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◆申請・問合せ先／町健康福祉課健康医療室 緯86―2338

　町ではインフルエンザ予防接種について、下記の方を対象に費用の一部を助成します。

◆対象者／町民の方で次の条件のいずれかに該当す
る方（ただし、今までに助成を受けた方、風しん
にかかったことのある方、風しんワクチンを２回
接種した方を除く）
◇風しん抗体検査　年齢は平成29年４月１日現在
焔妊娠を希望する19～50歳女性
　妊娠中の方および妊娠の可能性のある方は除く
焔妊娠を希望する19～50歳女性の夫および同居家族
　妊娠を希望する19～50歳女性が、風しん抗体価が
十分ある、風しんにかかったことのある、風しん
予防接種を２回受けたことのある場合は除く
焔妊婦の夫および同居家族
　妊婦が妊婦健診で抗体価が十分あると確認できた場合は除く

◇予防接種（ワクチン接種）
焔抗体検査を受けた方で、抗体価が十分でないと判
定確認できた方（妊娠中の方や妊娠の可能性のあ
る方は除く）

◆助成金額／抗体検査費およびワクチン接種費の全
額（一人１回限り）

◆助成期限／平成30年３月31日
◆指定医療機関／さゆり内科歯科クリニック　飯豊
町国民健康保険診療所　飯豊町国民健康保険診療
所付属中津川診療所

◆手続き／健康福祉課にて申請を行っていただくか、
町ホームページから申請書を印刷し、記入して持
参ください

　 風 し ん 抗 体 検 査 お よ び 予 防 接 種 費 用 を 助 成 し ま す　  

　 イ ン フ ル エ ン ザ 予 防 接 種 費 用 を 助 成 し ま す　  

◆高齢者
燕対象／焔接種時において65歳以上の方

焔60歳以上65歳未満で心機能障がいな
ど、障がいが一定の基準に該当する方

燕助成額／2,000円
燕利用できる医療機関
　焔町内医療機関（町国保診療所・中津川診療所、
　　さゆり内科歯科クリニック）
　焔町外医療機関（接種を行っているか確認して
　　受診ください）

◆子ども
燕対象／接種時において満６カ月～中学３年生まで
燕助成額／１回につき2,500円（13歳未満は２回接種）
※利用できる医療機関などは対象の方にご案内して
おります

◆助成期間／平成30年１月31日我まで
◆手続方法／住所・年齢がわかるものを持参して各
医療機関で接種してください。また、生活保護世
帯の方へは全額助成を行いますので、下記まで申
請ください

※接種の際は事前に医療機関に連絡してください

　　 　 町 道 荻 線 全 面 通 行 止 め の お 願 い　 　 　
　手ノ子地区農地整備事業に伴い町道荻線の付け替
え工事の施工が行われるため、12月15日画までの予
定で町道荻線が終日全面通行止めになります。
　近隣の通行に関しましては、国道113号および付
近町道の迂回をお願いします。
　なお、規制期間の中での終了の日程は前後する場
合がありますのでご承知おきください。

◆問合せ先／山形県西置賜農村整備課 緯88―8220

中郷橋

置賜白川米坂線

手ノ子郵便局

国道113号

通行止め箇所

県道長井飯豊線
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固定資産税・国保税
煙納期限／11月30日牙
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：17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：17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

◆日時／11月17日晶13：30～16：30
　（受付開始13：00）
◆会場／タスパークホテル２階コンベ
ンションホール

◆対象者／西置賜地域に就職を希望し
ている方

◆事業所／西置賜雇用対策協議会会員
事業所、長井公共職業安定所管内に
本社または就業場所があって、ハ
ローワークに求人を提出している事
業所（45社予定）

◆内容／個別面談形式（就職を希望さ
れる方が自由に企業ブースを訪れ面
談を行います）

◆問合せ先／ハローワーク長井
　緯84－8609

◆日時／11月１日昌10：00～
◆会場／西部地区公民館
◆内容／どんぐりくんと森の仲間たち
ショー、どんぐりの種まき・苗植え、
プロジェクト参加宣言など

◆問合せ先／（公財）山形県みどり推進
機構☎023－688－6633、役場農
林振興課農林整備室緯87－0526

◆日時／11月25日松14：00～15：30
◆会場／タスパークホテル２階コンベ
ンションホール

◆内容／斬講演「認知症と運転免許～
改正道路交通法に伴う高齢運転者支
援について～」
斬講師／山形県警察本部運転免許課
◆参加費／無料
◆申込期限／11月17日晶
◆申込・問合せ先／飯豊町地域包括支
援センター緯86－2233

オール西置賜就職面接会
　飯豊町の「どぶろく」と「こくわワ
イン」の新酒会を合同で開催します。
◆日時／11月17日晶18：30～
◆会場／めざみの里観光物産館
◆チケット／１名様１枚4,000円
◆チケット購入・問合せ先／役場農林
振興課緯87－0525

◆日時／11月17日晶13：30～16：00
◆会場／はぎ苑新館（長井市）
◆内容
斬若者トーク「若者たちが語る農業へ
の思い」
斬展示・試食（農産加工品、「雪若丸」
の新米、管内産農産物など）

◆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10日晶（先着100名）
◆申込・問合せ先／役場農林振興課農
業振興室緯87－0525

　特殊詐欺の被害に遭わないよう「山
形県警察特殊詐欺被害防止コールセン
ター」を開設しました。電話オペレー
ターから県民の方に、特殊詐欺に関す
る手口、被害に遭わないための対策に
関することを電話でお知らせします。
◆期間／平成30年１月31日まで
◆時間／月曜日～金曜日の９：00～
17：30（祝祭日、年末年始を除く）
◆発信番号／023－687－1526
◆実施事業者／ＮＴＴソルコ&北海道
テレマート叙

※特殊詐欺被害防止の注意喚起を行う
もので、個人情報の収集や現金の要求
などをすることは絶対にありません
◆問合せ先／長井警察署緯84－0110

西置賜農業フォーラム

「どぶろく」と「こくわワイン」
新酒を楽しむ夕べ

　携帯電話の新しい電波として地上デ
ジタルテレビ放送に近い周波数を利用
することになります。そのため、旧型
のテレビアンテナ設備などに影響が出
て、映像が乱れたり映らなくなる場合
があります。今後、そのお知らせや対
策作業で、700MHz利用推進協会の職
員や協会指定の工事作業者が訪問する
場合がありますのでご承知ください。
◆テレビ受信障害対策者
　（一社）700MHz利用推進協会
※この協会は、叙ＮＴＴドコモ、ＫＤ
ＤＩ叙、沖縄セルラー電話叙とソフ
トバンク叙の４社が設立した一般社
団法人です
◆注意（特殊詐欺などに注意ください）
・テレビに影響が出るおそれがある場
　合は、当該協会の負担で無償で対策
　作業を行います。対策作業に費用は
　一切かかりません。費用を請求する
　こともありません
・工事作業者はテレビ受信障害対策員
　証を携行しています。不審の場合はコ
　ールセンターへ問い合わせください
◆問合せ先
・（一社）700MHz利用推進協会コー
ルセンター緯0120－700－012
※受付時間９：00～22：00、土日祝
日および年末年始を含む
・役場総務企画課情報防災室
　緯87－0522

◆日時／11月16日昭13：15～14：45
◆会場／山形財務事務所
　（山形市緑町２丁目15番３号）
◆受付期間／11月９日昭まで（平日のみ）
◆申込・問合せ先／山形財務事務所理
財課緯023－641－5178

テレビ視聴に関する重要な
お知らせ

「森の教室～どんぐりくんと
森の仲間たち～」開催

「金融庁の業務説明会（中小企
業向け）」のご案内（予約制）

山形県警察特殊詐欺被害
防止コールセンター開設

認知症講演会
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◆日時／11月18日松９：15～11：45
◆会場／県立米沢養護学校（米沢市）
◆内容／布・木工・紙製品や陶器、ハー
ブせっけんなどの作業製品の展示販
売、小学部児童による発表　など

◆問合せ先／山形県立米沢養護学校
　☎0238－38－6101

◆日時／11月22日昌12：30～16：30
◆会場／米沢市すこやかセンター
　（米沢市西大通1-5-60）
◆内容／講演、事例報告、人材センター
の案内、保育の何でも相談、保育の
職場実習（体験）参加者オリエンテー
ション

◆対象者／潜在保育士、保育資格の有
無にかかわらず、保育の仕事に興味
のある方

◆問合せ先／（福）山形県社会福祉協議
会山形県福祉人材センター

　☎023－633－7739

◆募集職種と人員
陰看護師…若干名　隠介護員…若干名
◆受験資格
陰看護師および准看護師資格
隠介護福祉士の資格
陰隠ともに平成30年３月取得見込み可
◆採用予定日／平成30年４月１日
◆受付期間／11月１日昌～27日捷
◆試験日／12月３日掌
◆試験会場／特別養護老人ホームひめ
さゆり荘

◆その他／臨時職員の応募は随時対応
◆試験案内配布・申込・問合せ先
　特別養護老人ホームひめさゆり荘
　☎74－2011

11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 業土1872－2191佐 藤 管 工 業金３
75－2086髙 橋 工 務 店日1972－2191佐 藤 管 工 業土４
75－2086髙 橋 工 務 店木2375－2086髙 橋 工 務 店日５
72－2191佐 藤 管 工 業土2575－2086髙 橋 工 務 店土11
72－2191佐 藤 管 工 業日2672－2191佐 藤 管 工 業日12

米沢養護学校
「よねようまつり2017」

　国土交通省では、「最上川水系河川整
備計画（変更素案）」に対する意見を募
集します。
◆公開・閲覧方法／役場１階談話室、
山形河川国道事務所または各出張所、
山形河川国道事務所ホームページ

◆募集／11月17日晶まで、閲覧場所
での投函、FAX、山形河川国道事務
所ホームページから応募

◆応募・問合せ先／山形河川国道事務
所調査第一課緯023－688－8933

　交通事故相談、交通事故の和解あっ
せんを受け付けます。
◆日時／月～金曜日９：00～17：00
◆予約・問合せ先／（公財）交通事故紛
争処理センター仙台支部

　緯022－263－7231　

　動画視聴料の未納をかたり、コンビ
ニ決済で現金を支払わせるサギが本町
で発生しました。このようなことがあ
れば、家族や警察に、必ず相談してく
ださい。
暫電子マネーやプリペイドカードで支
　払いを求める連絡は、全てサギです
暫ショートメールなどで電話連絡を求
めたり、法的手段をとるという内容
は、全てサギです

◆増えている「特殊サギ」とは
　債権者、被害者、弁護士、公務員な
ど、さまざまな立場をかたって不安を
あおり、振り込み・送金をさせようと
するサギの総称
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室
緯87－0514
　長井警察署緯84－0110

最上川の川づくりに関する
意見募集

コンビニ決済による未納金名
目の「サギ」が本町で発生！

◆日時／11月15日昌14：30～16：15
◆会場／川西町農村環境改善センター
　（川西町大字中小松2240-2）
◆研修会内容／テーマ「「交流」から生
まれる、かかわり豊かな地域社会」

◆申込期限／10月31日昇
◆申込・問合せ先／置賜社会教育振興
会事務局緯88－8242

◆日時／11月13日捷15：30～16：30
◆会場／置賜生涯学習プラザ（長井市）
◆問合せ先／長井税務署調査部門
　緯84－1934

　以前、林業の仕事に従事していたこ
とがあり、その当時林退共制度に加入
していた、もしくは加入していたかも
しれない方で、退職金請求手続きをし
た心当たりのない方は、退職金をまだ
受け取っていない可能性があります。
林業の仕事をしていた当時の加入の有
無についても確認を行いますので、最
寄りの支部または本部へ問い合わせく
ださい。
◆問合せ先／独立行政法人勤労者退職
金共済機構林業退職金共済事業本部
☎03－6731－2887

◆日時／11月４日松、５日掌
　10：00～15：00
◆会場／長井・西置賜地域シルバー人
材センター（長井市清水町）
◆内容／会員の趣味・特技・技能を生
かした作品の展示および各種講習会
◆問合せ先／長井・西置賜地域シル
バー人材センター緯84－4535

平成29年度置賜社会教育振興大会(兼)置
賜地区生涯学習振興ブロック大会研修会

林業退職金制度（林退共）
の退職金請求について

平成29年度保育士再就職
支援研修会

長井・西置賜地域シルバー人材
センター「シルバー祭」開催

社会福祉法人いいで福祉会
平成30年度採用職員募集

交通事故の損害賠償問題で
お困りの方へ

消費税軽減税率制度説明会
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町民総合センター「あ～す」
●休館日　毎週第４月曜日、祝日、年末年始
●問合せ先　緯72―3111

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されま「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されますす
～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～～

　国民年金保険料は所得税および住民税の申告において、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合
と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。

　音楽と郷土を愛する町民手作りのステージ“めざみの
里”音楽祭が開催されます。町内の学校や幼児施設をは
じめとして、各音楽団体により合唱や鼓笛隊の演奏など、
今回も盛りだくさんのプログラムとなっております。ぜ
ひ皆さんご来場の上ご鑑賞ください。
◆日時／11月11日臥　開場 ９：00　開演 ９：20
◆会場／町民総合センター「あ～す」多目的ホール
◆入場料／無料
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」　☎72―3111

控除の対象
　平成29年１月から12月までに納められた保険料の全額です。過去の年度分や追納された保険料も含まれます。
また、ご自身の保険料だけではなく、配偶者や家族（お子様など）の負担するべき国民年金保険料を支払って
いる場合はその保険料も合わせて控除が受けられます。
必要となる添付書類
　社会保険料控除を受けるためには、保険料を納付したことを証明する書類の添付が必要です。このため、平
成29年１月１日から９月30日までの間に国民年金保険料を納付された方には、「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」が11月上旬に日本年金機構から送付されますので、年末調整や確定申告の際には、必ずこの証明
書または領収書を添付してください（平成29年10月１日から12月31日までの間に今年はじめて国民年金保険
料を納められた方へは、翌年の２月上旬に送付されます）。

★税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。
　保険料は納め忘れのないようにしましょう。

◆問合せ先／役場住民税務課住民室緯87―0511

※昨年の“めざみの里”音楽祭の様子

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書についての問合せ先
◆ねんきん加入者ダイヤル緯0570―003―004
◇受付期間／平成29年１１月１日我～平成30年３月15日牙（祝日および12月29日から１月3日までは利用できません）
◇受付時間／月～金曜日８：30～19：00・第２土曜日９：00～17：00

　12月に“冬うた”を歌う集いを開催します。冬の歌、
懐かしい歌、思い出の歌を、みんなで楽しく歌いましょ
う♪お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでどなた
でも参加できますので、お誘い合わせのうえお気軽にご
参加ください。
◆日時／12月２日臥 14：00～16：00
◆会場／町民総合センター「あ～す」
◆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

第22回 “めざみの里”音楽祭のお知らせ

四季の歌“冬うた”を歌う集い
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■平成29年９月７日以降に登録され
　た10月５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・パ技能工（製造オペレーター）サンリット工業㈱
正ヘルパー（介護職員）(福)飯豊町社会福祉協議会
非ヘルパー（介護職員）／夜勤専従(福)飯豊町社会福祉協議会
パ訪問介護員(福)飯豊町社会福祉協議会
パ製造補助または配達㈲酢屋吉正
パリハビリテーション担当さゆり内科・歯科クリニック
正・パスタンド業務・ローリー配達㈱梅津商店
パ販売員（準社員）㈱コメリ　新潟地区本部
パ販売員（アルバイト）㈱コメリ　新潟地区本部
非・パ(請)調理員㈱メフォス北日本
正フロントサービス【急募】㈱飯豊町地域振興公社
パ(臨)サービス係㈱飯豊町地域振興公社
正土木施工管理技士および配管工㈱佐藤管工業
パ(請)清掃・給食業務㈱長陵
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㈱
正作業員（土木、建築施工管理技士候補）樋口建設㈱
正造園土木作業員（見習い可）㈱伊藤造園土木
正クレーンオペレーター㈱伊藤造園土木
正ボール盤工・検査員㈱レペック
非警備員㈲光警備保障
非金融共済窓口業務（長井・白鷹・飯豊）山形おきたま農業協同組合

　
【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代女性(週２回ペースで利用・登
　録から３年目の方）
　利用する曜日が決まっているため、

仲間との親睦も深まり、お互いの様子
を確認できます。
　ほかにもさまざまな活動をしていて
忙しいのですが、「筋トレには行かなく
ちゃ！」と思い、自分の健康づくりの
ために継続して利用しています。
◆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

●油漏れの処理費用は原因者の負担
　油類の回収処理費用には50万円以
上もかかることもあります。その費
用は、事故を起こした原因者が責任をもって全額を負担し
なければなりません。事故が起こった後での処理が遅れる
ほど、被害が広がり負担費用は大きくなります。
●万が一油漏れが発生したら
　もし事故を起こした場合、または事故を発見したら、す
ぐに役場住民税務課生活環境室もしくは消防署飯豊分署ま
でご連絡ください。

　冬期間は暖房用として灯油を多く使うため、河川などに
流れ出す事故が多発します。そのほとんどが、不注意が原
因です。
　油漏れは、河川環境が悪くなるばかりでなく、水道、農
業などの取水にも悪影響を及ぼすことがあります。
●注意‼油漏れが発生する主な原因
・ポリタンクへの小分け中に外出などでその場を離れた
・ポリタンクに穴が開いているのに気付かず小分けした
・ホームタンクの配管が雪の重みで破損した
・ホームタンクの閉め忘れで灯油が道路側溝に流れた

◆連絡先／役場住民税務課生活環境室緯87―0514、消防署飯豊分署緯72―2222

　　油 断 大 金金　　住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら
給油中はその場をはなれないで概



　１歳６カ月児健診　
司日時／11月30日牙 13：00までおいでください
司対象者／平成28年４月・５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16日牙 13：00までおいでください
司対象者／臼平成26年８月・９月生まれ
　渦平成27年３月・４月生まれ
　嘘平成28年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／11月１日我 ８：50～11：40
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、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／12月８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７月生まれ
　　　　　９カ月児／平成29年１月・２月生まれ
　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／臼平成26年７月・12月生まれ
　渦平成27年１月・６月・７月・10月・11月生まれ
　嘘平成28年１月・２月・８月生まれ

パパママ教室 ８：45～（長井市保健センター）
森の教室 IN 山形県 10：00～（西部地区公民館）
キララ☆陸上クラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）

水1

中部地区スポーツの日 ９：00～（中部地区公民館）
９月26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☆ピラティス教室 19：00～（中津川地区公民館）

木2

いいで秋の収穫祭 ９：00～（しらさぎ荘前）金3
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土4
飯豊町総合防災訓練 ８：00～（中津川地内）
第59回西置賜地区駅伝競走大会 11：40～（スポーツセンター前スタート）日5

月6
火7

中津川地区人間ドック ７：00～（南陽検診センター）
子どもキッチン☆ 15：30～（中部地区公民館）
萩生地区地域づくり座談会 18：00～（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☆ピラティス教室 19：00～（東部地区公民館）

水8

中部地区スポーツの日 ９：00～（中部地区公民館）
さわやかクラブと幼稚園の交流会 10：00～（西部地区公民館）
飯豊町振興審議会 19：00～（あ～す）

木9

飯豊町部落長等会全員研修会 15：00～（めざみの里観光物産館）金10
キララ☆書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
“めざみの里”音楽祭 ９：00～（あ～す）
中地区地域づくり座談会 15：00～（中公民館）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土11

町総合体育大会バレーボール大会 ８：30～（スポーツセンター）
食彩しろつばき ９：00～（いいで旅館）日12

地球を守るすごいパワーの木炭を作ろう！ ９：30～（中部地区公民館）月13
火14

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15

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）
キララ☆ピラティス教室 19：30～（中部地区公民館）

木16

秋季スポーツ大会 18：30～（白椿地区公民館）
飯豊町「どぶろく」と「こくわワイン」新酒を楽しむ夕べ 18：30～
（めざみの里観光物産館）

金17

キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土18
町スポーツ少年団秋季交流会 ９：00～（スポーツセンター）
高峰地区地域づくり座談会 15：00～（高峰多目的集会所）日19

月20
火21

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）
黒沢地区地域づくり座談会 19：00～（勤労者研修センター）

水22

中部地区スポーツの日 ９：00～（中部地区公民館）木23
飯豊町農業委員会総会 ９：30～（役場）金24
土曜日健診（未受診者健診） 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）土25

町総合体育大会卓球大会・小学生卓球大会 ８：30～（スポーツセンター）
食彩しろつばき ９：00～（いいで旅館）日26

松原地区健診結果説明会 ９：15～（松原公民館）
茶やよっとごえ 14：00～（ケアハウスめざみの里）月27

添川地区健診結果説明会 ９：15～（東部地区公民館）火28
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29

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～（健康福祉センター）木30

１１月

幼児歯科健診

母子健康手帳交付

パパママ教室（２回目）

電話番号担当歯科医院期日

84―8107長井　芳賀歯科医院11月３日画

0238―26―6406米沢　もり歯科医院11月５日蚊

0238―43―2125南陽　桜井歯科医院11月12日蚊

0238―26―1182米沢　レインボー歯科医院11月19日蚊

0238―47―2216南陽　加藤歯科医院(宮内）11月23日牙

0238―37―3311米沢　中山デンタルクリニック11月26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

乳幼児健診

12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


