除く中津川全域
②11月９日㈬ 19：00～ 西部地区公民館
対象地区： 西高峰・橋本・西向(高峰)、
落合・向原・荻(手ノ子)、上郷（小白
川）、堀切沢（松原）
③11月10日㈭ 19：00～ 中部地区公民館
対象地区：高野・寺分・町西(萩生)、
中西（中）

◆問合せ先／山形県置賜総合支庁建設
部西置賜河川砂防課緯88－8233
役場住民税務課生活環境室
緯72－2111内線131・132

◆日時／11月９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／年金に関する相談や手続きに
応じます

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

◆日時／11月11日㈮ 13：00～15：00
◆場所／白椿地区公民館
◆相談内容／金銭賃借、損害賠償、遺
産相続・贈与、消費者問題、労働、
刑事、少年非行、ほか法律問題全般

◆担当弁護士／熊谷 誠 氏
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境
室緯72－2111内線131

　町では、NTTドコモが提供する携帯
電話向け災害情報伝達システム「緊急
速報エリアメール」を導入します。
◆緊急速報エリアメールとは
災害発生時において、飯豊町が情報
発信者となり、町内エリアのNTTド
コモ携帯電話に災害・避難情報を一
斉配信するシステムです。NTTドコ
モ「エリアメール」対応機種のみの
配信で、事前の登録は不要です

◆利用料／無料
◆配信エリア
町内全域。町内にいる町民だけでな
く、町内を訪れている方にも配信さ
れます

◆運用開始日／11月１日㈫から
◆その他／ほかの携帯電話会社も同様
のサービスを検討しています

◆問合せ先／役場住民税務課生活環境
室緯72－2111内線131・132

　公立置賜総合病院では、放射線治療
装置を更新するため、一定期間、本院
における放射線治療が休止となります。
①12月９日㈮までは本院で治療を行い
ます

②12月12日㈪からは、本院での治療が
行えないため、他院に紹介させてい
ただきます

※新規患者さんの治療は、10月31日㈪
以降、本院ではできません

※本院における治療再開は平成24年
６月１日㈮の予定です

◆問合せ先
公立置賜総合病院放射線部受付
緯0238－46－5000内線1300

手ノ子スキー場活性化組合では、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。若くてやる気の
ある方、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㈰
◆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

　家畜伝染病予防法が改正され、飼養
頭羽数や畜舎棟数などを県知事に報告
することが義務付けられました。牛、
豚、めん羊・山羊、鶏等（１羽以上）
を飼っている皆さんのお手元に報告用
紙が送付されますので、11月末までに
FAXもしくは郵送などで役場産業振
興課農業振興室まで報告をお願いしま
す（詳細については送付される資料を
お読みください）。また、来年以降は、
毎年２月１日現在の飼養頭羽数などに
ついて報告していただくことになりま
す（報告用紙は毎年送付されます）の
で、ご協力をよろしくお願いします。
◆問合せ先／置賜総合支庁家畜保健衛
生課緯0238－43－3217

　陸上自衛隊高等工科学校は、高機能
化、システム化された装備品を駆使・
運用でき、国際社会に通用する自衛官
を養成するための学校です。
◆受験資格／15歳以上17歳未満の男
子（中学校卒業見込みを含む）
◆受験受付／11月１日～１月６日
◆試験日／平成24年１月14日
◆問合せ先／自衛隊米沢地域事務所
緯0238－23－0011

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
72－2191佐 藤 管 工 業土1972－2191佐 藤 管 工 業木３
75－2086髙 橋 工 務 店日2072－2191佐 藤 管 工 業土５
75－2086髙 橋 工 務 店水2375－2086髙 橋 工 務 店日６
72－2191佐 藤 管 工 業土2675－2086髙 橋 工 務 店土12
72－2191佐 藤 管 工 業日2772－2191佐 藤 管 工 業日13

土砂災害防止法に基づく
現地調査結果説明会

11月の年金相談
（年金事務所出張相談）

無料法律相談を開催します

緊急速報エリアメールを
導入します

公立置賜総合病院の
放射線治療に関するお知らせ

町営手ノ子スキー場の
従業員を募集します

陸上自衛隊高等工科学校
入学希望者募集！

畜産農家の皆さんへ
飼養頭羽数等の報告について
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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：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日詔
煙問合せ先
役場住民税務課納税
支援室 内線125・126１１月

　当法人では、平成24年度の地域密着
型特別養護老人ホームの開設（予定）
に伴い職員を募集します。
◆職種・人員／介護員　若干名
◆採用予定／平成24年４月１日（合格
者との協議の上、早まる場合あり）
◆就業場所／地域密着型特別養護老人
ホームまたは特別養護老人ホームひ
めさゆり荘（いずれも添川地内）
◆受験資格／介護福祉士の資格をお持
ちの方（平成24年３月取得見込み可）
◆試験案内／ひめさゆり荘で交付します
◆応募締切／11月24日㈭
◆試験日／12月４日㈰
◆試験内容／一般教養、作文、面接
◆試験会場／ひめさゆり荘
◆合格発表／12月14日㈬ころ
◆応募・問合せ先／特別養護老人ホー
ムひめさゆり荘緯74－2011

　山形県の最低賃金は１時間647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

◆日時／11月８日㈫ 13：00～16：30
◆場所／東京第一ホテル米沢（米沢市）
◆内容／事業所と就労希望者との個別
面接会、福祉の仕事相談コーナー、
就職応援セミナー
◆対象／一般、学生問わず福祉の仕事
に関心のある方はだれでも
◆参加費／無料
◆問合せ先／山形県福祉人材センター
緯023－633－7739

◆職種・採用人数／看護師 15名
◆受験資格／昭和42年４月２日以降に
生まれた方で、それぞれの職種の資
格を有する方、または平成24年６月
30日までに当該免許を取得する見込
みの方

◆試験日／11月20日㈰
※面接試験も同日に実施します
◆試験会場／南陽市勤労者総合福祉セ
ンター（ワトワセンター南陽）

◆受付期間／11月11日㈮まで（必着）
◆試験案内／役場総務企画課または置賜
広域病院組合事務局総務企画課で配布
※申込用紙は、置賜広域病院組合の
ホームページからダウンロード可

◆申込・問合せ先／置賜広域病院組合
事務局総務企画課緯0238－46－5000

◆日時／11月13日㈰ 13：30～15：00
◆場所／町民総合センター「あ～す」
◆内容／講演「顔の見える活動で災害
に強い地域づくりを」
講師 北 石コミュニティ振興協議会
（新潟県柏崎市）　間島みよ子氏
◆対象／地域防災に関心のある方はだ
れでも参加できます

◆参加費／無料
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境
室緯72－2111内線131

◆日時／11月19日㈯ ９：15～12：05
◆場所／米沢養護学校（米沢市）
◆内容／布・木工・紙製品など作業製
品の展示販売、近隣の福祉事業所な
どの製品販売、写真展示ほか

◆問合せ先／山形県立米沢養護学校
緯0238－38－6101

　多重債務者無料相談会を各会場にて
行います。事前に予約の上、お気軽に
相談ください。
◆期日・会場・予約電話番号
◇11月12日㈯
焔県消費生活センター（県庁）
緯023－624－0999

焔置賜総合支庁（置賜消費生活センター）
緯0238－24－0999

◇11月16日㈬
焔米沢市役所（米沢市消費生活センター）
緯0238－40－0525

◇11月18日㈮
焔長井市勤労センター（長井市市民相談
センター） 緯84－2111内線252

◆相談担当者／弁護士、司法書士
◆相談予約受付時間／月曜日～金曜日
９：00～17：00　※希望する相談日
の前日まで予約してください

◆問合せ先／役場住民税務課生活環境
室緯72－2111内線131

◆日時／11月13日㈰ 10：00～15：00
◆場所／置賜スポーツ交流プラザ「湯
るっと」芝生広場（高畠町）

◆内容
焔マルシェ（市場）／特産品や加工品、
料理、お菓子など35団体が出店
焔セミナー／置賜出身、幸せ料理研究
家こうちゃん（相田幸二氏）による
「おきたまの食」をテーマにした
トークショー
焔アトラクション／南陽宣隊アルカ
ディオンショー、音楽バンドなど

◆問合せ先
置賜広域行政事務組合総務課企画係
緯0238－23－3246

山形県立米沢養護学校
「よねようまつり2011」

置賜広域病院組合
職員採用試験のご案内

自主防災組織推進セミナー
のご案内

多重債務者相談強化
キャンペーン

置賜八食祭のご案内
～つながれ！人・食・未来～

社会福祉法人いいで福祉会
職員募集

山形県最低賃金について

福祉のしごとミニフェア3

～就職面接会2011～



【お知らせ版】広報いいで　2011/10/274

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

忘れていませんか？
国民年金第３号被保険者の届出を

　開館20周年を迎えた「あ～す」では、記念行事を下
記により開催します。子どもたちによる「めざみの里
音楽祭」のほか、記念式典では「町民の歌」の歌碑除
幕と合唱を披露。さらに音楽団体による「あ～す」
ジョイントコンサートも開かれます。「あ～す」20年の
軌跡を多彩なプログラムでお楽しみください。
◆日時／11月19日㈯　９：00開場
①９：30～　第16回めざみの里音楽祭　
②１３：00～　歌碑除幕式・開館20周年記念式典
③１４：00～　「あ～す」ジョイントコンサート

◆会場／町民総合センター「あ～す」
◆入場料／全席無料です。ただし、「あ～す」ジョイン
トコンサートについては、整理券を「あ～す」、各地
区公民館で取り扱っています。
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」緯72－3111

者（第２号被保険者）が転職や退職したとき、住所に
変更があったときなども届出が必要です（下表参考）。
◆特例届出について
　届出が遅れた場合でも、特例届出を行うことで、２
年以上前の第３号被保険者期間も「保険料納付済期間」
にすることができます。
◆届出忘れにより受け取れなかった年金について
　第３号被保険者とされていた人に
新たな年金記録が見つかり、必要な
届出がされていないために受け取れ
なかった老齢基礎年金、障害基礎年
金などが受給できるようになる場
合があります。
　詳細は下記までお問い
合わせください。

◆第３号被保険者とは
　厚生年金保険や共済組合に加入している配偶者（第
２号被保険者）に扶養されている20歳以上60歳未満の
方は、国民年金の第３号被保険者になります。加入手
続きは、夫（妻）の勤務先を経由して行います。
　第３号被保険者であることをきちんと届出しておけ
ば、該当している間は保険料を納めなくても、国民年
金保険料を納めたときと同じ扱いになります。
　第３号被保険者に該当したときの届出以外に、配偶

届出先被保険者種別こんなときに届出が必要です
夫（妻）の勤務先第１号→第３号または第２号→第３号煙本人が結婚や会社を退職して夫（妻）の扶養になったとき

住所地の市区町村第３号→第１号煙夫（妻）が会社を退職したとき　煙夫（妻）と離婚したとき
煙夫（妻）が扶養から外れたとき

夫（妻）の勤務先第３号→第２号煙本人（第３号被保険者）が就職して厚生年金などに加入したとき
夫（妻）の勤務先第３号→第３号（種別は変りませんが届出は必要です）煙夫（妻）が転職したとき（例えば厚生年金から共済組合に）
夫（妻）の勤務先―煙本人の住所が変ったとき

◆家屋異動届を提出ください
　家屋を新築・増築されたり、取り壊
された方については、家屋所有者の方
からの届出が必要です。該当する方は、
「家屋異動届」を忘れず提出ください。
◇提出方法／家屋異動届は役場住民税
務課税務室で配布しています。必要事項を記入し同
室へ提出ください

◇提出期限／11月30日㈬
　※それ以降の異動があれば随時、ご連絡ください。
◆冷蔵倉庫の固定資産税について
　これまで非木造の冷蔵倉庫については、一般の倉庫
と同じ取り扱いとされていましたが、平成24年度から
一般の倉庫と比べて評価額が早く減少する計算が適用
されることになりました。該当する倉庫を所有されて
いる方は、住民税務課税務室までご連絡ください。
◇冷蔵倉庫の要件／次の要件すべてに該当する家屋　
焔非木造の倉庫　焔建物自体が冷蔵倉庫（倉庫内に
冷蔵庫を設置しているものは除く）　焔倉庫の保管
温度が常に摂氏10℃以下に保たれていること

◆問合せ先／役場住民税務課税務室
緯72－2111内線128・129

住民税務課税務室から
家屋異動届などのお知らせ

あ～す開館20周年記念式典
記念コンサートのご案内
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悪質な訪問商法に注意 !住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら

本町でも不審者の情報が寄せられています

　高齢者の悪質商法被害が後を絶ちません。「私は大丈夫」
と思っていても相手はだましのプロです。いつ、どんなと
き、すきを狙ってくるかわかりません。
　これは山形県消費生活センターに寄せられた被害です。
　「福岡ナンバーの車に乗った男数人が、近所の小屋に高
齢者10人ほどを集め、靴の中敷や健康に良さそうなものを
次々と配り、健康に良いというネックレスやブレスレット、
枕の話になり、最初は断っていたが強く勧められ、腕や足
が痛いこともあり購入してしまった。手持ちの現金がない
というと、金融機関まで連れて行かれて現金を引き落とし、

手渡した」というものです。
　また、置賜地区からも、「他県
ナンバーの車に乗った男性３人
が公共の敷地で日用品を無料で
配っておりうたがわしい」という相談が寄せられています。
　本町でも、道を間違ったふりをして敷地内に侵入し、手
に何かを持ってきて「これを見てくれ」と不審な行動をとっ
た男性がいるという情報が寄せられました。被害に遭って
からでは、取り返しのつかないことになります。怪しい訪
問販売を見たり、聞いたらすぐ下記へ連絡をお願いします。
◆問合せ先／役場住民税務課消費生活相談窓口
緯72―2111内線131・132

　 　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
◇日中コース
①運動体験コース
焔健康福祉センター
11月14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28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８日㈫、22日㈫ ９：30～10：30
◇夜間コース
①ちびボールコース
焔東部地区公民館

11月1日㈫、15日㈫ 19：30～21：00
焔白椿地区公民館
11月９日㈬、23日㈬ 19：30～21：00

焔中津川地区公民館
11月２日㈬ 19：30～21：00

◇参加費／１回500円
◇持ち物／タオル、飲み物
◆親子ヒップホップ
焔健康福祉センター
11月５日㈯ ９：30～10：30

焔中部地区公民館
11月12日㈯、26日㈯ 10：00～11：00
◇参加費／大人400円、子ども200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歳までの方

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17日から１月12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
焔申込締切／11月10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／11月９日㈬

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

　　　　    　心の相談　　　　　  　

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／11月16日㈬ 10：00～
焔相談担当者／精神科医師
◆申込・問合せ先
置賜保健所 精神保健福祉担当
緯0238―22―3015

　　　　子育て、女性の相談　　　　

①子育て支援相談（要予約）
焔置賜総合支庁西庁舎（長井市）会場
焔日時／11月18日㈮ 14：00～17：00
焔相談担当者／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
◆申込・問合せ先／置賜保健所 保健支
援担当緯0238―22―3205

　　　　感染症に関する相談　　　　

①エイズ・性器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
②Ｂ型肝炎・Ｃ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
◆申込・問合せ先
置賜保健所 感染症予防担当
緯0238―22―3002

置 賜 保 健 所置 賜 保 健 所 のの

健 康 教 室

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



　４カ月・９カ月児健診　
司日時／11月25日㈮（受付）午後１時～
司対象者　①４カ月児／平成23年６月・７月生まれ

②９カ月児／平成23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24日㈭（受付）午後１時～
司対象者／平成22年２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、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

司日時／11月17日㈭（受付）午後１時～
司対象者／①平成21年１月・４月・８月・９月・

11月・12月生まれ
②平成22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

司日時／11月９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24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

　３歳児健診　
司日時／12月22日㈭　午後１時～
司対象者／平成20年５月～７月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／12月15日㈭　午後１時～
司対象者
　①平成20年10月・11月生まれ
②平成21年２月・７月・10月生まれ
③平成22年１月・８月・11月生まれ

趣味の会 9：00～（東部地区公民館）
かもしかクラブ 9：30～（添川児童センター）火1

たんぽぽクラブ 9：30～（東部地区公民館）
５歳児リトミック 10：00～（あ～す）
部落長等会全員研修会西置賜防災センター視察 13：00～
部落長等会全員研修会町長との意見交換会 15：30～
（めざみの里観光物産館）

水2

いいで秋の収穫祭 9：30～（あ～す）木3
白椿育成会連絡協議会会議 19：00～（白椿地区公民館）金4
ブックスタート 10：30～（こどもみらい館）
2011最上川さくら回廊植樹式 13：30～（すわんパーク）
フィットネス教室 15：00～（町民スポーツセンター）
東部地区ソフトバレーボール大会 19：00～（添川小）
キララ☆スポーツの日 19：00～（町民スポーツセンター）

土5

西置賜地区駅伝競走大会 8：00～（小国町～長井市間）
親子自然ふれあい体験 8：45～（飯豊少年自然の家）
中地区地域づくり座談会 15：00～（中公民館）

日6

月7
さわやかクラブと手ノ子幼稚園交流会 10：00～（西部地区公民館）
黒沢地区地域づくり座談会 19：00～（勤労者研修センター）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）水9

３歳児以上リトミック 10：00～（あ～す）
卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木10

無料法律相談 13：00～（白椿地区公民館）
シアタールーム 15：30～（中部地区公民館）金11

キララ☆書道教室 8：30～（中部地区公民館）
秋の自然観察会 10：00～（白川荘前集合）
キララ☆スポーツの日 19：00～（町民スポーツセンター）

土12

町バレーボール大会 8：00～（町民スポーツセンター）
こどもまつり 9：00～（白椿地区公民館）
食彩しろつばき野菜販売 9：00～（いいで旅館前）
自主防災組織推進セミナー 13：30～（あ～す）

日13

男のための料理教室 9：30～（健康福祉センター）月14
除雪作業安全祈願祭 9：00～（役場）
趣味の会 9：00～（東部地区公民館）
いちごクラブ・秋桜倶楽部合同食育・健康教室 19：00～
（白椿地区公民館）

火15

スポーツ民謡教室 9：30～（白椿地区公民館）
たんぽぽクラブ・かよう会合同学習会 10：00～（東部地区公民館）
あそびの広場 10：30～（こどもみらい館）

水16

卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木17
金18
めざみの里音楽祭・20周年記念式典・あ～すジョイントコン
サート 9：00～（あ～す）
フィットネス教室 15：00～（町民スポーツセンター）
キララ☆スポーツの日 19：00～（町民スポーツセンター）

土19

町スポーツ少年団秋季交流会 8：00～（町民スポーツセンター）日20
月21
火22
水23
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）
卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）

木24

親子交通安全指導 10：30～（こどもみらい館）金25
キララ☆書道教室 8：30～（中部地区公民館）
フィットネス教室 15：00～（町民スポーツセンター）
キララ☆スポーツの日 19：00～（町民スポーツセンター）

土26

町卓球大会 8：00～（町民スポーツセンター）
食彩しろつばき野菜販売 9：00～（いいで旅館前）日27

生活習慣病予防教室 9：00～（健康福祉センター）月28
火29
たんぽぽクラブ 9：30～（東部地区公民館）
保健師さんの指導 10：30～（こどもみらい館）水30

１１月の保健

問合せ先／町健康福祉課健康医療室緯86―2338

１１月

電話番号担当歯科医院期日
0238－23－4840米沢 漆山歯科医院11月３日牙
0238－50－3348南陽 板垣歯科クリニック11月６日蚊
0238－23－1538米沢 伊藤歯科医院11月13日蚊

62－2678  小国 加藤歯科医院11月20日蚊
0238－47－6222南陽 高橋歯科医院11月23日我
0238－21－0331米沢 笹生歯科医院11月27日蚊

※暮らしの相談や運動教室などの日程は、前ページをご覧ください。

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（２回目）

11月の休日歯科診療担当医院

12月の乳幼児健診日程
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この広報誌は再生紙を使用し、植物油インキで印刷しています。
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