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　ほほえみカーは、高齢者などの交通弱者をはじめ、
全町民を対象にした、ご自宅から目的地まで
乗合タクシー方式による送迎サービスです。
　12月からほほえみカーの予約が、パソコン
や携帯電話を使ったインターネットでも可能
になりました。もちろん従来の電話でのお申し込みは
変わりません。
【インターネットによる予約のメリット】
煙聴力の弱い方や言葉がうまくしゃべれない方など電
話での通話が困難な方も予約がしやすくなります

煙時間に制約があり予約受付時間内に電話することが
難しい方も予約がしやすくなります

煙週明けの便を土曜・日曜日のうちに予約できます
煙翌日の便を夜間に予約することができます
【利用のための事前登録】
　インターネットでの予約を利用するためには、下記
の手順により事前登録が必要です。
①ほほえみカーの利用登録が済んでいない方は、先に
予約センターに電話して利用登録をします

②パソコン・携帯電話からウェブ予約利用登録フォー
ムにアクセスし、氏名・住所・電話番号・メールア
ドレスなどを入力して登録します
煙パソコンの場合は次のアドレスからアクセス
http://iide-shakyo.jp/hohoemi.html
煙携帯電話は右のＱＲコードからアクセス
③ウェブ予約利用登録完了メールが届いた
ら、インターネットで予約ができるようになります

【予約の仕方】
①上記のホームページアドレスまたはＱＲコードで予
約フォームにアクセスします

②電話番号・出発地・目的地・利用日
時などを入力します

③「予約申込み受付完了」のメールが
届きます

④次に「予約確定」のメールが届きます。この時点で
予約が成立したことになります

　そのほか利用にあたっての詳細は、ほほえみカー予
約センターまでお問い合せください。

利用登録・予約・問合せ先／ほほえみカー予約センター 緯86―2220

パソコンや携帯電話を使った

インターネット予約が可能になりました

◆職種／運転手勝１名
◆受付期間
１月26日牙～２月16日牙

※土曜・日曜日を除く
※郵送可。ただし期限日まで必着
◆受付時間／８：30～17：15
◆応募資格／性別・住所は問いま
せんが、行政事務などが適切に
できる方です。秘密保持や公平
公正な事務執行などは、職員と
同様です。また、応募資格とし

て大型自動車運転免許を所持し
ていること

◆決定方法／書類および面接によ
り選考します

◆申込書の請求／申込用紙は、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。
なお、申込用紙は、町ホームペー
ジからも入手できます

◆申込方法／申込用紙に必要事項
を記入し、必要書類を下記まで

提出ください
◆雇用の通知／原則平成24年４月
から１年間以内の雇用とします。
雇用通知は、雇用する者へ事前
に通知します

◆勤務条件
◇賃金／7,000～7,500円（本人の前
歴などにより決定します）

◇休日／原則、土・日・祝祭日。
行事などにより異なる場合あり

◇その他／社会保険、雇用保険加入
◆申込・問合せ先
役場総務企画課総務情報室
緯72―2111内線223

飯 豊 町 臨 時 職 員
募 集 の ご 案 内
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２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1872－2191佐 藤 管 工 業土４
75－2086髙 橋 工 務 店日1975－2086髙 橋 工 務 店日５
75－2086髙 橋 工 務 店土2575－2086髙 橋 工 務 店土11
72－2191佐 藤 管 工 業日2672－2191佐 藤 管 工 業日12

　町では、農業振興指導員（非常勤嘱
託職員）を下記のとおり募集します。
◆募集人数／１名
◆受付期限／２月６日㈪
※土・日除く
※郵送可。ただし期限日まで必着
◆受付時間／８：30～17：15
◆業務内容
町内の風土に適した園芸作物の選定、
園芸作物の栽培指導など
◆資格要件
年齢・性別・住所は問いませんが、
農業に関する指導経験がある、もし
くは自分で園芸作物を栽培してきた
熟練の技術があり、農業情勢に精通
している方。普通自動車免許を有す
る方。パソコン（ワードおよびエク
セル）の一般操作が可能な方
◆決定方法
書類および面接により選考します
◆申込方法／指定の申込用紙に必要事
項を記入し、総務企画課総務情報室
へ提出してください。申込用紙は同
部署にて配布しています（ホーム
ページからもダウンロード可）。郵
送で請求する場合は、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
◆雇用期間／平成24年２月10日～

平成24年３月31日
◆勤務条件
◇賃金／月額151,200円
　（通勤費別途支給）
◇勤務時間／８：30～15：30
◇休日／原則土曜・日曜・祝祭日
◇その他／社会保険・雇用保険に加入
◆申込・問合せ先
役場総務企画課総務情報室
緯72－2111内線223

　平成23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
とおり無料税務相談を実施します。
◆相談時間／10：00～15：00

◆申込方法
相談は担当会員の事務所で実施しま
すので、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85―4548

　プレミアム付商品券販売時の抽選券
とお買物での抽選補助券（５枚で１回）
による大抽選会を開催します。
◆日時／１月29日㈰ 10：00～15：00
◆場所／中部地区公民館
◆内容／大抽選会、おしるこ振る舞い、
鍋まつり、ゆりスタンプポイント商
品交換

◆問合せ先
飯豊町商工会緯72―3000

　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。奮ってご参
加ください。　
◆日時／２月19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

　スキージュニアバッジテストが下記
のとおり実施されます。
◆日時／２月11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／役場教育文化課生涯学習
振興室緯72―2111内線162

　県では、“やまがたの豊かな緑”を健全
な状態で未来に引き継ぐため、やまが
た緑環境税を活用し、皆さんの森づく
り活動を支援します。応募方法などの
詳細は下記までお問い合わせください。
◆支援する活動内容
①森林・自然環境学習
②自然環境の保全活動
③豊かな森づくり活動
④森林資源の利活用
◆募集締切／２月20日㈪
◆問合せ先／役場産業振興課農林整備
室緯72―2111内線270・271・272
置賜総合支庁森林整備課森づくり推
進室緯0238―35―9053

連絡先など担当会員期日

長井市
緯84―2502須貝周一2月14日

㈫

長井市
緯88―9159

金田和夫
長澤修司

2月15日
㈬

飯豊町
緯72―2400長沼安義

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

各税理士事務所
長井税理士法人全会員2月23日

㈭

町民スキー大会のご案内

スキージュニア
バッジテストのお知らせ

やまがた緑環境税による
森づくり活動支援

無料税務相談のご案内

町商工会・ゆりスタンプ
大抽選会のお知らせ

農業振興指導員を
募集します
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暮 ら し の 相 談 ２月

　町では、ペレットストーブを利用す
る皆さんが、より町内産木質ペレット
を購入しやすくなるよう、「木質ペレッ
ト版エコポイント事業」を実施してい
ます。
◆内容／町内産木質ペレット１袋
（750円）の購入につき15ポイント
を進呈。10袋分150ポイントを貯め
ますと、1,500円分の飯豊町商工会
商品券と交換いたします
◆ポイント収集方法／町内産木質ペ
レットの袋には15ポイント分の
シールが貼られています。そのシー
ルをはがし、指定のカードに貼って
ポイントを集めます。カードは産業
振興課で配布しています
◆商品券交換場所／飯豊町商工会
◆事業期間／平成24年３月31日まで
◆問合せ先／役場産業振興課農林整備
室緯72―2111内線270・271・272

◆対象者／下記の条件を満たす方
①町内に自ら居住する住宅、または町
内の事業所、農業用施設などにス
トーブを設置し、６年間以上使用す
ることが可能な方
②町が実施するストーブおよび木質ペ
レットの使用に関する情報収集と調
査に協力できる方
③そのほか、ペレットストーブの普及
促進に協力できる方
◆補助金の上限／設置費用の殻に相当
する額で、20万円を限度とします

◆補助の対象／ストーブ本体・煙突な
どの付属品購入、取り付けに要する
経費など。国産・外国産は不問
◆問合せ先／役場産業振興課農林整備
室緯72―2111内線270・271・272

　平成23年４月の森林法改正により、
平成24年４月以降に森林の土地所有者
になった方は、市町村長への事後届出
が義務付けられます。
◆対象者／個人・法人問わず、売買や
相続などにより森林の土地を新たに
取得した方。ただし、国土利用法に
基づく土地売買契約の届出をしてい
る方を除く

◆届出期間／土地の所有者になった日
から90日以内に、取得した土地のあ
る市町村長に届出

◆届出方法／届書に、届出者と前所有
者の住所、氏名、所有者となった年
月日、所有権移転の原因、土地の所
在場所・面積とともに、土地の用途
を記載します。添付書類として、登
記事項証明書（写しも可）または土
地売買契約書など権利を取得したこ
とが分かる書類の写し、土地の位置
を示す図面が必要です

◆問合せ先／役場産業振興課農林整備
室緯72―2111内線270・271
置賜総合支庁森林整備課
緯0238―26―6063

　自動車の継続検査・登録申請は年度
末に集中し、窓口が大変混雑します。
自動車の継続検査や名義変更、抹消な
どの登録手続きはお早めにお済ませく
ださい。登録手続きの必要書類は、山
形運輸支局のホームページでも案内し
ています。
http://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/
yg/yg-index.htｍ
◆問合せ先
山形運輸支局緯050―5540―2013

　労働保険とは、労災保険と雇用保険
とを総称した保険であり、労働者を１
人でも雇用している事業主は加入する
義務があります。
　労働保険は、労働者が業務上や通勤
途中で被災した場合の保険給付や、失
業した場合の保険給付を行うもので、
職場の安全や雇用の安定を図るために
重要な役割を果たしています。
　社員、従業員、アルバイトなど１人
でも雇っていれば、今すぐ、労働保険
に加入しましょう。
◆問合せ先／山形労働局労働保険徴収
室緯023―624―8225

　法的トラブルを解決するためにどの
ような方法があるのか分からない、ど
こに相談すればよいのか分からない場
合は、法テラスサポートダイヤル、ま
たは法テラス山形までお気軽にお電話
ください。
○情報提供／法的トラブルの解決に役
立つ情報の無料提供

○民事法律扶助／資力の乏しい方のた
めの無料法律相談や弁護士・司法書
士費用などの立て替え

○犯罪被害者支援／被害者支援に詳し
い弁護士や支援団体などに関する情
報の無料提供

◆問合せ先／法テラスサポートダイヤ
ル緯0570―078374
法テラス山形緯0503383―5544

◆日時／２月１日㈬～２月14日㈫
◆場所／町民総合センター「あ～す」
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境
室緯72―2111内線132

国保税
煙納期限／２月29日卯
煙問合せ先
役場住民税務課納税
支援室 内線125・126２月

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。

日時：３日画・17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：17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

労働保険の加入は
お済みですか

法テラスサポートダイヤルを
ご利用ください

かもしかクラブ
交通安全ぬりえ展のご案内

森林の所有者届出制度が
始まります

自動車の検査・登録手続きは
お早めに

木質ペレットを購入の方へ
エコポイント進呈中

ペレットストーブ導入費用を
一部助成します
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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

　これまでの高額療養費制度の仕組
みでは、高額な外来診療を受けたと
き、ひと月の窓口負担が自己負担限
度額以上になった場合でも、いった
んその額を支払い、後日高額療養費
の支給申請をしなければなりませんでした。
　平成24年４月１日からは、「認定証」などを病院や薬
局などで提示すれば、ひと月の窓口での支払いが一定
の金額にとどめられます。年齢などにより、事前に加
入の医療保険者から限度額認定証などの交付を受ける
必要があります。詳しくは下記までご相談ください。
◆社会保険などに加入・扶養になっている方
　勤務先や扶養している方の勤務先の医療保険担当
◆国民健康保険・後期高齢者医療に加入の方
　役場住民税務課住民室

　町民総合センター「あ～す」開館20周年を記念して、
ＮＨＫラジオ第一公開番組「真打ち競演」が「あ～す」
にやってきます。林家彦六最後の弟子・林家正雀さん
ら落語家や漫才師の巧みな話芸をお楽しみください。
山形県出身のケーシー高峰さんも出演しますよ！
◆日時／３月２日㈮　17：30開場　18：30開演
◆会場／町民総合センター「あ～す」多目的ホール　
◆出演／コントＤ51、ケーシー高峰、三遊亭竜楽
             昭和のいる・こいる、ぴろき、林家正雀
◆入場料／無料ですが、入場整理券が必要です
◆申込方法／観覧を希望される方は、必ず往復はがき

病院や薬局などで 事前の手続き 高額な外来診療を 
受ける方 

「認定証」を窓口に
提示してください

役場の窓口で「認定
証」（限度額認定証）
の交付を申請して
ください

70歳未満の方
70歳以上の非課税
世帯（※）の方

「高齢受給者証」を
窓口に提示してく
ださい

必要ありません
70歳以上75歳未満
で、非課税世帯（※）
ではない方

「後期高齢者医療
被保険者証」を窓
口に提示してくだ
さい

必要ありません
75歳以上で、非課税
世帯（※）ではない方

◆問合せ先
役場住民税務課住民室 緯72―2111内線122・124

　国民健康保険・後期高齢者医療に加入の方が高額な
外来診療を受ける際の手続方法は下表のとおりです。
「認定証」を提示しない場合は、従来どおり高額療養費
の支給申請が必要になりますのでご注意ください。

※世帯主とすべての被保険者が住民税非課税の場合

◆問合せ先
　ＮＨＫ山形放送局ハートプラザ緯023―625―9510
町民総合センター「あ～す」 緯72―3111

で下記のとおり申し込みください。応募多数の場合
は抽選となります。当選した方には入場整理券（１
枚で２名まで入場可）が送付されます

◆申込締切／２月14日㈫　必着

ＮＨＫラジオ第一
公開番組「真打ち競演」

2012. ３. ２ 埴

町民総合センター「あ～す」開館20周年記念事業

三遊亭竜楽

林家正雀

ケーシー高峰

返 信 面

①
郵
便
番
号

②
住
所

③
氏
名

④
電
話
番
号

住
所

氏
名

高額な外来診療を受ける皆さまへ
高額療養費制度が変わります

（
住
所
不
要
）

Ｎ
Ｈ
Ｋ
山
形
放
送
局

　
「
真
打
ち
競
演
」
係

9908575

往 信 面
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　 　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フラダンスコース
焔健康福祉センター
２月14日㈫、28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
２月７日㈫、21日㈫ 19：00～20：30
焔白椿地区公民館
２月８日㈬、22日㈬ 19：30～21：00
◇参加料／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

◆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15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８日㈬

　　　　    　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／２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／２月15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）
煙置賜総合支庁西庁舎（長井市）会場
焔日時／２月17日㈮ 13：30～16：30
焔相談担当者／臨床心理士
②子どもの発育相談（要予約）
煙置賜総合支庁西庁舎（長井市）会場
焔日時／２月24日㈮ 14：00～16：00
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
◆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 相 談

除雪作業の事故に気をつけましょう住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら

　積雪が多くなり、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が多く、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。
　この冬に入り１月６日現在で、置賜管内ですでに18名の
方が雪下ろし中の転落事故や落雪事故などで被害に遭われ
ています。
【安全な雪下ろしのポイント】
焔屋根の雪のゆるみに注意
焔安全な服装での作業
焔ヘルメット・命綱の使用
焔はしごはしっかり固定
焔使いやすい除雪道具の使用

焔２人以上での作業　焔無理な作業はしない
焔足場にはいつも注意
　雪下ろしのほかにも、冬場は除雪機による事故も多発し
ています。除雪機の雪詰まりを取り除くときは、必ずエン
ジンを停止し、回転部（オーガ、ブロワ）が完全に停止し
てから雪かき棒を使って行いましょう。発進時は、転倒し
たり、はさまれたりしないよう、足元や後方の障害物など
周囲の状況をしっかり確認してから行ってください。
　今後気温が緩むと屋根からの落雪による事故も発生しや
すくなります。引き続きの安全対策をお願いします。
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室

緯72―2111内線131・132・133

　健康について考え、料理の基本か
ら実習します。男性の皆さん、どう
ぞ奮ってご参加ください。
◆日時／３月８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
◆参加料／500円（実習材料代）
◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆申込期限／３月５日㈪
◆申込・問合せ先／町健康福祉課
健康医療室緯86－2338

男の料理教室
参加者大募集

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 教 室

※すべての相談・検査は匿名やプラ
イバシーを厳守します
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かもしかクラブぬりえ展 9：00～（あ～す）～14日
おはなし広場 10：30～（こどもみらい館）水1

ほのぼの講座 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）
１歳６カ月児健診 13：00～（健康福祉センター）
園芸振興説明会 13：30～（あ～す）
「白川ダム」と中津川地区懇談会 18：30～（白川荘）

木2

節分豆まき 10：30～（こどもみらい館）
心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）金3

ブックスタート 10：30～（こどもみらい館）
いいで地域史学習会 第３講座 13：30～（あ～す）
キララ☆スポーツの日 19：00～（町民スポーツセンター）

土4

親子スキー教室 9：30～（手ノ子スキー場）
雪中ゲーム大会 10：00～（東部地区公民館）
西部スキー教室閉講式 15：30～（手ノ子スキー場）

日5

月6
趣味の会 9：00～（東部地区公民館）
いいで未来号Ⅲ事前説明会 19：00～（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7

長井盆地西縁断層帯パネル展 9：00～（あ～す）～14日
あそびの広場 10：30～（こどもみらい館）
しろあと教室役員会 14：00～（中部地区公民館）
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）

水8

木9
人権相談 13：30～（あ～す）金10
スキージュニアバッチテスト 9：00～（手ノ子スキー場）土11

日12
母子健康手帳交付 9：00～（健康福祉センター）月13
あくてぃぶ倶楽部フラダンス 9：30～（健康福祉センター）火14
かんがるー広場 10：30～（こどもみらい館）水15
かもしかクラブ修了式 10：00～（手ノ子幼稚園）
卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）
幼児歯科健診 13：00～（健康福祉センター）

木16

心配ごと相談・行政相談 13：00～（白椿地区公民館）金17
いいで未来号Ⅲ 7：00～（新潟県十日町ほか）～19日
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18

町民スキー大会・町小学校スキー大会 8：50～（手ノ子スキー場）日19
月20
趣味の会 9：00～（東部地区公民館）
あくてぃぶ倶楽部ちびボール 19：00～（東部地区公民館）火21

かもしかクラブ修了式 9：30～（つばき保育園）
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）水22

かもしかクラブ修了式 9：30～（添川児童センター）
卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木23

金24
キララ☆習字教室 8：30～（中部地区公民館）
中津川雪祭り 14：00～（白川ダム湖岸公園）
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25

わくわく ぐりぐら広場 10：30～（こどもみらい館）日26
母子健康手帳交付 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）
かもしかクラブ修了式 9：30～（いいで中部幼稚園）火28

かもしかクラブ修了式 9：30～（さゆり保育園）水29

２月

　１歳６カ月児健診　
司日時／２月2日㈭（受付）午後１時～
司対象者／平成22年５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、子ども用歯ブラシ、バ
スタオル、１歳６カ月児健康診査セット

司日時／２月16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２月・３月・10月生まれ
③平成23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
※日程で都合の悪い方はご連絡ください

司日時／２月８日昌 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24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、
運動ができる服装

　４カ月児・９カ月児健診　
司日時／３月23日㈮　午後１時～
司対象者／平成23年10月～11月生まれ

平成23年５月生まれ
　３歳児健診　
司日時／３月１日㈭　午後１時～
司対象者／平成20年８月～９月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／３月15日㈭　午後１時～
司対象者／①平成21年２月・７月・10月生まれ

②平成22年１月・４月・11月生まれ
③平成23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

0238－46－3563川西 松岸歯科医院２月５日蚊

0238－22－3030米沢 春日歯科医院２月11日臥

0238－47－2216南陽 加藤歯科医院２月12日蚊

0238－26－5255米沢 明星歯科医院２月19日蚊

　     88－1827長井 斎藤歯科医院２月26日蚊

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
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