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お　知　ら　せ　版

　にぎわい再現プロジェクト委員会では、今年度か
ら第３期メンバー16名で、「いいで未来号」、恋活イ
ベント「お花見コン」、「フェイスブック」を活用し
た情報発信などさまざま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、
右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21日㈮㈷　17：00～18：00
◆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／町民総合センター「あ～す」
　　　　　　緯72―3111

にぎわい再現プロジェクト委員会活動報告会

◆予防接種の種類と対象
焔ヒブ・小児肺炎球菌…対象／生後２カ月～５歳未満
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ＢＣＧ…対象／生後５カ月～８カ月未満
焔ＭＲ（麻しん・風しん）…対象／生後１歳～２歳未満（１期）、幼児施設の年長さん（２期）
焔日本脳炎…対象／３歳～平成13年度生まれで１期未接種の方、平成７年度生まれで２期未接種の方
焔二種混合…対象／小学６年生
※特にMR２期、日本脳炎２期、二種混合については３月31日までの接種期間となっております

問合せ先／町健康福祉課健康医療室緯86―2338

　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。

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！

子ども予防接種週間のお知らせ ３月１日穣～７日畳

　３月、４月は引越しなどで異動の手続きが多くな
る時期です。役場窓口では、日中忙しい皆さんにも
利用していただけるよう窓口の時間延長サービスを
行っています。
　電話でご予約の上、ご利用ください。
纂延長日／月曜日、金曜日の週２回
※予約がないときは行いません
※当日が祝日のときは次の開庁日が延長日です
纂延長時間／18：30まで（通常17：15まで）

纂予約の受付期間／当日の13：00まで
（１週間前から予約できます）
纂主な取り扱い業務
住民票・戸籍謄抄本・印鑑登録証明書の交付、印
鑑登録、転入・転居・転出の届け、国民健康保険・
国民年金の加入と離脱、各種医療証の発行、国民
年金受給申請、納税相談など

※予約の際に取り扱いの確認をお願いします
纂予約・問合せ先／役場住民税務課住民室緯87―0511

役場窓口延長サービスについて 　　　　は      　　 まで（要予約）条・畳　18：30



「いいでめざみの里応援寄附金」

◎㈱豊川建設／融雪剤（３袋）
【こどもみらい館へ】

◎伊藤昭一さん／門松・しめ飾り（１式）
【羽前椿駅へ】

◎長谷川清さん／生け花（１式）

　平成25年11月から平成26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。
【介護老人保健施設「美の里」へ】
◎歌と踊り／ニュー東部エコーズ
◎合唱披露／白鷹町少年少女合唱団

【東部地区公民館へ】
◎花壇花植え／東部地区高砂会

【第二小学校へ】
◎本読み聞かせ／手塚娃子さん
◎昔語り／伊藤信子さん、長谷川清さん

【添川小学校へ】
◎本読み聞かせ
手塚娃子さん、梅津智子さん
◎昔語り／勝見政子さん
◎里芋収穫体験・販売体験指導
ふるさとショップ利用組合

【手ノ子小学校へ】
◎本読み聞かせ／手塚娃子さん、岡田
香代子さん、伊藤にしきさん、伊藤
愛美さん、鈴木洋子さん

【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】
◎親子であそぼうクリスマス会への協
力／山形中央信用組合飯豊支店　

　町に「ふるさと納税」として寄

附をいただきました。

◎平成25年４月～平成26年１月
　1,139人／12,006,000円
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国保税
煙納期限／３月31日俄
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87―0512、87―0513３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。

【白椿地区公民館へ】
◎下椿いきいきサロン／門松（１式）

【西部地区公民館へ】
◎佐藤榮子さん／月刊誌川柳べに花（毎月）
◎㈱豊川建設／融雪剤（３袋）

【第一小学校へ】
◎小笠原英信さん／大型ごみかご（１個）
◎松山孝一さん／大型ごみかご（１個）
◎土屋光栄さん／だんごの木（１本）
◎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）
◎セブンイレブン椿店
　恵方巻き（６年生分）
◎学校後援会／スノーモービル（１台）

【手ノ子小学校へ】
◎㈱豊川建設／融雪剤（３袋）

【飯豊中学校へ】
◎嶋貫アサ子さん／雑巾（62枚）

【さゆり保育園へ】
◎物産館／落花生（２箱）
◎松山叙オリーブソーイング
ハンドタオル（70枚）、カレンダー（６本）

【いいで中部幼稚園へ】
◎後藤せつこさん／リンゴ（１箱）
◎渡部きよさん／ミカン（１箱）
◎伊藤秋恵さん／ミカン（１箱）
◎松山叙オリーブソーイング
ハンドタオル（32枚）、カレンダー（３本）

【つばき保育園へ】
◎二瓶幸浩さん／花プランター（10個）
◎梅津松男さん／だんごの木（１本）
◎伊藤昭一さん／門松・しめ飾り（１式）
◎飯豊中学校２年生
手作りフェルト絵本（46冊）
◎松山叙オリーブソーイング
　ハンドタオル（95枚）、カレンダー（４本）

【添川児童センターへ】
◎松山叙オリーブソーイング
ハンドタオル（21枚）、カレンダー（３本）

【手ノ子幼稚園へ】
◎寒河江安子さん
クリスマスリース（１個）

◎松山叙オリーブソーイング
ハンドタオル（23枚）、カレンダー（３本）

　法務局が発行する証明書の交付窓口
を長井市役所第二庁舎内（山形地方法
務局長井証明サービスセンター）に設
置しております。ご利用ください。
◆利用時間
　９：00～12：00、13：00～16：30
◆場所／長井市役所第二庁舎
◆取扱業務
焔不動産、会社・法人の登記事項証明書
※請求の際に印鑑カードをお持ちいた
だくと便利です

　地図および各種図面などの写しの請
求はできません

　不動産および会社・法人の要約書の
請求はできません
焔会社・法人の代表者事項証明書およ
び印鑑証明書

※請求の際に印鑑カードおよび代表者
の生年月日が必要です

◆問合せ先／山形地方法務局米沢支局
緯0238―22―2148

　平成25年11月から平成26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】
◎置賜農業高等学校／シクラメン（２鉢）

【町民総合センターへ】
◎伊藤昭一さん／門松・しめ飾り（１式）
◎井上こうさん／図書（36冊）
◎香坂文夫さん（米沢市）／図書（１冊）
◎米沢有為会米沢支部／会誌（１冊）
◎置賜民族学会長梅津幸保（米沢市）
　図書（１冊）
【介護老人保健施設「美の里」へ】
◎下椿いきいきサロン／門松（１式）
◎テクノ・モリオカ㈱／啓翁桜（10本）

【中部地区公民館へ】
◎峯村吉雄さん／ネクタイ（32本）
◎長谷川清さん／生け花（１式）

心遣いに感謝します。

暮 ら し の 相 談 ３月
日時：７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：７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

法務局からのお知らせ
「証明書交付窓口」

窓善 意 の

ありがとうございました。

ボ ラ ン テ ィ ア
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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
72－2191佐 藤 管 工 業金2175－2086髙 橋 工 務 店土１
72－2191佐 藤 管 工 業土2275－2086髙 橋 工 務 店日２
75－2086髙 橋 工 務 店日2372－2191佐 藤 管 工 業土８
75－2086髙 橋 工 務 店土2972－2191佐 藤 管 工 業日９
72－2191佐 藤 管 工 業日3075－2086髙 橋 工 務 店土15

75－2086髙 橋 工 務 店日16

　献血で助かる命があります。献血に
ご協力ください。
◆日時／３月13日㈭ 13：30～15：30
◆場所／町健康福祉センター
◆対象年齢／16～64歳
◆その他／献血カードをお持ちの方は
持参下さい
◆問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86－2338

　長井西置賜休日診療所（長井市保健
センター内）では、看護師さんを募集
しています。１カ月あたりの平均勤務
日数は１～２日です。
◆応募資格／看護師または准看護師資
格者で調剤業務経験者
◆募集人数／１人
◆勤務日
　日曜日、祝日、年末年始期間（12月
31日～１月３日）を、４人で輪番制
勤務
◆勤務時間
　８：30～17：15（休憩60分）
◆日給／12,300円
※通勤手当は２㎞以上の場合に支給
◆その他／年末年始に勤務した場合、
日給のほかに１万円の手当を支給
◆申込・問合せ先／町健康福祉課健康
医療室緯86―2338

◆日時／３月６日㈭～８日㈯
　10：00～17：00
◆場所／山形県求職者総合支援セン
ター 山形市双葉町（山形テルサ内）

◆内容
　仕事をお探しの方の生活や住まいに
関する相談、就職活動の悩み、職業
訓練などの情報提供
◆相談方法／来所もしくは電話相談
◆問合せ先／山形県求職者総合支援セ
ンター緯0800―800―7867

　全国の自殺者数は年間３万人前後で
推移しています。自殺には、経済・生
活問題、健康問題、家庭問題など様々
な要因が関係します。
　もしあなたが悩んでいたら、一人で
悩むより、まず相談を。
◆相談電話番号
焔心の健康相談ダイヤル
　緯023－631－7060
　９：00～12：00、13：00～17：00
　土日祝日を除く
焔全国統一ダイヤル
　緯0570－064－556
　９：00～17：00（３月３日～９日）
◆問合せ先／精神保健福祉センター
　緯023－624－1217

◆日時／３月５日㈬ 13：20～16：00
◆場所／置賜総合文化センター（米沢市）
◆内容
焔講演①「食について放射能、健康を
考える」
焔講演②「食品中の放射性物質の評価
と管理の現状等について」

◆申込方法／ＦＡＸまたは電子メール
で申込み。先着50名
◆問合せ先／（公財）原子力安全研究協会
　緯0120―511―157鯖03―5470―1990
　死h25zinzai@nsra.or.jp

　高年齢者雇用安定法が改正され、平
成25年４月から希望者全員を65歳ま
で雇用する制度の導入が事業主に義務
付けられました。次のいずれかの対応
が必要です。
◆対応／焔定年年齢の引き上げ
焔希望者全員を対象とする継続雇用制
度の導入
焔定年の定めの廃止
◆問合せ先／ハローワーク長井
緯84―8609

　ご予約の上、お気軽に相談ください。
◆日時／３月12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３日㈪～10日㈪
◆申込・問合せ先
役場住民税務課住民室緯87－0511

　町では、町民または来町者が気軽に
集う場所ともてなしを提供するため、
にぎわい茶房事業を実施します。
　このたび協力店募集説明会を開催し
ますので、ぜひご参加ください。
◆日時／３月１１日㈫ 15：00～
◆会場／「あ～す」研修室
◆対象／町内で飲食業または小売業な
どを営んでおり、営業時間のうち２
時間程度を茶房として運営できる方

◆問合せ先／町民総合センター「あ～
す」緯72―3111

　予備自衛官補は、普段は社会人や学
生としてそれぞれの職業に従事しなが
ら、一方では自衛官として必要とされ
る練度を維持するために訓練に応じる
方々です。
◆受付期限／４月２日㈬
◆応募資格
焔一般：日本国籍を有する18歳以上
34歳未満の方
焔技能：日本国籍を有する18歳以上で
国家資格を有する方

※国家資格の詳細は問い合わせくださ
い

◆申込・問合せ先／自衛隊米沢地域事
務所緯0238－23－0011

献血のお知らせ

長井西置賜休日診療所の
看護師さん募集

求職者の就労・生活相談会

心の健康相談ダイヤル

放射線の健康影響に関する
セミナー（無料）

希望者全員が65歳まで働ける
雇用制度

３月の年金相談
（年金事務所出張相談）

「にぎわい茶房事業」
協力店募集説明会

予備自衛官補の募集



国民健康保険・国民年金の手続きについて

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

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、印鑑、身分証明書⇒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、印鑑、年金手帳⇒職場の健康保険をやめたとき（※）

家族の健康保険を外れた証明書、印鑑、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、印鑑、身分証明書⇒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、印鑑、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、印鑑、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、印鑑⇒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、印鑑、身分証明書⇒町内で住所が変わったとき

国保の保険証、印鑑、身分証明書⇒世帯主や氏名が変わったとき

国保の保険証、印鑑、在学証明書、身分証明書⇒就学のため別に住所を定めるとき

印鑑、身分証明書⇒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。

◆問合せ先／役場住民税務課住民室緯87―0511（直通）

宇国保をやめる届出が遅れると…
　国保の資格がなくなったのに、やめる届出が遅れると健
康保険料と国民健康保険税を二重に納めることになります。
　また、国民健康保険証が手元にあるため、うっかりそれ
を使って診療を受けてしまった場合は、国保が負担した医
療費（７割～９割）を後で返していただくことになります。

宇国保加入の届出が遅れると…
　加入の届け出をした日からではなく、
資格を得た月の分までさかのぼって国
民健康保険税を納めなくてはならなく
なります。また、保険証がないためそ
の間の医療は全額自己負担になります。

　現在「あ～す」の事務室前ロビーでは、いいで未
来号Ⅴの活動報告や参加者の感想を展示しています。
　写真やイラスト付きで楽しくわかりやすい内容で
す。ぜひお立ち寄りの上ご覧ください。
◆展示期限／３月20日昭まで
◆場所／町民総合センター「あ～す」ロビー

いいで未来いいで未来号号Ⅴ Ⅴ 展示展示
５

　今回は、米沢市の読み聞かせサークル「夢空間」
さんが楽しいお話をしてくれますよ！ 春にちなん
だ工作もします♪ 皆さんぜひ来てくださいね。
◆日時／３月23日掌　10：30～11：30
◆会場／こどもみらい館
◆内容／大型絵本の読み聞かせや紙芝居
　　　　ミニブーケのお菓子ぶくろ作り
　　　　　※お菓子ももらえちゃうよ♪
◆参加料／無料
◆対象／３歳～小学３年生くらいの児童とその
　　　　保護者　※小学生は子どもだけでも参加可
◆申込方法／３月15日松まで下記に電話で申し込み
◆問合せ先／あ～す図書室緯72―3111

わくわく ぐりぐら広わくわく　ぐりぐら広場場
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※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（２年間）する場合などを除きます



　　らくらく筋トレ教室（ミニ）　　 

焔対象者／らくらく筋トレ教室登録者
焔参加料／１回100円
焔持ち物／内履き、飲み物、タオル
焔会場／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
焔会場／健康福祉課（右記地図）
焔参加料／100円

  　　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

◆申込・問合せ先
　町健康福祉課緯86－2233

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 教 室

「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

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
町内の川に生活ごみが！
許せない不法投棄

　　　　    　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／３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

　　　　子育て、女性の相談　　　　

①子育て支援相談（要予約）
焔日時／３月10日㈪ 14：00～17：00
焔場所／置賜総合支庁西庁舎（長井市）
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

　　　　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

　ごみを河川に捨てることは決して許されません。ほか
にも道路、山林、田畑などへの不法投棄を目撃したら、
役場または警察まで情報提供をお願いします。
◆連絡先／役場住民税務課生活環境室緯87―0514
　　　　　長井警察署緯84―0110

　この冬、工事のため農業用排水路をせき止めしていた
ところ、空き缶、ペットボトル、食べ物の残し、紙くず
などの生活ごみが次々と流れ着いてくるという事態が発
生しました。
　上流からのごみは、下流の河岸だけでなく、最終的に
は海岸にまでたどり着き、海も汚染します。その悪質性
と被害の大きさから不法投棄は、「５年以下の懲役もしく
は、1,000万円以下の罰金またはこれの併科」という厳
しい罰則が法律で定められています。また、川に捨てた
ごみにまざって油類が流出した場合、その除去費用は原
因者に請求されます。

せき止めた農業用排水
路には、大量の生活ご
みがひっかかった



　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
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
　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
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、２月中旬にお送りした問診票、その
ほかお子さんに必要なもの

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

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／３月５日㈬　８：50～11：40
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、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24日㈭（受付）13：00～
司対象者／平成24年８月・９月・10月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／４月17日㈭（受付）13：00～
司対象者／①平成23年３月・４月・８月・10月・11月生まれ

②平成24年12月生まれ
③平成25年４月生まれ

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２日掌
0238－21－6487米沢　りんせんじ歯科３月９日掌
0238－45－2030南陽　伊藤歯科医院（宮内）３月16日蚊
0238－28－0820米沢　万世歯科クリニック３月21日画

88－2903長井　寺島歯科医院３月23日蚊
0238－23－0370米沢　鈴木歯科医院３月30日蚊

確定申告相談 ９：00～（あ～す）、【４日】
生け花教室 ９：30～（東部地区公民館）
日本通運「森林育成活動」冬ツアー 12：00～（中津川地区）～【２日】
キララ☆フィットネス教室 15：30～（スポーツセンター）
飯豊町の宝物探しセミナー 17：00～（エルベなど）～【２日】
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土1

日2
月3
趣味の会 ９：00～（東部地区公民館）
ふるさと学園夕灯の集い 18：00～（西部地区公民館）
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～（中津川地区公民館）～【６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

身長体重測定 10：00～（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

確定申告相談 ９：00～（中部地区公民館）
　～【８日、11日、12日、13日、14日、15日】
大きくなったね会 10：30～（こどもみらい館）

金7

キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
渡部えり文化講演会 13：30～（あ～す）
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8

2014いいで地域史学習会 10：30～（あ～す）日9
月10
にぎわい茶房事業協力店募集説明会 15：00～（あ～す）火11
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）
キララ☆エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）

水12

婦人学級閉級式 ９：30～（中部地区公民館）
親子交通教室 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

金14
メイプルシロップ採取体験ツアー 10：00～（中津川地区）～【16日】
ブックスタート 10：30～（こどもみらい館）土15

日16
確定申告相談受付 ９：00～（役場）※最終日月17

火18
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）水19
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

にぎわい再現プロジェクト委員会活動報告会 17：00～（あ～す）金21
キララ☆書道教室 ８：30～（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22

わくわく ぐりぐら広場 10：30～（こどもみらい館）日23
月24
趣味の会 ９：00～（東部地区公民館）火25
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26

町内幼稚園・保育園・児童センター卒園式
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
土29
日30
月31

３月
問合せ先／町健康福祉課健康医療室
　　　　　緯86―2338

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

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


