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　平成26年度職員採用試験を下記の日程で行います。
　受験を希望される方は、試験案内などをご確認の上、受付期間内に必要
書類をご提出ください。

そのほか不明な点は下記担当までお問い合わせください
◆問合せ先／役場総務企画課行政管理室 緯87―0520

臼試験案内、申込書およびエントリーシートは、総務企画課行政管理室で配布するほか、町ホーム
ページにも掲載しますので印刷してご活用ください。

渦申込書などに必要事項を記入および写真貼付けの上、総務企画課行政管理室へお申し込みくださ
い。申し込みに際しては、必要書類の添付が必要な場合もありますので余裕を持ってお願いしま
す。（郵送での申し込みの場合は、７月３日牙必着です。）
嘘申込書受領後、受験申し込みの要件を満たしている場合は、受験票を郵送します。

６月４日我から７月３日牙まで（土・日曜を除く）８：30～17：15受付期間

第１次試験は８月上旬、最終合格者発表は９月上旬発表予定合格発表 

最終合格者は採用候補者名簿に記載されます。なお、名簿の有効期間
は原則として１年です。採用予定時期は平成27年４月１日です。

採用予定時期

〒999－0696　山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888番地
役場総務企画課 行政管理室　緯0238－87－0520

申込・問合せ先

試験会場試験内容試験日程

飯豊町役場
教養試験（大学卒業程度）
作文試験・職場適応性検査

７月27日掌第１次試験 

飯豊町役場 個別面接試験
８月下旬

※第１次合格者にのみ通知
第２次試験

受験資格 採用予定人員試験区分

昭和54年４月２日から平成５年４月１日までに生まれた者（学歴不問）。
または、平成５年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法による大
学（短大を除く）を卒業した者（平成27年３月までに卒業見込みの者
を含む）

若干名 上級行政

IIDE PUBLIC RELATIONS

お　知　ら　せ　版

編集・発行／飯豊町総務企画課情報防災室
〒999―0696 山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888
鼓 0238―72―2111（代表）  0238―87―0522（直通）
胃 0238―72―3827
E-mail　iide―info@town.iide.yamagata.jp

平成26年度職員採用試験のお知らせ
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手続き上の注意について手続き上の注意について
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住民税
煙納期限／６月30日捷
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87―0512、緯87―0513６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。

暮 ら し の 相 談 ６月
日時：６日画・20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：６日画　13：00～15：00
会場：町民総合センター「あ～す」
問合せ先：役場住民税務課（緯87－0514）

人 権 相 談

日時：６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

　平成26年２月から４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。

【町民総合センターへ】
◎館内清掃／あ～す友の会（65人）

【第二小学校へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん
◎安全見守り活動／白椿子どもネット
「安全パトロール隊」

【町内幼稚園・保育園・児童センターへ】
◎節分行事補助／飯豊ライオンズクラブ

【中部幼稚園へ】
◎保育／井上藍衣さん、高橋ゆかさん

【さゆり保育園へ】
◎保育／高橋ゆかさん

【つばき保育園へ】
◎保育／志田愛実さん、井上美穂さん

【西部地区公民館へ】
◎花植え／手ノ子ほのぼのサロン（８人）

　平成26年２月から４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】
◎東京飯豊会／50周年記念会報（15冊）
◎佐藤吉栄さん（南陽市）／写真集（14冊）

【町民総合センターへ】
◎吉田歓さん（米沢市）／図書（１冊）
◎東京飯豊会／50周年記念会報（１冊）
◎㈱三恵社（名古屋市）／図書（１冊）
◎㈲ヒノックス（杉並区）／図書（１冊）

【中部地区公民館へ】
◎長谷川清さん／生け花（１式）
◎東京飯豊会／50周年記念会報（１冊）

【白椿地区公民館へ】
◎梅津名七さん／方言かるた（１組）
◎東京飯豊会／50周年記念会報（１冊）

お道具袋（７枚）
【添川小学校へ】

◎長井地区交通安全協会東部支部
黄色の帽子（７個）

◎㈲井上園芸／鉢花（５鉢）
【飯豊中学校へ】

◎二瓶幸浩さん／鉢花（10鉢）
◎㈲井上園芸／鉢花（18鉢）
◎㈲アグリメントなか／啓翁桜
◎東京飯豊会／50周年記念会報（１冊）
【町内幼稚園・保育園・児童センター・

こどもみらい館へ】
◎㈲アグリメントなか／啓翁桜
【町内幼稚園・保育園・児童センター】
◎山形トヨタ会／紙芝居（１セット）

【いいで中部幼稚園へ】
◎卒園児保護者一同／絵本（３セット）

【さゆり保育園へ】
◎宇津木きぬゑさん／雑巾（30枚）
◎渡部文美さん／小型冷蔵庫（１台）
◎嶋貫清助さん／カーネーション（85本）
◎鈴木眞理子さん／壁掛け時計（１台）
◎卒園児保護者一同／ステージ用階段（２台）

【つばき保育園へ】
◎二瓶幸浩さん／鉢花（６鉢）
◎卒園児保護者一同
絵本（８巻）、紙芝居（１セット）

【添川児童センターへ】
◎卒園児保護者一同
小型ブロック（１セット）
◎㈲井上園芸／鉢花（６鉢）

【手ノ子幼稚園へ】
◎熊野伸子さん
　壁掛け時計（１台）、簡易テント（１張）
◎卒園児保護者一同
ＣＤラジカセ（１台）、紙芝居（２セット）

【椿駅へ】
◎長谷川清さん／生け花（１式）

【東部地区公民館へ】
◎東京飯豊会／50周年記念会報（１冊）

【西部地区公民館へ】
◎佐藤榮子さん／川柳べに花（３冊）
◎手ノ子小学校／図書（１冊）
◎東京飯豊会／50周年記念会報（１冊）

【中津川地区公民館へ】
◎東京飯豊会／50周年記念会報（１冊）
【第一・第二・手ノ子・添川小学校へ】
◎ＪＡ山形おきたま飯豊支店
ノート（入学児童分）

◎町交通安全推進協議会
ランドセルカバー（入学児童分）
◎町交通安全協会連絡協議会
反射材バック（入学児童分）

◎町交通安全母の会
文房具セット（入学児童分）

◎町防犯協会各支部
防犯ブザー（入学児童分）
◎㈲アグリメントなか／啓翁桜
◎東北楽天ゴールデンイーグルス
　イーグルスキャップ（入学児童分）

【第一小学校へ】
◎菅野静子さん／雑巾（50枚）
◎長井地区交通安全協会中部支部
黄色の帽子（23個）

◎卒業生一同／学校教育目標掲示額（１面）
◎南房総市／生花コサージュ（卒業生分）
◎七浦小学校ＰＴＡ／花（多数）
◎保険会社各社／ワッペン（29個）

【第二小学校へ】
◎二瓶幸浩さん／鉢花（10鉢）
◎大冨洋子さん／交通安全お守り（23個）
◎長井地区交通安全協会中部・西部支部
黄色の帽子（22個）

◎卒業生一同／応援用のぼり旗（10本）
◎長沼新聞店／文房具セット（22セット）
◎保険会社各社／ワッペン（22個）

【手ノ子小学校へ】
◎長井地区交通安全協会西部支部、手
ノ子小後援会／ヘルメット（７個）

◎長沼新聞店／文房具セット（７セット）
◎食生活改善推進員連絡協議会高峰支部

ありがとうございました。

ボ ラ ン テ ィ ア

心遣いに感謝します。

窓善 意 の

「いいでめざみの里応援寄附金」

　町に「ふるさと納税」として寄附
をいただきました。
◎平成26年２月～４月
　988件／11,308,500円
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６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2172－2191佐 藤 管 工 業日１
75－2086髙 橋 工 務 店日2275－2086髙 橋 工 務 店土７
72－2191佐 藤 管 工 業土2875－2086髙 橋 工 務 店日８
72－2191佐 藤 管 工 業日2972－2191佐 藤 管 工 業土14

72－2191佐 藤 管 工 業日15

◆日時／６月７日㈯ 14：00開始
◆対戦相手／栃木ＳＣ
◆会場／NDソフトスタジアム山形（天童市）
◆座席／バックスタンド席
◆チケット／焔一般1,500円（通常3,000
円）焔小中高生無料（通常1,000円）
◆購入対象者／町内在住または在勤の方
◆販売期限／６月５日㈭ ９：00～17：00
◆販売窓口・問合せ先
焔あ～す内教育文化課生涯学習振興室
緯72―3111（日・月曜日除く）

焔町民スポーツセンター
　緯72―3086（日・月・木曜日を除く）

　総務省および経済産業省では、７月
１日現在で経済センサス基礎調査と商
業統計調査を実施します。調査員が事
業所へ調査票の記入をお願いに伺った
際には、ご協力をお願いします。
◆対象
焔経済センサス基礎調査／すべての産
業分野における事業所および企業
焔商業統計調査
　事業所のうち特に商業を営む事業所
◆調査結果の利用／国や地方公共団体
の経済政策や社会政策などの企画・
立案の基礎資料として幅広く利用

◆問合せ先／役場総務企画課行政管理
室緯87―0520

　６月14日㈯からゆり園が開園しま
す。次回の部落長配布（６月12日㈭）
に併せ、町内各戸に５人分使用できる
無料入園券を１枚ずつ配布します。ど
うぞご利用ください。
◆問合せ先
　㈲どんでん平ゆり園緯78―5587

◆日時／８月23日㈯ 13：30～15：30
◆場所／ホテルキャッスル（山形市）
◆申込方法／６月２日㈪～13日㈮に保
健所生活衛生課に持参。閉庁時を除く
◆願書配付・受付・問合せ先／置賜保
健所生活衛生課緯0238―22―3740

◆職種・人員
　看護師・35名、助産師・若干名
◆採用予定日／平成27年４月１日
◆受験資格／昭和45年４月２日以降に
生まれた者で、当該職種の免許を有
する者、もしくは平成27年６月30日
までに取得する見込みの者

◆試験日／６月22日㈰
◆試験会場／公立置賜総合病院
◆募集期限／６月13日㈮
◆試験案内の配布／置賜広域病院組合
事務局総務企画課や飯豊町役場総務
企画課などで配布。公立置賜総合病
院のホームページからも入手可能

◆申込・問合せ先／置賜広域病院組合
事務局総務企画課職員係緯0238―
46―5000（内線2115）

　入居条件や敷金などの詳細は問い合
わせください。
◆名称・住所／飯豊アパート・萩生3893-3
◇募集戸数／１戸
◇間取り／６畳＋６畳＋4.5畳+ＤＫ
◇家賃／14,900円～29,300円
◇募集期間／６月９日㈪～13日㈮
◇入居可能時期／７月上旬
◆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

◆受験資格／昭和54年４月２日から平
成９年４月１日までに生まれた方で、
大学（短期大学を除く）を卒業した
方、または平成27年３月までに卒業
見込みの方（人事委員会が同等と認
める方を含む）
◆申込期限／６月17日㈫
◆第１次試験日／７月13日㈰
◆問合せ先／長井警察署緯84―0110

◆日時／６月７日㈯ 10：00～15：00
◆会場／源流の森
◆内容
焔植樹、枝打ちなど（要予約）
焔木工クラフト、森林散策など
焔うれしい景品いっぱい森の大抽選会
焔山菜など盛りだくさん物販コーナー
◆申込・問合せ先／やまがた森の感謝
祭実行委員会 （置賜総合支庁森林整
備課内）緯0238―35―9053

　６月１日㈰から30日㈪は、土砂災害
防止月間です。梅雨の長雨により地す
べりやがけ崩れなどの土砂災害が発生
しやすくなります。命を守るために土
砂災害に備えましょう。
◆問合せ先
　役場地域整備課建設室緯87―0516

◆日時／６月15日㈰ 10：00～11：30
◆場所／あ～す２階会議室
◆説明種目／自衛官候補生、一般曹候
補生、航空学生（パイロット）など
◆対象／27歳未満の男女
◆問合せ先／自衛隊米沢地域事務所・
佐藤緯0238―23―0011

山形県警察官を募集します

やまがた森の感謝祭2014

土砂災害防止月間

自衛官採用制度説明会

山形県調理師試験のご案内

公立置賜総合病院職員募集

県営住宅入居者募集

モンテディオ山形
「飯豊町応援デー」

経済センサス基礎調査、
商業統計調査にご協力ください

どんでん平ゆり園の
無料入園券配布のお知らせ
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▼予約・問合せ先・手続き窓口／役場教育文化課 子育て支援室　☎87－0518

　次代を担う子どもたちの健やかな育ちに寄与することを目的として、町内に住所があ
る方で、中学校修了前のお子さんを養育している方に対して児童手当を支給しています。

●支給期間／お子さんが中学校修了するまで
●支給額
焔所得制限以内の方は
　・０歳から３歳未満　　　　　月額15,000円
　・３歳から小学校修了まで
　　　第１子、第２子　　　　　月額10,000円
　　　第３子以降　　　　　　　月額15,000円
　・中学生　　　　　　　　　　月額10,000円
焔所得制限以上の方は、一律　　月額 5,000円

●支給時期／原則として、毎年６月、10月、２
　月に、それぞれの前月分までの手当を支給し
ます。

　　今年６月の手当支給の場合は、２月分から
５月分の児童手当を６日㈮に、指定された金
融機関の受給者名義口座に振込みます。

＊第１子、第２子、第３子などの数え方は、18
　歳到達後の最初の３月31日までの間にある子
どもの出生順です。

　毎年６月に現況届の提出が必要です。児童手当を
受給している方には、現況届の用紙を６月上旬に送
付します。
　この届出は、６月以降引き続き児童手当を受けら
れるかどうかを審査するためのものです。現況届を
提出しないと、受給資格があっても手当てが支給さ
れなくなりますので、必ず手続きをしてください。
　なお、平成26年５月以降に認定請求した方（５月
に第一子が生まれた方、５月に転入した方）は、現
況届の提出は必要ありません。

▼ 役 場 受 付
▽期間／６月９日㈪～30日㈪（土・日を除く）
▽時間／８：30～17：15
▽場所／役場１階　教育文化課子育て支援室
※毎週月曜日と金曜日に延長窓口を行っています。
当日の13：00までに電話予約いただくと、18：30ま
で受付いたします。下記までご予約ください。

▼ 臨 時 受 付
▽期日／６月14日㈯
▽時間／９：00～17：00
▽場所／町民総合センター『あ～す』２階研修室

＊持ち物は、印鑑と健康保険被保険者証の写しです。
＊郵送による届出は受付できません。
＊詳しくは、児童手当等現況届に同封の「児童手当
　制度のご案内」をご覧ください。

◆手続き／お子さんが生まれたときや、ほかの市区
　町村から転入したときは、役場教育文化課子育て
支援室に「認定請求書」または「額改定認定請求
書」の提出が必要です（公務員の場合は勤務先に）。

　　原則として、申請された月の翌月分から支給さ
れます。
◆持ち物／印鑑、健康保険被保険者証の写し、受給
　者名義の金融機関の口座番号がわかるもの（銀行
の通帳など）
　　平成26年１月１日に町に住民登録のなかった方
は、上記に加え、前住所地の市区町村長が発行す
る児童手当用所得証明書（平成25年分）が必要で
す。

◆手当を受けるため ▼続けて手当を受けるために
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焔１期初回接種（満３歳になったら、はじめます）
　平成23年４月２日～平成24年４月１日生まれ
焔１期追加接種
　平成17年４月２日～平成19年４月１日生まれ
　平成22年４月２日～平成23年４月１日生まれ

焔２期接種
　平成８年４月２日～平成９年４月１日生まれ
※平成７年４月２日から平成18年４月１日生まれの
方については、20歳になるまでの間、未接種分を
定期接種として公費で接種できます。

　 日 本 脳 炎 の 予 防 接 種 を 受 け ま し ょ う　

◆対象者／町民の方で次の条件のいずれかに該当す
る方（ただし、昨年助成を受けた方、風疹にか
かったことのある方、風しんワクチンを２回接種
した方を除く）
◇風しん抗体検査　　年齢は平成26年４月１日現在
焔妊娠を希望する19～50歳女性
　妊娠中の方および妊娠の可能性のある方は除く
焔妊娠を希望する19～50歳女性の夫および同居家族
　妊娠を希望する19～50歳女性が、風しん抗体価が
十分ある、風しんにかかったことのある、風しん
予防接種を２回受けたことのある場合は除く
焔妊婦の夫および同居家族
　妊婦が妊婦健診で抗体価が十分あると確認できた場合は除く

◇予防接種（ワクチン接種）
焔抗体検査を受けた方で、抗体価が十分でないと判
定確認できた方（妊娠中の方や妊娠の可能性のあ
る方は除く）

◆助成金額／抗体検査費およびワクチン接種費の全
額（一人１回限り）

◆助成期限／平成27年３月31日
◆指定医療機関／さゆり内科歯科クリニック　飯豊
町国民健康保険診療所　飯豊町国民健康保険診療
所付属中津川診療所

◆手続き／健康福祉課にて申請を行っていただくか、
町ホームページから申請書を印刷し、記入して持
参ください

　 風 し ん 抗 体 検 査 お よ び 予 防 接 種 費 用 を 助 成 し ま す　  

問合せ先／町健康福祉課健康医療室緯86―2338

消 費 税 率 引 上 げ に 伴 い 給 付 金 事 業 を 行 い ま す

　消費税率引き上げに伴い、所得の低い方や子育て世帯への負担を減らすために、給付金事業を行
います。具体的な申請と手続きについては、６月中旬に全戸配布するチラシをご覧ください。

　所得の低い方の負担を緩和します。

◆支給対象者／平成26年１月１日に飯豊町の住民基
本台帳に記載されている方で、平成26年度分の住
民税が課税されていない方
※ただし、ご自身を扶養している方が課税されてい
る場合や生活保護を受給されている方は、対象外
となります
◆支給額／・１人につき10,000円
・下記に該当する場合は、１人につき5,000円を加算
【加算対象者】
・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金など
の受給者
・児童扶養手当、特別障害者手当などの受給者

　子育て世帯の負担を緩和します。

◆支給対象者／次のどちらの要件も満たす方
　　　　　　　（臨時福祉給付金対象者を除く）
焔平成26年１月分の児童手当・ 特 例給付を受給

※

焔平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満
※所得が高額な方について、児童１人当たり月額
5,000円を支給しているものです

◆対象児童／支給対象者の平成26年１月分の児童手
当・特例給付の対象となる児童。ただし、臨時福
祉給付金の対象となる児童や生活保護の受給者と
なっている児童などは除きます

◆支給額／対象児童１人につき 10,000円

臨時福祉給付金 子育て世帯臨時特例給付金

問合せ先／役場教育文化課子育て支援室緯87―0518問合せ先／町健康福祉課福祉室緯86―2233
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 図書室に
灸ヤングアダルトコーナー球

ができました 

問合せ先／役場住民税務課住民室緯87－0511

◆手続き日程表
場　所時　間期日

東部地区公民館  9：30～11：00
6月19日
㈭ 中津川地区公民館13：00～14：00

西部地区公民館15：00～16：30

中部地区公民館  9：30～11：306月20日
㈮ 白椿地区公民館14：00～16：00

○身 ・○親 医療証の更新のお知らせ

手続きをお忘れなく！

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

捲出演団体募集捲

フェット・ド・ラ・ミュージフェット・ド・ラ・ミュージッック２０１４ク２０１４

◆役場でも更新の手続きができます
　左表の日程で都合の合わない方は、６月23日以降は、
役場住民税務課住民室でも手続きができます。
※役場住民税務課では毎週月・金曜日に窓口の延長を
実施しています。当日の13：00までに申し込みをす
ることで、18：30まで受付が可能です。

※６月19日牙・20日画は、役場での医療証更新受付は
できませんのでご了承ください。

◆平成26年１月２日以降に転
入された方へ

　前住所地より児童手当用の
「平成25年分の所得証明書」を
ご持参ください。ただし、６月
16日以降でないと発行ができ
ない場合があります。

◆  医療証の更新について
　現在、「重度心身障がい（児）者医療証」および「ひと
り親家庭等医療証」をお持ちの方は、有効期限が６月
30日になっています。以前申請された方について再判
定後、該当者には事前に通知しますので、下記のいず
れかの会場で更新手続きを行ってください。なお、持
ち物については届いた通知書をご覧ください。

親身

　フェット・ド・ラ・ミュージックは1982年、フラン
スの文化庁発祥の「音楽の祭典」です。今では世界100
カ国以上で開催されています。
　音楽活動をしている方、またはしてみたい方、ぜひ
この機会に、お気軽にご参加ください♪
　ギター演奏、ロック、ジャズ、合唱…音楽なら何で
も大歓迎です。地域のみなさんに日頃の練習の成果を
発表してみましょう！
◆日時／６月2１日臥　16：30～18：30
◆会場／町民総合センター「あ～す」屋外
◆募集組数／10組（定数になり次第募集締切）
◆出演申込方法／６月７日臥まで「参加申込書」に必
要事項を記入の上、町民総合センター「あ～す」ま
でご提出ください（FAX可）

※「参加申込書」は町ホームページからダウンロード
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
　町民総合センター「あ～す」緯72―3111　
※後日、出演団体の代表者にお集まりいただき打ち合
わせを行います。出演時間等の詳細はその際に決め
させていただきます

　ヤングアダルト（YA）とは、13歳～19歳の“若い大
人”という意味で使われている言葉です。子どもから
大人に成長するこの時期は、体だけではなく心も大き
く育ちます。“柔らかい”心を育てるために、読書が一
番必要なときなのです。
　町民総合センター「あ～す」図書室ではカウンター
の隣にヤングアダルトコーナーを設置しています。中
高生世代のみなさんのために魅力ある本を集めていま
すのでぜひお立ち寄りください。
◆問合せ先
　町民総合センター「あ～す」図書室緯72―3111
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【らくらく筋トレ教室】
焔参加料／１回200円
焔開催日時／毎週月・火・木・金曜日
　９：00～12：00　13：00～16：30
　（祝日は休館となります）
【らくらく筋トレ無料開放日】
焔６月11日㈬ 13：00～16：30
　筋トレマシーンを使った運動、筋肉
量や体内年齢などの測定を無料で実施
できます。
●対象者／おおむね60歳から
　（初めての方はあらかじめご連絡下さい）
●持ち物／内履き、飲み物、タオル
●場所／町社会福祉協議会建物内

【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。地域のサロンやクラブ
などでぜひご利用ください。

●会場／町社会福祉協議会建物内

見逃さない！許さない！不法投棄住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら

　不法投棄が大きな問題となっています。不法投棄は景観
を乱すだけではなく、捨てられた土地の所有者がそのごみ
を撤去することになり、不条理な損害を与える悪質なもの
です。
　廃棄物の中には、有害物質が漏れ出して土壌や水質を汚
染し、人体や農作物に被害を与えるケースもあります。捨
てるのは簡単ですが、ごみの撤去回収と自然の回復には、
多大な費用と労力、時間を要します。
　人目を盗み、不法にごみを捨てていく行為は、絶対に許
されないものです。ですから法律では「５年以下の懲役も
しくは1,000万円以下の罰金又はこれの併科」と厳しい罰
則を定め、警察や自治体などが一体となり、取り締まりを

強化しています。
　町内には、町から委嘱され
た11名の不法投棄監視員が
地域を巡回し常に監視の目を
光らせています。５月20日に
は、監視員のほか関係者が集
結し、町内一斉パトロールを
実施しました。これに町民の皆さんの力を加え、不法投棄
を許さない町にしていきましょう。

◆不法投棄の通報先／役場住民税務課生活環境室
　　　　　　　　　緯87―0514

　　　　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（予約不要）
焔日時／毎週月曜日 13：00～14：00
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　　　

○保健所／米沢市金池３丁目1-26

※すべての相談・検査は匿名やプラ
イバシーを厳守します

　　　　    　心の相談　　　　　  　

　１人で悩んでいませんか。つらい時は
精神科医師にご相談ください（要予約）
煙置賜保健所（米沢市）会場
焔日時／６月12日㈭ 14：30～
煙置賜総合支庁西庁舎（長井市）会場
焔日時／６月18日㈬ 10：00～
◆申込・問合せ先／置賜保健所 精神保
健福祉担当緯0238―22―3015
　　　    　  女性の相談　　       　　

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

米沢市役所

市営体育館
郵便局

ハロー
ワーク

図書館

JA

最
上
川

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 教 室

◆申込・問合せ先
   社会福祉協議会内専用電話
    　緯86－2555
　町健康福祉課
    　緯86－2233

つばき保育園 健康福祉センター
健康福祉課

あ～す

町社会福祉協議会（会場）

置 賜 保 健 所置 賜 保 健 所 のの

健 康 相 談



６月
問合せ先／町健康福祉課健康医療室
　　　　　緯86―2338

　１歳６カ月児健診　
司日時／６月26日㈭　13：00までおいでください
司対象者／平成24年11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、子ども用歯ブラシ、バ
スタオル、６月上旬にお送りする問診票、その
他お子さんに必要なもの

司日時／６月12日㈭　13：00までおいでください
司対象者／①平成23年５月・６月・７月生まれ

②平成24年１月・５月・６月・７月生まれ
③平成25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、健
診料金500円

司期日／６月９日㈪・23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／６月４日㈬　８：50～15：30
司対象者／平成26年10月・11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・９カ月児健診　
司日時／７月４日㈮　13：00までおいでください
司対象者／４カ月児／平成26年１月・２月生まれ

９カ月児／平成25年８月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／７月17日㈭　13：00までおいでください
司対象者／①平成23年３月・４月・８月・10月・11月

　・12月生まれ
②平成24年２月・３月・８月生まれ
③平成25年３月・６月生まれ

幼児歯科健診

母子健康手帳交付

パパママ教室（１回目）

電話番号担当歯科医院期日

0238－23－8148米沢　平間歯科医院６月１日蚊

0238－46－2322川西　加藤歯科医院６月８日蚊

0238－23－2206米沢　三條歯科医院６月15日蚊

85－2422白鷹　佐藤歯科医院６月22日蚊

0238－43－2125南陽　桜井歯科医院６月29日蚊

飯豊町消防演習 ８：45～（あ～す）日1
月2
趣味の会 ９：00～（東部地区公民館）
椿劇場第１回実行員会 19：00～（白椿地区公民館）
キララ☆ピラティス教室 19：30～（東部地区公民館）

火3

親子エクササイズ教室 10：00～（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4

おはなし広場 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5

心配ごと相談・行政相談・人権相談 13：00～（白椿地区公民館）
親子天文教室 19：00～（いいで天文台）
白椿地区子ども会育成会議 19：00～（白椿地区公民館）

金6

さつき展 ９：00～（しらさぎ荘前）～【８日】
やまがた森の感謝祭2014 10：00～（源流の森）
キララ☆フィットネス教室 15：00～（スポーツセンター）
やまがた森の感謝祭2014飯豊町併催事業 16：00～（中津川地区）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土7

町総合体育大会ソフトボール大会 ８：30～（町民野球場）
やまがた森の感謝祭2014飯豊町併催事業 ９：30～（中・萩生地区）日8

月9
火10
親子エクササイズ教室 10：00～（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☆ピラティス教室 19：00～（中津川地区公民館）
キララ☆エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）

水11

キララ☆卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）
レディース検診 13：15～（南陽検診センター）木12

金13
いいでどんでん平ゆり園開園セレモニー ９：00～（ゆり園）
親子ふれあい体験 ９：45～（飯豊少年自然の家）
子育て合同研修会 10：00～（あ～す）
キララ☆フィットネス教室 15：00～（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14

館長杯グラウンドゴルフ大会 13：30～（東部地区公民館）日15
月16
レディース検診 13：15～（南陽検診センター）
キララ☆エアロビクス教室 19：00～（西部地区公民館）
いちごクラブ 19：30～（白椿地区公民館）

火17

親子エクササイズ教室 10：00～（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18

あそびの広場・避難訓練 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19

心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）金20
“夏うた”をうたう集い 14：00～（あ～す屋内）
フェット・ド・ラ・ミュージック 16：30～（あ～す屋外）土21

日22
月23
飯豊町農業委員会 ９：30～（役場）火24
かんがるー広場 10：30～（こどもみらい館）
就職面談会【町地域雇用創造推進協議会】 13：00～（あ～す）
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25

５歳児リトミック 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26

さわやかクラブと手ノ子幼稚園の交流会 10：00～（西部地区公民館）
栄養士さん指導 10：15～（こどもみらい館）金27

キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
いちごクラブ・白椿リサイクル会合同漬物講習会 13：30～（白椿地区公民館）
キララ☆フィットネス教室 15：00～（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28

飯豊町消防操法大会 ９：00～（あ～す）日29
椿地区総合健診 ７：30～（健康福祉センター）月30

７月の乳幼児健診日程
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