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◆問合せ先／役場教育文化課子育て支援室 緯72―2111内線163・167

　
◎母子・寡婦福祉資金の貸付 ♥
　お子さんの進学やお母さんの自立のための資金を無利
子または低利（1.5％）でお貸しします（修学資金、就学
支度資金、技能習得資金、修業資金、就職支度金など）
◎自立支援教育訓練給付金 ♠♥
　指定を受けた教育訓練講座を受講し修了した方に、受
講費用の20%（上限10万円）を助成します
◎高等技能訓練促進費の支給 ♠♥
　看護師など、就職の際に有利となる資格取得のために
専門学校などの養成機関で２年以上修業する場合に、生
活費を支援するため定額を支給します。児童扶養手当受
給水準の所得の方が対象です
　　　　　♠：父子家庭が対象　　♥：母子家庭が対象

母子家庭、父子家庭の方への制度

　父または母と生計を同じくしていない18歳以下の
児童（障がいがある児童は20歳未満）を扶養してい
る母または父、もしくは父母にかわってその児童を
養育している方に支給されます。
◆支給期間
　支給対象児童が18歳になった日以降の最初の３月
31日まで（障がいがある児童は、20歳到達まで）

◆支給額

◆支給制限／次に該当する場合は、手当の一部また
は全部が支給されません
・本人または扶養義務者の所得が一定額以上の場合
・公的年金を受けられる場合
・特別な理由がないのに働いておらず、求職活動も
行っていない場合
◆支給時期／認定請求した日の属する月の翌月分か
ら支給され、原則年３回（４月・８月・12月）、指
定金融口座へ振り込まれます

　
　精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を
扶養している父または母、もしくは父母にかわって
その児童を養育している方に支給されます。
◆支給期間／精神または身体に重度または中度の障
がいのある児童が、20歳になるまで（障害の程度
は、提出いただく診断書を基に、県が審査します）
◆支給額／障がいの程度に応じて、下記のとおり支
給額が決定されます
１級…50,400円　２級…33,570円

◆支給制限／所得が制限限度額を超える場合、支給
が全部停止になります

児童扶養手当

一部支給される方全部支給される方児童数
所得などに応じて
月額41,420円

～9,780円
月額41,430円１人目

5,000円加算２人目
１人につき3,000円加算３人目以降

特別児童扶養手当

◆支給時期／認定請求した日の属する月の翌月分か
ら支給され、原則年３回（４月・８月・11月）、指
定金融口座へ振り込まれます   

　児童扶養手当現況届と特別児童扶養手当所得状況
届は、生活状況や前年の所得状況などについて確認
し、 ８月分以降の手当が支給対象になるかどうかの
審査を受けるために提出するものです。なお、受給
資格がなくなったときはすぐに届け出てください。
届け出をしないで手当を受け取っていた場合、受給
していた手当額を返還していただくことになります。
【児童扶養手当現況届】
　◇提出期間／８月１日～31日（土日を除く）
【特別児童扶養手当所得状況届】
　◇提出期間／８月11日～９月10日（土日を除く）
焔受付時間／８時30分～17時15分
※延長窓口を毎週月曜日と金曜日に行っています。
当日の13：00までに電話予約いただくと、18：30ま
で受付が可能です

児童扶養手当現況届・特別児童扶養手当所得状況届の
提出をお忘れなく!

児童扶養手当・特別児童扶養手当のお知らせ

ＩＩＤＥ ＰＵＢＬＩＣ ＲＥＬＡＴＩＯＮＳ
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　山形県からオリッピックや国際大会
で活躍するアスリートの輩出を目指す
『YAMAGATAドリームキッズ』の第
５期生を募集します。
　優れた能力を備え持つ子どもたちを
発掘し、日本オリンピック委員会や日
本スポーツ振興センターなどと連携し、
トップアスリートの育成を目指します。
◆対象者／県内在住の小学３、４年生
◆申込方法／学校から配布された申込
書を下記まで郵送してください
◆申込期間／８月１日㈭～９月17日㈫
◆申込・問合せ先／山形県スポーツタ
レント発掘事業実行委員会事務局

　〒990―2412 山形市松山二丁目11―30
緯023―615―6415

　空き工場となっている旧株式会社
LDF山形工場の現地見学会を下記の
とおり実施します。空き工場の利用な
どをお考えの方のご参加をお待ちして
おります。
◆日時／８月５日㈪ 10：00～（90分程度）
◆見学場所
　旧株式会社LDF山形工場（萩生1725）
※集合場所は南側玄関前
◆対象企業など／空き工場を活用し、
事業所移転、事業拡大、起業などを
検討している企業および団体
※申込者数によっては人数を制限させ
ていただく場合があります
◆申込方法／下記に電話またはＦＡＸ、
電子メールでお申し込みください
◆申込締切／８月２日㈮ 12：00
◆申込・問合せ先
　役場商工観光課産業連携室
　☎72―2111内線267、胃72―3827、
　死 i-sangyo@town.iide.yamagata.jp

　７月から町の農業に関する情報を電
子メールでお知らせしています。メー
ル配信会員を募集しています。
◆お送りする情報
焔農業に関するお知らせや研修会など
の情報
焔気象情報やその気象に対する農作物
の技術対策の情報など

◆会員登録の注意点
焔携帯電話やスマートフォンの設定に
よってはドメイン指定の解除が必要
です
焔メール受信にかかる通信料・パケッ
ト通信費は登録者の負担となります。
登録は無料です

◆その他
焔取得したメールアドレスは、本メー
ル配信以外に使用しません

◆登録方法
nougyou_mail@iideml.jp に空メー
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

◆問合せ先
役場農林振興課農業振興室
緯72―2111内線260

　もの忘れに関するさまざまな相談に
地域包括支援センターと佐藤病院認知
症疾患医療センターの専門スタッフが
おこたえします。予約は不要です。
◆日時／８月20日㈫　
◆受付／９：00～11：00
◆場所／健康福祉センター
◆問合わせ／健康福祉課地域包括支援
センター☎86―2233

◆開催日／８月18日㈰
◆開演／14：00（開場13：15）
◆場所／山形テルサ（ＪＲ山形駅西口）
◆料金／無料
◆出演／山形交響楽団（指揮：飯森 範  親 

のり ちか

氏、クラリネット：川上 一  道 氏）
いち どう

◆プログラム
焔序曲「真夏の夜の夢」ホ長調作品21
焔クラリネット協奏曲イ長調Ｋ.622 他
◆申込方法／往復はがきによる申し込
み。はがき１枚につき１名まで

◇宛先／〒990―0042 山形市七日町３―
１―23　山形交響楽団コンサート係
◇往信用／申込者の住所・氏名・電話
番号を記入※託児希望の場合は「託
児所希望」と記載

◇返信用／あて先に申込者の住所・氏
名を記入※裏面は記入しない
◇締切／８月５日㈪申込多数の際は抽選
◆問合せ先／山響チケットサービス

緯023―625―2204

　山形県では、スマートフォンやタブ
レットなどの高機能携帯端末のアプリ
を対象としたコンテストを開催します。
◆募集テーマ
焔観光／山形県を観光面で県外にＰＲ
する時などに使えるアプリ
焔高齢者／高齢者福祉向上アプリ
焔子育て／子育て応援アプリ
焔その他／公共性があり県民生活の利
便性向上アプリ

◆募集期限／９月11日㈬
◆参加資格／Androidアプリを開発で
きる企業・団体・個人

◆応募サイト／http://mcs21.biz
◆問合せ先／山形県企画振興部情報企
画課緯023―630―2094

住民税・国保税
煙納期限／９月２日俄
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
内線125・130８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。

山形県企業局主催
山形交響楽団コンサート

飯豊町農業情報
メール配信会員募集

山形県スポーツタレント
発掘事業

空き工場現地見学会

暮 ら し の 相 談 ８月
日時：２日㈮・16日㈮・30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：２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72－2111）

人 権 相 談

日時：16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72－2111）

行 政 相 談

山形県公共アプリコンテスト

もの忘れ相談会
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◆受付期間／８月19日㈪～23日㈮
10：00～17：00

◆申込資格／入居世帯の収入が公営住
宅法で規定する基準以下で、県営住宅
に同居する親族を有する住宅困窮者

◆募集住宅

◆その他
焔高齢者世帯、心身障がい者世帯、母
子世帯、多子世帯などに対して入居
決定に当たり優遇措置があります
焔敷金は家賃の３カ月分です
焔入居は10月上旬です
◆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
◆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　

◆日時／９月17日㈫～10月中旬までの
８日間

◆場所／17日は、シルバー人材センター
（長井市）

※17日以降は、後日、日時を含めて受講
者に通知します

◆内容／庭木剪定の実技、刈り払い機
の座学・実技、雪囲いの実技など

◆対象／55歳以上の方で、ハローワー
クに求職登録をされている方

◆受講料／無料
◆申込・問合せ先／（公社）長井・西置賜地
域シルバー人材センター緯84-4535

◆職種・募集人員
①看護師…35名、②助産師…若干名、
③行政職（上級）…若干名、④行政職（医
療・福祉系）…若干名、⑤診療放射線技
師…若干名、⑥臨床検査技師…若干名

◆採用予定／平成26年４月１日
◆受験資格
◇①②昭和44年４月２日以降に生まれ
た方で、それぞれの職種の免許を有す
る方。または平成26年６月30日まで
に免許を取得する見込みの方
◇③次のいずれかの方
焔昭和59年４月２日から平成４年４月
１日までに生まれた方。
焔平成４年４月２日以降に生まれ、大
学（短大を除く）を卒業した方。また
は平成26年３月31日までに卒業見込
みの方
◇④昭和54年４月２日以降に生まれた
方で、次のいずれかの資格を有し当該
実務経験が３年以上の方
焔資格要件／社会福祉士、精神保健福
祉士、診療情報管理士
◇⑤⑥昭和54年４月２日以降に生まれ
た方で、それぞれの職種の免許を有す
る方。または平成26年６月30日まで
に免許を取得する見込みの方
◆試験日／①②９月22日㈰・23日㈷
　　　　　③～⑥９月22日㈰
◆試験会場／山形県立南陽高等学校
※９月23日は公立置賜総合病院
◆応募締切／８月９日㈮必着
◆試験案内の配布／置賜広域病院組合
事務局と役場総務企画課で配布。置
賜広域病院組合のホームページから
ダウンロードできます
◆申込・問合せ先
置賜広域病院組合事務局総務企画課
職員担当緯0238―46―5000

８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 業金1675－2086髙 橋 工 務 店土３
75－2086髙 橋 工 務 店土1775－2086髙 橋 工 務 店日４
75－2086髙 橋 工 務 店日1872－2191佐 藤 管 工 業土10
72－2191佐 藤 管 工 業土2472－2191佐 藤 管 工 業日11
72－2191佐 藤 管 工 業日2575－2086髙 橋 工 務 店火13
75－2086髙 橋 工 務 店土3175－2086髙 橋 工 務 店水14

72－2191佐 藤 管 工 業木15

置賜広域病院組合
職員採用試験のご案内県営住宅入居募集

緑地管理の技能講習会
参加者募集！

家　賃募集
戸数間取り住宅名

13,300円　
  ～26,100円１６+６

+4.5+DK
小国アパート
１号（小国町）

24,000円　
  ～47,100円１８+６

+６+DK
あらとアパート
１号（白鷹町）

14,900円　
  ～29,300円１６+６

+4.5+DK
飯豊アパート
萩生3893－3

　税務署からのお知らせです。現在は、
事業・不動産・山林所得が300万円を
超える方が記帳と帳簿書類保存の対象
ですが、平成26年１月からそれらの所
得のあるすべての方が対象になります。
所得税申告の必要が無い方も含みます。
◆記帳する内容
焔売上げなどの収入に関する金額や取
引の年月日、売上先など
焔仕入れやその他の必要経費に関する
金額や取引の年月日、仕入先など

◆保存期間
◇７年保存
　収入金額や必要経費を記載した帳簿
◇５年保存
・業務に関して作成した上記以外の
帳簿　・決算に関して作成した棚卸
表そのほかの書類　・業務に関して
作成し、または受領した請求書、納
品書、送り状、領収書などの書類

◆詳細情報／国税庁ホームページをご
覧ください（http://www.nta.go.jp）
◆問合せ先／長井税務署緯84―1810

◆受験資格
　昭和53年４月２日から平成８年４月
１日までに生まれた方で、大学（短
大を除く）を卒業していない方

◆申込期間／８月２日㈮～９月２日㈪
◆第１次試験日／９月22日㈰
◆問合せ先／長井警察署緯84―0110

記帳・帳簿などの
保存制度対象者拡大

山形県警察官募集

林道「飯豊檜枝岐線・
一の木線」通行止め

　今月17～18日の豪雨で、林道
「飯豊檜枝岐線・一の木線」に土砂
崩れや道路損壊が発生しました。
当分の間通行止めになります。
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ナイト・キャンドル・ミュージック 2013

　８月１日から「後期高齢者医療被保険者証」
が更新になります。
　今月下旬に、75歳以上の方などに新しい後
期高齢者医療被保険者証（水色）を緑色の封
筒に入れて送付します。台紙からはがして８
月１日からお使いください。
　現在お使いの被保険者証は８月１日以降は
使用できませんので、各自で破棄をお願いし
ます。

　８月１日から「国民健康保険高齢受給者証」がカードサイズ
になります。
　今月下旬に、国民健康保険に加入の70～74歳の方にカードサ
イズの国民健康保険高齢受給者証（うす緑色）を送付します。
台紙からはがして８月１日から保険証と一緒にお使いください。
　現在お使いの高齢受給者証は８月１日以降は使用できません
ので、各自で破棄をお願いします。

◆問合せ先／役場住民税務課住民室緯72－2111内線122、124

※

有効期限
記号・番号

氏 名
生 年 月 日
世帯主氏名
住 所
発 効 期 日
交付年月日

性別

保 険 者 名

保険者番号

一部負担金の割合

飯　豊　町
印

国民健康保険高齢受給者証が
カードサイズになります

　～真夏の街角コンサート～
　キャンドルのともしびと、美しい生演奏を楽しんで
みませんか？　無料でお聞きいただけます。

※キャンドルナイトとは…

　「あ～す」図書室には、親子で楽しめる絵本や自由
研究に役立つ図鑑、読書感想文コンクールの全国課題
図書などたくさんの本があります。
　平日は18：00まで（土・日曜日は17時まで）
開館しています。ぜひご利用ください。

夏休みは図書室に行こう！

●日時／８月４日㈰　17：00～19：30
●会場／農家レストランエルベ屋外
●内容／民族打楽器やギター演奏、管楽器アンサンブ
ルやジャズと、多彩な音楽をお楽しみいただけます。
　　キャンドルナイトも同日開催。特設の売店なども
開設されますので、多くのみなさんのご来場をお待
ちしております。

（うす緑色）

新しい後期高齢者医療被保険者証を
お送りします

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

国民健康保険高齢受給者証

記号・番号
世 
帯 
主

保険者番号並

びに保険者の

名称及び印

交付年月日

住 所

氏 名

氏 名
対
象
被
保
険
者

生年月日

一 部 負 担
金 の 割 合

有効期限
発効期日

山形県西置賜郡飯豊町椿2888
飯豊町

電話（0238）72―2111廠 印

国民健康保険
高齢受給者証

　ろうそくの明かりでひとときを過ごす中、節電や地球温暖化
などの環境問題をみんなで考える取り組みです。廃油を利用し
た環境にやさしいろうそくの明かりが会場を温かく包みます。
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　　　　らくらく筋トレ教室　　　　

焔対象者／おおむね60歳から
※医師から運動を禁止されていない方
焔参加料／１回200円（施設使用料）
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
焔時間
　９：00～12：00、13：00～17：00

 　　　なでしこハウス無料開放 　　

焔対象者／おおむね60歳から
焔日時／８月21日㈬ 13：00～17：00
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
 　  　 　健康づくり出前講座      　　

　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。

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 教 室

〇住所／椿3628―22番地

○会　場

★なでしこハウス

「あ～す」

つばき保育園

町社会福
祉協議会

学校給食
共同調理場

健康福祉センター
健康福祉課

どう出していますか？「古紙・布類」

　ごみの出し方でお問い合わせの多い「古紙」と「布類」
についてお知らせします。
●古紙の出し方
　古紙は、「古新聞・チラシ」「古雑誌・カ
タログ」「段ボール」「紙パック」、「その他
紙製品」といったように、おおよその種類
ごとに分け、箱や袋などには詰めずに、紙
ひもで十字にしばって出してください。紙
ひもは、古紙と一緒に資源となります。
　また、屋根のない収集所や雨天時に出す場合は、濡れな
いように透明な袋に入れてください。

●布類の出し方
　スキーウエアやアノラックなど綿や羽毛が入っているも
の、セーターなど毛糸製のものは、可燃ごみとして出して
ください。革製品やボロ布、靴下、ハンカチなど小さいも
のも可燃ごみです。
　「古着」「毛布・敷布・タオルなど」は、ひもでしばるか、
中身が見える透明な袋に入れて出してください。古着のボ
タンやファスナーなどは外す必要はありません。
※布類は、建築資材などに再利用されます。資源ごみに出
しましょう。また、ごみは、朝８時半までには収集所へ
出していただきますようご協力をお願いします。

住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら

◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室緯72―2111内線131・132・133

◆なでしこハウス無料開放と健康づ
くり出前講座に関する申込・問合
せ先は、町健康福祉課緯86－2233

◆申込・問合せ先は、なでしこハウス
緯86―2555

　　　　    　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／８月８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／８月21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）
焔日時／８月19日㈪ ９：00～12：00
焔場所／置賜保健所（米沢市）
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

　　　　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

※すべての相談・検査は匿名やプラ
イバシーを厳守します



問合せ先／町健康福祉課健康医療室
　　　　　緯86―2338

　３歳児健診　
司日時／８月29日㈭（受付）13：00～
司対象者／平成21年12月～平成22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、バス
タオル、３歳児健康診査セット（事前送付予定）

司日時／８月１日㈭（受付）13：00～
司対象者／①平成22年10月生まれ

②平成23年４月・６月・９月生まれ
③平成24年４月・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、健診

料金500円

司期日／８月12日㈪・26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／８月７日㈬ ８：50～15：30
司場所／長井市保健センター
司対象者／平成25年12月・平成26年１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、動きやすい
服装、エプロンと三角巾（パパ用も）

　４カ月児・９カ月児健診　
司日時／９月27日㈮ （受付）13：00～
司対象者／４カ月児／平成25年４月・５月生まれ

９カ月児／平成24年11月・12月生まれ
　１歳６カ月児健診　
司日時／９月26日㈭ （受付）13：00～
司対象者／平成24年１月・２月・３月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／９月19日㈭ （受付）13：00～
司対象者／①平成22年６月・７月生まれ

②平成23年１月・５月・７月生まれ
③平成24年８月・９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）

９月の乳幼児健診日程

電話番号担当歯科医院期日
0238－58－0814高畠 高畠歯科クリニック８月４日蚊

0238－23－8640米沢 村山歯科医院８月11日蚊

83－3650長井 村上歯科クリニック８月13日峨

0238－47－2888南陽 佐藤歯科クリニック８月14日我

0238－21－6480米沢 山﨑歯科医院８月15日牙

0238－57－3211高畠 桜井歯科医院糠野目診療所８月18日蚊

85－2003白鷹 岩崎歯科医院８月25日蚊
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休日歯科診療担当医院

夏休み子供映画まつりパート１ ９：30～（白椿地区公民館）
夏休みのお楽しみ学習会 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1

夏休み子供映画まつりパート２ ９：30～（白椿地区公民館）
心配ごと相談、人権相談 13：00～（白椿地区公民館）金2

そば打ち教室 10：00～（東部地区公民館）
キララ☆フィットネス 15：30～（スポーツセンター）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土3

日4
月5
「しっかり止まってはっきり確認」街頭キャンペーン ７：30～
（萩生地内） 
趣味の会 ９：00～（東部地区公民館） 
夕涼み映写会 18：30～（中津川地区公民館）
キララ☆ピラティス教室 19：30～（東部地区公民館）

火6

分館・運営委員合同研修会 ７：00～（福島県） 
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）水7

キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木8
お盆の帰省者（車）に対する交通安全キャンペーン 15：00～
（めざみの里観光物産館）
椿劇場会議 19：00～（白椿地区公民館）

金9

キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）土10
日11
月12
火13
添川温泉ふるさと祭り ９：00～（しらさぎ荘前広場） 
ＢＯＮふぇす 19：00～（ひまわり館広場）水14

成人式 10：00～（あ～す）
キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木15

心配ごと相談、行政相談 13：00～（白椿地区公民館）金16
かかし祭り 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17

日18
月19
趣味の会 ９：00～（東部地区公民館） 
キララ☆リラックス教室 19：30～（東部地区公民館）火20

明るいやまがた夏の安全県民運動街頭指導  7：30～
（町内主要交差点）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）
キララ☆ピラティス教室 19：00～（中津川地区公民館）

水21

キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木22
金23
キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
キララ☆トレッキングクラブ ８：30～（山寺）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土24

西部地区スポーツレクリエーション大会 ８：00～（手ノ子小学校）
白椿地区健康体力作りレクリエーション大会 ８：30～（第二小学校）日25

月26
火27
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）
キララ☆エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）水28

キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木29
心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）金30
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31

８月


