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個人または法人の申し出による閲覧（住民基本台帳法第11条の２該当）
閲覧対象閲覧目的委託者閲覧者(受託者)月日

大字黒沢
昭和25年９月１日から平成12年
８月31日生まれの日本人男女13名

「第11回飲酒・喫煙・く
すりの使用についてのア
ンケート調査」対象者名
簿作成のため

国立研究開発法人
国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所薬物依存研究部
心理社会研究室長 嶋根卓也

（一社）新情報センター
事務局長 平谷 伸次７.17

大字椿字下椿
昭和20年１月１日から平成６年
12月31日生まれの男女３名

「平成27年度市民の社会
貢献に関する実態調査」
対象者抽出のため

内閣府政策統括官
経済社会システム担当
羽深 成樹

㈱インテージリサーチ
代表取締役社長
井上 孝志

８.21

◆問合せ先／役場住民税務課住民室 緯87－0511

焔「飯豊らしさ」を有し、町外に飯豊町をＰＲするにふ
さわしい特産品などを寄附者に提供できる方

◆事業者募集期間／２月10日㈬～24日㈬
８：30～17：15（土・日・祝日を除く）
◆応募方法／事業参加申込書（町ホームページから入
手可）に商品の画像データおよび商品説明を添えて
下記まで提出してください。なお、郵送での提出は
不可。事業参加申込書提出の際に、提案内容につい
ての詳細をお伺いしますので、時間に余裕をもって
お越しください。

◆申込・問合せ先
役場総務企画課総合政策室緯87―0521

町では、ふるさと納税の推進を図るとともに、町内産
業の活性化に寄与することを目的に、ふるさと納税特
典として寄附者に町の特産品などを贈呈しています。
平成28年度ふるさと納税特典として、町の特産品な
どを寄附者に送付する事業者を募集します。つきまし
ては、事業説明会を開催しますのでご参加ください。
【事業説明会】
◆日時／２月10日㈬ 13：00～
◆場所／役場３階 大会議室
【事業参加資格】
焔町内に本社または主たる事業所を有する法人または
個人であって町税などの滞納がない方
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国または地方公共団体の機関の請求による閲覧（住民基本台帳法第11条該当）
閲覧対象閲覧目的国または地方公共団体の名称月日

平成10年４月２日から平成11年
４月１日生まれの日本人男子自衛官募集事務のため自衛隊山形地方協力本部12.14

住住民基本台帳法に基づき、平成27年中住民基本台帳法に基づき、平成27年中のの「「住民基本台帳の写し」閲覧者を公表しま住民基本台帳の写し」閲覧者を公表しますす

飯豊町ふるさと定住いいですね条例
を取得された方に奨励金を贈呈しま
す。平成25年４月１日から平成28年
３月31日までの期間に住宅を取得さ
れた方が対象となります

◆ときめき結婚祝
町内にお住まいの方が結婚された場合

◆すこやか出産祝
町内にお住まいの方が出産された場合

◆申請・問合せ先／役場総務企画課総合政策室緯87―0521

申請はお済みですか？

町では住宅取得の支援や結婚、出産といった人生の
節目にお祝いを贈る「飯豊町ふるさと定住いいですね
条例」を制定し、定住支援策を実施しています。
奨励金などの申請期限は平成28年３月31日までで

す。奨励対象や申請方法などの詳細は下記まで問い合
わせください。
◆住宅取得奨励
定住の意思を持って、新築や中古住宅購入など住宅
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町は、高校や大学に進学する学生・生徒
のみなさんを支援します。
◆申込資格／申込時点において次のすべ
てを満たす学生や生徒

焔町に住所のある世帯に属する方
焔高校・短大・大学またはこれらに準ず
る学校などに在学または在学見込みで、
経済的理由により修学が困難な方

焔所得要件を満たす世帯に属する方（詳
しくはお問い合わせください）

◆貸与内容／学校などの種類に応じ、次の
月額と入学一時金を限度に貸与します

焔高等学校またはこれに準ずる学校
月額２万円・入学一時金10万円

焔短期大学またはこれに準ずる学校
月額２万５千円・入学一時金30万円

焔大学またはこれに準ずる学校
月額３万円・入学一時金30万円

焔特別な研究修学を行う学校で、町長が
特に認める場合
月額５万円・入学一時金100万円
◆償還方法／卒業後１年は据え置き、２
年目から１０年以内の均等償還。上位学
校に進学した場合は償還の延期が可能
◆申込方法／下記申込先で交付する指定
様式（町ホームページからダウンロー
ドも可能）に必要書類を添えて提出
◆受付期間／２月１日㈪～３月25日㈮
８：30～17：15 ※㈯㈰祝を除く
◆申込・問合せ先／役場教育文化課学校
教育振興室緯87―0519

◆募集テーマ／旧来の労働慣行や意識を
変え、女性も男性も多様な暮らしや働
き方が可能な社会を作るためのキャッ
チフレーズ
◆応募期限／２月29日㈪
◆応募方法／男女共同参画局ホームペー
ジのキャッチフレーズ募集ページから
◆問合せ先／内閣府男女共同参画局総務
課「キャッチフレーズ募集係」
緯03―5253―2111

◆日時／２月19日㈮ 13：30～15：30
◆場所／中部地区公民館
◆内容／千葉大学名誉教授立本英機氏に
よる講演会。演題「さまざまな木炭の
利用方法と地域振興」 ※参加無料
◆申込期限／２月15日㈪
◆申込・問合せ先／置賜総合支庁森林整
備課緯0238―26―6065

時間と空間を超え、古代アンデス文明
が生み出した「ナスカの地上絵」を、山
形大学人文学部附属ナスカ研究所との共
催で展示紹介します。また、期間中に講
演会も開催します。
◆展示期間／2月14日㈰～3月13日㈰
※２月15日と３月7日は休館日
◆会場／文翔館（３階ギャラリー）
◆講演会
焔２月14日㈰13：30～15：00
「認知心理学からみたナスカの地上絵」
焔３月６日㈰10：00～12：00
「最近のナスカ研究の動向」
「ペルー南海岸ナスカおよびイカ地方の
考古学的秘宝」
◆その他／展示も講演会も申し込み不要、
参加費無料です
◆問合せ先／文翔館緯023―635―5500

◆日時／２月29日㈪13：00～16：40
◆会場／山形県高度技術研究開発セン
ター（山形市）
◆内容／講演会とパネルディスカッション
・テーマ：攻めの経営に学ぶ
・講師：㈲トップリバー代表取締役嶋崎
秀樹氏、㈲舟形マッシュルーム代表取
締役長澤光芳氏
◆対象者／県内農業者、農業関係者
◆参加料／無料
◆申込期限／２月22日
◆申込・問合せ先／山形県立農業大学校
研修部緯0233―22―8794

国保税
煙納期限／２月29日㈪
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87－0512、87－0513２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。

談 ２月
日時：５日㈮・19日㈮ 13：00～15：00
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：19日㈮ 13：00～15：00
会場：白椿地区公民館
問合せ先：役場住民税務課（緯87－0514）

人 権 相 談

日時：19日㈮ 13：00～15：00
会場：白椿地区公民館
問合せ先：役場住民税務課（緯87－0514）

行 政 相 談

文翔館企画展
「ナスカの地上絵」

山形県立農業大学校
農業経営革新支援講座

申告期限が近づくと大変混み合います
ので、早めの申告をお願いします。また、
申告書作成会場は大変混雑し、長時間お
待ちいただく場合があります。国税庁
ホームページの「確定申告書等作成コー
ナー」を利用した、ご自宅での申告書作
成をお試しください。
◆開設期間／２月16日㈫～３月15日㈫
※土・日は開設しておりません
◆注意事項
・会場では、「手引き」や「パソコン」
を利用して、ご自身で作成していただ
きます

・譲渡所得や贈与税については、担当者
が不在になる日もありますので、事前
に電話にて確認をお願いします

◆問合せ先／長井税務署緯84―1810

東北税理士会長井支部では、「確定申告
期および税理士記念日」に税務相談を
無料で行います。

◆相談時間／10：00～15：00
◆相談日程

◆申込・相談方法／事前にご連絡の上、
ご利用ください。

無料税務相談

２月16日から所得税の
確定申告が始まります

山形県木炭講演会と
山形県木炭品評会出品物展示

町の奨学金制度を
ご利用ください

平成28年度「男女共同参画週
間」キャッチフレーズ募集

会場担当税理士期日

長井市館町南
緯88－9159長澤修司

2月９日
㈫

長井市新町
緯84－2505植木英夫

白鷹町十王
緯85－4548海老名信乃

長井市館町南
緯88－9159金田和夫

2月10日
㈬ 長井市新町

緯84－2505須貝周一

長井市館町南
緯88－9159村上俊浩

2月12日
㈮

長井市台町
緯87－0057渡邉美津夫

飯豊町椿
緯72－2400長沼安義

各税理士事務所
長井税理士法人全会員2月23日

㈫
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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
75－2086髙 橋 工 務 店土2072－2191佐 藤 管 工 業土6
75－2086髙 橋 工 務 店日2175－2086髙 橋 工 務 店日7
72－2191佐 藤 管 工 業土2775－2086髙 橋 工 務 店木11
72－2191佐 藤 管 工 業日2872－2191佐 藤 管 工 業土13

72－2191佐 藤 管 工 業日14

町農業技術者会では、畑地・転作地・
水稲育苗ハウスの有効活用による、園芸
作物の栽培を推進中です。それに伴い園
芸作物に関する説明会を開催します。
◆日時／２月９日㈫ 13：30～15：30
◆場所／町民総合センター「あ～す」
◆参加費／無料
◆内容／下記「紹介品目」の事例講演、
園芸作物の紹介、栽培概要説明、農産
物・加工品などの展示

◆紹介品目
焔花…小菊、啓翁桜、リンドウ
焔果樹…桃、ラズベリー
焔野菜…アスパラガス、タマネギ、キュ
ウリ、わさび菜

◆申込・問合せ先／役場農林振興課農業
振興室緯87―0525、ＪＡ山形おきたま
飯豊支店園芸係緯72―2121

公立置賜総合病院では、より行き届い
たサービスを患者へ提供するため、お手
伝いいただけるボランティアを募集して
います。
◆活動内容
院内で患者の誘導や案内。図書やパン
フレットの整理整頓。再来受付機や自
動精算機の操作援助。車椅子患者への
援助。車椅子の清掃や点検など

◆活動時間／平日約３時間。週１回程度
◆その他／年齢性別不問。交通費は自己
負担です。活動前に研修があります

◆申込・問合せ先／公立置賜総合病院総
務企画課総務係緯0238―46―5000

◆日時／２月６日㈯ 受付８：30～
◆会場／町営手ノ子スキー場
◆参加料／講習検定料と公認料がかかります
◆申込方法／当日、手ノ子スキー場かも
しかロッジで受付けます

◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」
生涯学習振興室☎ 72―3111

園芸作物導入で所得アップを！
園芸振興説明会のご案内

公立置賜総合病院の
ボランティア募集

スキージュニアバッジテスト
・級別テスト

町では、低所得世帯などへの灯油購入
費助成事業を実施します。
◆対象要件／町民税の非課税世帯または
均等割のみ課税世帯であって、次のい
ずれかに該当する世帯

焔高齢者世帯（65歳以上の高齢者のみ世
帯。年齢基準：平成28年１月１日）

焔母子世帯または父子世帯
焔障がい者世帯
・療育手帳の交付を受けている方が同居
している世帯
・身体障害者手帳等級１級または２級の
方が同居している世帯
・精神障害者保健福祉手帳等級１級また
は２級の方が同居している世帯
※生活保護世帯は対象外です
◆助成費／１世帯あたり5,000円
◆申請期限／３月31日㈭
◆申請・問合せ先／町健康福祉課福祉室
☎86―2233

病院や福祉施設で看護の仕事を体験し
てみませんか。
◆募集対象／一般の方
◆体験期間／５月８日㈰～５月14日㈯
のうち体験施設が指定する日
◆体験施設／病院・診療所、福祉施設、
訪問看護ステーションなど
◆申込期間／２月８日㈪～26日㈮
◆申込・問合せ先／山形県看護協会ふれ
あい看護体験担当緯023―685―8033

◆日時／３月６日㈰
開場９：30、上映10：00

◆会場／町民総合センター「あ～す」
◆チケット料金
焔前売：一般1,100円
焔当日：一般1,500円、小中高生800円
◆チケット購入・問合せ先／各地区公民
館、町民総合センター「あ～す」生涯
学習振興室☎ 72―3111

灯油購入費助成金支給

ふれあい看護体験
参加者募集

飯豊町公民館連絡協議会主催
映画「きみはいい子」上映会

◆募集人員／１名
◆受付期間／２月１日㈪～17日㈬
８：30～17：15 ※㈯㈰祝を除く
◆業務内容／水道料金などの徴収および
収納業務ほか（外勤あり）
◆応募資格／普通自動車免許を有する方
◆決定方法／書類選考。必要に応じて面接
◆雇用期間／４月1日～平成29年3月31日
◆勤務条件
焔賃金／日額5,800円～6,000円
焔勤務時間／８：30～17：00
焔休日／土日祝日
※必要に応じて、時間外・休日勤務あり
◆待遇／社会保険・雇用保険に加入
◆応募方法／役場地域整備課で配布する
申込用紙と履歴書に必要事項を記入し
て下記に提出。申込用紙は町ホーム
ページからもダウンロード可
◆応募・問合せ先／役場地域整備課上下
水道室緯87―0515

町内園児たちが一生懸命描いた交通安
全ぬりえを一斉展示します。
◆期間／２月２日㈫～１２日㈮
※12日は午前中まで
◆会場／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87―0514

入居条件や敷金などの詳細は、問い合
わせください。
◆県営住宅／飯豊アパート（萩生3893-3）
◇募集戸数／２戸
◇間取り／6畳＋6畳＋4.5畳+ＤＫ
◇家賃／14,900円～29,300円
◇募集期間／２月５日㈮～12日㈮
◇入居可能時期／３月下旬
◆申込先／置賜総合支庁西庁舎１階総合
案内窓口（長井市）緯88―8200
◆問合せ先／県営住宅指定管理者㈱西王
不動産置賜事務所緯0238―24―2332

町水道料金などの
徴収員募集

かもしかクラブ
交通安全ぬりえ展

県営住宅（飯豊アパート）
入居者募集
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春が待ち遠しい２月のぐりぐら広場は、「あ～すまい
り～ず」のみなさんによる楽しいおはなしと、春にち
なんだ工作です。
◆日時／２月27日㈯ 10：00～11：00
◆会場／町民総合センター「あ～す」２階研修室
◆参加費／無料
◆対象／３歳から小学校３年生程度の児童とその保護者
の方。小学生以上はお子さんだけでも参加できます
◆申込方法／２月24日㈬まで電話で申し込みください
◆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♪

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

★ゆりコーラス／女声合唱団
★プロージット／男声合唱団
★ミルキーウェイ／少年少女合唱団
★コンチェルティーノアミーチ／吹奏楽団
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」緯72―3111

音楽にかかわる活動団体メンバー募集
「あ～す」では、以下の団体へご参加いただける方を
募集しています。新年を機に、音楽などの活動に触れて
みませんか？興味のある方は「あ～す」までお気軽にご
連絡ください。
★「あ～す」イベント企画推進スタッフ／あ～すイベ
ントの企画推進
★出羽之国飯豊山白流太鼓保存会／和太鼓演奏団体
★めざみキッズ＋！／創作ミュージカル活動団体

プラス

★コラール・ド・めざみ／女声合唱団

◆申込・問合せ先／米沢年金事務所緯0238―22―4220・役場住民税務課住民室緯87―0511

◎手続きについて
申込期限：２月末日（10月分～翌年３月分の前納は８月末日）

胸早割・前納共通事項
申込先：振替希望の金融機関、年金事務所、役場住民税
務課住民室のいずれか
持ち物：年金手帳または納付書、預（貯）金通帳、預（貯）
金通帳届出のはんこ

183,160円口座振替納付額

3,920円割引額(お得額)

366,840円口座振替納付額

15,360円割引額(お得額)口座振替を利用すると金融機関に
行く手間と時間がかからず、納め忘
れを防ぐことができます。
また、早割や前納で納付すると保
険料が割引されます。

早割にすると月50円（年間600円）お得
通常、保険料の納付は翌月末です。しかし、当月末
に引き落とす「早割」制度があります。
申し込み期限はありません。下記の窓口で手続きを
してください。

前納するとさらにお得！（最大約15,000円）
◆６カ月前納（４月分～９月分は４月末、10月分～翌
年３月分は10月末に一括引き落とし）

92,480円口座振替納付額

1,060円割引額(お得額)

国民年金保険料の納付は
口座振替による前納がお得!!

◆２年前納（４月～翌々年３月分を４月末に一括引き落とし）

◆１年前納（４月～翌年３月分を４月末に一括引き落とし）

【留意事項】
・保険料額と割引額は、27年度の保険料額（月額
15,590円）を基にした目安額です。実際の額とは異
なる場合があります
・平成28年度の保険料額と割引額は２月下旬に告示さ
れる予定です
・２年前納による社会保険料控除の場合①全額を収め
た年に控除、②各年分の保険料に相当する額を各年
に控除、のどちらかを選択することができます
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●らくらく筋トレ
トレーニングマシンを使って介護予
防のためにゆっくりと運動を行うト
レーニングルームです。介護予防運動
指導員がおりますのでトレーニングマ
シンを安全に使用でき、体力に合わせ
て無理なく運動が続けられます。足腰
を丈夫にしたい方や筋肉量を維持した
い方など、ぜひご活用ください。寒さ
に負けない体づくりができます。この
機会に、楽しく手軽にできるトレーニ
ングを始めてみませんか？

◇対象者／おおむね60歳から
※初めての方は事前にご連絡ください
◇場所／町社会福祉協議会建物内
◇日時／毎週月・火・木・金（祝日休館）
９:00～12:00、13:00～16:30
◇料金／１回200円
◇持ち物／内履き、飲み物、タオル

残利用者の声・運動の成果
・70代男性(利用を始めて間もない方)
自宅では運動ができないため、習慣
にするために利用し始めました。
・60代女性(利用を始めて間もない方)
膝痛があるため、体重を減らし、筋
力アップを目指して参加しています。

残会場

◆申込・問合せ先
・社会福祉協議会内専用緯86－2555
・町健康福祉課会内専用緯86－2233

町健康福祉課から町健康福祉課からのの

お 知 ら せ

あ～す
町社会福祉
協議会

つばき
保育園

健康福祉
センター

住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら

雪の事故は「大けが、大事故」につながります。家族・地域内で注意し合って事故を防ぎましょう。
●後進する時は、足もとや後方の障害物に注意して
●作業中は、絶対にまわりに人を近づかせないで
このようなことにも注意しましょう
●火災や地震に備え、自宅の避難路を確保してください
●子どもに、側溝や軒下、除雪機周辺など危険な場所に近
づかないよう指導し、目を離さないでください
●ＬＰガス・ホームタンク・給湯器の給排気口などが雪氷
の塊で破損したり、雪で埋もれないように注意してくだ
さい。破損や雪に埋もれて起こる事故や火災、環境汚染
の危険につながります

◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室緯87―0514
役場総務企画課情報防災室緯87―0522

屋根の雪下ろし
●雪のゆるみに気を付けて（暖かい日の午後は特に注意）
●作業は２人以上で（やむを得ず一人で作業するときは、
家族や隣近所に声をかけ、携帯電話を持つ）
●ハシゴの固定を忘れずに（軒先より60唖以上高く架ける）
●建物の周りに雪を残して雪下ろしを（雪下ろしは上から。
転落時の衝撃を抑え、軒下の落雪に巻き込まれないように）
●安全な服装で作業を（ヘルメットや命綱を着用）
●使いやすい除雪道具を使用し、無理な作業をしないで（開
始直後と疲れた頃は要注意）
除雪機

●雪詰まりを取り除く時や、作業をしていない時は、必ず
エンジンを停止して

町内でも雪下ろし中の事故が発生

感染症に関する相談
エイズ・性器クラミジア・B型肝炎・
C型肝炎の検査と相談（予約不要）
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
※結果は直接本人にお知らせしますの
で、保健所においでください

焔電話相談／平日８：30～17：15
◆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
心の相談

１人で悩んでいませんか。つらい時は
精神科医師にご相談ください（要予約）
焔会場／置賜保健所（米沢市）
焔日時／２月17日㈬10：00～
◆申込・問合せ先／置賜保健所 精神保
健福祉担当緯0238―22―3015

女性の相談
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

米沢市役所

市営体育館郵便局

ハロー
ワーク

図書館

JA

最
上
川

置賜保健所

○保健所／米沢市金池3丁目1―26

※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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月1
かもしかクラブ交通安全ぬりえ展８：30～（あ～す）～【12日（午前中）】
男の料理教室 ９：30～（健康福祉センター）火2
雪灯籠つくり10：00～（しらさぎ荘ゲートボール場）
まめまき10：30～（こどもみらい館）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）

水3

税の申告相談８：45～（役場）～【5日、８日（午前中）】
おはなし広場10：30～（こどもみらい館）木4

心配ごと相談13：00～（白椿地区公民館）金5
ジュニアバッチテスト・級別テスト９：00～（手ノ子スキー場）
飯豊学地域史学習会（第三回）13：30～（あ～す）
いいで黒べこ「冬の陣」第弐陣18：30～（物産館）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土6

キララ☆親子スキー教室９：30～（手ノ子スキー場）
東部地区子ども会育成会雪中ゲーム大会9：30～（東部地区公民館前）
西部スキー教室 13：30～（手ノ子スキー場）
つばき雪あかりの路17：00～（白椿地区公民館など）

日7

月8
税の申告相談８：45～（中津川地区公民館）～【10日】
飯豊町園芸振興説明会13：30～（あ～す）火9
いいでめざみの里応援寄附金参加事業者募集事業説明会
13：00～（役場）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）

水10

木11
税の申告相談８：45～（あ～す）～【３月12日】
※実施日は広報１月号または役場ホームページで確認ください
農作業労働賃金・機械利用料金改定打合会13：30～（中部地区公民館）
飯豊町農業委員・認定農家・新規就農者意見交換会
15：00～（中部地区公民館）

金12

キララ☆書道教室８：30～（中部地区公民館）
キララ☆スポーツの日19：00～（スポーツセンター）土13
町民スキー大会8：45～（手ノ子スキー場）
飯豊町生産組合長会９：30～（物産館）
鈴木二三子先生の気象講演会 11：00～（物産館）

日14

月15
火16
かんがるー広場10：30～（こどもみらい館）
人・農地プラン策定委員会13：30～（役場）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）

水17

栄養士さん指導10：15～（こどもみらい館）木18
第２１回山形県木炭品評会 ９：30～（中部地区公民館）
心配ごと・行政・人権相談13：00～（白椿地区公民館）
平成27年度山形県木炭講演会13：30～（中部地区公民館）

金19

キララ☆スポーツの日19：00～（スポーツセンター）土20
スキー子どもの日９：00～（手ノ子スキー場）
西部スキー教室閉講式 11：30～（手ノ子スキー場）
東部地区ドッジボール大会13：45～（添川小学校体育館）

日21

月22
火23
飯豊町農業委員会総会９：30～（役場）
キララ☆陸上クラブ18：30～（スポーツセンター前集合）水24

木25
金26
キララ☆書道教室８：30～（中部地区公民館）
わくわくぐりぐら広場 10：00～（あ～す）
中津川雪祭り16：00～（旧中津川小中学校）
キララ☆スポーツの日19：00～（スポーツセンター）

土27

西部スキー教室（蔵王）９：30～（蔵王）日28
飯豊町農業技術者会50周年記念式典並びに講演会15：30～（白川荘）月29

２月

１歳６カ月児健診
司日時／２月25日㈭13：00までおいでください
司対象者／平成26年５月・６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、２月上旬にお送りする問診票、そのほか
お子さんに必要なもの

司日時／２月４日㈭ 13：00までおいでください
司対象者／①平成25年４月・５月・９月・12月生まれ
隠平成26年３月・４月・10月生まれ
韻平成27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、子ども用歯ブラシ、健診
料金500円

司期日／２月８日㈪・22日㈪
司時間／９：00～11：00
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３日㈬ ８：50～15：30
司対象者／平成28年６月・７月出産予定の初妊婦と夫
司場所／長井市保健センター
司持ち物／母子健康手帳、筆記用具、動きやすい服
装、エプロンと三角巾（パパ用も）

３歳児健診
司日時／３月３日㈭ 13：00までおいでください
司対象者／平成24年８月・９月生まれ
４カ月児・９カ月児健診

司日時／３月11日㈮13：00までおいでください
司対象者／４カ月児／平成27年10月・11月生まれ

９カ月児／平成27年５月・６月生まれ
幼児歯科健診

司日時／３月17日㈭13：00までおいでください
司対象者／①平成25年１月・６月・７月・10月生まれ
②平成26年１月・２月・11月生まれ
③平成27年３月生まれ

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）

３月の乳幼児健診日程

電話番号担当歯科医院期日
0238－23－8888米沢 高橋歯科医院２月7日㈰

84－8107長井 芳賀歯科医院２月11日㈭

0238－22－1121米沢 五十嵐歯科医院２月14日㈰

0238－22－8148米沢 林歯科医院２月21日㈰

0238－58－0814高畠 高畠歯科クリニック２月28日㈰

休日歯科診療担当医院

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338

見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。


