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◆注意事項
焔 通信料はご自身での負担となりますので、ご了承ください。
焔 緊急時には、深夜でもメール配信することがあります。
焔 複数の端末で登録する場合は、それぞれからメールを送信し登録が必要です。
焔 一部の携帯電話、パソコンで登録のできない機種があります。
焔 受信拒否や指定受信などの設定をされていると、配信されるメールを受け取れない場合があります。
 　ご利用の携帯電話の設定説明をご覧ください。
焔 登録により本町が得た個人情報については、本サービスのみを目的として利用します。

問合せ先／役場総務企画課情報防災室 緯87―0522

　飯豊町内で災害が発生した場合や発生の恐れがある場合などに、災害に関する緊急情報やお知らせ
を電子メールで配信します。
　「weather_mail@iideml.jp」まで空メールを送信すると、案内メールが返信されますので案内に
従ってご登録ください。
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編集・発行／飯豊町総務企画課情報防災室
〒999―0696 山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888
鼓 0238―72―2111(代表)   0238―87―0522(直通)
胃 0238―72―3827
E-mail　iide―info@town.iide.yamagata.jp

飯豊町災害情報メール会員登録方法のご案内

◆会員登録すると次のような情報を電子メールで配信します
　焔災害情報　焔気象情報　焔避難情報
　焔地震情報（震度４以上の地震が町内で発生した場合の被害、警戒情報）
　焔水防情報（台風、台風による河川の洪水および避難に関する情報）
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メールを受信できるかのチェックにお役立てください。
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登録方法

weather_mail@iideml.jp
右側のＱＲコードを活用すると簡単に宛先へ送信できます。

飯豊町災害情報メールアドレス



　平成27年11月から平成28年１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】
◎町民スポーツセンター屋内グラウンド
防護ネット修理／寒河江秀憲さん、渡
部浩史さん

【東部地区公民館へ】
◎花植え／東部地区高砂会

【中津川地区公民館へ】
◎事務補助／髙橋未咲さん

【第一小学校へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、石山幸子
さん、梅津久美子さん、樋口あゆみさん

【第二小学校へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、原田みち
子さん、梅津久美子さん、石山幸子さん、
梅津智子さん

【添川小学校へ】
◎読み聞かせ／梅津智子さん
◎昔語り／勝見政子さん
◎英語活動指導／茂木栄子さん

【手ノ子小学校へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、石山幸子
さん、岡田香代子さん、小川とよ子さん、
梅津久美子さん
【町内幼稚園・保育園・児童センターへ】
◎クリスマス会サンタクロース・トナカ
イ役の協力／飯豊ライオンズクラブ

【こどもみらい館へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、岡田香代
　子さん、梅津久美子さん、石山幸子さん
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３月
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！
口座振替のお手続は希望する金融機関窓口で。

◎鈴木八重子さん／タオル（23枚）
◎中津川大黒舞愛好会／電気ポット（１台）
◎織田洋典さん（南陽市）／りんご（24コ
ンテナ）

【第一小学校へ】
◎南房総市千倉小交歓会実行委員会（千
葉県南房総市）／春の花（多数）
◎㈱ウマイヤ商店／朝日写真ニュース
（１年間分）

【第二小学校へ】
◎梅津松男さん／だんごの木（１本）
◎ゆり調剤薬局／朝日写真ニュース（１
年間分）と掲示板（１台）

【添川小学校へ】
◎（社福）いいで福祉会特別養護老人ホー
ムひめさゆり荘／朝日写真ニュース
（１年間分）と掲示板（１台）

【手ノ子小学校へ】
◎樋口恭仁子さん（長井市）／テーブル拭
き（100枚）

【飯豊中学校へ】
◎横山一美さん／拡大プリンター（１台）

【さゆり保育園へ】
◎細谷光男さん／フルーツゼリー（60個）

【いいで中部幼稚園へ】
◎木村正明さん／門松（１本）

【つばき保育園へ】
◎菅野彰彦さん／キャベツ（１個）
◎二瓶幸浩さん／プランター花（10個）
◎細谷光男さん／フルーツゼリー（120個）
◎伊藤昭一さん／しめ飾り（１本）、門松 
　（１本）
◎梅津松男さん／だんごの木（１本）
◎飯豊中２年生／手作りフェルト壁掛け
（52枚）

【添川児童センターへ】
◎浅野克幸さん／お菓子（60個）
◎㈲小池建築／雪囲い用木材（３枚）

【手ノ子幼稚園へ】
◎巻坂節子さん／キーホルダー（30個）

【こどもみらい館へ】
◎二瓶幸浩さん／プランター花（４個）

【羽前椿駅へ】
◎長谷川清さん／生け花（一式）

◆対象者／看護師等養成施設在学者
※卒業後、直ちに公立置賜総合病院の看
護師などとして勤務した場合は返還が
猶予されます

◆貸与予定額／年間60万円（月額５万円）
◆申込方法／下記で配布する申込書を４
月28日㈭まで提出してください

◆その他／応募多数の場合は書類選考と
面接により決定します
◆申込・問合せ先／置賜広域病院組合事
務部総務企画課職員係
　緯0238―46―5000

　平成27年11月から平成28年１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】
◎川村明浩さん／雪囲い用木材（25本）
◎吉武秀哉さん（品川区）／寄付金（30万円）
◎樋口建設㈱／寄付金（200万円）
◎山形おきたま農業協同組合（川西町）、
全国共済農業協同組合連合会山形県本
部（山形市）／カーブミラー（５基）

◎東北電力㈱長井営業所（長井市）／LED
街路灯（９灯）、㈱ユアテック米沢営業
所（米沢市）／取付工事（３灯）

【町民総合センターへ】
◎長谷川清さん／生け花（一式）
◎大村亨夫さん（白鷹町）／図書（２冊）
◎池辺晋一郎さん（世田谷区）／図書（１冊）

【中部地区公民館へ】
◎木村あさ子さん／図書（30冊）
◎宇津木達男さん／だんごの木（１本）
◎大村亨夫さん（白鷹町）／図書（１冊）

【白椿地区公民館へ】 
◎下椿いきいきサロン／門松（１対）

【西部地区公民館へ】
◎五十嵐光子さん／プランター花（１鉢）

【中津川地区公民館へ】
◎長谷川清さん／生け花（１式）

ありがとうございました。

ボ ラ ン テ ィ ア

暮 ら し の 相 談 ３月
日時：４日㈮・18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：18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

国保税
煙納期限／３月31日㈭
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87－0512、87－0513

心遣いに感謝します。

窓善 意 の

　町に「ふるさと納税」として寄附
をいただきました。
◎平成27年11月～28年１月
　5,436件／82,846,001円
斬平成27年度累計
　10,856件／157,503,802円

「いいでめざみの里応援寄附金」

置賜広域病院組合
看護師等修学資金貸与
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３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 店日2075－2086髙 橋 工 務 店土５
72－2191佐 藤 管 工 業月2175－2086髙 橋 工 務 店日６
72－2191佐 藤 管 工 業土2672－2191佐 藤 管 工 業土12
75－2086髙 橋 工 務 店日2772－2191佐 藤 管 工 業日13

75－2086髙 橋 工 務 店土19

　ご予約の上、お気軽に相談ください。
◆日時／３月９日㈬ ９：30～12：30
※相談時間は30分または60分刻みです
◆場所／役場２階談話室
◆内容／厚生年金に関する相談全般（加
入記録の確認、年金の試算、厚生年金・
遺族年金の裁定請求の手続きなど）

◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆申込期間／２月29日㈪～３月７日㈪
※土日を除く

◆申込・問合せ先
　役場住民税務課住民室緯87―0511

　認知症の方を温かく見守り応援者に
なっていただく認知症サポーターを養成
しています。
　認知症に対する正しい知識とその具体
的な対応方法などを理解し、地域の中で
の応援者として、認知症サポーターにな
りませんか？
◆日時／３月１４日㈪９：30～(90分程度）
◆場所／町健康福祉センター
◆対象者／町内にお住まいの方。個人・
団体は問いません

◆申込期限／３月９日㈬
◆申込・問合せ先／町地域包括支援セン
ター(健康福祉課内）☎86―2233

３月の年金相談
（年金事務所出張相談）

認知症サポーター養成講座

　地域の国際化事業を支援します。
◆助成額／上限20万円 
◆募集締切／６月15日㈬
※４月から６月末にかけて実施する事業
は３月31日㈭まで

◆応募・問合せ先／（公財）山形県国際
交流協会 緯023―647―2560
　置賜地域の文化事業などを支援します。

◆支援事業の例／文化資源を活用した事
業。子どもたちによる文化芸術活動の
発表や交流事業。次世代の文化を担う
人材育成を目的とする事業
◆助成額／共催負担金（最大40万円）
◆募集締切／４月28日㈭
◆応募・問合せ先／置賜文化フォーラム
事務局☎0238―26―6018

◆日時／３月１４日㈪14：00～
◆場所／ケアハウスめざみの里（萩生）
◆申込方法／前日までに下記に申し込み
ください。席に余裕があれば当日参加
も可能です。※希望者には送迎もあり
ます。申し込み時にお伝えください
◆申込・問合せ先
　ケアハウスめざみの里☎72―3900

◆職種・募集人数／公民館職員・10名
◆応募資格
・年齢、性別および住所は問いませんが、
行政事務が適切に出来る方。秘密保持
や公平公正な事務執行などは一般職員
と同様です

・普通自動車運転免許所持者（今年度中
に取得見込みを含む）

・パソコン（ワード・エクセルなど）を
操作できる方

◆雇用期間／４月１日～１年間以内
◆勤務条件
・賃金／月額162,000円から
※通勤手当と一時金支給は別途
・勤務時間／８：30～17：00
※１週37時間30分内
・休日／基本的に土日祝日
※雇用日数に応じて年次有給休暇と特別
休暇があります

・社会保険／社会保険と雇用保険に加入
◆応募方法／下記で配布する申込書に必
要事項を記入し、履歴書を添えて提出

◆応募期限／３月11日㈮８：30～17：15
※日・月曜日を除く。郵送の場合は３月
１１日㈮必着
◆決定方法／書類選考および面接
◆応募・問合せ先／町教育文化課生涯学
習振興室（「あ～す」内） 緯72―3111

平成28年度の
国際交流事業を支援します

平成28年度の
文化事業を支援します

平成28年度
飯豊町臨時職員募集

　12月までは暖かい日が続き、インフルエンザは流
行の兆しも見せませんでしたが、1月から患者数が
徐々に増え始め、２月に入り置賜地域は警報レベル
に達しています。
　流行を防ぐためには、原因となるウイルスを体内
に侵入させないことや周囲にうつさないことが重要
です。インフルエンザと風邪を勘違いし放っておく
と、症状が悪化してしまうことがありますので注意
が必要です。インフルエンザかなと思ったら、まず
は検査を受けることが大切です。

◆インフルエンザの感染を防ぐポイント
　喰こまめな手洗い、うがい
　喰マスクの着用
　喰予防接種を受ける
　喰適度な湿度（50％～60％）を保つ
　喰人込みを避ける
　喰十分な睡眠とバランスの良い食事で免疫力を高める
　インフルエンザの感染を広げないために一人一人
が「かからない」「うつさない」対策を実践しましょう
◆問合せ先／町健康福祉課健康医療室緯86―2338

イイイイイイイイイインンンンンンンンンンフフフフフフフフフフルルルルルルルルルルエエエエエエエエエエンンンンンンンンンンザザザザザザザザザザがががががががががが流流流流流流流流流流行行行行行行行行行行ししししししししししてててててててててていいいいいいいいいいままままままままままインフルエンザが流行していますすすすすすすすすすす

高橋昭氏の
津軽三味線演奏会（無料）
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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

　「音楽」と町の伝統文化である「獅子舞」を融合さ
せた創作ミュージカル「獅子の笛」を題材として、
農村文化の歴史と、自然の大切さを学ぶワーク
ショップを行います。
　子どもから大人まで、歌やお芝居が好きな方なら
どなたでも参加できます。このチャンスにぜひプロ
のレッスンを受けてみませんか？

ミュージカルワークショップミュージカルワークショップにに
参加してみませんか参加してみませんか？？

「自然・文化と最先端科学技術が融合するまちづくり事業」

国民健康保険・国民年金の手続きについて

持参するもの士国保・国民年金に加入するとき

こ 
ん 
な 
と 
き 
は 
必 
ず 
届 
出 
を 
概

転出証明書、はんこ、本人確認書類(※２)⇒ほかの市町村から転入したとき
職場の健康保険をやめた証明書、はんこ、年金手帳⇒職場の健康保険をやめたとき(※１）
家族の健康保険をはずれた証明書、はんこ、年金手帳⇒家族の健康保険の扶養からはずれたとき

持参するもの士国保・国民年金をやめるとき
国保の保険証、はんこ、本人確認書類(※２)⇒ほかの市町村へ転出するとき
国保と職場の両方の保険証、はんこ、年金手帳⇒職場の健康保険に加入したとき
国保と職場の両方の保険証、はんこ、年金手帳⇒家族の健康保険の扶養になったとき
国保の保険証、死亡を証明するもの、はんこ⇒国保の被保険者が死亡したとき

持参するもの士その他
国保の保険証、はんこ、本人確認書類(※２)⇒町内で住所が変わったとき
国保の保険証、はんこ、本人確認書類(※２)⇒世帯主や氏名が変わったとき
国保の保険証、はんこ、在学証明書、本人確認書類(※２)⇒就学のため別に住所を定めるとき
はんこ、本人確認書類(※２)⇒保険証や年金手帳をなくしたり、汚れて使えなくなったとき

下記の場合は異動後14日以内に手続きが必要です。詳しくは住民税務課住民室までお問い合わせください。

※１家族の健康保険の扶養になる場合や健康保険を任意継続する場合などを除きます

◆問合せ先／役場住民税務課住民室 緯87―0511

※２運転免許証など本人確認ができる書類

◆日時／３月12日㈯　９：15～17：00
◆場所／町民総合センター「あ～す」多目的ホール
◆講師／作詩家：村田さち子 氏、歌手：江原陽子 氏
◆参加費／500円
◆持ち物／内履き、飲み物、タオル、運動のできる
　服装（※昼食は事務局で準備します）
◆申込／３月８日㈫まで下記に申し込み
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」
　☎72―3111

作詩家 村田さち子 氏 歌手 江原陽子 氏
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◆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

●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
・80代女性(平成20年から利用の方)
　筋力がつき体が動きやすくなりまし
た。子どもたちに迷惑をかけないよう
に、これからも利用を続けて体づくり
に励みたい。
・60代女性(平成21年から利用の方)
　20・50・100回と利用継続の方に

無料券をプレゼントしてくれるのが、
もっと続ける励みになる。水曜日も筋
トレできたら最高に良い。
残会場

　　　　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／３月16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

住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら
小型家電の無料回収を行います！
　－地球にやさしくリサイクル－

注１　個人情報が必ず事前に消去されたものに限ります
注２　当日に回収された小型家電は、その後のお返しは
　　できません
注３　いずれも、乾電池（ボタン電池を含む）は、あら
　　かじめ取り外してください。付属の充電式バッテ
　　リーやケーブルは、回収対象です
注４　左記の回収対象以外のものは回収できません
■背景　小型家電には、鉄、アルミ、金、銀、銅、レア
メタルなどの有用な金属を含みますが、鉄など一部を
除いて大半が埋立処分されています。また、鉛などの
有害物質を含むものもあり、違法な業者による不適正
な処分も見られます。この度の無料回収は、有用な金
属の再資源化と適正な処分を推進するものです。
◆連絡先／役場住民税務課生活環境室緯87―0514

　町では、家庭で不要になった小型家電の無
料回収を行います。春の新生活を前に、ご家
庭や地域でお声掛けのうえぜひ利用ください。

■日時／３月19日㈯　受付９：00～12：00
■会場／役場庁舎正面
■回収対象／全８品目　
　①パソコン・ノートパソコン（ブラウン管ディスプレ
イ、テレビ、プリンターは不可）　②携帯電話（ＰＨＳ、
スマートフォンを含む）　③デジタルカメラ　④ビデ
オカメラ　⑤ゲーム機（家庭用・携帯用ともに対象。
カセット式ソフトを含む）　⑥ＤＶＤプレーヤー（ディ
スクは不可）　⑦テレビチューナー（ＢＳ・CSアンテ
ナを含む）　⑧ワープロ

あ～す 町社会福祉
協議会

つばき
保育園

健康福祉
センター



　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
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

　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
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、３歳児健康診査セット（事前に送付
予定）

司日時／３月17日㈭ 13：00までおいでください
司対象者／陰平成25年１月・６月・７月・10月生まれ
　隠平成26年１月・２月・11月生まれ
　韻平成27年３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／３月14日㈪・28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／３月２日㈬ 　８：50～11：40
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、１回目の時に配布した
テキスト、筆記用具、動きやすい服装

　１歳６カ月児健診　　
司日時／４月28日㈭  13：00までおいでください
司対象者／平成26年８月・９月生まれ
　幼児歯科健診　　
司日時／４月21日㈭ 13：00までおいでください
司対象者／①平成25年３月・８月・11月・12月生まれ
　　　　②平成26年３月生まれ
　　　　③平成27年４月生まれ

電話番号担当歯科医院期日
0238－23－4182米沢 足立歯科医院３月６日㈰

88－1827長井 斎藤歯科医院３月13日㈰
0238－23－1187米沢 近野歯科医院３月20日㈰
0238－43－8143南陽 すまいる歯科医院３月21日㈪
0238－22－8110米沢 長谷部歯科医院３月27日㈰

税の申告相談 ８：45～（あ～す）～【12日】
さわやかクラブ閉講式 10：00～（西部地区公民館）火1

おはなし広場 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2

ひなまつり会 10：30～（こどもみらい館）木3
心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）
夕灯のつどい 18：00～（西部地区公民館）金4

キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土5
映画「きみはいい子」上映会 10：00～（あ～す）日6

月7
火8
年金相談 ９：30～（役場）
あそびの広場 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9

木10
ふるさと学園閉講式 10：00～（西部地区公民館）
事前登録者へ災害情報メールのテスト配信 12：15～金11

キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
ブックスタート広場 10：30～（こどもみらい館）
メイプルシロップ採取ツアー 13：00～（中津川地区内）～【13日】
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土12

日13
税の申告相談 ８：45～（役場）～【15日】
認知症サポーター養成講座 ９：30～（町健康福祉センター）月14

みんなの集い 10：15～（こどもみらい館）火15
飯豊中学校卒業式 （中学校）
かんがるー広場 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16

栄養士さん指導 10：15～（こどもみらい館）木17
第一小・第二小・添川小・手ノ子小学校卒業式 （各学校）
親子交通教室 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18

土19
日20
月21
火22
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）水23

木24
つばき保育園・さゆり保育園・添川児童センター・いいで中部
幼稚園・手ノ子幼稚園卒園式 （各施設）
飯豊町農業委員会総会 ９：30～（役場）

金25

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26

エアロビクス交流会 10：00～（がま亭）日27
月28
火29
水30
木31

３月
問合せ先／町健康福祉課健康医療室

緯86―2338

幼児歯科健診

乳幼児健診

パパママ教室（２回目）

母子健康手帳交付

休日歯科診療担当医院

４月の乳幼児健診日程

この広報紙は再生紙を使用し、植物油インキで印刷しています。 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。 ●6


