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◆問合せ先／役場教育総務課子育て支援室 緯87―0518

　父または母と生計を同じくしていない18歳以下
の児童（一定の障がいがある児童は20歳未満）を扶
養している母または父、もしくは父母にかわってそ
の児童を養育している方に支給されます。
◆支給期間／支給対象児童が18歳になった日以降
の最初の３月31日まで（一定の障がいがある児童
は、20歳到達まで）
◆支給額

◆支給制限／次に該当する場合は、手当の一部また
は全部が支給されません
・本人または扶養義務者の所得が一定額以上の場合
・公的年金を受けられる場合
・特別な理由がないのに働いておらず、求職活動も
行っていない場合
・認定請求や現況届において虚偽の申請または届出
をした場合
◆支給時期／認定請求した日の属する月の翌月分か
ら支給され、原則年３回（4月・8月･12月）、指定
金融口座へ振り込まれます

　
　精神または身体に障がいのある20歳未満の児童
を扶養している父または母、もしくは父母にかわっ
てその児童を養育している方に支給されます。
◆支給期間／精神または身体に重度または中度の障
がいのある児童が、20歳になるまで（障がいの程度
は、提出いただく診断書を基に、県が審査します）
◆支給額／障がいの程度に応じて、下記のとおり支
給額が決定されます
１級…51,450円　２級…34,270円

児童扶養手児童扶養手当当

一部支給される方全部支給される方児童数
所得などに応じて
　月額42,280円
　　　　～9,980円

月額42,290円１人目

9,990円加算２人目
１人につき5,990円加算３人目以降

特別児童扶養手特別児童扶養手当当

◆支給制限／所得が制限限度額を超える場合、支給
が全部停止になります

◆支給時期／認定請求した日の属する月の翌月分か
ら支給され、原則年３回（4月・8月･11月）指定
金融口座へ振り込まれます   

　児童扶養手当現況届と特別児童扶養手当所得状況
届は、生活状況や前年の所得状況などについて確認
し、 ８月分以降の手当が支給対象になるかどうかの
審査を受けるために提出するものです。なお、受給
資格がなくなったときはすぐに届け出てください。
届け出をしないで手当を受け取っていた場合、受給
していた手当額を返還していただくことになります。
【児童扶養手当現況届】
　◇受付期間／８月１日～31日（土日祝日を除く）
【特別児童扶養手当所得状況届】
　◇受付期間／８月14日～９月11日（土日を除く）
焔受付時間（両届出ともに）／８：30～17：15
※延長窓口を毎週月曜日と金曜日に行っています。
当日の13：00までに電話予約すると、18：30ま
で受付が可能です

児童扶養手当現況届・特別児童扶養手当所得状況届
の提出をお忘れなく!
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【ひとり親家庭子育て生活支援事業】
　母子家庭のお母さん・父子家庭のお父さんが、病気や
けが、残業などで子育てや家事をすることが一時的に困
難になった時は家庭生活支援員がお手伝いをします。

ひとり親家庭などで働く人や
自立を目指している方へ

無料町民税非課税世帯・生保受給世帯

１時間  70円～150円町民税を納付しているが、
児童扶養手当の支給基準内の世帯

１時間150円～300円児童扶養手当の支給基準以上の世帯

◆利用料金／収入に応じて一部費用負担有

◆問合せ先／一般財団法人 山形県母子寡婦福祉連
　合会緯023―633―0962
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暮 ら し の 相 談 ８月
日時：18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：４日画　13：00～15：00
会場：あ～す
問合せ先：役場住民税務課（緯87－0514）

人 権 相 談

日時：18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

　通学しながら通信課題に取り組み、
基本的な知識・技術を学びます。
◆研修期間／９月６日昌～平成30年
２月14日昌の間に、水曜日18：00
から12回、日曜日９：00から８回、
ほか施設実習４回

◆会場／慈光園研修室またはウェル
フェア慈光園ドリームホール

◆募集定員／20名
◆費用／受講料40,000円
　テキスト代6,477円（消費税別）
◆申込方法／申込書に必要事項を記入
し提出

◆申込期限／８月18日晶　
◆問合せ先／特別養護老人ホーム慈光
園・梅津緯88－2711

◆対象者／昭和16年４月１日から昭
和17年３月31日に生まれた方で保
険証（後期高齢者医療被保険者証）
を持っている方

※対象者には受診券および受診票など
を送付します

◆実施場所／山形県歯科医師会に所属
している歯科医院

◆実施期間／８月１日から12月31日
まで

◆受診料金／無料
◆受診方法／事前に受診する歯科医院
に予約してください。その際「山形県
後期高齢者医療広域連合の歯周疾患
検診」であることを伝えてください
◆持ち物／受診券、受診票、保険証
◆特典／受診された方全員に歯科医院
から歯ブラシが贈呈されます

◆問合せ先／山形県後期高齢者医療広
域連合事業課給付係

　緯0237－84－7100

介護職員初任者研修（通信
課程）受講者募集

◆日時／８月14日捷12：00～20：40
◆場所／しらさぎ荘前広場（駐車場）
◆催し物／さぎ草展示、盆踊り大会、
チビッコ広場、魚のつかみ取り大会、
売店、仮装大会、大抽選会など

◆問合せ先／東部地区公民館
　緯74－2447

◆日時／８月15日昇
　受付９：00～、記念撮影９：15～
　開式10：00～
◆会場／あ～す
◆対象者／平成８年４月２日～平成９
年４月１日までに生まれた方で、飯
豊町に住民登録をしている方および
飯豊町の成人式に参加を希望する方

◆問合せ先／町社会教育課生涯学習振
興室緯72―3111

　今年は、昭和42年８月の羽越水害か
ら50年目の節目を迎えます。水害から
身を守る防災について考えるきっかけ
として「最上川防災フェア」を開催し
ます。
◆日時／８月26日松10：00～15：50
　（ステージイベント13：00～15：50）
◆場所／シェルターなんようホール
　（南陽市文化会館）
◆内容／気象予報士 森田正光氏の講演、
防災学習報告会、大雨体験館、ゲリ
ラ豪雨展、はたらく車大集合など
◆入場料／無料
◆羽越水害50年特設サイト
　「忘れない　水害への備え」で検索
◆問合せ先／国土交通省山形河川国道
事務所調査第一課

　緯023－688－8933

第29回
添川温泉ふるさと祭り

◆募集職種
陰行政職（上級）
隠行政職（医療・福祉系）
◆採用予定人員／陰隠それぞれ若干名
◆受験資格
陰次のいずれかを満たす方
焔昭和63年４月２日から平成８年４
月１日までに生まれた方
焔平成８年４月２日以降に生まれた方
で、大学（短期大学を除く）を卒業
した方または平成30年３月31日ま
でに卒業見込みの方
隠昭和63年４月２日以降に生まれた
方で、現に社会福祉士の資格を有す
る方
◆試験期日／９月17日掌
◆試験会場／公立置賜総合病院
◆受付期間／８月８日昇まで必着
◆試験案内の配布／置賜広域病院企業
団で配布するほかホームページから
も印刷できます。役場総務企画課で
も配布します。
◆問合せ先／置賜広域病院企業団総務
企画課職員係緯0238－46－5000

　警報機がない踏切内での事故が発生
しています。
　JR東日本では、警報機が設置されて
いない踏切に列車が進入する際、気笛
を鳴らし、接近を知らせる取り組みを
行っています。
　町内を走るJR米坂線においても、全
線で取り組みを開始しました。
　踏切の横断時には、確実に止まって、
左右をよく見て横断するようにしてく
ださい。
◆問合せ先／東日本旅客鉄道株式会社
緯050－2016－1651

置賜広域病院企業団
職員採用試験

家族みんなで学んで体験
「最上川防災フェア」開催

警報機がない踏切で
列車が気笛を鳴らします

歯周疾患検診を
受けましょう

平成29年度飯豊町成人式

住民税・国保税
煙納期限／８月31日牙
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87―0512、87―0513８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。



●3

８月の土・日・祝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 店水1675－2086髙 橋 工 務 店土５
75－2086髙 橋 工 務 店木1772－2191佐 藤 管 工 業日６
72－2191佐 藤 管 工 業土1972－2191佐 藤 管 工 業金11
72－2191佐 藤 管 工 業日2075－2086髙 橋 工 務 店土12
75－2086髙 橋 工 務 店土2675－2086髙 橋 工 務 店日13
75－2086髙 橋 工 務 店日2772－2191佐 藤 管 工 業月14

72－2191佐 藤 管 工 業火15

　今年、民生委員制度は100周年を迎
えました。これを記念し、民生委員児
童委員の社会的主義、活動内容などを
より理解できるような、覚えやすく、
親しみが持てるキャッチフレーズを募
集します。
◆募集内容／民生委員児童委員を理解
できる覚えやすく親しみが持てる
キャッチフレーズ。「〇〇〇〇〇 山
形県民生委員児童委員協議会」とい
うように、民生委員児童委員やその
組織名称の前につけて使用する予定

◆応募資格／山形県内に住んでいる方、
通勤・通学されている方なら、どな
たでも応募できます（年齢不問）

◆応募方法／社会福祉法人山形県社会
福祉協議会（山形県民生委員児童委
員協議会事務局）のホームページ内
「山形県社協ニュース」のページ

　(https://www.ymgt-shakyo.or.jp/)
　から応募用紙をダウンロードし、必
要事項を記入の上、郵送、ＦＡＸま
たはＥメールで応募してください

◆締切／８月20日掌
◆入選
焔最優秀賞１点(図書カード10,000円分)
※受賞者は10月30日開催の「民生委
員制度創設100周年記念山形県民生
委員児童委員大会」で表彰予定です
焔優秀賞３点（図書カード2,000円分）
※入選作品は、入選者の氏名および市
町村名を社会福祉法人山形県社会福
祉協議会ホームページに公表する予
定です

◆応募・問合せ先／山形県民生委員児
童委員事務局緯023－622－5805
　FAX023－626－1623
　Eメール　
　minkyo2@ymgt-shakyo.or.jp

　外出が困難な身体障がい者の方の自宅
などに訪問し、パソコンに関してサポー
トするパソコンボランティア活動です。
◆対象者／日常的にパソコンでワープ
ロ操作、ホームページ閲覧、メール
通信をしている方でボランティア活
動に興味のある方

◆日時／全日程４日間計20時間
　８月26日松～27日掌
　９月２日松～３日掌
※全日10：00～16：00。ただし、昼
食休憩１時間と講習中の休憩含む

◆場所／山形県身体障害者福祉会館第
１会議室（山形県リハビリセンター）
（山形市大字大森385）
◆内容
焔障がい(特に視覚障がい)への理解について
焔マウスを使わないキーボードによる
パソコン操作の基礎、使いやすい設定
焔音声ブラウザによる文書作成と読み
取りの実技指導法
焔web閲覧と電子メールの実技習得お
よび指導法。講習では画面を読み上
げる特殊な音声ソフトを使用します
焔パソコンボランティアによる体験談
◆参加費／無料
◆申込受付／８月10日昭まで
◆申込・問合せ先／社会福祉法人山形
県身体障害者福祉協会・齋藤

　緯023－686－3690

　法テラスでは、経済的に余裕のない
方への無料法律相談と弁護士および司
法書士の費用などの立て替えを行って
います。
◆問合せ先／法テラス山形
　緯050－3383－5544
　（月曜日～金曜日 ９：00～17：00）

　看護学生、看護職の資格を持っている
方が、各病院のブースを自由に訪れ、求
人担当者と面談し、看護内容、院内教育
や採用条件などの説明を受けられます。
また、看護学校などへの進学や資格取得
の相談にも応じます。参加無料です。
◆日時／８月12日松13：00～16：00
◆場所／山形テルサ３階アプローズ・
研修室B（山形市双葉町1-2-3）
◆内容／各病院のブースでの職場説明、
　県内看護学校などの教員による学校
説明、修学資金の説明、介護・福祉
分野の就業相談、山形方式・看護師
等生涯サポートプログラムの説明
◆対象／山形県内に就職を希望される
焔看護学生（１・２年生、大学３年生）
焔看護職を目指す中・高校生および保護者
焔中学・高校の進路指導の教員など
焔看護職の資格を持っている未就業者
◆問合せ先／公益社団法人山形県看護
協会緯023－685－8033

　「障害者の雇用の促進等に関する法
律」が改正され、昨年４月１日から、
障がいのある人もない人も、自分の能
力を生かして働ける職場づくりのため
に、雇用の分野における障がい者であ
ることを理由とした、障がいのない人
との不当な差別的取扱が禁止され、障
がい者に対する合理的配慮の提供、障
がい者からの相談に対応する体制の整
備が事業主に義務付けられています。
　差別的取扱や合理的配慮が提供され
ていないなどと思われる場合には相談
ください。
◆相談・問合せ先／最寄りのハロー
ワークまたは山形労働局職業対策課
　緯023－626－6101

ちょっとした配慮でキラリ
個の力

「看護学生フレッシュ説明会」ならび
に「看護学校等進学セミナー」開催

山形県民生委員児童委員協
議会キャッチフレーズ募集

山形県パソコンボランティ
ア養成講座

法テラス山形のご案内
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　８月１日に「後期高齢者医療被保険者証」が更新され、
色は「水色」から「桃色」になります。
　今月下旬に、75歳以上の方などの対象者に新しい被保
険者証を緑色の封筒に入れて送付しま
す。届きましたら記載内容を確認し、台
紙からはがして８月１日からお使いく
ださい。
　現在お使いの被保険者証（水色）は８
月１日以降は使用できませんので、各自
で破棄をお願いします。

　８月１日から「国民健康保険高齢受給者証」が更新
され、色は「クリーム色」から「うす緑色」になりま
す。
　今月下旬に、国民健康保険に加入し、平成29年７月
までに70～74歳になられた方にカードサイズの高齢
受給者証(うす緑色)を送付します。届きましたら記載
内容を確認し、台紙からはがして８月１日から保険証
と一緒にお使いください。　
　現在お使いの高齢受給者証(クリーム色)は８月１日
以降は使用できませんので、各自で破棄をお願いします。
《医療機関での窓口負担割合》
　胸一定の所得がある方：３割負担
　胸昭和19年４月２日以降に生まれた方：２割負担
　胸昭和19年４月１日以前に生まれた方：１割負担

◆問合せ先／役場住民税務課住民室緯87－0511

新新新新新新新新新新ししししししししししいいいいいいいいいい後後後後後後後後後後期期期期期期期期期期高高高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢者者者者者者者者者者医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療被被被被被被被被被被保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険者者者者者者者者者者証証証証証証証証証証新しい後期高齢者医療被保険者証ををををををををををを
おおおおおおおおおお送送送送送送送送送送りりりりりりりりりりししししししししししままままままままままお送りしますすすすすすすすすすす

新新新新新新新新新新ししししししししししいいいいいいいいいい国国国国国国国国国国民民民民民民民民民民健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険高高高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢受受受受受受受受受受給給給給給給給給給給者者者者者者者者者者証証証証証証証証証証新しい国民健康保険高齢受給者証ををををををををををを
おおおおおおおおおお送送送送送送送送送送りりりりりりりりりりししししししししししままままままままままお送りしますすすすすすすすすすす

　「あ～す」図書室には、親子で楽しめる夏にぴったり
の絵本がたくさんそろっています。また、自由研究に
役立つ図鑑や読書感想文コンクールの全国課題図書、
ＹＢＣ指定図書もあります。
　どんな本があるかわからない場合は、カウンター窓
口にお気軽に問い合わせください。　
※図書室は毎週月曜日休館です

夏休みは図書室に行こう！

平成29年８月から平成29年７月まで

外来＋入院（世帯ごと）外来＋入院（世帯ごと）適用区分 外来
（個人ごと）

外来
（個人ごと）

80,100円
＋(医療費－267,000円)×1昏
〈多数回44,400円(※2)〉

57,600円
80,100円

＋(医療費－267,000円)×1昏
〈多数回44,400円(※2)〉

44,400円
 課税所得
 145万円以上の方

現
役
並
み

57,600円
〈多数回44,400円(※2)〉

14,000円
年間上限
14万4,000円

44,400円12,000円
 課税所得
 145万円未満の方(※1)

一
般

24,600円
8,000円

24,600円
8,000円

 Ⅱ 住民税非課税世帯
住
民
税
非
課
税

15,000円15,000円 Ⅰ 住民税非課税世帯
（年金収入80万円以下など）

〔　 〕

域 育違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違違

※１ 世帯収入の合計額が520万円未満（１人世帯の場合は383万円未満）の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が
　　 210万円以下の場合も含みます。
※２ 過去12カ月以内に３回以上、上限額に達した場合は、４回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

平成29年８月から
高額療養費の上限額が変わります

70歳以上の
皆さまへ

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
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■平成29年６月７日以降に登録され
　た７月６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。
■雇用形態は、正＝正規社員、非＝非
　正規社員、パ＝パート労働者で表記
　しています。
■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 ーハ ロ ー ワ ー クク

飯 豊 町 求 人 情飯 豊 町 求 人 情 報報

雇用形態職　　種事業所名
正木材加工スタッフ㈲渡部製材所
正自動車シート縫製工山有縫製㈱
パスポーツクラブサブマネージャー(特非)いいでスポーツクラブキララ
正食品製造㈲酢屋吉正 飯豊工場
パ製造補助㈲酢屋吉正 飯豊工場
パ清掃作業㈲おそうじ館 梅津
正接客係㈲いいで旅館
非介護員【年度更新】(福)いいで福祉会
非調理員(福)いいで福祉会
正看護員(福)いいで福祉会
正営業㈱ウマイヤ商店
正検査員㈱レペック
正ボール盤工㈱レペック
正スタンド業務およびローリー配達㈱梅津商店

正技術職（製造・生産技術・品質管
理）【大卒など】㈱佐竹製作所 山形工場

正・パ金属精密部品の加工および関連作業員㈱佐竹製作所 山形工場
非・パ金属精密部品検査・梱包作業㈱佐竹製作所 山形工場
パ金属精密部品出荷関連作業㈱佐竹製作所 山形工場
パ管理事務所内の清掃・給食業務㈱長陵
正作業員(土木、建築施工管理技士候補)樋口建設㈱
正土木施工管理技士樋口建設㈱
正建築施工管理技士(建築技士)樋口建設㈱

～夏休みシーズン～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
・90代男性(平成29年４月に利用登録。
週１～２回のペースで利用)
　自宅にいると、どうしても運動する

機会がなくなってしまうため、筋トレ
教室を利用しています。運動マシンが
そろっているし、ほかの利用者とのコ
ミュニケーションも楽しく、筋トレに
励むことができます。
◆申込・問合せ先
　・町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

　「明るいやまがた」夏の安全県民運動が行われています。
　夏は暑さや気の緩みから車・水の事故が多くなりがち。
また、気持ちが開放的になり青少年の非行・犯罪も多くな
る傾向があります。
　これらに注意し、皆さんで安全な楽しい夏にしましょう。
◆運動の期間／８月20日掌まで
◆運動の重点
陰青少年の健全育成といじめ・非行および犯罪被害防止
隠子どもと高齢者の交通事故防止・飲酒運転の撲滅
韻海・山・川での事故防止
吋身近な犯罪などの防止

◆夏型の交通事故とは？　
　直線道路（国県道など）での居眠り、ぼんやり運転から、
正面衝突・転落・電柱への衝突などに繋がる重大事故をい
います。（７・８月に県内でも多発します）
◆夏型の交通事故を防ぐ！
焔交通ルールの遵守（しっかり止まり、ハッキリ確認）
焔細やかな休憩
焔体調の管理（長時間運転など体調に無理をかけない）

◆問合せ先／住民税務課生活環境室緯87-0514
　　　　　　社会教育課生涯学習振興室緯72-3111

安全な楽しい夏に



問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338夏休み子ども映画まつり ９：30～（白椿地区公民館）

夏休みオープンルーム ９：30～（中部地区公民館）～【４日】火1

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）
キララ☆ピラティス教室 19：30～（東部地区公民館）

水2

中部地区スポーツの日 ９：00～（中部地区公民館）
チャレンジクラブ〈夏休みプロジェクトNo.１〉 ９：00～（中津川地区公民館）木3

４カ月・９カ月児健診 13：00～（健康福祉センター）
男の料理教室 18：30～（中津川地区公民館）金4

キララ☆スポーツの日 19:00～（スポーツセンター体育館）土5
日6
月7

チャレンジクラブ〈夏休みプロジェクトNo.２〉 ９：00～（中津川地区公民館）
レディース検診 13：15～（南陽検診センター）
バドミントン愛好会 19：00～（中津川体育館）
キララ☆スピードミントンナイト 19：30～（スポーツセンター体育館）

火8

萩生地区総合検診 ７：30～（中部地区公民館）～【10日】
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）水9

中部地区スポーツの日 ９：00～（中部地区公民館）
チャレンジクラブ〈夏休みプロジェクトNo.３〉 ９：00～（中津川地区公民館）
キララ☆ピラティス教室 19：30～（中部地区公民館）

木10

食彩しろつばきオープン ９：00～（いいで旅館）金11
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター体育館）
星空ナイトウォーキング 19：30～（中部地区公民館）土12

日13
添川温泉ふるさと祭り 12：00～（しらさぎ荘前広場） 月14
成人式 ９：00～（あ～す） 火15
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）水16
中部地区スポーツの日 ９：00～（中部地区公民館）
東関部屋力士と交流会をしよう 10：30～（白椿地区公民館）
幼児歯科健診 13：00～（健康福祉センター）

木17

金18
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター体育館）土19
西部地区スポレク大会 ８：00～（西部地区公民館）日20

月21
バドミントン愛好会 19：00～（中津川体育館）
キララ☆スピードミントンナイト 19：30～（スポーツセンター体育館）火22

中地区健診結果説明会 ９：15～（中公民館）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）水23

中部地区スポーツの日 ９：00～（中部地区公民館）
黒沢地区健診結果説明会 ９：15～（勤労者研修センター）
キララ☆ピラティス教室 19：00～（中津川地区公民館）

木24

飯豊町農業委員会総会 ９：30～（委員会室）
農地パトロール 13：30～（町内全域）金25

土26
第29回白椿地区健康体力づくりレクリエーション大会
８：30～（白椿地区公民館）
食彩しろつばき ９：00～（いいで旅館）

日27

椿・高峰・小白川地区人間ドック ７：00～（南陽検診センター）
椿・小白川地区総合健診 ７：30～（健康福祉センター）～【29日】
茶屋よっとごえ 14：00～（ケアハウスめざみの里）

月28

きら☆びくす教室 19：00～（西部地区公民館）火29
7月20日実施人間ドック受診者健診結果説明会 ９：15～
（健康福祉センター）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）

水30

中部地区スポーツの日 ９：00～（中部地区公民館）
３歳児健診 13：00～（健康福祉センター）
レディース検診 13：15～（南陽検診センター）

木31

８月

　４カ月・９カ月児健診　　
司日時／８月４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３月生まれ
　　　　　９カ月児／平成28年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、バスタオル、そのほか
お子さんに必要なもの

　３歳児健診　
司日時／８月31日牙   13：00までおいでください
司対象者／平成25年12月・26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、バス
タオル、３歳児健康診査セット（事前送付予定）

司日時／８月17日牙   13：00までおいでください
司対象者／①平成26年８月・９月生まれ
　②平成27年３月・４月生まれ
　③平成28年４月・５月・７月・８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／８月２日我 8：50～15：30
司対象者／平成29年12月・30年１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／９月22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４月生まれ
　　　　　９カ月児／平成28年10月・11月生まれ
　１歳６カ月児健診　
司日時／９月28日牙   13：00までおいでください
司対象者／平成28年１月・２月・３月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／９月７日牙   13：00までおいでください
司対象者／①平成26年５月・６月・７月・12月生
　　　　　まれ

　　　　　②平成27年１月・６月・７月・10月・
　　　　　11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）

9月の乳幼児健診日程

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。 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。 ●6


