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町関係機関
年末年始休業のお知らせ

償 却 資 産 の 申 告 の ご 案 内農業者・事業者の皆さんへ

ノロウイルスによる感染性胃腸炎が流行しています！

忘れずに申告の手続きを！

　農業者や事業者の皆さんの償却資
産申告を右記の日程で行ないます。
最寄の会場でお手続きください。都
合がつかない場合は、直接役場住民税務課税務室ま
でお越しください。
　申告書の最終提出は、平成25年１月15日昇までに
お願いします。
　昨年まで申告されている方には、申告書を送付し
ています。また、新たに所有された方については、
申告書を送付しますので、ご連絡ください。
　対象となる償却資産とは、平成25年１月１日現在
で所有し、事業用に使用している機械装置や構築物
などで、取得価格が10万円以上、耐用年数が１年以
上のものです。ただし、自動車税や軽自動車税が課

税されているもの（乗用田植機、トラクター、コン
バイン、ホイルローダなど）は除かれます。
※申告書控は、２月からの申告相談に必ずご持参く
ださい

◆持ち物／①償却資産申告書用紙　②償却資産種類
別明細　③印鑑　④取得した償却資産の領収書

◆問合せ先／役場住民税務課税務室
緯72―2111内線128・129・130

会　　　場受 付 時 間期　日
西部地区公民館９：30～11：30

１月９日我
中津川地区公民館13：30～15：30
東部地区公民館９：30～11：30

１月10日牙
白椿地区公民館13：30～15：30
中部地区公民館９：30～11：30１月11日画

◆償却資産申告日程表

　ノロウイルスは手指や食品を介して経口感染し、
吐き気やおう吐、腹痛、下痢、発熱を起こします。
また、高齢者や乳幼児は脱水を起こしたり、体力を
消耗し重症化する恐れがあります。
　症状が出た場合は、早めに受診しましょう。
◆ノロウイルスによる食中毒予防のポイント
焔下痢・おう吐など症状があるときは調理しない
焔調理・食事前・用便後、おむつ交換
時のしっかりした手洗い
焔加熱する食品は中心部までしっかり加熱

◆消毒液の作り方と消毒方法／必ず塩素系の漂白剤を使用
【一般的な漂白剤（６％）から作る場合 】
烏通常の消毒液
水１ℓに、原液をペットボトルキャップ１杯加える。
ドアノブや手すりを拭いたり、調理器具などをつけ置く。
烏汚染がひどい箇所の消毒液
水１ℓに、原液を漂白剤容器キャップ１杯加える。
おう吐物やふん便が付いた床を拭いたり、汚れた
衣類をつけ置く。

◆問合せ先／町健康福祉課健康医療室緯86―2338

　１２月29日臥～１月３日牙は、町役場・町民総合セ
ンター「あ～す」・国民健康保険診療所・中津川診療
所・各地区公民館などの町の施設は、年末年始休業

となります。
◆出生・死亡・婚姻などの戸籍事務の受付について
　日直者が午前８時30分～午後５時の間に行います。
役場庁舎南側の玄関からお入りください。
　そのほかの時間帯は、消防署飯豊分署（緯72―2222）
で受け付けていますが、事前に電話で確認ください。



【お知らせ版】広報いいで　2012/12/272

国保税
煙納期限／１月31日牙
煙問合せ先
役場住民税務課納税
支援室 内線125・126１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。

暮 ら し の 相 談 １月
日時：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

　養蜂振興法が一部改正され、日本ミ
ツバチを含めミツバチを飼育する方
（花粉交配期間だけの飼育は除く）は、
毎年１月末までに飼育届を提出してい
ただくことになりました。
　該当される方には届出様式を送付し
ますので、問い合わせください。
◆問合せ先／置賜総合支庁農業振興課

緯0238―26―6053　

　町内の園児たちが一生懸命描いた交
通安全ぬり絵を一斉展示します。ぜひ
ご覧ください。
◆期間／平成25年１月22日㈫～31日㈭
◆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72―2111内線132

　年末年始は多数の医療機関が休診と
なります。緊急や重症の場合のみ公立
置賜総合病院の救命救急センターを、
風邪や軽症の場合は長井西置賜休日診
療所を受診してください。

◆診療日／12月30日㈰、31日㈪
　　　　　１月１日㈫、２日㈬、３日㈭
◆受付時間
８：30～11：30、13：00～16：30

◆問合せ先／長井西置賜休日診療所
緯84―5799　

　以下の無料クーポン券、受診券の有
効期限は平成25年１月31日までです。
該当者には５月にクーポン券などを送
付しています。期限までに検診を受け
ましょう。
◆子宮頸がん検診（無料クーポン券）
　平成23年度中に20・25・30・35・
40歳になられた方
◆乳がん検診（無料クーポン券）
平成23年度中に40・45・50・55・
60歳になられた方
◆肝炎ウイルス検診（無料受診券）
　平成24年度中に40・45・50・55・
60・65・70・75歳になる方

◆その他
　無料クーポン券および無料受診券を
紛失した場合は、問い合わせください

◆問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338

◆職種
焔役場・町民総合センターほか
一般事務助手勝若干名
交通安全専門指導員勝１名
運転手勝１名

焔町内小中学校
学校技術員勝４名
児童生徒自立支援員勝１名
学校支援員勝６名

焔学童クラブ
　学童クラブ保育助手勝５名
◆受付期間／１月４日㈮～１月25日㈮
※郵送可。ただし期限日まで必着
◆受付時間／８：30～17：00
※土曜日・日曜日・祝祭日
◆応募資格
焔性別・住所は問いませんが、行政事

務などが適切にできる方で、職員と
同様に秘密保持や公平公正な事務執
行を行えること
焔学校支援員は、児童生徒への学習活
動支援や補助業務及び学校図書館の
司書業務となるため、教員、保育士
免許所持者および図書館司書資格所
持者、ケースワーカーや各種相談業
務経験者を優遇します

◆決定方法／１月下旬に実施する面接
および書類選考の上、決定します

◆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、履歴書を同封の上、役場総務企

画課総務情報室へ提出してください
◆雇用の通知／町の臨時職員台帳に登
録し、原則平成25年４月から１年間
以内の雇用とします。なお、年度内に
おいて、緊急に必要とする臨時職員も
台帳記載者から雇用します。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／職種や前歴などにより決定
一般事務助手／日額5,800～6,000円
交通安全専門指導員／日額6,500円
学校技術員・運転手
日額7,000～7,500円
児童生徒自立支援員・学校支援員
日額6,000円
学童クラブ保育助手／日額6,000円
◇休日／原則、土曜日・日曜日・祝祭日
◇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

平成25年度飯豊町臨時職員募集
および雇用予定者登録のご案内

【長井市内】

長井西置賜休日診療所
（市保健センター内）

長井市役所

長井小学校

長井郵便局

自動車店

コンビニ

R287
バイパス

長井西置賜休日診療所
年末年始の診療について

がん検診などの無料クーポン券の
有効期限のお知らせ

ミツバチを飼育する方は
届出が必要です！

かもしかクラブ
新春交通安全ぬり絵展
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１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1375－2086髙 橋 工 務 店火１
75－2086髙 橋 工 務 店月1472－2191佐 藤 管 工 業水２
72－2191佐 藤 管 工 業土1972－2191佐 藤 管 工 業木３
72－2191佐 藤 管 工 業日2075－2086髙 橋 工 務 店金４
75－2086髙 橋 工 務 店土2675－2086髙 橋 工 務 店土５
75－2086髙 橋 工 務 店日2772－2191佐 藤 管 工 業日６

72－2191佐 藤 管 工 業土12

◆職種／保育士勝１名
◆応募資格／性別・住所は問いませんが、
保育士・幼稚園教諭の資格を有する方
で、職員と同様に秘密保持や公平公正
な事務執行を行えること
◆受付期間／随時
◆受付時間／８：30～17：00
※土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始を除く
◆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
◆申込方法／申込用紙に必要事項を記入
し、資格を証する書面（資格証の写し
など）を添えて役場総務企画課総務情
報室へ提出してください
◆決定方法
　書類および面接選考により決定します
◆雇用期間／平成25年１月30日～３月31日
◆勤務条件
◇賃金／日額7,000円
 ※通勤手当は別途支給
◇勤務時間／７：30～18：45の間で、早
番・遅番勤務あり
◇休日／原則、土曜日・日曜日・祝祭日
◇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

　飲食店などで調理業務に従事する調理
師は２年ごとに「調理師業務従事者届」
を就業地の都道府県知事に提出する必要
があります。
◆対象／学校、病院、事業所、社会福祉
施設、飲食店などで調理業務に従事し
ている調理師
◆届出方法／届出用紙は、保健所、県食
品安全衛生課、生活衛生同業組合など
に配置しますので、最寄りの保健所生
活衛生課に届け出てください。県の
ホームページからの申請も可能です。
◆届出期限／１月15日㈫
◆問合せ先／最寄りの保健所または県食
品安全衛生課緯023―630―2621

　事前に予約の上、お気軽に相談ください。
◆日時／１月16日㈬ ９：30～12：30
※30分刻みでの予約になります

◆場所／役場１階談話室
◆内容／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

◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆申込期間／１月４日㈮～11日㈮
◆申込・問合せ先／役場住民税務課住民
室緯72―2111内線120、123、127

◆日時／１月18日㈮ 13：00～15：00
◆場所／白椿地区公民館
◆費用／無料
◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆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、労働、民事介入暴力、刑
事、少年非行、ほか法律問題全般

※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

◆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　

　町内では、現在中津川地区で10軒の農
家民宿が営業しています。農家民宿での
体験は農家の暮らしを通し、自然や農業、
地域の食や人との関わり方を学ぶと共に、
人とのふれあいで心を癒す効果もあると
言われています。また、首都圏などの中
学生の教育旅行や台湾の旅行会社からも
注目されており、需要が増えています。
　農家民宿開業に興味のある方は下記ま
で問い合わせください。なお、２月頃に
研修会を予定しています。
◆問合せ先／役場産業振興課農業振興室
　　　　　緯72―2111内線262

　町では、次のすべての要件に該当する
方に、屋根の雪下ろしや住宅周りの除雪
のための除雪ヘルパーを派遣します。
◆対象要件
①生活保護世帯でないこと
②町県民税の非課税世帯であること
③冬期間も町内で生活する65歳以上の
高齢者のみの世帯、もしくは障がい者
のみの世帯であること（留守世帯は除
く）

④日常的に除雪を依頼できる子供や孫、
親類がいない世帯であること

◆助成額／除雪経費の半額
※上限額は25,000円まで

◆ヘルパー派遣回数／１世帯３回まで
※申し込みいただいても、即日ヘルパー
を派遣できない場合があります

◆申込・問合せ先／町健康福祉課福祉室
　　　　　　　　緯86―2233

　昨年開催し、大好評だった「冬の自然
観察会」・「いいで“Fun”Clubの集い」・
「ふるさといいで里帰りツアー」の３ツ
アーを今年も同時開催することになりま
した。古くから伝わる小正月行事の体験
など様々な体験を企画しています。事前
に申し込みの上、ご参加ください。
◆開催日／１月26日㈯ ～27日㈰
　１月26日㈯ 13：30（フォレストいいで集合）
◆場所／中津川地内
◆内容／冬の自然観察、つる細工制作、
ヤハハエロ、スノーモービル体験、餅
つき体験など

※詳細は下記まで問い合わせください
◆費用／全日程参加（１泊２日）10,000円

１日目のみ参加 5,000円
交流会のみ参加 4,000円

◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆申込期限／１月18日㈮
◆申込・問合せ先
ふるさといいで里帰りツアー予約セン
ター（白川温泉白川荘内）緯77―2124

添川児童センター
臨時職員募集

「調理師業務従事者届」の
お知らせ

１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

あなたも農家民宿を
開業してみませんか

除雪ヘルパーの派遣について

いいでの冬を満喫しよう！
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　特別な事情もなく国保税を滞納すると、未納期間に
応じて次のような措置がとられます。
虚納期を過ぎると督促状が送られてきます
　　延滞金などを徴収される場合があります。
許短期保険証が交付されます
　督促が行われたあとも納めないでいると、通常の
保険証の代わりに、有効期間の短い「短期被保険者
証」が交付されます。

距資格証明書が交付されます
　１年以上滞納すると保険証を返してもらい、「被保
険者資格証明書」が交付されます。この場合、医療
費はいったん全額自己負担となります。支払った医
療費は後日申請することで、本来の自己負担額を除
いて国保からの給付が受けられます。

鋸国保の給付が差し止めになります
　納期限から１年６カ月を過ぎると、国保の給付が
全部、もしくは一部差し止めになります。

漁差し押さえなどの厳しい処分を受ける場合があります

国民健康保険加入者の皆さんへ

国保税の納付はお済みでしょうか？

◆問合せ先／役場住民税務課 緯72―2111　　　　　 
　住民室（内線122・124）、納税支援室（内線125・126）

　「あ～す」では、次の団体へご参加いただける方を
募集しています。新年から音楽を通して一緒に活動
しましょう。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
イベントの企画推進

★いいでミキシングスタッフ
音響照明機材による舞台演出

★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
★コラール・ド・めざみ／女声合唱団
★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

　年末年始の「あ～す」休館日は以下のとおりにな
ります。ご理解とご協力をお願いします。
　図書を返却する場合は、正面玄関向かって右側奥
の「図書返却口」をご利用ください。
◆休館日／12月29日松～１月３日昭
※夜間のイルミネーション点灯は１月４日晶まで行
いますので、ぜひご覧ください
　点灯時間／17：00～21：50
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」 緯72―3111

　災害や失業など特別な事情により
国保税の納付が困難なときは、申請
により国保税の分割納付などができ
る場合があります。どうしても納付
が難しいときは、お早めに役場１階
の窓口へご相談ください。

便利な口座振替を利用しましょう！

　国保税の納付には口座振替が便利です。指定し
た口座から自動的に引き落とされるので、忙しい
方や不在がちな方におすすめです。お近くの金融
機関で手続きしてください。
◎必要なもの
納税通知書・預金通帳・印鑑（通帳届出印）

◇第６期　12月28日晶
◇第７期　１月31日昭
◇第８期　２月28日昭
◇第９期　４月１日捷

音楽にかかわる活動団体メンバー募集

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

年末年始の「あ～す」休館日について

国保税を納めないでいると…
どうしても納付が難しいときは相談を

平成24年度国保税納期限

おすすめ！
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　　　　    　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／１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／１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）
煙置賜総合支庁（米沢市）会場
焔日時／１月18日㈮ ９：00～12：00
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　　　　

エイズ・性器クラミジア・Ｂ型肝炎・
Ｃ型肝炎の検査と相談
焔日時／毎週月曜日 13：00～14：00
　　　　（予約不要）
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

住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら

 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／おおむね60歳から
（ただし、医師から運動を禁止されて
いない方）
焔参加料／施設使用料１回200円
焔持ち物／内履き、飲み物、タオル
焔開催日／毎週月・火・木・金曜日
※祝日・年末年始は休館となります

◆脳活性化教室
　ゲーム感覚（数字並べなど）で脳を
刺激し、楽しく認知症を予防しましょ
う。
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／１月10日から２月28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／１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／１月16日㈬ ９：00～
焔参加料／施設使用料200円
焔定員／６名
焔申込締切／１月９日㈬

◆対象者／おおむね60歳から
◆日時／１月16日㈬ ９：30～12：00
◆内容／筋トレマシーンを使った運動、
体の筋肉量や体内年齢などの測定
◆持ち物／内履き、飲み物、タオル
◆問合せ先／町地域包括支援センター
　　　　　　緯86―2233

◆対象／町内の各種団体・自主グループ・
学年部会など※個人の受講はできません
◆開催日／各団体の定例会や集会の日
などご希望の日時に行います
◆受講時間／90分程度
◆受講料／１人100円（テキスト代金）
◆申込・問合せ先
町地域包括支援センター緯86―2233

冬の交通手段に「ほほえみカー」が安全・便利！

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 教 室

なでしこハウスを
無料開放します

認知症サポーター
養成講座受講団体の募集

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

会福祉協議会が運営する
乗合タクシー方式による
低料金の送迎サービスで
す。高齢者などの交通弱
者をはじめ全町民の方が
利用でき、通院や買い物
の足として自宅から目的
地まで送迎してくれます。申し込み方法など詳細は下記ま
でお問い合わせください。
◆問合せ先／ほほえみカー予約センター　緯86―2220

役場住民税務課生活環境室
　　　　　緯72―2111内線131・132

　本格的な雪の季節になりました。屋根の雪おろしや除雪
機での作業、落雪など冬の生活には注意すべきことがいっ
ぱいです。雪道での交通安全もその一つ。自動車のスリッ
プ事故だけではなく、徒歩や自転車での事故も多く発生し
ています。
　ご存じのとおり、冬は積雪で道幅が大変狭くなります。
すべての歩道が除雪されるとも限りません。徒歩や自転車
は、自動車とのすれ違いが危ない上、圧雪または凍結した
路面は滑りやすく危険です。
　無理して徒歩や自転車に頼るのではなく、自動車を運転
なさらない方には、冬の交通手段として「ほほえみカー」
の利用を町ではお勧めしています。ほほえみカーは、町社



火1
めざみの里書初め大会 10：00～（めざみの里観光物産館）水2

木3
官公庁御用始め金4

土5
キララ☆親子スキー教室 ９：30～（手ノ子スキー場）
消防出初式 10：00～（あ～す）日6

町新春賀詞交歓会 15：00～（いいで旅館） 月7
趣味の会 ９：00～（東部地区公民館）
【飯豊町地域雇用創造推進協議会】就職相談窓口 10：00～（あ～す）
ちびボール教室 19：00～（東部地区公民館） 

火8

おはなし広場 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆エアロビクス教室 19：00～（西部地区公民館）
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）

水9

キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木10
だんごさげ 10：30～（こどもみらい館）
【飯豊町地域雇用創造推進協議会】交流とにぎわい再現セミナー
 13：00～（あ～す）

金11

キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
キララ☆親子ヒップホップ教室 14：00～（中部地区公民館）
中津川地区地域づくり座談会 14：00～（中津川地区公民館）

土12

キララ☆親子スキー教室 ９：30～（手ノ子スキー場）
南房総市七浦小と第一小交歓会 12：00～（飯豊少年自然の家ほか）
～15日
西部スキー教室開講式 13：00～（手ノ子スキー場）

日13

月14
火15
年金相談 ９：30～（役場）
あそびの広場 10：30～（こどもみらい館）水16

婦人学級新春初釜顔合わせ会 ９：30～（中部地区公民館）
キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木17

親子エクササイズ教室 10：30～（こどもみらい館）
無料法律相談・心配ごと相談・行政相談 13：00～（白椿地区公民館）金18

キララ☆親子ヒップホップ教室 14：00～（中部地区公民館）土19
キララ☆親子スキー教室 ９：30～（手ノ子スキー場）
高峰地区地域づくり座談会 13：30～（高峰多目的集会所）日20

月21
趣味の会 ９：00～（東部地区公民館）
【飯豊町地域雇用創造推進協議会】就職相談窓口 10：00～（あ～す）
ちびボール教室 19：00～（東部地区公民館） 

火22

親子エクササイズ教室 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆エアロビクス教室 19：00～（西部地区公民館）
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）

水23

キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木24
金25
キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
新春将棋大会 ８：30～（中部地区公民館）
いいで地域史学習会第１講座 13：30～（あ～す）
キララ☆親子ヒップホップ教室 14：00～（中部地区公民館）

土26

キララ☆親子スキー教室 ９：30～（手ノ子スキー場）
新春かるた取り大会 10：00～（白椿地区公民館）
手ノ子スキー場感謝デー 11：30～（手ノ子スキー場）
新春川柳大会 13：00～（白椿地区公民館）

日27

月28
キララ☆エアロビクス教室 19：00～（東部地区公民館）火29
かんがるー広場 13：00～（こどもみらい館）水30
キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木31

１月

　３歳児健診　
司日時／１月24日㈭（受付）午後１時～
司対象者／平成21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、こども用歯ブラシ、バ
スタオル、３歳児健康診査セット
　４カ月児・９カ月児健診　
司日時／１月25日㈮ （受付）午後１時～
司対象者／４カ月児 平成24年８月・９月生まれ

９カ月児 平成24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、バスタオル、そのほか
お子さんに必要なもの

司日時／１月17日昭（受付）午後１時～
司対象者／①平成22年８月・９月・10月・11月・12

月生まれ
②平成23年２月・３月・９月・12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／１月15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
※日程で都合の悪い方はご連絡ください

司日時／１月９日㈬ 午前８時50分～正午
司場所／長井市保健センター
司対象者／平成25年４月・５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

　１歳６カ月児健診　
司日時／２月７日㈭ （受付）午後１時～
司対象者／平成23年６月・７月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／２月21日㈭ （受付）午後１時～
司対象者／①平成21年11月・12月生まれ

②平成22年２月生まれ
③平成23年４月・５月・10月生まれ
④平成24年１月生まれ

電話番号担当歯科医院期日

0238－21－5533米沢 米沢ファミリー歯科矯正歯科１月１日㈫

83－3650長井 村上歯科クリニック１月２日㈬

0238－52－0117高畠 八木歯科医院１月３日㈭

0238－37－3311米沢 中川デンタルクリニック１月６日㈰

0238－57－3211高畠 桜井歯科医院糠の目診療所１月13日㈰

88－2218長井 赤間歯科医院１月14日㈪

0238－22－3030米沢 春日歯科医院１月20日㈰

0238－46－2322川西 加藤歯科医院１月27日㈰

6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。

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）

休日歯科診療担当医院

２月の乳幼児健診日程


