
手　ノ　子　幼　稚　園
纂認定区分／１号認定の方
纂開園時間／７：30～18：45
焔預かり保育／７：30～８：30、15：30～18：45
纂対象者／３歳～５歳（平成28年４月１日時点）
纂保護者負担額／町が定める額（給食費は別料金）
纂預かり保育額／朝1,000円、夕方5,000円(共に月額）

October
2015 １０.２２

IIDE PUBLIC RELATIONS

お　知　ら　せ　版

申　し　込　み
纂期間／11月２日㈪～11月30日㈪
纂申込場所／各幼児施設または役場教育文化課子育て
　支援室へ「認定申請書兼入所申込書」に必要事項を
　記入のうえ、添付書類とともにご提出ください

学　童　ク　ラ　ブ
焔いいで中部学童クラブ　焔白椿学童クラブ　焔手ノ
子幼稚園学童クラブ　焔添川児童センター学童クラブ
纂対象／町内の小学校に在学する１年生から６年生で、
放課後留守家庭の児童
纂負担金／月額5,000円
纂実施時間／月曜日から金曜日の学校終了～18：45

　平成28年４月から各幼児施設の利用を希望される方の申し込みを受け付けします。
　また、町では幼稚園的機能と保育所的機能の両方をあわせ持つ単一の施設として「飯豊町幼保
連携型認定こども園」を運営していきます。

【対象児童および認定区分】
纂平成28年４月１日時点で満３歳以上のお子さん
　焔保育の必要がなく、教育を希望する方　駒１号認定
　焔保育が必要な方
　　（仕事や病気などで保育ができない世帯） 駒２号認定

纂生後６カ月～２歳までのお子さん
　焔保育が必要な方
　　（仕事や病気などで保育ができない世帯） 駒３号認定
　　（生後２カ月からの産休明け保育も行っています）

添　川　児　童　セ　ン　タ　ー
纂保育時間／８：30～16：00
焔延長保育／７：30～８：30、16：00～18：45
纂対象者／３歳～５歳（平成28年４月１日時点）
纂使用料／町が定める額（給食費は別料金）
纂延長保育料／朝1,000円、夕方5,000円（共に月額）

【２・３号認定の方】
纂施設／２号認定の方は現在のいいで中部幼稚園
　　　　３号認定の方は現在のさゆり保育園
纂開園時間／７：30～18：45
焔短時間認定 ／８：30～16：30　
焔標準時間認定 ／７：30～18：45
纂対象者／０歳～５歳（平成28年４月１日時点）
纂保護者負担額／町が定める額

飯豊町幼保連携型認定こども園
【１号認定の方】
纂施設／現在のいいで中部幼稚園
纂開園時間／７：30～18：45
焔預かり保育／７：30～８：30、15：30～18：45
纂対象者／３歳～５歳（平成28年４月１日時点）
纂保護者負担額／町が定める額（給食費は別料金）
纂預かり保育額／朝1,000円、夕方5,000円（共に月額）

※

※

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

◆申込・問合せ先／役場教育文化課子育て支援室緯87―0518

つ　ば　き　保　育　園
纂認定区分／２・３号認定の方
纂開園時間／７：30～18：45
焔短時間認定 ／８：30～16：30　
焔標準時間認定 ／７：30～18：45
纂対象者／０歳～５歳（平成28年４月１日時点）
纂保護者負担額／町が定める額

※

※

※【短時間認定・標準時間認定について】
　２号・３号認定の方は、「保育の必要な事由・就労の時間」など
により「短時間認定」と「標準時間認定」に区分され、負担額
が異なります

平成28年度幼児施設利用の受け付けを開始します
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◆日時／11月14日㈯　開会10：30
◆会場／山形ビッグウイング（山形市）
◆対象者／どなたでも（先着170名）
◆申込・問合せ先／山形県発達障がい
者支援センター緯023―673―3314

◆日時／11月19日㈭ 18：30～20：30
◆会場／長井市生涯学習プラザ
◆内容／発達障がいをテーマにいじめ
予防・子育ての在り方を考えます

◆対象者／どなたでも
◆申込・問合せ先／（公社）長井青年会
議所☎84―5394

◆募集職種・人数／上級行政職・１名
◆応募資格／平成３年４月２日～６年
４月１日までに生まれ、大学を卒業
した方（平成27年度中の卒業を含む）
◆申込期限／11月16日㈪
◆申込・問合せ先／山形県市町村職員
退職手当組合緯023―631―0650

　県内各地の団体が一堂に会し、ライ
ブパフォーマンスや体験ブース、特産
品の販売など、来場者の方が楽しめる
催しをたくさん準備します。いいでス
ポーツクラブキララのマスコットキャ
ラクター「キララちゃん」のほか、県
内各地のゆるキャラも集結します。
◆日時／11月15日㈰ 10：30～15：30
◆場所／ 甑  葉 プラザ（村山市）

しょう よう

◆入場料／無料
◆問合せ先／山形あづまりEXPO実行
委員会緯080―1811―5054

◆日時／11月９日㈪～11日㈬
　10：00～11：00、10：30～11：30
◆場所／米沢養護学校長井校（長井市）
◆対象／長井校に興味のある保護者や
就学を考えている保護者。小学校や
幼稚園、保育園の関係者。福祉関係者
◆申込期限／11月５日㈭
◆問合せ先／米沢養護学校長井校　　
☎88―5277

山形あづまりＥＸＰＯ2015

米沢養護学校長井校
オープンスクール

◆助成内容
斬果樹苗木購入／苗木購入費の½を上
限として助成
斬資材購入／上記果樹苗木植栽に必要
な資材購入費の½を上限として助成
斬電気柵購入／野生鳥獣から果樹被害
を防止するための電気柵設置費の½
を上限として助成
◆その他
斬販売を目的として苗木を購入する場
合に限ります
斬予算の範囲内での助成となります
◆申請・問合せ先／役場農林振興課農
業振興室緯87―0525

　山形県の最低賃金は従来の１時間
680円から１時間696円に変更になり
ます。この最低賃金は、10月16日か
ら効力を発生し、県内で働くすべての
労働者に適用されます。
◆問合せ先／山形労働局労働基準部賃
金室緯023―624―8224

果樹の苗木や資材などの
購入に対する助成

山形県最低賃金について

固定資産税・国保税
煙納期限／11月30日㈪
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87―0512、87―051311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。

暮 ら し の 相 談 11月
日時：６日㈮･20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：20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87－0514）

行 政 相 談

　広く町民の皆さんへ議会活動について話し合いを
させていただく機会として「飯豊町議会  みなさんと
語る会」を開催いたします。議会に対する意見や町
政に対する提言などをお聴きし、議会活動に反映さ
せるとともに、町民に開かれ
た活力ある議会を目指してま
いります。皆さんの参加をお
待ちしています。
胸開催方法／議員を班編成し、
右表の９会場で開催します。

開かれた議会を目指して

飯豊町議会  みなさんと語る会
胸開催日時と会場

会 場開催地区期 日
高峰多目的集会所高峰地区11月４日㈬
中部地区公民館萩生地区

11月５日㈭
東部地区公民館東部地区
勤労者研修センター黒沢地区

11月６日㈮
小白川公民館小白川地区
中公民館中地区11月10日㈫
白椿地区公民館椿地区11月12日㈭
西部地区公民館手ノ子地区

11月13日㈮
中津川地区公民館中津川地区

胸問合せ先／役場議会事務局緯87―0527

開催時間は、全会場19：00～21：00です。

山形県市町村職員退職手当組合
職員募集

子どもの心を理解する
無料講演会

発達障がい児（者）の支援を
考えてみませんか
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◆日時／11月13日㈮ 13：30～16：10
◆会場／はぎ苑新館（長井市）
◆内容／斬講演（演題「６次産業：自ら
の具体的な支援事例とそのポイント」）
斬事例紹介（西置賜農業賞受賞者、管
内の取組み）
斬展示・試食（農産加工品、新米、管
内産果物・野菜・花など）

◆対象者／西置賜の農業関係者100名
◆参加料／無料
◆申込期限／11月６日㈮
◆申込・問合せ先／役場農林振興課農
業振興室緯87―0525

　行政書士は皆さんからの依頼により、
官庁や役所などに提出する諸書類の作
成、相談、提出代行を行います。
◆日時／毎月第４火曜日 10：00～12：00
◆会場／長井市役所市民相談センター
◆問合せ先／松山和好行政書士事務所
緯87―1800

　商工会では、20％お得なプレミアム
付商品券を販売します。町民世帯に先
行販売します。売り切れ次第終了です。
◆販売日／11月３日㈫㈷
◆販売時間／９：00～15：00
◆販売会場／町内各地区公民館
◆販売価格／1セット５千円（1,000
円×６枚）をセット単位で販売。1
世帯10セットまで購入できます。や
まがた子育て応援パスポート提示で
12セットまで購入できます。
※家族以外の代理購入はできません
※町外の方への販売は４日㈬からです
◆使用期限／平成28年２月29日㈪
◆問合せ先／飯豊町商工会☎72―3000

　事前の予約申し込みが必要です。
◆日時／11月11日㈬ 9：30～12：30
◆場所／役場２階談話室
◆内容／厚生年金に関する相談全般
◆申込期間／11月２日㈪～９日㈪
※土日曜日と祝日を除く
◆申込・問合せ先
　役場住民税務課住民室緯87―0511

◆応募資格／平成28年４月１日時点
で、15歳以上17歳未満の男性
◆受付期間
　11月１日㈰～平成28年１月８日㈮
◆試験日／１月23日㈯
◆申込・問合せ先／自衛隊米沢地域事
務所緯0238―23―0011

　山形県後期高齢者医療広域連合は、
無料歯周疾患検診事業を行っています。
◆対象者／昭和14年４月１日～15年
３月31日までに生まれた方
◆実施期限／12月31日㈭
◆受診方法／対象者には広域連合から
８月に案内通知をお送りしました。
歯医者さんに予約して受診してくだ
さい。無料で受診できます。
◆問合せ先／山形県後期高齢者医療広
域連合緯0237―84―7100　

◆助成対象者（接種時の年齢）・助成額
斬65歳以上の方／2,000円
斬満６カ月～中学３年生／１回2,500円
◆助成期限／平成28年１月30日㈯
◆その他／接種前に、助成対象の医療機
関かを医療機関に確認してください
◆問合せ先／町健康福祉課☎86―2338

歯周疾患検診を受けましょう

11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
72－2191佐 藤 管 工 業日2275－2086髙 橋 工 務 店火３
72－2191佐 藤 管 工 業月2375－2086髙 橋 工 務 店土７
75－2086髙 橋 工 務 店土2872－2191佐 藤 管 工 業日８
75－2086髙 橋 工 務 店日2972－2191佐 藤 管 工 業土14

75－2086髙 橋 工 務 店日15

県行政書士会長井支部の
無料相談会

西置賜農業フォーラム

プレミアム付商品券販売

　詳細はお問い合わせください。
◆勤務期間／12月上旬から３月上旬
◆申込期限／11月12日㈭
◆申込・問合せ先／町教育文化課生涯
学習振興室（あ～す内）緯72―3111

　年末調整関係事務を行う事業所説明
会を実施します。
◆日時／11月16日㈪ 13：30～
◆会場／長井市置賜生涯学習プラザ
◆内容／年末調整のしかた、源泉徴収
票・支払調書提出時の確認事項など

◆その他／年末調整関係書類に不足が
ある場合は、説明会会場と長井税務
署で配布します

◆問合せ先／長井税務署調査部門
　緯84―1810※自動音声案内

◆相談日／予約の上ご相談ください

◆問合せ先／東北税理士会長井支部
　緯84―2505

◆内容／講演会（演題「被支援者から
支援者となり、大切にしていること」）
◆日時／11月９日㈪ 13：30～16：00
◆会場／えくぼプラザ（南陽市）
◆参加費／無料
◆問合せ先／山形県立泉荘緯88―9211

町営手ノ子スキー場の
従業員を募集します

平成27年分の
所得税年末調整説明会

東北税理士会長井支部の
無料税務相談

相談会場電話番号担当会員11月
長井市館町南88―9159金田和夫11日

㈬ 長井市新町84―2505植木英夫

長井市新町84―2505須貝周一
12日
㈭

長井市館町南88―9159長澤修司

長井市台町87―0057渡邉美津夫

飯豊町椿72―2400長沼安義
13日
㈮

白鷹町十王85―4548海老名信乃

長井市館町南88―9159村上俊浩

泉荘福祉セミナー

11月の年金相談
（年金事務所出張相談）

インフルエンザ
予防接種費用助成

自衛官候補生募集
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　厚生労働省では、「国民一人一人が『ねんきんネット』などを活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡ら
せていただく日」として、毎年11月30日を「年金の日」としました。この機会にぜひ、ねんきんネットを利
用して年金記録や年金受給見込額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。

ねんきんネットとは
　インターネット上で、ご自身の年金加入記録の照会、年金見込額の試算、持ち主のわからない年金記録の検
索など、年金に関する便利なサービスをご利用いただけます。

ねんきんネットの利用方法
　ご自宅のインターネットに接続できるパソコンまたはスマートフォンでユーザＩＤを取得することで、年金
記録などをご確認いただけます。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
（日本年金機構ホームページ　http://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html）

ねんきんネットをご利用いただけない方は・・・
　役場にて、年金記録の確認や紙媒体による記録の交付を行っています。記録の確認をご希望の方は、年金手
帳やねんきん定期便（はがき）などの基礎年金番号がわかるもの、はんこ、本人確認書類（運転免許証など）
をお持ちのうえ、住民税務課住民室①窓口までお越しください。
※代理人の方がいらっしゃる場合は委任状が必要です。

◆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

読み聞かせについて一緒に学びませんか？

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

「あ～す」図書室からのお知らせ
◆平日の図書室開館時間の延長が終了します
　現在、平日は９：00から18：00まで開館している「あ
　～す」図書室ですが、10月末をもって延長時間が終了
　いたします。11月４日㈬より以下の開館時間になりま
　すのでご注意ください。
◆開館時間／９：00～17：00（火曜日～日曜日）
◆休館日／月曜日・祝日・年末年始
◆問合せ先／「あ～す」図書室　☎72―3111

四季の歌“冬うた”を歌う集四季の歌“冬うた”を歌う集いい
　11月は“冬うた”を歌う集いを開催します。冬の歌、
大好きな歌、懐かしい歌、思い出の歌をみんなで楽しく
歌いましょう。お知り合いの皆さんでお誘い合せのうえ、
もちろんお一人からでも、お気軽にご参加下さい♪
◆日時／11月28日㈯ 14：00～16：00
◆会場／町民総合センター「あ～す」多目的ホール
◆講師／小松伸子 先生（指揮）　安部里美 先生（伴奏）
◆参加費／１人500円
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」　☎72―3111　読み聞かせが子どもに大切なのは知っているけど、ど

うも難しい…。この読み方でいいのかな？タイミングっ
てあるのかな？絵本の選び方がわからない…。
　そんな疑問をお持ちのお家の方、ぜひご参加ください。
◆日時／11月21日㈯ 10：00～11：00
◆会場／町民総合センター「あ～す」２階会議室
◆講師／佐々木ゆか 氏
　（米沢市「サークル夢空間」代表）
※当日無料の託児所を設置いたします。11月14日㈯まで
　お申し込みください
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」　☎72―3111

 11 月
いい

 30 日は「年金の日」です
みらい
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 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
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

 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／11月12日㈭ 14：30～
煙置賜総合支庁西庁舎（長井市）会場
焔日時／11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

●らくらく筋トレ
　トレーニングマシンを使って介護予
防のためにゆっくりと運動を行うト
レーニングルームです。介護予防運動
指導員がおり、トレーニングマシンを
安全に使用でき、体力に合わせて無理
なく運動が続けられます。足腰を丈夫
にしたい方や筋肉量を維持したい方な
ど、ぜひご活用ください。健康づくり
のポイント対象事業にもなっています。
この機会に、楽しく手軽にできるト
レーニングを始めてみませんか？

◇対象者／おおむね60歳から
※初めての方は事前にご連絡ください
◇場所／町社会福祉協議会建物内
◇日時／毎週月・火・木・金（祝日休館）
　９：00～12：00、13：00～16：30
◇参加料／１回200円
◇持ち物／内履き、飲み物、タオル

●会場

◆申込・問合せ先
・社会福祉協議会内専用緯86―2555
・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 づ りく

あ～す

つばき
保育園

健康福祉
センター

■ルールを無視した生活ごみの不適正処理が、環境を汚
染しています
　家庭からの廃棄物を回収するには、町の「一般廃棄物
処理業」の許可が必要です。全国では、無許可業者によっ
て回収された廃棄物が不法投棄や不適正処理された事例
もあります。無許可の業者が回収する廃棄物は、法を
守った適正な処理を確認できません。知らずに出した廃
棄物が環境を悪化させるおそれがあります。
　ご家庭での廃棄物の処理に関するお問い合わせや、不審
な電話や訪問があった場合は、以下までご連絡ください。

◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室緯87―0514

　先月（９月）の下旬、次のような不審な電話や訪問等
が発生しました。

事例①「家庭でいらなくなったものがあれば有料で引き
取りに自宅まで行く」という電話があった。

事例②「このトラクターを譲って欲しい」と業者を名乗
る者が訪問し、勝手に車庫を開けて物色して
いった。

事例③「使用していない家電製品はないか」という電話
があり、あるが来なくてよいと答えた。

　　　　翌日、自宅わきに置いていた家電製品がなく
なっていた。

あなたの家庭は大丈夫！？ 無許可業者に
よる「ごみ回収」が横行してい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

置賜保健所

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

町社会福祉
　協議会　



　４カ月児・９カ月児健診　
司日時／11月27日㈮ 13：00までおいでください
司対象者／４カ月児／平成27年６月・７月生まれ
　　　　　９カ月児／平成27年１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／11月26日㈭ 13：00までおいでください
司対象者／平成26年３月・４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、11月上旬にお送りする問診票、その
ほかお子さんに必要なもの

司日時／11月19日㈭ 13：00までおいでください
司対象者
　①平成24年８月・９月生まれ
　②平成25年４月・５月・９月・12月生まれ
　③平成26年５月・７月・10月・11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／11月９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／11月４日㈬ ８：50～11：40
司対象者／平成28年２月・３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

　４カ月児・９カ月児健診　
司日時／12月11日㈮ 13：00までおいでください
司対象者／４カ月児／平成27年８月生まれ
　　　　　９カ月児／平成27年２月・３月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／12月３日㈭ 13：00までおいでください
司対象者
　①平成25年１月・６月・７月生まれ
　②平成26年１月・２月・８月生まれ

中津川地区文化祭 ９：00～（旧中津川小中学校）日1
月2
火3
白椿リサイクル会研修 ８：30～（未定）
おはなしの広場 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4

音楽の広場 10：00～（あ～す）
農業者年金事前説明会 10：00～（役場）木5

心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）金6
東部地区ナイターバレーボール大会 18：45～（添川小学校）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土7

町バレーボール大会 ８：30～（スポーツセンター）
中部地区分館連グラウンドゴルフ・文化祭展示品作成・芋煮会 
９：00～（中部地区公民館ほか）

日8

部落長等会全員研修会 13：45～（第一小学校ほか）月9
第6回食生活改善推進員養成講座 ９：30～（健康福祉センター）
キララ☆スピードミントンナイト 19：30～（スポーツセンター）
秋桜倶楽部役員会 19：30～（白椿地区公民館）

火10

しろあと教室研修 ９：00～（柳川温泉）
糖尿病になんてならないぞ！教室③ ９：30～（健康福祉センター）
かんがるー広場 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11

栄養士さん指導 10：15～（こどもみらい館）
キララ☆ピラティス教室 19：00～（中津川地区公民館）木12

秋季スポーツ大会 19：00～（白椿地区公民館）金13
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14

食彩しろつばき ９：30～（いいで旅館）日15
健診結果説明会（松原地区） ９：15～（松原公民館）月16
親子食育教室（つばき保育園４歳児） ９：30～（健康福祉センター）
キララ☆エアロビクス教室 19：00～（西部地区公民館）
キララ☆スピードミントンナイト 19：30～（スポーツセンター）
いちごクラブ役員会 19：30～（白椿地区公民館）

火17

健診結果説明会（添川地区74歳以下） ９：15～（東部地区公民館）
あそびの広場 10：30～（こどもみらい館）
健診結果説明会（添川地区75歳以上） 13：30～（東部地区公民館）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）

水18

親子食育教室（手ノ子幼稚園） ９：30～（西部地区公民館）木19
親子食育教室（いいで中部幼稚園） ９：30～（中部地区公民館）
心配ごと相談・行政相談 13：00～（白椿地区公民館）金20

キララ☆かけっこ教室 ９：30～（白椿地区公民館）
キララ☆ピラティス教室 18：30～（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21

町卓球大会 ８：30～（スポーツセンター）日22
月23
白椿地区育成会役員会 19：00～（白椿地区公民館）火24
飯豊町農業委員会総会 ９：30～（役場）
農業委員会農地相談会 13：00～（各地区公民館）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）
キララ☆ピラティス教室 19：30～（東部地区公民館）

水25

飯豊町「こくわワイン」「どぶろく」新酒を楽しむ夕べ 18：30～（物産館）木26
金27
総合検診（土曜日健診） ７：30～（健康福祉センター）
キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
ブックスタート 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土28

白椿地区育成会子供まつり ９：00～（白椿地区公民館）
食彩しろつばき ９：30～（いいで旅館）日29

糖尿病になんてならないぞ！教室① ９：30～（健康福祉センター）月30

１１月

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）

12月の乳幼児健診日程

電話番号担当歯科医院期日
0238―40―8404米沢 たいら歯科医院11月１日蚊
0238―42―5152川西 長十歯科医院11月３日峨
0238―37―3311米沢 中川デンタルクリニック11月８日蚊
0238―43―2403南陽 佐藤歯科医院11月15日蚊
0238―47―2216南陽 加藤歯科医院（宮内）11月22日蚊

85―2422白鷹 佐藤歯科医院11月23日俄
0238―22―3030米沢 春日歯科医院11月29日蚊

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
　　　　　緯86―2338
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休日歯科診療担当医院


