
　平成29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

　　試験案内、申込書およびエントリーシートは、６月2日晶から役場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。

６月６日昇から６月26日捷まで（土・日曜日を除く）８：30～17：15受付期間

第１次試験は８月中旬、最終合格者発表は９月下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30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87－0520

申込・問合せ先

試験会場試験内容試験日程

町民総合センター
「あ～す」

教養試験・作文試験・職場適応性検査
専門試験（上級土木・看護師・保育士）

７月23日掌第1次試験 

　※第１次試験合格者
　　にのみ通知

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63年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた方（学歴
不問）。または、平成８年４月２日以降に生まれた方で、学校教育
法による大学（短大を除く）を卒業した方（平成30年３月までに
卒業見込みの方を含む）

若干名 一般枠
上級行政
上級土木 昭和53年４月２日から昭和63年４月１日までに生まれた方で、民

間企業などでの職務経験が平成30年３月31日時点で、５年以上あ
る方（アルバイト・パートタイム職員を除く）

若干名 社会人
経験枠

昭和53年４月２日以降に生まれた方で、看護師免許を有し、看護
師としての実務経験年数が３年以上ある方２名 看護師

昭和48年４月２日以降に生まれた方で、保育士または幼稚園教諭
資格を取得しているか、本年度資格取得見込みの方若干名 保育士
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編集・発行／飯豊町総務企画課情報防災室
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　　酸酸日 日 程程

　　酸酸申込・合否の発表につい 申込・合否の発表についてて

　　酸酸手続き上の注意につい 手続き上の注意についてて

　　酸酸種 種 類類
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住民税
煙納期限／６月30日画
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87－0512、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：16日画　13：00～15：00
会場：町社会福祉協議会
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：16日画　13：00～15：00
会場：町社会福祉協議会
問合せ先：役場住民税務課（緯87－0514）

行 政 相 談

　入居条件や敷金などの詳細は、問い
合わせください。
◆物件／飯豊アパート（萩生3893－3）
焔戸数／３戸
焔間取り／６畳＋６畳＋4.5畳+ＤＫ
焔家賃／14,900円～29,300円
◆募集期間／６月７日昌～13日昇
◆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

◆申込み先／置賜総合支庁西置賜地域振興
局１階総合案内窓口(長井市)緯88－8200

◆日時／10月14日松 13：30～15：30
◆場所／山形県庁（山形市）
◆申込方法／６月15日昭～30日晶に保健
所生活衛生課に願書を持参。閉庁時を除く
◆願書配付・受付・問合せ先／山形県食
品安全衛生企画担当023－630－2329

◆日時／６月11日掌８：30～14：00頃
◆集合場所／西部地区公民館
◆参加費／無料
◆持ち物／昼食、飲み物、双眼鏡など
◆申込・問合せ先／髙橋純緯75－2832

　置賜地域では、カワウ、アオサギ、
ゴイサギにアユなどの川魚を捕食され
る被害が発生しているため、銃器での
駆除を実施しています。駆除実施の際
は目立つ服装を心がけますので、流域
での農作業の際はご注意ください。
◆駆除地域／置賜白川流域一帯
◆駆除方法／西おきたま猟友会による
駆除
◆捕獲時間／日の出から日の入りまで
◆捕獲期間／年度を通して行う予定で
すが、カワウの出没状況に応じて実
施します
◆問合せ先／西置賜漁業協同組合
　緯87－6107

◆日時／６月20日昇10：00～16：00
◆場所／町民総合センター「あ～す」
◆内容／専門の相談員が、本人やご家
族が抱える学校のことや就労のこと
などの相談に応じます
※基本的に予約優先で相談に応じます
◆予約・問合せ先
ＮＰＯ法人Ｗｉｔｈ優
　緯0238－33－9137

山形県調理師試験のご案内

銃器によるカワウなどの
駆除を実施しています

県営住宅「飯豊アパート」
８月上旬の入居募集

　町は中小企業者などが雇用を伴う設
備投資などを行った場合に助成します。
詳細は町ホームページをご覧ください。
◆対象者／町内に事業所などがある中
小企業者

※ほかにも条件があります
◆補助額／種類と条件により補助率が
異なります。30％が主です
※補助金額に上限があります
※１企業あたりの上限額は１億円です
◆補助金の種類
焔創業支援補助：新たな創業や新分野へ
の進出に伴う土地賃借料、用地造成費、
工場・事務所・倉庫・付属設備などの
建設費、機械・設備などの購入費、創
業に必要な経費に対する助成
焔設備投資支援補助：事業拡張などの
ための工場などの用地造成、施設建
設（増改築を含む）や機械設備購入
や設置費などに対する助成※単なる
既存設備の更新、営業車は除く
焔雇用促進補助：町内者の正規雇用（新
規学卒者を含む）に対する助成（６
カ月以上の継続雇用が条件）
焔観光事業補助：ＩＴを活用して情報
発信、集客を行うことにより、新た
な観光資源を生み出す事業経費など
に対する助成
焔商店支援補助金：機械・設備などの購
入費および設置費、ＩＴを活用した情報
発信、集客事業経費などに対する助成
◆申請方法／補助金申請書を記載して
提出。ただし、設備投資支援補助は
「雇用創出計画書」を提出（継続事
業の場合は不要）　

◆決定方法／審査会により決定します
◆募集期限／６月16日晶
◆申請・問合せ先／役場商工観光課産
業連携室緯87－0523

中小企業振興事業費補助金
のお知らせ

不登校やひきこもりなどの
無料相談会

環境美化にご協力ください
　６月28日昌～30日晶にかけて、町が加盟するNPO法人「日本で最も美し
い村」連合の「総会・フェスティバル2017inいいで」が本町を会場に開催さ
れ、総会期間中、全国の63の町村や地域から400名を超える参加者をお迎え
します。
　日頃より、道路や植栽帯、集落周辺の環境美化については、各世帯・部落
などで整備され、美しいまちづくりへの推進にご協力をいただいております。
　６月25日掌に実施される「きれいな川で住みよいふるさと運動」への協力
も含め、今回の総会開催をよい機会とし、住民主体のまちづくりを進める本
町の姿を全国から来町される参加者に紹介するため、景観保全や環境美化へ
の取組みについて、より一層のご協力をお願いいたします。
◆問合せ先／役場総務企画課総合政策室緯87－0521

沼の口バードウォッチング
のご案内
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６月の土・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 業土1772－2191佐 藤 管 工 業土３
72－2191佐 藤 管 工 業日1872－2191佐 藤 管 工 業日４
75－2086髙 橋 工 務 店土2475－2086髙 橋 工 務 店土10
75－2086髙 橋 工 務 店日2575－2086髙 橋 工 務 店日11

子小後援会／ヘルメット（入学児童分）
【飯豊中学校へ】

◎㈲井上園芸／サイネリア（12鉢）
◎二瓶幸浩さん／サイネリア（10鉢）
◎新野忠司さん／堆肥（トラック２台分）
◎㈲アグリメントなか／啓翁桜
◎卒業生保護者一同／３つ折り万能展示板(１台）
◎飯豊中後援会／タブレット型コンピュー
　ター(５台)、絵本ラックワゴン(１台)

【町内全幼児施設へ】
◎㈲アグリメントなか／啓翁桜
◎トヨタ㈱社会貢献推進部／幼児交通安全紙芝居

【飯豊わくわくこども園へ】
◎ＪＡグループ山形・ＪＡ全農山形／紙芝居

（幼児部へ）
◎宇津木きぬゑさん／手作りお手玉(55個)
◎卒園児保護者一同／デジタルカメラ（１台）
◎横澤喜美子さん／掛け時計(１台)
◎佐藤仁史さん／花壇用土

【つばき保育園へ】
◎卒園児保護者一同／かき氷機械（１台）
◎井上弘子さん・長沼静子さん
　綿あめ機械(１台)
◎二瓶幸浩さん／花鉢（８鉢）
◎井上建築／ままごとテーブル(１台)
◎伊藤昭一さん・伊藤綾子さん
　ペン立て、鉛筆（各21個）

【添川児童センターへ】
◎㈲井上園芸／鉢花（９鉢）
◎卒園児保護者一同／ＣＤポータブル
システム(１台)

【手ノ子幼稚園へ】
◎長岡とし子さん／タープテント(１式)
◎卒園児保護者一同／ホワイトボード(１脚)、
ホワイトボード用カラーマーカー(２セット)
◎二瓶幸浩さん／プランター花（２鉢）
◎ＪＡグループ山形・ＪＡ全農山形／紙芝居

【こどもみらい館へ】
◎二瓶幸浩さん／鉢花（３鉢）

【椿駅へ】
◎長谷川清さん／生け花（１式）

【西部地区公民館へ】
◎五十嵐光子さん／プランター鉢植(１鉢)

【中津川地区公民館へ】
◎髙橋了さん／台車(１台)
◎長谷川清さん／生け花(１式)

【町内全小学校へ】
◎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）
◎保険会社各社／ワッペン（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】
◎第一小後援会／展示板(４枚)、ジョイ
ントカーペット(２セット)、シート巻
き取り器(１台）、ラウンジソファ(２
台)、クロスカントリースキー靴（６
足）、パネルヒーター(１台)
◎交通安全協会中部支部
　黄色の帽子(入学児童分)
◎卒業生一同／掲示ボード(１式)

【第二小学校へ】
◎セブンイレブン飯豊椿店／恵方巻（６年生分）
◎鶴岡淡水魚の会／写真集「山形県の
森川海」(１冊)

◎二瓶幸浩さん／サイネリア（10鉢）
◎髙橋利郎さん／畑の堆肥
◎田中清さん／実習田の貸与
◎長沼新聞店／文房具セット(入学児童分)
◎交通安全協会中部・西部支部
　黄色の帽子（入学児童分）
◎日本マクドナルド㈱／防犯笛（入学児童分）

【添川小学校へ】
◎交通安全協会東部支部／黄色の帽子
(入学児童分)

◎日本マクドナルド㈱／防犯笛（入学児童分）
◎(一社)日本野球機構
　ベースボールウォール(１枚）
◎添川小後援会／紅白幕(２枚)、拡大機(１台)

【手ノ子小学校へ】
◎長沼新聞店／文房具セット(入学児童分)
◎交通安全協会西部・中津川支部、手ノ

　平成29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。

【飯豊町へ】
◎旧中津川小学校小屋分校排雪作業
　豊川建設㈱
◎役場庁舎敷地清掃作業／樋口建設㈱

【第一小学校へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、梅津久美子
さん、後藤めぐみさん、長岡佳奈さん

【第二小学校へ】
◎安全見守り／白椿子どもネット「安全
パトロール隊」の皆さん
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、石山幸子
さん、梅津久美子さん、舟山京子さん、
伊藤愛美さん、樋口典子さん

【添川小学校へ】
◎英語活動指導／茂木栄子さん

【手ノ子小学校へ】
◎読み聞かせ／ＰＴＡ母親部会、あ～
すまいり～ず

【町内全幼児施設へ】
◎節分行事補助／飯豊ライオンズクラブ

【こどもみらい館へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、石山幸子
さん、梅津久美子さん

【町民総合センターへ】
◎除草・清掃作業／飯豊町産業経済懇
話会、樋口建設㈱・関連企業一同

　平成29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。

【町民総合センターへ】
◎長谷川清さん／生け花（１式）
【介護老人保健施設「美の里」へ】

◎佐々木敦子さん／タオル(21枚)
◎伊藤和子さん／靴下(14足)
◎㈱ツルハホールディングス・クラシエ
　ホールディングス㈱／車椅子(１台）

【東部地区公民館へ】
◎齋藤徹さん／写真(多数)

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29年２月～４月
　1,591件／21,040,001円
斬平成28年度合計
　11,472件／148,808,418円
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児 童 手 当 の ご 案 内児 童 手 当 の ご 案 内
　次代を担う児童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、中学校修了前の児童を
養育し、生計を同じくする父母などに対して児童手当を支給しています。

◆支給期間／お子さんが中学校を修了するまで
◆支給額

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以
上の場合は、特例給付として月額5,000円を支給

※第１、２、３子などの数え方は、18歳到達後の最
初の３月31日までの間にあるお子さんの出生順

◆支給時期／原則として、毎年６月、10月、２月に
それぞれ前月分までの手当を指定された金融機関
の受給者名義口座に振り込み、支給します。今年
の６月の手当支給の場合は、２月～５月分の児童
手当を８日昭に指定された金融機関の受給者名義
口座に振り込みます

◆手続き／児童手当を引き続き受けるためには毎年
　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６月上旬に現況届を送付します。
提出　提出は６月30日30日晶までです。お早めに提出してです。お早めに提出してく
ださい　ださい。

　　なお、５月以降新たに児童手当の新規申請（認
　定請求）をされた方は、現況届の提出は必要あり
　ません
◆手続き場所
　《役場受付》
　▽期限／６月８日昭～30日晶まで（土・日を除く）
　▽時間／８：30～17：15
　▽場所／役場１階　教育総務課子育て支援室
　※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までに予約いただくと18：30ま
　　で受け付けします。下記問合せ先までご予約く
　　ださい
　《臨時受付》
　▽期日／６月2４日松
　▽時間／９：00～17：00
　▽場所／町民総合センター「あ～す」２階会議室
　※郵送による届け出は受け付けできません
　※詳しくは、現況届に同封の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、「認定請求書」を提出する
ことが必要です（公務員の方は勤務先で手続き）。
認定請求書は出生により受給資格が生じた日の翌
日から15日以内に申請が必要です。

　　認定を受ければ原則として、申請された月の翌
月分から支給されます
◆持ち物
　焔はんこ
　焔健康保険被保険者証の写し（受給者がサラリー
　マンなどの被用者のみ）

　焔受給者名義の金融機関の通帳
　焔マイナンバーカードまたは通知カード
※今年１月１日に飯豊町に住民登録がない受給者ま
たは配偶者は、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28年分）も必要です

引引引引引引引引引引きききききききききき続続続続続続続続続続きききききききききき児児児児児児児児児児童童童童童童童童童童手手手手手手手手手手当当当当当当当当当当をををををををををを受受受受受受受受受受給給給給給給給給給給さささささささささされれれれれれれれれれるるるるるるるるるる引き続き児童手当を受給される方方方方方方方方方方方

出出出出出出出出出出生生生生生生生生生生やややややややややや転転転転転転転転転転入入入入入入入入入入でででででででででで新新新新新新新新新新規規規規規規規規規規にににににににににに児児児児児児児児児児童童童童童童童童童童手手手手手手手手手手当当当当当当当当当当をををををををををを受受受受受受受受受受給給給給給給給給給給さささささささささされれれれれれれれれれるるるるるるるるるる出生や転入で新規に児童手当を受給される方方方方方方方方方方方

児童手当の額（１人当たり月額）児童の年齢

 一律15,000円 ３歳未満

 10,000円
（第３子以降は15,000円）

 ３歳以上 
　 小学校修了前

 一律10,000円 中学生

◆問合せ先／役場教育総務課子育て支援室
　☎87―0518
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第 12回　めざみの里めざみの里カンタート
～ 音楽のまち　飯豊町に５人の先生がやってくる ～
　５人の豪華音楽講師陣と全国各地から集まった合唱団による音楽の祭典“めざ
みの里カンタート”。町民総合センター「あ～す」を会場に、７月８日臥・９日蚊
の２日間にわたり町中に音楽をお届けします。

餌 営叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡

餌
営

叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡

餌
営

叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡
叡

餌営 叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡

◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」緯72―3111

７月９日のみんなで歌おうコーナーと、栗友会合唱団による演奏のコーナーは飯豊町民に限り500円
で入場いただけます。ぜひご来場ください。

♪「カンタート」とは、合唱のためのコンサート・講習会・公演などを行うイベントのことです

♪７月９日掌13：00～14：10の２コーナーは、入場料金500円

音楽界の第一線で活躍されている５人の講師をお迎えして合唱の表現技術を学ぶ内容で、毎年飯豊町
内外から大勢の方に参加いただいている人気のイベントです。

１日目　７月８日賞
　受　付12：00
　開講式13：00
　めざみの里カンタートにあたり一言
《飯豊町芸術文化振興専門員：村田さち子》 13：15

　講演「コトバと音が出会うとき」
《講師：池辺晋一郎》 13：20

　休　憩14：20
　How to 指揮 《指揮：栗山文昭》 14：35
　休　憩16：05
　「いい声」講座 《講師：横尾佳子》 16：20
　自由時間・移動17：05
　ザ・パーティー受付18：15

　ザ・パーティー（がまの湯温泉いいで旅館）
　飯豊山麓のおいしい山菜料理や米沢牛、アスパ
ラなど…「めざみの里」はおいしい魅力もたっぷ
りです。講師の先生方や全国の仲間との新しい出
会い、そして再会に乾杯！コーラスと飯豊の幸を
おおいに楽しみましょう。もしかすると池辺先生
のピアノ演奏も聞けるかも…お楽しみに！

18：30  料金／一般　5,000円（２日間）、3,000円（１日間）
　　　 大学生以下　2,000円（２日間）、1,000円（１日間）
　　　 ザ・パーティー参加費　5,000円
 ※宿泊については、別途ご相談ください。

２日目　７月９日裳
　「もっといい声」講座 《講師：横尾佳子》   9：00
　休　憩10：00
　How to コーラス　　　
《講師：池辺晋一郎、栗山文昭、村田さち子、横尾佳子》10：15

　休　憩12：00
　みんなで歌おうコーナー《講師：栗山文昭》 13：00
　演奏　栗友会合唱団 《講師：栗山文昭》 13：30
　休　憩14：10
　栗友会合唱団と「飯豊山」を歌おう
　　第４楽章「我が心のアルカディア」パート練習14：30

　休　憩15：20
　全員合唱 第４楽章「我が心のアルカディア」

《講師：池辺晋一郎》　15：30

　閉講式15：50

ボイストレーナー
横尾佳子

作曲家
池辺晋一郎

ピアノ
斎木ユリ

指揮者
栗山文昭

作詩家
村田さち子
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◆役場でも更新の手続きができます
　上記の日程で都合の合わない方は、６月22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20日峨・21日我は、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。

問合せ先／役場住民税務課住民室緯87－0511

◆  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、該当者には事前に更新の通知をしますので、下記のいずれか
の会場で手続きを行ってください。なお、持ち物については事前に送付する通知書をご覧ください。

親身

◆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20日昇 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  9：30～11：30
6月21日昌

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　毎月第４月曜日、祝日、年末年始
●問合せ先　緯72―3111

　★めざみキッズ ＋ ！／創作ミュージカル活動団体
 プラス

　★コラール・ド・めざみ／女声合唱団　
　★ゆりコーラス／女声合唱団
　★プロージット／男声合唱団
　★ミルキーウェイ／少年少女合唱団
　★コンチェルティーノアミーチ／吹奏楽団
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」緯72―3111

音楽にかかわる活動団体メンバー募集
　「あ～「あ～すす」」では、以下の団体へご参加いただける方では、以下の団体へご参加いただける方をを
募集しています。この夏を機に、音楽などの活動に募集しています。この夏を機に、音楽などの活動に触触
れてみませんか？興味のある方れてみませんか？興味のある方はは「あ～す」「あ～す」までお気軽までお気軽
にご連絡くださいにご連絡ください。。
　★★「あ～す」イベント企画推進スタッ「あ～す」イベント企画推進スタッフフ／あ～すイベ／あ～すイベ

ントの企画推　　ントの企画推進進
　★★出羽之国飯豊山白流太鼓保存出羽之国飯豊山白流太鼓保存会会／和太鼓演奏団体／和太鼓演奏団体
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　飯豊町内のハローワークの求人情報
を掲載します。
■平成29年４月８日以降に登録され
　た５月10日現在の町内求人情報を
　受け付け順に掲載しています。雇用
　の状況により、募集が停止されてい
　る場合があります。
■詳しくは町ホームページか、ハロー
　ワーク長井にお問い合わせください。
◆問い合わせ先
　ハローワーク長井緯84―8609
　町商工観光課産業連携室緯87―0523

～町内企業の皆様へ～
　積極的なハローワークへの求人情報
登録をよろしくお願いします。

ハ ロ ー ワ ー ク

飯 豊 町 求 人 情 報

雇用形態職　　種事業所名
正社員 農業に関する一般業務 マルシチ米穀㈱

正社員以外 レストラン業務 飯豊めざみの里㈱
パート労働者 レストラン業務 飯豊めざみの里㈱
正社員以外 レストランサービス業務 飯豊めざみの里㈱
正社員以外 販売員 飯豊めざみの里㈱
正社員 建築施工管理技士（建築技士） 樋口建設㈱
正社員 作業員（土木、建築施工管理技士候補） 樋口建設㈱
正社員 土木施工管理技士 樋口建設㈱
正社員 経理事務 マルコンデンソー㈱

パート労働者 ビジネスホテル 客室清掃係 ㈱ホリエ
パート労働者 ビジネスホテル フロント係 ㈱ホリエ
パート労働者 豚飼育作業員 ㈲大沢牧場
正社員 豚飼育作業員【急募】 ㈲大沢牧場

正社員以外（請）調理員（飯豊町） ㈱メフォス北日本
正社員 運転手（１０ｔまたは４ｔ） ㈲菊地工業
正社員 建築大工 ㈱協和ハウス
正社員 研磨工 ㈱レペック
正社員 機械工（ＭＣ） ㈱レペック

正社員以外 金属精密部品の加工及び関連作業 ㈱佐竹製作所 山形工場
正社員以外 機械設計・電気設計 ㈱トップパーツ
正社員以外 機械技能員（マシンオペレーター） ㈱トップパーツ
正社員 フロントサービス【急募】 ㈱飯豊町地域振興公社

県内で死亡事故が多発
住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら

　【らくらく筋トレ教室】
　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
指導員がおりますのでトレーニングマ
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。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？
焔対象者／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）
焔持ち物／内履き、飲み物、タオル
焔場所／町社会福祉協議会建物内
焔料金／1回200円
焔開催日時／月・火・木・金曜日（祝日は休館）
　９：00～12：00、13：00～16：30
残利用者の声・運動の成果
・60代女性（平成28年11月から週１
～２回のペースで利用）
　近所の方が、利用していることを知

り、私も利用し始めました。体作りと
健康維持のために、トレーニングに励
んでいます。
　焔筋肉量　0.8茜増加　
　焔脂肪　2.5昏減少
　焔脚点　７点アップ
　※体重に占める脚の筋肉量
　焔体内年齢　６歳若返り
◆申込・問合せ先
　・社会福祉協議会内専用
　　緯86－2555
　・町健康福祉課福祉室
　　緯86－2233

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 教 室

　今年１月から４月までに、痛ましい交通事故で亡くなっ
た方は県内で１7人。昨年より８人も増えています。私たち
の生活に身近な国道１１３号では、小国町内で２月と４月に
死亡事故が起きました。
「決して事故を起こさない意識」を持ち、身を守る自動車
運転を心がけてください。

【県内の事故の特徴】
　①国県道が大多数（１４人）
　　速度超過と注意散漫になりやすい
　②特に右を見落とす
　　横断歩行者（６人）の事故は、全て右から横断してい
　　る歩行者を見落としてしまったもの

【身を守るための対策】
　交通事故に遭うつもりで遭う人はいません。
●共通事項／確実に前後左右を確認する
●ドライバー／前を良く見て運転に集中し、確認は目でな
く首（頭）を振って行う。また、これから暑くなるので、
適切な休憩で「ぼんやり運転」を防止する
●歩行者／目立ちやすい色の服装を心掛け、夜光反射材を
着用する

「しっかり止まる」「はっきり確認する」が、
相手とあなたの命を守ります。

～　相手の、あなたの、身を守る自動車運転　～
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６月

　１歳６カ月児健診　　
司日時／６月29日牙 13：00までおいでください
司対象者／平成27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
ほかお子さんに必要なもの

　３歳児健診　　
司日時／６月１日牙 13：00までおいでください
司対象者／平成25年９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、バス
タオル、３歳児健康診査セット（事前送付予定）

司日時／６月15日牙 13：00までおいでください
司対象者／①平成26年４月・６月・７月・12月生まれ
②平成27年１月・６月・７月生まれ
③平成28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／月曜日～金曜日（祝日除く）
司時間／８：30～17：00
司場所／健康福祉センター
司内容／妊娠届出時の健康相談
※随時交付いたしますが、保健師が不在の場合が
　ありますので、必ず事前にお電話ください

司日時／６月７日我 ８：50～15：30
司対象者／平成29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カ月児・９カ月児健診　　
司日時／７月７日画　13：00までおいでください
司対象者／４カ月児／平成29年１月・２月生まれ
　　　　９カ月児／平成28年８月生まれ

　幼児歯科健診　　
司日時／７月20日牙 13：00までおいでください
司対象者
①平成26年３月・10月・11月生まれ
②平成27年２月・５月・８月・９月生まれ
③平成28年３月・６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）

電話番号担当歯科医院期日
0238－85－2422白鷹　佐藤歯科医院６月４日蚊
0238－42－3057川西　ふなやま歯科医院６月11日蚊
0238－23－1538米沢　伊藤歯科医院６月18日蚊
0238－50－3348南陽　板垣歯科クリニック６月25日蚊

休日歯科診療担当医院

中部地区スポーツの日 ９：00～（中部地区公民館）
ふるさと学園畑作業 ９：00～（西部地区公民館）
ふるさと学園さわやかクラブ合同役員会11：00～（西部地区公民館）
３歳児健診 13：00～（健康福祉センター）
西部地区育成会役員会 18：30～（西部地区公民館）

木1

人権相談 13：00～（あ～す）金2
東部地区さつき展 ９：00～（東部地区公民館）～【４日】
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土3

飯豊町消防演習 ８：30～（あ～す）日4
月5
さわやかクラブ視察研修 ８：00～（西部地区公民館）火6
パパママ教室 8：45～（長井市保健センター）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）水7

中部地区スポーツの日 ９：00～（中部地区公民館）
白椿地区育成会役員会 19：00～（白椿地区公民館）木8

白椿地区手ノ子小学校プール清掃奉仕14：30～（手ノ子小学校）金9
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土10
町総合体育大会ソフトボール大会 ８：30～（町民野球場）日11

月12
中津川地区健診結果説明会 ９：30～（ひまわり館）
秋桜倶楽部お茶会と打ち合わせ会議 17：00～（白椿地区公民館）
キララ☆スピードミントンナイト 19：30～（スポーツセンター）

火13

キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）
白椿地区分館連絡協議会19：00～（白椿地区公民館）水14

幼児歯科健診 13：00～（健康福祉センター）
キララ☆ピラティス教室 19：30～（中部地区公民館） 木15

心配ごと相談 13：00～（あ～す）
行政相談 13：00～（社会福祉協議会）金16

土17
西部地区ソフトボール大会 ８：00～（手ノ子小グラウンド）
白椿地区いちごクラブパークゴルフ大会 ９：30～（いいで公園）日18

月19
きら☆びくす教室 19：00～（西部地区公民館）火20
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）
キララ☆ヒップホップ教室19：00～（スポーツセンター）
キララ☆ピラティス教室 19：30～（東部地区公民館） 

水21

中部地区スポーツの日 ９：00～（中部地区公民館）
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）
レディース健診13：15～（南陽健診センター）

木22

金23
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土24
飯豊町消防操法大会 ８：30～（あ～す）日25
飯豊町農業委員会総会 ９：30～12：00（役場）
茶やよっとごえ 14：00～（ケアハウスめざみの里）月26

キララ☆スピードミントンナイト 19：30～（スポーツセンター）火27
「日本で最も美しい村」連合総会、フェスティバル2017inいいで
（あ～すほか）～【30日】
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）

水28

中部地区スポーツの日 ９：00～（中部地区公民館）
１歳６カ月健診 13：00～（健康福祉センター）
キララ☆ピラティス教室 19：00～（中津川地区公民館） 

木29

レディース健診 13：15～（南陽健診センター）金30

７月の乳幼児健診日程

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338

見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。


