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■問合せ先・手続き窓口／町健康福祉課健康医療室緯86－2338

インフルエンザ・ノロウイルスが流行の兆し 

インフルエンザ
　今シーズン県内ではＡ型、Ｂ型とも検出され
ています。

◆感染した（したかも）時は
・かかったなと思ったら早めに受診し無理しな
いで休む！

・症状が軽くても無理をして出勤したり登校す
ることは禁物です

・発症後５日を経過し、かつ解熱後２日間（幼
児は３日間）は自宅で療養しましょう

◆予防
・こまめな手洗いとうがい
・マスク着用
　「うつさない」ための
　マスクは特に大事です
・こまめな換気
・十分な休養と栄養

ノロウイルス
　とても強い感染力を持ち、手指や食品などを
介して経口感染します。

■予防
・こまめな手洗い
・加熱殺菌（加熱が必要な食品は85℃以上で１
分以上。調理器具や流しのシンクは熱湯が有
効。二枚貝を丸ごと食べる場合は中まで加熱）

■消毒液の作り方／必ず塩素系の漂白剤を使用
▪通常の個所：ドアノブや手すりなどを拭いた
り、調理器具などをつけ置く

　水１ℓに、原液をペットボトルのキャップ１
杯（５悪）加える

▪汚染がひどい箇所：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

　水１ℓに、原液を漂白剤容器のキャップ１杯
（40悪）加える　
※かかった場合は、他の人と食器の共用はせず、
　下着も別に洗濯。浴室は最後に使用するよう
にしましょう
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●助成内容
　不妊治療を受けたご夫婦に、町が治療費の一
部を助成します
●対象
・子がいなく、不妊治療を最初に受けた日にお
いて、飯豊町に１年以上居住している法律上
の夫婦

・医療保険の被保険者であり、町税などを滞納
していないこと
●助成額など
・治療が終了した年度において、助成金が交付
されます

・不妊治療にかかった治療費の自己負担額の２
分の１で、通算して30万円が限度です。（山形
県特定不妊治療助成を受けられた方は、助成
金額を差し引いた額の２分の１となります）
●申請に必要なもの
・申請書（町ホームページからダウンロードい
ただくか、下記窓口にてお受け取りください）
・医療機関発行の領収書（保険薬局も含む）
・印鑑

※ご相談・申請の情報は、秘密厳守いたします
ので、お気軽に下記にお問い合わせください

不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担を軽減するため、
町では不妊治療にかかる費用を助成しています
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国保税
煙納期限／２月28日画
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。

　荘内銀行では、生涯学習活動と芸術・
文化活動を支援しています。現在、平
成26年度の助成先を募集中です。
◆助成対象活動／４月１日から平成27
年３月31日までに行われる下記の
活動

・学校における教育的な活動
・地域住民と一体になった社会教育的
な活動

・県内に伝わる文化的な活動
◆助成件数・助成額
　40件程度・１件10～40万程度
◆募集期限／２月28日㈮
◆応募方法／県内の荘内銀行本店・支
店に備えてある申込用紙（荘内銀行
ホームページからも入手可能）を提
出してください

◆助成決定時期／４月下旬～５月上旬
◆応募・問合せ先／荘内銀行ふるさと
振興室緯0235―28―2437 

　大型観光キャンペーン「山形デスティ
ネーションキャンペーン（山形ＤＣ）」
が、６月14日から９月13日までの間、
県内で開催されます。
　デスティネーションキャンペーンと
は、地方自治体と地域の観光事業者など
がＪＲグループと連携して行う日本最
大規模の観光キャンペーンです。
　キャッチコピーは「山形日和。」。期間
中はたくさんのお客様が山形県を訪れま
す。みんなであたたかく歓迎しましょう。
◆問合せ先／役場商工観光課観光交流
室緯87―0523

　もう一度保育について学び、保育現
場で働きませんか。どちらも無料です。
◆保育士再就職支援研修会
◇開催日時／２月20日㈭ 13：00～
◇対象者／現在保育の仕事に就いてい
ない保育士、または保育の仕事に興
味のある方
◇内容
焔現役保育士による保育の現状報告
焔各種相談コーナー
◇場所／米沢市すこやかセンター
◇申込期限／２月17日㈪まで
◇申込・問合せ先／（社福）山形県社会福
祉協議会山形県福祉人材センター
　緯023―633―7739
◆保育現場復帰講座
◇開催日時／３月１日㈯ 10：00～
◇対象者／現在保育の仕事に就いてい
ない保育士や幼稚園教諭など
◇講師／東北文教大学子ども教育学科
講師　山王堂 惠偉子 氏

◇内容
焔10：00～ 保育現場で働く上での心
構えや親子のかかわりについて
焔13：00～ 保護者とのかかわりにつ
いて
焔15：00～ 就職相談
◇場所／米沢市すこやかセンター
◇申込期限／２月21日㈮まで
◇申込・問合せ先／NPO法人やまがた
育児サークルランド緯023―673―9336

　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
◆体験期日／５月11日㈰～17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10日㈪～２月21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

暮 ら し の 相 談 ２月
日時：７日画・21日画　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：21日画　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：21日画　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

　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。ぜひご
覧ください。
◆期間／２月４日㈫～14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87―0514

　認知症専門の相談窓口を設置してい
ます。一人で悩まず、何でもお気軽に
相談ください。
　相談は無料です。
◆相談内容の例
・介護がつらくて大変
・父や母が以前と違う
・認知症について知りたい　など

◆相談日／火、金曜日（祝日を除く）
◆相談時間／13：30～16：00
◆相談方法／電話や来所（要予約）
◆相談場所
　県高齢者総合相談センター（山形市）
◆相談員
　精神保健福祉士、社会福祉士、介護
福祉士、認知症の人と家族の会会員

※相談は匿名で受けられます
※秘密は厳守します
◆相談・問合せ先
県高齢者総合相談センター
緯023―622―6511

　冬の労働災害の約８割は転倒災害で
す。滑りにくい履物の着用を徹底し、
労働災害を未然に防ぎましょう。
◆問合せ先／山形労働局健康安全課
　　　　　　緯023―624―8223

　東北財務局山形財務事務所では、多
重債務相談窓口を開設しています。
◆相談専用電話／緯023―641―5201
※月～金曜日、８：30～17：15

ＤＣキャラクター
「きてけろくん」

かもしかクラブ
交通安全ぬりえ展

認知症専門の相談窓口の
お知らせ

冬の労災をなくそう運動

多重債務相談窓口の
ご案内

荘内銀行ふるさと創造基金の
助成先募集

大型観光キャンペーン
「山形ＤＣ」について

もう一度保育の仕事へ

ふれあい看護体験
参加者募集
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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1572－2191佐 藤 管 工 業土１
75－2086髙 橋 工 務 店日1675－2086髙 橋 工 務 店日２
72－2191佐 藤 管 工 業土2275－2086髙 橋 工 務 店土８
72－2191佐 藤 管 工 業日2372－2191佐 藤 管 工 業日９

72－2191佐 藤 管 工 業火11

　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
芸作物の栽培を振興中です。園芸作物
に関する説明会を開催しますので、ご
参加ください。
◆日時／２月14日㈮ 13：30～15：30
◆場所／町民総合センター「あ～す」
◆参加費／無料
◆内容
焔最上町のアスパラガス生産の取り組
みについての講演
焔園芸作物の紹介、栽培概要の説明、
農産物・加工品の展示

◆紹介品目・品種
・花…小菊・ひまわり・啓翁桜
・果樹…桃・さくらんぼ・ぶどう・栗・
ラズベリー

・野菜…アスパラガス・たまねぎ・ふ
きのとう・おかひじき

◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆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

　４月から西置賜地域における県税の
課税事務を分庁舎（長井市）から本庁
舎（米沢市）に集約します。
　ただし、以下の業務は４月以降も分
庁舎で担当します。
◆４月以降も分庁舎が担当する業務
・納税に関する業務（収納と納税証明
書の発行や納税相談、滞納整理など）

・不動産取得税のうち土地と中古建物
取得に関する課税業務

・軽油引取税の免税に関する申請およ
び交付業務

・自動車税の身体障がい者などの減免
申請の受付業務

◆問合せ先／山形県総務部税政課
　緯023―630―2073

　飯豊町地域雇用創造推進協議会が行
う実践型地域雇用創造事業の臨時職員
を募集します。
◆募集職種と賃金

◆対象者／年齢、性別、住所不問
◆雇用期間／４月１日～平成27年３月31日
◆勤務時間
　月～金曜日までの８：30～17：00
　時間外手当は支給
◆待遇
焔社会保険、雇用保険、労災保険など
焔その他の雇用条件は、飯豊町役場臨
時職員の雇用条件を適用する

◆応募期限／２月18日㈫ 17：00
◆応募方法／ハローワーク紹介状、履
歴書、職務経歴書、下記に備えてあ
る申込用紙（町ホームページから入
手可能）を提出

◆選考方法／書類審査と面接
◆応募・問合せ先／役場商工観光課産
業連携室緯87―0523

　県では、最上川水系置賜圏域河川整
備計画（変更案）に対するご意見を募
集しています。これからの川づくりに
ついてご意見をお願いします。詳しく
は県ホームページまたは下記にお問い
合わせください。
◆計画（変更案）閲覧・意見募集期限
　２月21日㈮まで
◆閲覧場所・問合せ先／置賜総合支庁
　建設部西置賜河川砂防課緯88―8232、
役場地域整備課建設室緯87―0516

　スキージュニアバッジテストが下記
のとおり実施されます。この機会にご
参加ください。
◆日時／２月８日㈯
　受付８：30～９：00
◆場所／手ノ子スキー場
◆参加料／講習検定料と公認料
◆申込方法／直接会場で受け付けます
◆問合せ先
　役場教育文化課生涯学習振興室
　緯87―0517

　町小学校スキー大会と合同で町民ス
キー大会が開催されます。奮ってご参
加ください。　
◆日時／２月16日㈰
　受付８：15～　開会式８：50～
◆会場／手ノ子スキー場
◆参加資格／小学生以上の町民の方
◆種目／大回転、回転、親子大回転
◆申込方法／各地区体育協会に申し込み
◆問合せ先
　役場教育文化課生涯学習振興室
　緯87―0517

　入居条件などの詳細は問い合わせく
ださい。
◆入居者を募集する物件
◇住所／萩生3893―3
◇戸数／１戸（６畳＋６畳＋4.5畳+DK）
◇家賃／14,900円～29,300円
◇敷金／家賃の３カ月分
◇募集期間／２月７日㈮～14日㈮
　10：00～17：00
◆入居可能時期／３月下旬
◆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

賃金
（月額）内　　容職名

25万円事務全般、事業全体
の調整と推進、各種
セミナーなどの開
催

事業推進リーダー
（１名）

15万円事業推進員
（２名）

25万円ブランド商品開発、
技術開発、マッチン
グ事業などの実践
事業の推進

実践支援リーダー
（１名）

18万円実践支援員
（３名）

園芸作物導入で所得アップを！
園芸振興説明会のご案内

４月から県税の課税事務を
置賜総合支庁に集約します

町地域雇用創造推進協議会
臨時職員の募集

河川整備計画（変更案）への
ご意見募集

小学校スキー大会・
町民スキー大会のご案内

スキージュニア
バッジテスト

県営住宅（飯豊アパート）
入居者募集
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◆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（直通）

◆１年前納　（４月末に一括引き落とし）

◆２年前納　（４月末に一括引き落とし）
　今年４月から始まる新制度です。ただし、口座振替
の場合のみ利用可能です。

◎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）
◎早割・前納共通事項
申込み先：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
ご持参いただく物：年金手帳または納付書、預（貯）金通
帳、預（貯）金通帳届出の印鑑

口座振替現金毎月納付

176,700円177,280円 180,480円 
15,040円×12カ月 納 付 額

3,780円3,200円 割引額（お得額）

口座振替毎月納付

346,600円360,960円 
15,040円×24カ月 納 付 額

14,360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が、口座振替で当
月末に引き落とす方法のことを「早割」といいます。
◎手続きについて
　申込期限：ありません。年度途中でも可能です。

  前納するとさらにお得！（最大約14,000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）

口座振替現金毎月納付

89,210円 89,510円 90,240円 
15,040円×6カ月 納 付 額

1,030円 730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!!

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

　「ＭＯＥ絵本屋さん大賞」とは、全国の絵本屋さんや
書店の児童書担当の方が選ぶ“その年に最も支持され
た絵本”です！
　現在「あ～す」図書室では、「ＭＯＥ絵本屋さん大賞
2013」の特設コーナーを設けております。絵本屋さん
が選んだベスト絵本をこの機会にぜひご覧になってみ
ませんか？

ＭＯＥ絵本屋さん大賞2013が決定

ＭＯＥ絵本屋さん大賞2013特設コーナー

【留意事項】
・保険料額と割引額は、25年度の保険料額を基にした
目安額です。実際の額とは異なる場合があります
・平成26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
・前納分はすべてその年の社会保険料控除の対象とな
ります（２年前納は２年分が対象となります）



5

住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら 儲け話に警戒！県内で巨額被害相次ぐ

　　飯豊町消費者講演会のご案内　　 

　　　　    　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／２月13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／２月19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

　　　　子育て、女性の相談　　　　

①子育て支援相談（要予約）
焔日時／２月17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
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

※すべての相談・検査は匿名やプラ
イバシーを厳守します

　あやしい訪問販売や電話での勧誘があったら落ち着いて、
警察や役場までご連絡ください。

　県内で巨額被害の特殊詐欺事件が相次いでいます。未公
開株や投資などの儲け話をもちかけ、高齢者をだます悪質
なものです。
　昨年11月末現在で被害件数はすでに303件にものぼり、
被害額はなんと約２億7300万円にも達しています。年末
には5100万円もの大金をだまし取られた事件が報道され
ました。警察や弁護士などになりすました「劇場型」の手
口は巧妙です。次のことを心に留めておきましょう。
　◎もうけ話や投資の損失回復させるなどの誘い文句に
　　警戒する
　◎レターパック、ゆうパックなどでの送金の指示は詐
　　欺だと警戒する

　町では、ＮＨＫ「バラエティー生活笑百科」でおな
じみの三瀬 顕 弁護士を講師に迎え、消

あきら

費者を守る法律についての楽しい講演
会を行います。
　入場無料です。ぜひお越しください。
◆日時／２月23日㈰ ９：30～11：30
◆場所／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 三瀬 顕 弁護士

あきら

　　らくらく筋トレ教室（ミニ）　　 

　12月まで「なでしこハウス」で開催
していた「らくらく筋トレ教室」が、
１月から「健康福祉センター」に場所
を変え内容も一部変更して開催します。
焔対象者／らくらく筋トレ教室登録者
焔参加料／１回100円（暖房費）
焔持ち物／内履き、飲み物、タオル
焔場所／健康福祉センター（右記地図）
焔時間／９：00～12：00、13：00～17：00
※開催日はお問い合わせください
　　 　アンチエイジング講座　　 　

　ご友人と一緒にお好きな日程で受講し
ませんか。日にちや人数はご相談ください。
焔対象者／おおむね50代女性

焔内容／将来に向けた体の準備
焔時間／２時間程度
焔場所／健康福祉課（右記地図）
焔参加料／無料
  　　認知症サポーター養成講座　　 

　　　　　受講団体の募集　　　　　

◆対象者／町内の各種団体・学年部会・
自主グループなど

※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）
　　　　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
を行います。ぜひご利用ください。

○会　場／椿3654－1

「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

置 賜 保 健 所置 賜 保 健 所 のの

健 康 相 談

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 教 室

◆申込・問合せ先
　町健康福祉課緯86－2233



太巻き作り 10：00～（中部地区公民館）
キララ☆フィットネス教室 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1

キララ☆親子スキー教室 ９：30～（手ノ子スキー場）
東部地区育成会雪中ゲーム大会 ９：30～（しらさぎ荘前広場） 日2

月3
趣味の会 ９：00～（東部地区公民館）
キララ☆ピラティス教室 19：00～（東部地区公民館）火4

確定申告相談 ９：00～（役場）～【６日・７日】
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5

婦人学級リフォーム教室 ９：30～（中部地区公民館）
親子エクササイズ教室 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6

金7
キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
スキージュニアバッチテスト ８：30～（手ノ子スキー場）
確定申告相談 ９：00～（西部地区公民館）～【12日・13日】
キララ☆フィットネス教室 15：30～（スポーツセンター）

土8

西部スキー教室閉講式・もちの会 11：30～（西部地区公民館）
つばき雪あかりの路 17：00～（白椿地区公民館など）日9

月10
火11
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12

婦人学級リフォーム教室 ９：30～（中部地区公民館）
親子エクササイズ教室 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13

確定申告相談 ９：00～（東部地区公民館）～【15日・18日】
飯豊町園芸説明会 13：30～（あ～す）金14

キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土15
町民スキー大会 ８：15～（手ノ子スキー場）
スキー子どもの日 ９：00～（手ノ子スキー場）
東部GG初打ち大会 ９：30～（添川小学校体育館）

日16

月17
趣味の会 ９：00～（東部地区公民館）火18
確定申告相談 ９：00～（あ～す）
　～【20日・21日・22日・25日・26日・27日・28日・３月１日・４日】
ほのぼの講座 10：30～（こどもみらい館）
冬の里山暮らし楽校 in 飯豊2014 13：00～（町内）～24日
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）

水19

婦人学級リフォーム教室 ９：30～（中部地区公民館）
親子エクササイズ教室 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）
キララ☆ピラティス教室 19：30～（中部地区公民館）

木20

金21
キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
中津川雪祭り 14：00～（旧中津川小中学校）
キララ☆フィットネス教室 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22

西部スキー教室 ９：00～（蔵王）
飯豊町消費者講演会 ９：30～（あ～す）
東部地区ドッジボール大会 14：00～（添川小学校）

日23

月24
火25
かんがるー広場 10：30～（こどもみらい館）
さわやかクラブ閉講式 11：00～（西部地区公民館）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）

水26

栄養士さんの指導 10：15～（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27

金28

２月

　３歳児健診　
司日時／２月27日㈭（受付）13：00～
司対象者／平成22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（事前送付予定）

司日時／２月20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・12月生まれ
③平成24年４月・10月生まれ
④平成25年１月・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10日㈪・24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５日㈬ ８：50～15：30
司対象者／平成26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）

　４カ月児・９カ月児健診　
司日時／３月14日㈮（受付）13：00～
司対象者／４カ月児 平成25年10月・11月生まれ

９カ月児 平成25年５月・６月生まれ
　１歳６カ月児健診　
司日時／３月６日㈭（受付）13：00～
司対象者／平成24年６月・７月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／３月12日㈬（受付）13：00～
司対象者／①平成23年１月・５月・７月生まれ

②平成24年１月・２月・３月・５月・11月
　生まれ
③平成25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
0238－27－8241南陽 さくら歯科クリニック２月２日㈰

0238－26－1182米沢 レインボー歯科医院２月９日㈰

0238－47－2075南陽　竹田歯科医院２月11日㈫

88－1827長井　斎藤歯科医院２月16日㈰

0238－22－4182米沢 プリリー歯科クリニック２月23日㈰

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
　　　　　緯86―2338

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。

休日歯科診療担当医院


