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◆問合せ先
役場住民税務課住民室
緯87―0511

９月１日から 国民健康保険
被保険者証が新しくなります
　現在使用されている国民健康保険被保険者証（緑色）の有効期限は、平成29年８月31日となってい
ます。そこで、新しい被保険者証（茶色）を各世帯に郵送しますので、氏名などの記載内容をご確認
ください。また、古い被保険者証（緑色）は、９月１日以降に各自で破棄してください。
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職場の健康保険や家族の健康保険に加入したときは
14日以内に役場へお届けください

　職場の健康保険や家族の健康保険に加入したとき
は国民健康保険の資格を喪失することになりますの
で、役場住民税務課住民室（１階窓口）へお届けく
ださい。
　国民健康保険は届出しないと抜けることができず、
税金も賦課され続けてしまいます。役場への届け出

はご家族の方もできますので、職場の健康保険に加
入した場合には速やかに届け出をお願いします。
《届出に必要な物》
・国民健康保険の被保険者証　・職場の被保険者証
・はんこ　・年金手帳（60歳未満の方のみ）
◆問合せ先／役場住民税務課住民室緯87―0511

支払う医療費窓口に提示する物年　齢

２割（※１）被保険者証（茶色）
子育て支援医療証義務教育就学前

３割（※２）被保険者証（茶色）
子育て支援医療証(18歳になった年度末まで)

義務教育就学以上～
69歳まで

高齢受給者証
に示す割合

被保険者証（茶色）
高齢受給者証（うす緑色）70歳～74歳まで

※１子育て支援医療により、本人負担はありません。
※２小学校１年生～18歳になった年度末までは、子育て支援医療により、本
　　人負担はありません。

　古い被保険者証（緑色）と高齢受
給者証（うす緑色）は色や大きさが
似ています。間違って高齢受給者証
を捨てないようにご注意ください。

70歳以上の方へ

（
う
す
緑
色
）

医療機関を受診する時は

≪国民健康保険加入の方へ≫
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※平成30年度から国民健康保険被保険者証と高齢受給者証を一体化することに伴い、被保険者証の有
　効期限が現在の８月31日から７月31日までと変更になります。

有 効 期 限
記号・番号

氏 名
生 年 月 日
世 帯 主 氏 名
住 所
発 効 期 日
交 付 年 月 日
保 険 者 番 号
保 険 者 名

性別
一部負担金の割合

飯　豊　町印

国 民 健 康 保 険
高 齢 受 給 者 証
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固定資産税・国保税
煙納期限／10月２日俄
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87―0512、87―0513９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 ９月
日時：15日晶　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：15日晶　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

◆日時／９月10日掌９：00～12：00
◆会場／西置賜消防本部（長井市）
◆内容／飯豊わくわくこども園幼児部
の園児による踊り披露、飯豊町消防
団音楽隊ライブ演奏、災害現場で働
く自衛隊車両・建設機械の展示、非
常食試食コーナー、健康相談コー
ナー、防火ポスター表彰と展示ほか
※詳細は西置賜消防本部ホームページ
　をご覧ください
◆問合せ先／西置賜防災センター
　緯88－1839

　「いいで秋の収穫祭」の出店者を募集
します。
◆開催日／11月３日晶抄
◆会場／しらさぎ荘・東部地区公民館
◆応募方法／下記に電話で応募
◆応募期限／９月８日晶
◆応募・問合せ先／役場農林振興課
農業振興室☎87－0525

　講習会を受講することにより、日常
生活の支援員として、新たな就労を目
指すものです。受講料無料。
◆対象者／おおむね60歳以上の方
◆日時
９月20日昌９：45～15：00
21日昭・22日晶10：00～15：00
◆会場
講義／シルバー人材センター２階
調理実習／交流センター「ふらり」

◆申込期限／９月11日捷
◆定員／15名(定員になり次第締め切り)
◆申込・問合せ先／公益社団法人長井・
西置賜地域シルバー人材センター
☎84－4535

西置賜防災フェスタ2017

「第20回いいで秋の収穫祭」
出店者募集

　障がい者の就労に関する研修会です。
◆日時／９月14日昭12：30から受付
◆会場／タスパークホテル（長井市）
◆参加費／無料
◆問合せ先／サポートセンターおきたま
緯88－5357

◆応募職種および資格
◇経営指導員／商工鉱業の指導実務な
どの経歴がある方

◇初級／昭和53年４月２日から平成
12年４月１日までに生まれた方
◆職務内容／県内市町村の商工会にお
ける地区内事業所の経営指導業務ま
たは経営指導補助業務

◆１次試験日／10月１日掌
◇試験内容／学科試験・論文試験・職
場適応性検査

◇会場／霞城セントラル15階会議室
　（山形市城南町1-1-1）
◆２次試験／10月中旬
※内容は１次試験合格者にのみ通知
◆受付期間／９月４日捷～９月11日捷
◆採用予定数／若干名
◆問合せ・申込先／飯豊町商工会
☎72－3000
※詳細は山形県商工会連合会ホーム
ページをご覧ください。

 　http://www.shokokai-yamagata.or.jp/

　公的年金制度との関わりや大切さな
どに関するエッセイを募集します。詳
細は問合せください。
◆応募資格／一般・中学生以上の学生
◆応募締切／９月４日捷
◆問合せ先／役場住民税務課住民室
☎87－0511

◆日時／９月17日掌 ６：00～９：00
◆場所／置賜白川（岩倉地内）
◆参加費（傷害保険料と遊漁料を含む）
　組合員2,000円、一般3,000円、中
高生500円、小学生以下無料
◆申込期限／９月10日掌
◆申込・問合せ先／西置賜漁協飯豊支
部・舟山緯74－2375

◆対象者／町内米生産者
※平成29年産で認定された方も申請が必要
◆申請書の交付／申請書を役場農林振
興課または米集荷業者（JA飯豊支店、
マルシチ米穀）に用意しています

◆申請書提出期間／９月４日捷まで米
集荷業者に提出

◆認定要件／稲作を経営の柱とし、水
田経営面積が３㌶以上であること。
つや姫をおおむね60㌃以上作付すること
※そのほか各種要件があります。詳細
は下記にお問い合わせください

◆問合せ先／役場農林振興課農業振興室
緯87―0525

◆日時／９月16日松10：30～14：00
◆会場／古代の丘（長井市）
◆内容／ハナミズキ苗木のプレゼント
（先着300名）、山菜そばの振る舞い
（数量限定）、高性能林業機械の実演、
木製貯金箱づくり（数量限定）、けん
玉パフォーマンスと体験、ネイ
チャーゲーム（事前申込が必要）、 地
元特産品の販売など

◆参加料／無料
◆申込・問合せ先／おきたま森の感謝
祭実行委員会（置賜総合支庁森林整
備課）緯0238－35－9053

平成30年産「つや姫」
生産者募集

生活支援講習会の
開催について

おきたま森の感謝祭2017

第18回地域生活支援セミ
ナーinおきたま

山形県商工会等職員
採用試験のご案内

平成29年度「わたしと年金」
エッセイ募集

飯豊白川つり大会
（ニジマス）
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９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
72－2191佐 藤 管 工 業日1772－2191佐 藤 管 工 業土２
75－2086髙 橋 工 務 店月1872－2191佐 藤 管 工 業日３
75－2086髙 橋 工 務 店土2375－2086髙 橋 工 務 店土９
72－2191佐 藤 管 工 業日2475－2086髙 橋 工 務 店日10
72－2191佐 藤 管 工 業土3072－2191佐 藤 管 工 業土16

◎アクトグループホームさわやか／雑巾（10枚）
【第二小学校へ】

◎髙橋利郎さん／畑の堆肥
◎田中清さん／実習田貸与

【添川小学校へ】
◎舩山寿一さん／実習田の貸与

【飯豊中学校へ】
◎飯豊町婦人会／タオル（１0枚）、雑巾（20枚）
◎女ファーマシーすず／朝日写真
ニュース（１年間購読分）

【すべての幼児施設へ】
◎女アグリメントなか／さくらんぼ

【飯豊わくわくこども園へ】
◎飯豊町婦人会／タオル（１2枚）、雑
巾（15枚）、足拭き（３枚）

◎佐藤仁史さん／花プランター（８鉢）
【つばき保育園へ】

◎二瓶幸浩さん／花プランター（10鉢）
◎叙伊藤造園土木／カブトムシ（30匹）
◎鈴木寛輝さん／クーラーボックス（１個）
◎伊藤さゆりさん／獅子舞警護前掛け（２枚）

【手ノ子幼稚園へ】
◎伊藤悟さん／園児用じょうろ（41個）
◎後藤信子さん／お手玉（60個）、小
物入れボックス（４個）
◎井上百合子さん／花苗（20株）
◎男鹿百合子さん／花苗（20株）
◎髙橋達哉さん／ミヤマクワガタ（１匹）
◎男鹿晃生さん／コクワガタ（３匹）
◎さわやかクラブ／雑巾（20枚）、お
しぼりタオル（８枚）
◎笹川憲章さん／ジャガイモ種芋（10個）

【こどもみらい館へ】
◎二瓶幸浩さん／花プランター（４鉢）

【羽前椿駅へ】
◎長谷川清さん／生け花（１式）
◎九里学園高等学校保護者会／花プラ
ンター（３鉢）

【美の里へ】
◎飯豊町婦人会／タオル（20枚）、雑巾（20枚）
◎どんでん平ゆり園／ゆりプランター（４鉢）
「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５月～７月
　2,202件／28,801,901円
斬平成28年度合計
　11,472件／148,808,418円

　平成2９年５月から７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】
　去る６月28日～30日に開催されま
した「日本で最も美しい村」連合 総会
フェスティバルinいいでにあたり、除
草作業や花の植栽作業など、多数の皆
さまからご協力をいただきました。心
より御礼申し上げます。
◎飯豊中学校周辺整備作業／飯豊町建
設業親睦会

【白椿地区公民館へ】
◎除草／椿長生会

【東部地区公民館へ】
◎花植え、花壇整備／東部地区高砂会

【西部地区公民館へ】
◎除草／町分館寿クラブ

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

【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、舟山京
子さん、梅津久美子さん、梅津智子
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
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、梅津智子さん
◎講話／松村藤夫さん、舩山寿一さん
◎稲作指導／舩山寿一さん、佐原守さ
ん、遠藤純雄さん、横山雅弘さん、
井上俊幸さん、昭和地区農地・水・
環境保全会の皆さん

◎畑づくり指導／東部地区高砂会
【手ノ子小学校へ】

◎読み聞かせ／手塚娃子さん、伊藤にしき
さん、小川とよ子さん、岡田香代子さん
【飯豊わくわくこども園幼児部へ】
◎読み聞かせ／あ～すまいり～ず
◎合唱披露、読み聞かせ、ガラス磨き
飯豊中１年生

◎夏祭りカレー作り／食生活改善推進員
◎屋外遊具塗装／置賜塗装組合

ありがとうございました。

ボ ラ ン テ ィ ア ◎投光器およびドラム貸与
　㈱髙橋工務店

【つばき保育園へ】
◎草むしり、合唱披露／飯豊中１年生
◎獅子舞指導／椿青年会

【添川児童センターへ】
◎合唱披露、読み聞かせ、清掃／飯豊中１年生
◎屋外遊具塗装／置賜塗装組合

【手ノ子幼稚園へ】
◎花苗植栽／井上百合子さん
◎プール掃除／伊藤正志さん
◎読み聞かせ／あ～すまいり～ず
◎除草／元木ヒデ子さん、手ノ子小６年生

【こどもみらい館へ】
◎読み聞かせ、歌と手遊び、エプロン
シアター／あ～すまいり～ず

【羽前椿駅へ】
◎除草、清掃作業／椿長生会

　平成29年５月から７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】
◎歌友会／寄付金（８万円）

【あ～すへ】
◎赤間寛さん／図書（１冊）
◎長谷川清さん／生け花（１式）

【中部地区公民館へ】
◎飯豊町婦人会／タオル（10枚）、雑巾（10枚）
◎高橋みえさん／笹の葉（300枚）
◎嘉藤里司さん／紅花（20本）

【白椿地区公民館へ】
◎飯豊史話会／飯豊史話（１冊）

【東部地区公民館へ】
◎齋藤徹さん／風景写真（多数）
◎飯豊史話会／飯豊史話（１冊）
◎高木源次さん／花器（１個）

【西部地区公民館へ】
◎遠藤とめのさん／すいせん（多数）
◎大城清さん／花（多数）
◎欅墨書院置賜書道クラブ会長
　国井泰雪さん／作品集（１冊）
◎志田花子さん／マリーゴールド（多数）
◎飯豊史話会／飯豊史話（１冊）

【第一小学校へ】
◎石原農村環境保全協議会／実習田貸与
◎飯豊町婦人会／雑巾（20枚）

心遣いに感謝します。

窓善 意 の



●4【お知らせ版】広報いいで　2017/8/24

今からでも間に合う！

将来受け取る年金を増やす方法
　～付加年金～

申込・問合せ先／役場住民税務課住民室 緯87―0511
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　米沢年金事務所           緯0238―22―4220

　焔国民年金第１号被保険者
　焔任意加入被保険者（65歳以上の方を除く）
※国民年金基金に加入の方、保険料免除を受けている
　方は除きます。

納めることができる方

　毎月の国民年金保険料（平成29年度は
16,490円）に付加保険料（月額400円）
を上乗せして納めることで、受給する年
金額を増やせる制度です。

付加年金とは

〈例〉付加年金を10年間納めると…
焔10年間に納める保険料額
　400円×10年（120カ月）＝48,000円
焔１年間に受け取る付加年金額
　200円×10年（120カ月）＝24,000円

２年間で、納めた付加保険料と同額の年金を受け取
ることができます。

　200円×付加保険料納付月数
付加年金額（年間受け取り額）の計算式

◇付加保険料の納付は申し込んだ月分からとなります。
国民年金保険料を前納で納付済みの場合は後日付加
保険料分の納付書が送付されます。

◇付加保険料の納期限は翌月末日です。納期限を経過
した場合でも、期限から２年間は納めることができ
ます。

◇月末が土曜日、日曜日、祝日などにあたる場合と年
末の納期限は、翌月最初の金融機関などの営業日と
なります。

付加年金のポイント

　めざみの里まつりにおいて、図書室の古くなった本や
ＤＶＤ、また、雑誌（過年度分）を無料で配布いたしま
す。どうぞご利用ください。
◆日時／９月２日松10：00～
　　　　※なくなり次第終了
◆場所／図書室入口前
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」図書室
　☎72―3111

「あ～す」図書室からのお知らせ

いいで“めざみの里”まつり2017　　
　　　ファミリーコンサートのお知らせ

　めざみの里まつりでは、ＮＨＫ教育テレビの音楽番
組「まちかどド・レ・ミ」に出演していた『おかのあ
やお姉さん』と、ＮＨＫ子ども番組「おかあさんといっ
しょ」のダンスのお姉さんをしていた『きよこお姉さ
ん』がファミリーコンサートに出演してくれます♪
　ぜひ、ご家族で聴きに来てください。
◆日時／９月２日松　開場14：10　開演14：30
◆会場／町民総合センター「あ～す」多目的ホール
◆入場料／無料・全席自由

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

♪おかのあや
　　　　　お姉さん

♪きよこ
　　　お姉さん



●5

■平成29年７月６日以降に登録され
　た８月８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。
■事業所によっては複数の職種の募集
　がありますが、掲載枠の関係上、一
　部省略しています。
■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

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
パ農作業員㈲後藤農場
正土木施工管理技士および配管工㈱佐藤管工業
正造園土木作業員・クレーンオペレーター㈱伊藤造園土木
正・パ農業一般事務・販売員マルシチ米穀㈱
正生産管理サンリット工業㈱
パ調理助手エイムカイワ㈱
正作業員(土木、建築施工管理技士候補)樋口建設㈱
非接客サービス係【中津川事業部】㈱飯豊町地域振興公社
非調理員㈱メフォス北日本
正一般土木作業員㈲齋藤組
正木質ペレット・チップ製造作業員など中津川バイオマス㈱
パ施設管理業務（受付・事務）㈱ヤマコー コミュニティ事業部
パ子育てサポーター・デマンドオペレーター(特非)ほっと
パ機械工（MC）・研磨工㈱レペック
非機械技能員・機械設計など㈱トップパーツ
正運転手（10ｔまたは４ｔ）㈲菊地工業
非金属精密部品の加工など㈱佐竹製作所 山形工場
パ園芸作業員【急募】㈲フラワーステーション山形
正清酒製造【急募】若乃井酒造㈱
正部品組立・検査など㈲江袋製作所

正技能職【１次募集開始】
10月１日入社マルコンデンソー㈱

－地球に、みんなに、やさしいゴミの出し方－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
・70代男性(平成20年の開所から継続
利用され、10年目を迎えた方。間もな
く、利用1,000回目を数える）

　長年週２回の利用ペースでしたが、
ここ１～２年は週４回の利用に増やし、
トレーニングに励んでいます。有酸素
運動を１時間するほかに、筋トレマ
シーンを使用して筋力アップのメ
ニューに取り組んでいます。運動が習
慣になり、体を動かさないと本調子が
でません。
◆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

　ごみの分別にご協力をいただいておりますが、次のポイ
ントが徹底されていない場合があります。

ポイント陰
　指定ごみ袋は、「袋口」「取っ手」の両方をキチンと結び
ましょう。

ポイント隠
　ペットボトルのラベルはできる限り剥がし、
　「プラスチック製容器包装類」に分別しましょう。

　「ラベルが剥がれている」「汚れが無い」などのペットボ
トルは、高品質でリサイクルできますが、切断されたペッ
トボトルなどはリサイクルできず、焼却処分などの処分費
が増加します。
　処分費の増加は、環境負担の増加です。
　お互いに注意し、地球にやさしいゴミの出し方を徹底し
ましょう。
◇問合せ先／住民税務課生活環境室緯87-0514

ご家庭・職場・地域で「ご協力」ください
家 寡加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加

ごみゼロくん

指定ごみ袋の
袋口をしっか
り結びます

さらに、両
側の取っ手
を結びます

キチンと十字に結
んでから集積所に
出してください



金1

いいで“めざみの里”まつり2017　10：00～（あ～す）土2

日3

月4

７月28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）火5

手ノ子・高峰地区総合健診 ７：30～（西部地区公民館）
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6

手ノ子・高峰地区総合健診 ７：30～（西部地区公民館）
中部地区スポーツの日 ９：00～（中部地区公民館）
幼児歯科健診 13：00～（健康福祉センター）

木7

金8

キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土9

添川小・東部地区合同大運動会 ８：30～（添川小グラウンド）
食彩しろつばき直売 ９：00～（いいで旅館）日10

月11

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12

キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）水13
手ノ子地区人間ドック ７：00～（南陽検診センター）
中部地区スポーツの日 ９：00～（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14

レディース検診 13：15～（南陽検診センター）金15

キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土16

飯豊白川つり大会 ６：00～（岩倉地内）
中津川地区運動会 ８：00～（旧中津川小中学校グラウンド）日17

中津川地区敬老会 11：00～（ホテルフォレストいいで）月18

萩生地区健診結果説明会 ９：15～（中部地区公民館）～【20日】火19

キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）水20

中部地区スポーツの日 ９：00～（中部地区公民館）木21

４カ月・９カ月児健診 13：00～（健康福祉センター）
生花教室 19：00～（東部地区公民館）金22

西部地区グラウンドゴルフ大会 ８：00～（手ノ子スキー場）土23

町総合体育大会パークゴルフ大会 ８：30～（白川湖パークゴルフ場）日24

飯豊町農業委員会総会 ９：30～（役場)
茶やよっとごえ 14：00～（ケアハウスめざみの里）月25

添川・松原地区人間ドック ７：00～（南陽検診センター）
キララ☆スピードミントンナイト 19：30～（スポーツセンター）火26

レディース検診 13：15～（南陽検診センター）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）
キララ☆ヒップホップ教室 19：00～（中部地区公民館）

水27

中部地区スポーツの日 ９：00～（中部地区公民館）
１歳６カ月児健診 13：00～（中部地区公民館）
キララ☆ピラティス教室 19：00～（中津川地区公民館）

木28

金29

キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土30

９月

　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
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／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
司場所／中部地区公民館
司持ち物／母子健康手帳、子ども用歯ブラシ、バ
スタオル、９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／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
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／９月６日我 ８：50～11：40
司対象者／平成29年12月・平成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、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・９カ月児健診　
司日時／10月13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５月・６月生まれ
　　　　　９カ月児／平成28年12月生まれ
　３歳児健診　
司日時／10月26日牙 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
　幼児歯科健診　
司日時／10月19日牙  13：00までおいでください
司対象者
　①平成26年10月・11月生まれ
　②平成27年２月・５月・８月・９月・12月生まれ
　③平成28年６月・９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（２回目）

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338

10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


