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平成30年度乳幼児施設・学童クラブの利用申込開始

※【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

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30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）

　平成30年４月から各乳幼児施設・学童クラブの利用を希望される方の申し込みを受け付けします。
各乳幼児施設を利用希望の方は、「認定申請書兼入所申込書」に必要事項を記入し、10月２日捷から
11月２日昭までの間に、利用希望の施設または役場教育総務課子育て支援室へ提出してください。

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30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）

【対象児童および認定区分】※児童センターは認定を受ける必要はありません
纂平成30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

纂平成30年４月１日時点で満３歳未満のお子さん
　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
　※産休明け保育も行っています

【２・３号認定の方】
纂施設／２号認定の方は幼児部
　　　　３号認定の方は乳児部
纂開園時間／７：30～18：45
焔短時間認定 ／延長保育なし
焔標準時間認定 ／延長保育あり
纂対象者／０歳～５歳（平成30年４月１日時点）
纂保護者負担額／町が定める額（標準時間認定を受け
た方で17：30以降は別途おやつ代として2,000円）

飯豊わくわくこども園
【１号認定の方】
纂施設／幼児部
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30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）

※

※

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 ／延長保育なし　
焔標準時間認定 ／延長保育あり
纂対象者／０歳～５歳（平成30年４月１日時点）
纂保護者負担額／町が定める額（標準時間認定を受け
た方で17：30以降は別途おやつ代として2,000円）

※

※

幼児部緯72―2241
乳児部緯72―2067

学童クラブ
　町内には、いいで中部学童クラブ（第一小学校内）
と白椿学童クラブ（第二小学校内）があります。　
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／町が定める額（保険代は別料金）
纂実施時間／月曜日から金曜日の学校終了～18：45
　学校の振替休日、長期休暇は７：30～18：45
纂申込先／こどもみらい館または役場教育総務課子育
　て支援室

緯75―2206

緯74―2305

緯72―3625

緯72―3336（こどもみらい館）
緯87―0518（子育て支援室）

◆問合せ先／利用希望の施設または役場教育総務課子育て支援室緯87―0518
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住民税・国保税
煙納期限／10月31日峨
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87―0512、87―051310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 10月
日時：20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：６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：20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

　がんは、一生のうちに２人に１人が
かかる可能性がある身近な病気ですが、
多くのがんは、早期に発見すれば９割
は治ります。
　がんの早期発見には、症状がなくて
も定期的にがん検診を受けることが重
要です。
　がん検診を受けたい場合は、お勤め
先または町健康福祉課健康医療室に相
談ください。
　なお、子宮頸がんおよび乳がん検診
については、休日検診を実施します。
詳しくは、町健康福祉課健康医療室に
相談ください。
　また、県においては、強化月間に合
わせ、「がん検診受診率向上キャンペー
ン」を実施します。詳しくは、「山形県
がん対策県民運動」で検索。
◆申込・問合せ先／県健康長寿推進課
健康づくりプロジェクト推進室
　緯023－630－2313、町健康福祉
課健康医療室緯86－2338

◆開催期間
　10月18日昌～平成30年２月５日捷
◆会場／山形県土地改良会館
　（山形市松栄1-7-48）
◆対象者／６次産業化の起業や事業拡
大を目指す意欲のある、またはそれら
に取り組んでいる方をサポートする
意欲のある、農林漁業者、食品製造業
など商工業者、農林漁業関係団体・支
援機関・行政機関職員などの方
◆申込方法／「やまがた６次産業」Webサ
イト（http://www.6ji.jp）をご覧ください

◆申込・問合せ先／やまがた食産業クラ
スター協議会６次産業ビジネス・ス
クール事務局緯023－647－8330

10月は「がん検診推進強化
月間」です

　臨時福祉給付金の申請を受け付けて
います。申請期限は平成29年10月10
日昇です。未申請の方は早めに手続き
ください。
◆支給対象者
焔平成28年１月１日に飯豊町に住民
票がある方
焔平成28年度分の町民税（均等割）が
課税されていない方（町民税が課税
されている方に扶養されている方、
生活保護の受給者は対象外です）

◆支給額／対象者１人につき１万５千円
◆申請・問合せ先／町健康福祉課福祉室
緯86－2233

　男女共同参画社会づくりに関する理
解の促進と気運の醸成、県内で活動す
る団体の活動発表と交流を目的に開催
します。参加費は無料です。
◆日時／10月15日掌８：30～16：00
◆会場／遊学館（山形市緑町1-2-36）
◆内容／講演会、活動内容発表会など
※詳細は問合せください
◆申込・問合せ先／県男女共同参画セン
ター・チェリア緯023－629－7751

　県内の事業者が開発した消融雪設備
の展示会を開催します。住まいに合っ
た設置方法など気軽に相談ください。
◆日時／10月14日松12：00～16：00
　15日掌９：00～15：00
◆会場／県総合運動公園（天童市）「第
２南駐車場特設会場」内

　第27回山形県林業まつり会場
◆入場料／無料
◆問合せ先／やまがたゆきみらい推進
機構事務局緯0237－47－8614

臨時福祉給付金の申請は
お済みですか？

「チェリアフェスティバル
山形2017」開催

◆開催日時と会場
焔グラウンドゴルフ
　10月９日捷抄　開会式８：30
　スワンパーク
焔柔道
　10月９日捷抄　開会式９：00
　町民スポーツセンター柔道場
焔駅伝
　10月15日掌　開会式９：00
　つばき保育園前スタート・ゴール
◆申込方法／９月30日松までに各地
区体育協会（部）または下記に申し込
みください
◆申込・問合せ先
　町体育協会事務局緯72－3086

　置賜を巡って、食べて、一緒に置賜
の農と食を応援しよう！温泉宿泊券や
米沢牛などの豪華な賞品とお得な特典
を用意しています。
◆期間
　10月19日昭～平成30年１月31日昌
◆応募方法／期間中、スタンプラリー
参加店を利用して、リーフレット付
属の応募ハガキに異なる店舗のスタ
ンプを集めて応募ください
◆応募締切
　平成30年2月1日昭当日消印有効
◆その他
焔参加店舗は「おきたま食の応援団」グ
　リーンフラッグ店置賜全域約330店舗
焔詳細は、参加店舗など備え付けの専
　用リーフレットまたは「おきたま食
　の応援団」ホームページをご覧くだ
　さい
◆問合せ先／「おきたま食の応援団」
置賜農業振興協議会
　緯0238－26－6051

飯豊町総合体育大会

やまがた６次産業ビジネス
スクール2017

「おきたま食の銘店めぐり
スタンプラリー」開催

「消融雪設備技術展示会」
開催
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10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 店日1575－2086髙 橋 工 務 店日1
72－2191佐 藤 管 工 業土2175－2086髙 橋 工 務 店土７
72－2191佐 藤 管 工 業日2272－2191佐 藤 管 工 業日8
75－2086髙 橋 工 務 店土2872－2191佐 藤 管 工 業月9
75－2086髙 橋 工 務 店日2975－2086髙 橋 工 務 店土14

◆参加資格／置賜の個人生産者や団体
◆部門／つや姫とはえぬきの２部門
◆申込方法／申込書に必要事項を記入
のうえ、玄米サンプル500ｇを添え
て、下記または役場農林振興課に申
し込み。申込書は役場農林振興課、
JA、置賜総合支庁産業経済部農業技
術普及課にあります　　　　       
◆応募可能点数／各部門１点まで
◆提出期限／10月31日昇
◆問合せ先／置賜総合支庁西置賜農業
技術普及課（長井市）緯88－8215

　里親について広く知っていただくため、
児童相談所による制度の説明や里親会の
方による体験談、Q&Aなどを行います。
里親について少しでも関心がある方は、
ぜひ参加ください。託児を希望する方は
申し込み時にお知らせください。
◆期日／10月28日松13：30～15：00
◆会場／南陽市勤労者総合福祉センター
　（南陽市宮内4526－1）
◆申込・問合せ先／児童養護施設興望
館緯0238－38－6109

ふれあいほっとライン
緯023－630－2876

　子育ての悩みを１人で抱えず、電話で
お話しください。相談員が一緒に考え
ます。子どもからの相談にも応じます。
◆受付日時／月曜日から金曜日までの
　８：30～17：15（祝日・年末年始除く）
焔相談員対応／９：00～16：15
◆電子メール・FAXは24時間受付
◇電子メール／yshogaku@pref.yamagata.jp
◇FAX／023－630－2874
◆問合せ先／県教育庁文化財・生涯学習課
生涯学習振興室緯023－630－3344

おきたまおいしい米づくり
コンクール出品者募集

家庭教育電話相談のご案内

◆募集戸数／２戸（２階、５階）
◆募集期間／10月４日昌～11日昌
◆住宅情報／萩生3623番地３
焔間取り／３DK（６畳和室２室・4.5
畳和室１室・DK６畳）
焔家賃／２階38,000円、５階30,400円
※駐車場代は別
◆申込・問合せ先／役場地域整備課建
設室緯87－0516

　この講習会を受講することにより、
運転業務従事者として新たな就労を目
指します。受講料は無料です。
◆対象者／60歳以上の方
◆期間
　10月24日昇～26日昭のいずれか１日
◆時間／９：30～15：40
◆会場／長井自動車学校
◆定員／各回10名程度（計30名）
◆申込締切／10月18日昌まで（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

　緯84－4535

　あなたに平穏な生活をとり戻すため、
調停員が下記の悩みを個別に聞き取り、
調停を進めていくための具体的な方法
を説明します。気軽に来場ください。
陰夫婦・家族間問題、隠DV（夫婦間
の暴力）、韻遺産相続、吋金銭貸借・多
重債務、右土地の境界問題・近所との
トラブル、宇交通事故のトラブルなど
◆日時／10月14日松10：00～15：00
◆会場／長井市会場「小桜館」
　小国町会場「アスモ」
◆問合せ先
　長井簡易裁判所緯88－2073

◆日時／11月１日昌 13：00～15：00
※10月20日の予定から変更になりました
◆場所／あ～す
◆担当弁護士／熊谷 誠 氏
◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆申込・問合せ先／役場住民税務課生
活環境室緯87－0514　

　中小企業振興事業費補助金の第２次
募集を行います。今回は、商店支援補
助金のみの募集です。申請をお考えの
方は早めに相談ください。詳しくは、
町ホームページをご覧ください。
◆対象者／町内に住所を有する商店な
どで、現在の常用雇用者の維持が認
められる企業、個人

◆補助額／補助対象経費の３分の２以
内で、町長が定める額。上限30万円
◆補助対象経費／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

◆申請方法／補助金申請書を記載して
下記に提出

◆決定方法／審査会により決定
◆募集期限／10月16日捷
◆申請・問合せ先／役場商工観光課産
　業連携室緯87－0523

　行政書士は皆さまからの依頼により、
車庫証明・農地転用・建設業をはじめ、
各種業法の許認可や届け出など、官公
署に提出する書類の作成および提出を
代理します。相談無料です。
◆日時／毎月第４火曜日10：00～12：00
◆場所／長井市役所市民相談センター
◆問合せ先／最寄りの会員事務所また
は行政書士青木新一事務所（長井支
部事務所）緯88－4793

無料調停相談会のお知らせ

いいでハイツの入居者を
募集します

自動車安全運転講習
のご案内

里親のことを
もっと知ってください

中小企業振興事業費補助金
「商店支援補助金」

山形県行政書士会長井支部
から無料相談会のお知らせ

無料法律相談開催
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　土地は、限られた貴重な資源
であり有効利用が大切です。
　国土利用計画法では、土地の
投機的取引や地価の高騰を抑制
するとともに、適正かつ合理的
な土地利用の確保を図るため、

土地取引について届出制を設け
ています。一定面積（本町は１
万愛）以上の大規模な土地の取
引などを行う場合は、契約を結
んだ後、２週間以内に買い主が
必ず届け出なければなりません。

変動率価格基準地の所在
△2.23,560手ノ子字上段ノ下ー1614番4
△1.55,240萩生字岡529番6
△2.64,410添川字下町ー667番
－5,150萩生字三本柳4400番5

●平成29年度地価調査結果【基準地価格】
（単位）    円／㎡　  　％     

◆届出先・問合せ先
　役場総務企画課総合政策室緯87―0521

土 地 月 間10月は

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
●申込・問合せ先　緯72―3111

第44回 飯豊町芸能発表会のお知らせ
　飯豊町芸能発表会実行委員会主催の飯豊町芸能発表
会を開催します。舞踊・カラオケ・詩吟・太鼓など、
各種団体が日ごろの練習成果を披露します。
　皆さんのご来場をお待ちしております。

　現在、午前９時から午後７時まで開館している「あ
～す」図書室ですが、９月末をもって延長時間が終了
します。10月１日蚊より以下の開館時間になりますの
でご注意ください。
◆開館日時／火曜日～日曜日　９：00～17：00
　（月曜・祝日休館）
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」図書室
緯72―3111

「あ～す」図書室からのお知らせ

◆日時／10月15日蚊　開場12：30　開演13：00
◆入場料／500円（前売り券の販売あり）
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」
緯72―3111

　国民健康保険に加入している方には、２か月に１度、
「国民健康保険の医療費のお知らせ」を世帯主の方宛て
に送付しています。医療費のお知らせには、医療機関で
受診した際の医療費の総額が表示されています。世帯の
中に受診者がいなければ送付されません。
　医療費のお知らせは、皆さまが保険制度に関心を持ち、
疾病予防と健康づくりに役立てていただくことを目的に
送付しています。

医療費適正化に向けたポイント
虚 健康寿命を延ばしましょう
　煙年に１回は健診を受け、病気の予防と早期発見・早
　　期治療を心がけましょう
　煙食生活、運動、睡眠、禁煙など生活習慣を見直しま
　　しょう

許お医者さんのかかり方を見直しましょう
　煙かかりつけ医をもちましょう
　煙重複受診は避けましょう
　煙時間外受診は緊急性が高いときだけ受診しましょう
　受診に迷ったときは「救急電話相談（小児♯8000、
　大人♯8500）」を利用ください

距薬と上手に付き合いましょう
　煙かかりつけ薬局をもちましょう
　煙薬を必要以上に欲しがらないようにし、薬が余って
　いるときは、医師や薬剤師に相談しましょう

　煙お薬手帳を活用しましょう
　煙後発医薬品（ジェネリック医薬品）を活用しましょう

◆問合せ先／役場住民税務課住民室緯87―0511

国民健康保険加入者の皆さんへ

医療費のお知らせを送付しています



●5

■平成29年８月８日以降に登録され
　た９月７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
正MCオペレーター㈱大岸製作所　山形工場
パ日常清掃係（飯豊町～小国町）太平ビルサービス㈱　置賜営業所
正食品製造スタッフ【飯豊工場】㈲酢屋吉正
正作業員㈲アグリメントなか
正鉄筋工・加工作業員㈱佐藤鉄筋
正豚飼育作業員【急募】㈲大沢牧場
パ（臨）調剤事務・受付業務㈲ワゴー薬局
正一般事務職【急募】㈱佐藤管工業
非事務員（福）飯豊町社会福祉協議会
パ販売員㈱ツルハ ツルハドラッグ飯豊店
非調理員【中津川事業部】㈱飯豊町地域振興公社
正（請）部品組立・検査など㈲江袋製作所
パフロアスタッフ・調理補助㈲エルベ
パ清掃作業㈲おそうじ舘 梅津
正・非介護員・調理員・看護員（福）いいで福祉会
正一般建築塗装工安部塗装所
正生産管理業務・機械工（NC旋盤）㈱レペック
正土木技士・重機運転手など豊川建設㈱
正営業㈱ウマイヤ商店
正木材加工スタッフ㈲渡部製材所
非（臨）一般事務員㈱トップパーツ
パ園芸作業員【急募】㈲フラワーステーション山形

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29年７月に登録さ
れた方）

　妻の勧めで筋トレ教室の存在を知り

ました。思い切って登録し、定期的に
週２回ほど利用しています。数字とし
ての変化はまだ見えてはいませんが、
日常生活の動作の負担が軽減されてい
るようで、最近は車の乗り降りが楽に
なってきたと感じます。
◆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

　犬を飼うことは、飼い主に責務が伴います。以下を守り、
愛情をもって飼いましょう。

陰犬のふんは放置しない
　　ふんの放置は、皆さんで使う道路・公園が不衛生にな
　り、迷惑行為です。
　◆ビニール袋を携行し、犬のふんは必ず持ち帰りましょう
隠犬を 逸走 （脱走）させない

いっそう

　　犬の逸走（脱走）は、子どもたちなど地域住民の危険
　につながります。
　◆首輪・鎖は劣化や不注意で外れやすいので、点検を常
　　に忘れず行いましょう

　※万が一、犬が放れてしまったら、
　　役場住民税務課生活環境室にいち
　　早くご連絡ください。
韻狂犬病予防注射を確実に接種させる
　　狂犬病は、全ての哺乳類が感染し、発症するとほぼ
　100％死亡にいたる恐ろしい病気です。日本ではこれま
　での取り組みにより発生はありませんが、周辺国ほか世
　界のほとんどの地域で依然として常態し、常に侵入の脅
　威に脅かされています。
　◆人と犬の安全のために、確実に接種しましょう

◇問合せ先／住民税務課生活環境室緯87-0514

愛犬の飼い方のマナーアップを
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



　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
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／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
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／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
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／10月４日我 ８：50～15：30
司対象者／平成30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、筆記用具、動きやすい
服装、エプロンと三角巾（パパ用も）

　幼児歯科健診　
司日時／12月７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７月・10月・11月生まれ

小菊会作品作り 13：30～（白椿地区公民館）日1
小白川地区健診結果説明会 ９：15～（小白川公民館）月2
８月28日実施人間ドック健診結果説明会および
椿地区健診結果説明会 ９：15～（健康福祉センター）火3

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4

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 19：00～（中部地区公民館）木5

いきいき教室ノートレ体験 10：00～（白椿地区公民館）
レディース検診 13：15～（南陽検診センター）金6

土7
食彩しろつばき直売 ９：00～（いいで旅館）
キララ☆バブルサッカー 13：30～（第一小学校体育館）日8

町総合体育大会グラウンドゴルフ大会８：30～（スワンパーク）
町総合体育大会柔道大会 ９：00～（スポーツセンター柔道場）月9

東部少年教室わら細工学習 ８：30～（しらさぎ荘前園芸ハウス）火10
子どもキッチン☆ 15：30～（中部地区公民館）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）
キララ☆ヒップホップ教室 19：00～（中部地区公民館）
キララ☆ピラティス教室 19：00～（東部地区公民館）

水11

中部地区スポーツの日 ９：00～（中部地区公民館）
９月14日実施人間ドック健診結果説明会および
手ノ子地区健診結果説明会 ９：15～（西部地区公民館）

木12

４カ月・９カ月児健診 13：00～（健康福祉センター）金13
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土14
キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
町総合体育大会駅伝競争大会 ９：00～（つばき保育園前スタート・ゴール）
町芸能発表会 13：00～（あ～す）

日15

添川・松原地区総合健診 ７：30～（東部地区公民館）～【17日】
高峰地区健診結果説明会 ９：15～（高峰多目的集会所）
レディース検診 13：15～（南陽検診センター）

月16

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17
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）水18
中部地区スポーツの日 ９：00～（中部地区公民館）
中津川チャレンジクラブ日帰り遠足 10：00～（中津川地区公民館）
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 19：00～（中津川地区公民館）

木19

金20
西部地区文化祭 ８：15～（西部地区公民館）～【22日】
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土21

中部地区文化祭 ９：00～（中部地区公民館）
食彩しろつばき ９：00～（いいで旅館）日22

茶やよっとごえ 14：00～（ケアハウスめざみの里）月23
火24
飯豊町農業委員会総会 ９：30～（役場）
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25

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）木26

金27
キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
東部地区文化祭 ９：00～（東部地区公民館）～【29日】
白椿地区文化祭 13：00～（白椿地区公民館）～【29日】
中津川地区文化祭前夜祭 18：30～（中津川地区公民館）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土28

中津川地区文化祭 ９：00～（旧中津川小中学校・中津川体育館）日29
月30
手ノ子小３年生と高齢者ふるさと学園との交流会 
９：00～（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）

火31

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）

11月の乳幼児健診日程

電話番号担当歯科医院期日

62－2678小国 加藤歯科医院10月１日蚊
0238－52－4855高畠 村上歯科医院10月８日蚊

85－1873白鷹 わたなべ歯科医院10月９日俄
0238－22－3030米沢 春日歯科医院10月15日蚊
0238－46－3563川西 松岸歯科医院10月22日蚊
0238－26－5255米沢 明星歯科医院10月29日蚊

休日歯科診療担当医院

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338

10月
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