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子ども予防接種週間のお知らせ

◆予防接種の種類と対象
焔ＢＣＧ…対象／生後３カ月～６カ月未満　　焔二種混合…対象／小学６年生
焔４種混合（不活化ポリオ・三種混合）…対象／生後３カ月～７歳半
焔ＭＲ（麻しん・風しん）…対象／生後１歳～２歳未満、幼児施設の年長さん、中学１年生、高校３年生　
焔日本脳炎…対象／平成13・14・15・16・19・20・21年度生まれの方で１期初回未接種の方
焔ヒブ・小児肺炎球菌…対象／生後２カ月～５歳未満　　焔子宮頸がん…対象／中学１年生～高校１年生

問合せ先／町健康福祉課健康医療室 緯86―2338

３月１日畳～７日状

感染症から子どもを守ろう！ 予防できる病気は積極的に予防しましょう！
　予防接種は、病気にかからないようにするまたは重症化するのを防ぐためのものです。接種忘れがないか
母子手帳を確認しましょう。接種の際は医療機関へ事前予約をしてください。また、下記以外の医療機関で
も接種できますのでお問い合わせください。

【活動報告会を開催します！】
　にぎわい再現プロジェクト委員会では、平成23年
度から第２期メンバー27名で、「いいで未来号」、「若
者団体の集い」、「いいでＤＥいいで愛」、「スマイル
写真展」など様々な活動を行ってきました。
　これまでの活動を町民の皆さんにお知らせしたく、
下記のとおり活動報告会を開催しますので、ぜひご
参加ください。
◆日時／３月16日㈯
　　　　15：00～17：00
◆場所／東部地区公民館
◆参加費／無料
◆申込／不要

【第３期メンバー募集！】
　にぎわい再現プロジェクト委員会では、第３期メ
ンバーを募集します。
◆活動内容／にぎわいあるまちづくりへの思いを語
り合い、にぎわいの実現に向けて取り組みます

◆募集対象／19歳から49歳までの意欲のある方で、
町内外を問いません

◆留意点／任期は２年で、無償ボランティアです
◆応募方法／応募用紙に記入し提出してください
※応募用紙は、役場産業振興課プロジェクト推進室
にて配布のほか、町のホームページからも取り寄
せることができます

◆応募締切／平成25年３月22日㈮

にぎわい再現プロジェクト委員会からのお知らせ

申込・問合せ先／役場産業振興課プロジェクト推進室 緯72―2111内線252

７日昭６日昌５日昇４日捷２日松３月１日晶
医療機関名所在地

午後午前午後午前午後午前午後午前午前午後午前

×●●●●●●さゆり内科歯科クリニック 志86―3056
町　内

●
16：00～

×××●
16：00～

×××町国保診療所 志72―2300

●●●●●●吉川記念病院 志87―8000

長井市

●●●●●●伊藤内科クリニック 志88―5566
●×●●●●●さとう小児科医院 志88―2662
●●●●●●仁陽堂外田医院 志84―2004
●●●●●●なかさとこどもクリニック 志84―8778
●●●●●●梅津医院 志88―2078

◆近隣の協力医療機関
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国保税
煙納期限／４月１日俄
煙問合せ先
役場住民税務課納税
支援室 内線125・126３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。

【飯豊町へ】
◎ＪＡ山形おきたま・全国共済農業協
同組合連合会山形県本部
カーブミラー（５基）
◎山口弘二さん（埼玉県）
いいでめざみの里応援寄付金（４万円）
◎渡部志郎さん（埼玉県）
いいでめざみの里応援寄付金（３万円）

【町民総合センターへ】
◎松山叙オリーブソーイング
ハンカチセット（55セット）、巾着（290個）

◎長谷川清さん／生け花（一式）
◎新野孝輔さん／図書（３冊）
◎我妻榮記念館／図書（２冊）
◎佐藤恵巳さん
　図書（11冊）、ＤＶＤ（２枚）
◎清野孝さん／図書（１冊）
【介護老人保健施設「美の里」へ】
◎山岸美枝子さん／寄付金（１万円）
◎横山シゲノさん／雑巾
◎飯豊町婦人会／雑巾

【中部地区公民館へ】
◎舟山栄一さん
　卓球台・ネット（一式）
◎宇津木達男さん／だんごの木
◎長谷川清さん／生け花（一式）
◎婦人学級／雑巾（50枚）

【白椿地区公民館へ】
◎下椿いきいきサロン／門松（一式）
◎伊藤昭一さん
門松（一式）、しめ飾り（６個）

【西部地区公民館へ】
◎五十嵐光子さん／お盆（３個）

【第一小学校へ】
◎飯豊町中部婦人会／雑巾（50枚）
◎南房総市七浦小学校PTA
生花（200本）

【第二小学校へ】
◎梅津松男さん／だんごの木（１本）
◎陣崎草子さん（東京都）／図書（２冊）
◎小松俊行さん／和紙ちぎり絵（一式）
◎椿第一いきいきサロン／雑巾（50枚）

【手ノ子小学校へ】
◎松山叙オリーブソーイング
巾着（59個）

【手ノ子幼稚園へ】
◎元木ヒデ子さん／みかん（１箱）
◎舩山朝子さん／袋菓子（33個）
◎五十嵐あいさん
りんご、袋菓子（33個）
◎小関惠子さん／りんご、袋菓子（33個）
◎寒河江満さん／だんごの木（１本）

【つばき保育園へ】
◎白椿リサイクル会／雑巾（100枚）
◎鈴木講一さん／雑巾（100枚）
◎梅津松男さん／だんごの木（１本）

【さゆり保育園へ】
◎若宮八幡神社祭典立て元沖・中西部
落祭典長／寄付金（５万円）

【こどもみらい館へ】
◎伊藤昭一さん
門松（一式）、しめ飾り（１個）
◎小松伸子さん（長井市）
電子ピアノ（１台）

【羽前椿駅へ】
◎長谷川清さん／生け花（一式）

　平成24年11月から平成25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】
◎障がい者宅雪下ろし／那須建設㈱

【町民総合センターへ】
◎施設内清掃／県立置賜農業高等学校
飯豊分校生徒・先生
◎施設除雪作業
　あ～すイベント企画・推進スタッフ

【東部地区公民館へ】
◎花壇球根植え付け／東部地区高砂会

【西部地区公民館へ】
◎屋根雪下ろし／豊川建設叙

【手ノ子小学校へ】
◎本読み聞かせ／手塚娃子さん
【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
【手ノ子幼稚園学童クラブへ】

◎園児との交流／髙世姫花さん　

◆貸与対象者
①借受人世帯の住所が町内にある方
②高校・短大・大学またはこれらに準
　ずる学校に在学する（入学見込みを
　含む）優秀な生徒・学生で経済的な
理由により修学が困難な方

◆貸与限度額
①高校またはこれに準ずる学校の在学
生／月額20,000円
②短大またはこれに準ずる学校の在学
生／月額25,000円
③大学に在学する学生／月額30,000円
◆予約申込
　入学前でも奨学金の貸与を申し込み
できます。入学後４月19日㈮までに在
学証明書を提出ください
◆申込方法／申込用紙などは３月４日
㈪から下記にて交付します

◆申込受付／３月11日㈪～４月19日㈮
◆申込・問合せ先
役場教育文化課学校教育振興室
緯72－2111内線166

　「飯豊町ふるさと定住いいですね条
例」は、平成22年４月１日から平成25
年３月31日までの期間に住宅を新築ま
たは中古住宅を購入された方、結婚・
出産された方が奨励の対象となります。
　申請期限は３月31日までです。申請
がお済みでない方は期限内に手続きを
してください。申請方法などの詳細は
下記へお問い合わせください。
◆問合せ先
役場総務企画課総合政策室
緯72－2111内線226・227・228

　平成24年11月から平成25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。

町の奨学金貸与について

心遣いに感謝します。

窓善 意 の

ありがとうございました。

ボ ラ ン テ ィ ア

飯豊町ふるさと定住いいですね条例
申請期限は３月31日です

暮 ら し の 相 談 ３月
日時：１日㈮・15日㈮・29日㈮
　　　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：15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
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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 店水2072－2191佐 藤 管 工 業土２
72－2191佐 藤 管 工 業土2375－2086髙 橋 工 務 店日３
72－2191佐 藤 管 工 業日2475－2086髙 橋 工 務 店土９
75－2086髙 橋 工 務 店土3072－2191佐 藤 管 工 業日10
75－2086髙 橋 工 務 店日3172－2191佐 藤 管 工 業土16

75－2086髙 橋 工 務 店日17

　事前に予約の上、お気軽に相談くだ
さい。
◆日時／３月13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／３月１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

　県知事選挙で使用したポスター掲示
板（ベニヤ板および杭）を無償で差し
上げます。ご希望の方は下記まで連絡
ください。無くなり次第終了となりま
すのでご了承ください。
※ベニヤ板については、１人につき５
枚までとさせていただきます

◆申込・問合せ先／町選挙管理委員会
（役場総務企画課総務情報室内）
緯72－2111内線224

　絵画、工芸、写真、イラストなど、
幅広い分野の若手アーティストたちに
よる素敵な春の展覧会です。
◆日時／３月２日㈯～３月17日㈰
　　　９：00～19：00

◆会場／白鷹町文化交流センター
　　　　あゆーむ
◆内容／置賜地区で活動する若手アー
ティストによる展示、作家による作品
の販売、ワークショップ、交流会など

※詳細につきましては下記まで問い合
わせください

◆入場料／無料
◆申込・問合せ先／置賜文化フォーラ
ム事務局（置賜総合支庁地域振興課
内）緯0238－26－6018

３月の年金相談
（年金事務所出張相談）

　町営住宅（財津堂団地・手ノ子団地）
の入居者を募集します。入居には、町
税・保険料などの公的な料金に未納が
ないことや所得額などの条件がありま
すので、お申し込みの際、ご確認くだ
さい。
【財津堂団地】
◆募集戸数／１戸
◆所在地／椿1880－2
◆間取り／６畳和室２部屋＋4.5畳和
室＋６畳洋室＋ＤＫ

◆家賃／18,000円～27,000円
【手ノ子団地】
◆募集戸数／１戸
◆所在地／手ノ子1509－9
◆間取り／６畳和室２部屋＋ＬＤＫ
◆家賃／19,000円～29,000円
◆募集期間／３月４日㈪～15日㈮

（土・日曜日は除く）
◆入居可能時期／４月下旬
◆その他／申込資格、敷金などの詳細
については、町のホームページをご
覧いただくか、下記までお問い合わ
せください

◆申込・問合せ先／役場地域整備課建
設室緯72－2111内線157

　チェーンソーを効率よく安全に使用
するための講習会を実施します。
◆日時／３月18日㈪ 13：30～
◆場所／置賜総合支庁西庁舎（長井市）
◆内容／チェーンソーの安全や目立て
方法、メンテナンスについての講習

◆参加費／無料
◆持ち物／各自所有しているチェーン
ソー、丸やすり、平やすり、工具、
軍手など

◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆申込期限／３月８日㈮
◆申込・問合せ先
置賜総合支庁森林整備課
緯0238－26－6063

町営住宅入居者募集

選挙ポスター掲示板を
差し上げます

　町観光協会で運営する飯豊町商店街
のこれまでの実績や軌跡を町民の皆さ
んにお伝えする報告会を開催します。
　飯豊町商店街に参加していない方で
も、 インターネット通販に興味のある
方やインターネットを使った集客に興
味のある方はぜひご参加ください。
◆日時／３月14日㈭ 18：30～19：30
◆場所／町民総合センター「あ～す」
◆参加費／無料
◆申込／不要
◆問合せ先
町観光協会緯86－2411

　企業と求職者の個別面談形式による
「合同就職面談会」を開催します。
◆日時／３月７日㈭ 13：30～16：00
◆場所／町民総合センター「あ～す」
◆参加企業
本社または就業場所が長井公共職業
安定所管内の企業30社程度
◆参加費／無料
◆申込／不要
◆履歴書／不要
◆対象者／求職者、転職者
◆問合せ先
　町地域雇用創造推進協議会
緯87－0972

　当協議会は、町内に雇用を創出する
ため平成24年度から活動しています。
今年度の活動内容を、町民の皆さんへ
お伝えする報告会を開催します。
　興味のある方はぜひご参加ください。
◆日時／３月16日㈯ 13：30～
◆場所／町民総合センター「あ～す」
◆参加費／無料
◆申込／不要
◆問合せ先
　町地域雇用創造推進協議会
緯87－0972

「飯豊町商店街」実績報告会

合同就職面談会のお知らせ

町地域雇用創造推進協議会
事業報告会

若手アーティスト展覧会の
お知らせ チェーンソー目立て講習会
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　学生の方で保険料を納めるこ
とが困難なときは、本人が申請
し、日本年金機構の承認を受け
ると、承認された期間は保険料
を納めることが猶予されます。
◆対象となる学生
大学（大学院）、短大、高等学
校、高等専門学校、専修学校、
一部の各種学校に在学する20歳以上の学生で、学生
本人の前年所得が基準以下の方
◆申請に必要なもの
在学証明書または学生証の写し、年金手帳、認め印
◆学生納付特例の承認期間
平成25年４月（または20歳誕生月）から平成26年３
月までです
※申請は、毎年必要です

◆平成24年度に学生納付特例の承認を受けた方は…
　平成24年度に学生納付特例の承認を受けた方で、平
成25年４月以降も引き続き同じ学校に在学予定と申請
していただいた方には、原則はがき形式の学生納付特
例申請書（平成25年度分）をお送りします。必要事項
を記入しこのはがき形式の申請書で申請される場合は、
在学証明書や学生証の写しの添付は不要です。
◆申請・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72―2111内線120・123・127

◆日時／３月20日（水・祝）
　　　　開場13：30　開演14：00
◆会場／町民総合センター「あ～す」　多目的ホール
◆入場料／無料（ただし、入場整理券が必要）
※入場整理券は、「あ～す」または最寄りの団員からお
求めください

◆演奏曲目／となりのトトロ、夢の世界を、えほんの
とびら、ミスターモーニング　ほか

◆賛助出演／コラール・ド・めざみ
　　　　　　長井高等学校音楽部　
◆その他
　団員の日頃の練習
の成果を発表する
ステージですので、
小さな子どもをお
連れの場合は配慮
ください。

◆問合せ先
町民総合センター「あ～す」 緯72―3111

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

焔学生納付特例の承認期間は、障害基礎年金や
遺族基礎年金の受給資格期間に含まれますの
で、万が一のときも安心です

焔老齢基礎年金の受給資格期間に参入されます
が、年金額の計算に入りません

焔学生納付特例承認期間は、10年以内であれば
納付が可能です(追納)

※追納する保険料の額については、承認された
期間の翌年度から起算して３年度目以降は、
当時の保険料に加算がつきます

学生納付特例の承認期間はどう扱われるの？

学生の皆さんへ

学生納付特例の申請をお忘れなく！

　おととし５月に設立した町少年少女合唱団ミルキー
ウェイが初めてのコンサートを開催します。
　団員はおよそ２年間の練習の成果を発揮できるよう、
一丸となって練習に励んでいます。プログラムでは、
合唱に加えて、オリジナルのボディーパーカッション
や村田さち子先生の作詩曲を多彩な演出で表現するス
テージなども予定しています。
　子どもたちの精一杯の演奏に、温かな声援をよろし
くお願いします。

町少年少女合唱団ミルキーウェ町少年少女合唱団ミルキーウェイイ
第１回コンサートのお知ら第１回コンサートのお知らせせ
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 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
※祝日は休館となります

　冬期間で運動不足になっていません
か。自分のペースで運動ができますの
で、お気軽にご利用ください。
焔対象者／おおむね60歳から
焔日時／３月６日㈬ ９：30～12：00
焔内容／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
焔持ち物／内履き、飲み物、タオル

　健康づくりや介護予防に関する話、
軽体操など、みなさんのご要望にお応
えして健康づくりについての出前講座
を行ないます。ぜひご利用ください。
◆なでしこハウス無料開放・健康づく
り出前講座に関する申込・問合せ先
町健康福祉課緯86－2233

焔対象／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
焔開催日
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
焔受講時間／90分程度
焔受講料／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　

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

健康づくり出前講座の
お知らせ

 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／３月14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／３月13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

 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

置 賜 保 健 所置 賜 保 健 所 のの

健 康 相 談

 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／３月８日㈮ ９：00～12：00
焔相談担当者／臨床心理士
隠女性の健康相談（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

認知症サポーター
養成講座受講団体の募集

　悪質商法の被害にあっても、高齢者本人にだ
まされた自覚がないケースもあります。このよ
うな場合では周囲の見守りが大切です。最近様
子がおかしい、見慣れない業者がよく出入りし
ている、見覚えのない商品がある…など、変化に気づいた
場合は声をかけてみましょう。
　被害に遭ってからでは、取り返しのつかないことになり
かねません。怪しい訪問販売を見たり、聞いたりしたらす
ぐ下記へ連絡をお願いします。
◆連絡先／役場住民税務課消費生活相談窓口

緯72-2111内線132・133
置賜消費生活センター緯0238―24―0999

　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。あの手この手で
詐欺を企てます。
◆山形県消費生活センターに寄せられた被害状況
　業者から「注文のあった健康食品を代金引換で送りま
す。」と突然の電話があった。「注文した覚えがない」と伝
えると、「確かに注文しています。代金は２万円です。支払
わないと訴えます。」と脅かされ、翌日業者が言ったとおり
商品が届いてしまった。
　本町でも、同じような電話を受けたという情報が寄せら
れています。「注文はしていない」とはっきり断ったので被
害に遭わずに済みました。

住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら「送り付け」商法にご注意を！

※すべての相談・検査は匿名やプラ
イバシーを厳守します



確定申告相談 【農業青色申告者】9：00～（あ～す）～２日
ひなまつり 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1

土2
農産物加工講座 9：30～（あ～す）
紙ヒコーキ教室 【午前の部】10：00～・【午後の部】13：30～
（東部地区公民館）

日3

月4
趣味の会 9：00～（東部地区公民館）
確定申告相談 9：00～（あ～す）～【６日・７日・８日・９日・12日・
13日・14日・15日】
ちびボール教室 19：00～（東部地区公民館）

火5

いきいき教室閉級式・消費者問題出前講座 9：30～（白椿地区公民館）
おはなし広場 10：30～（こどもみらい館）水6

キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）
【飯豊町地域雇用創造推進協議会】合同就職面談会 13：30～（あ～す）木7

金8
キララ☆書道教室 8：30～（中部地区公民館）
いちごクラブ閉級式・送別会 19：00～（さかい食堂）土9

【飯豊町地域雇用創造推進協議会】グルメ「商品開発ワークショップ」 
14：00～（中部地区公民館）日10

【飯豊町地域雇用創造推進協議会】地域資源を活かした起業化セミナー
15：00～（社会福祉協議会）月11

【飯豊町地域雇用創造推進協議会】就職相談窓口 10：00～（あ～す）
秋桜倶楽部閉級式 19：00～（白椿地区公民館）火12

年金相談 9：30～（役場）
あそびの広場・避難訓練 10：30～（こどもみらい館）
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）

水13

ふるさと学園閉校式 10：00～（西部地区公民館）
キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）
飯豊町商店街実績報告会 18：30～（あ～す）

木14

大きくなったね会 10：30～・ブックスタート 検診後～（こどもみらい館）
心配ごと相談・行政相談 13：00～（白椿地区公民館）金15

５万人達成感謝の集い 10：30～（こどもみらい館）
飯豊町地域雇用創造推進協議会事業報告会 13：30～（あ～す）
にぎわい再現プロジェクト委員会活動報告会 14：00～
（東部地区公民館）
飯豊中学校・中津川小中学校 卒業式

土16

日17
第一小学校・第二小学校・手ノ子小学校・添川小学校 卒業式月18
【飯豊町地域雇用創造推進協議会】販売拡大ワークショップ（地域
生産物の加工品） 14：00～（あ～す）
ちびボール教室 19：00～（東部地区公民館）

火19

水20
かんがるー広場 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木21

栄養士さんの指導 10：30～（こどもみらい館）金22
キララ☆書道教室 8：30～（中部地区公民館）
中津川小・中学校閉校記念式典・児童生徒発表会 9：30～
（中津川小中学校）

土23

日24
月25
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）火26

婦人学級閉級式・映写会 13：30～（白椿地区公民館）
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）
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

水27

婦人学級閉級式 9：30～（中部地区公民館）
しろあと教室閉級式 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28

心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）金29
土30
日31

３月
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　３歳児健診　
司日時／３月７日㈭（受付）午後１時～
司対象者／平成21年７月・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、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／３月15日㈮ （受付）午後１時～
司対象者／４カ月児 平成24年10月・11月生まれ

９カ月児 平成24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

司日時／３月21日㈭（受付）午後１時～
司対象者
　①平成21年10月生まれ
　②平成22年１月・３月・５月・６月・７月生まれ
　③平成23年１月・11月生まれ
　④平成24年２月・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、こども用歯ブラシ、健
診料金500円

司期日／３月11日㈪・25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／３月６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６月・７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／４月25日㈭ （受付）午後１時～
司対象者／平成23年８月・９月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／４月18日㈭ （受付）午後１時～
司対象者
　①平成22年４月・８月・９月・11月・12月生まれ
　②平成23年２月・３月・12月生まれ
　③平成24年４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（２回目）

４月の乳幼児健診日程

電話番号担当歯科医院期日
0238－50－0418南陽　いとう歯科クリニック３月３日㈰

0238－26－1182米沢　レインボー歯科医院３月10日㈰

0238－22－4182米沢　プリリー歯科クリニック３月17日㈰

85－2422白鷹　佐藤歯科医院３月20日㈬

0238－26－0118米沢　つばさデンタルクリニック３月24日㈰

0238－43－2403南陽　佐藤歯科医院３月31日㈰

休日歯科診療担当医院


