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暑い夏。エアコン、冷蔵庫、風呂やシャワーなど、多くの電力や燃料を消費します。
県では、夏の省エネ県民運動「家庭のアクション」を実施中です。
家庭から、地球にも家計にも優しい行動（アクション）をはじめましょう。

住みよい地球を子どもたちに
－地球温暖化にブレーキを－

　約200年前（産業革命）から多くの化石燃料が
使用されるようになり、大量の「温室効果ガス」
が大気中に放出されています。
　「温室効果ガス」（二酸化炭素、フロンなど）は、
太陽による地表の熱を多く吸収し、さらに地表を
暖め、大気、海水の温度が上昇しています。

　地球温暖化による影響は、健康や集中豪雨・豪
雪被害などに現れ始めており、自然生態系や農業
など、食卓や産業に及ぶ事態が懸念されています。
　地球温暖化の防止は、多くの環境問題から未来の
子どもたちを守るためのブレーキを踏むことです。

　
　県、町では、化石燃料ではない、自然エネルギー
を活用する太陽光発電設備を導入する取り組みに
補助金を交付します。詳細はお問い合わせください。
◆太陽光発電設備に関すること／役場住民税務課
生活環境室緯87繰0514

◆県の補助事業に関すること／NPO法人環境
ネット山形緯023繰679繰3377

出典：全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト
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　これらの例に取り組み、以下の方法で報告する
と、抽選で素敵な賞品（省エネ賞）が当たります。ま
た、電気の検針票の写しで昨年同月と比較して、
７月～９月のうち１ヵ月の電気使用量を削減した
場合は、「節電特別賞」にも応募できます。詳細は
お問い合わせください。
◆賞品の例／県内観光施設の宿泊券、カラープリ
ンター、県内農産物など

◆報告の方法／ホームページ（「県民省エネ節電所
山形県」で検索）または役場住民税務課生活環
境室に備え付けのハガキで報告

◆報告期限／10月31日我（11月抽選）
◆問合せ先／県地球温暖化防止活動推進センター
　　　　　　☎023繰679繰3340
　　　　　　役場住民税務課生活環境室
　　　　　　☎87繰0514
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削減量二酸化炭素削減の取り組み（例）
－85 秋  風呂は間隔をあけずに入浴
－79 秋  シャワーの使用を１分間短縮
－53 秋  エアコンは28℃を目安に設定（※）
－48 秋  白熱球をＬＥＤランプに交換

－24 秋 
 炊飯機の保温を控え、不使用時はプラ
 グを抜く

－23 秋  冷蔵庫に物を詰め込みすぎない

－17 秋 
 エアコンのフィルターは月に１～２
 回清掃

－５ 秋  冷蔵庫の開閉する回数・時間を減少

－895 秋 
 太陽光発電設備や木質バイオマス燃
 焼機器などの再エネ機器を設置（太
 陽光発電の場合）
 秋数：１人１日当たり削減量の目安
 ※　高齢者の方や小さい子どものいる家庭で
　 は、無理のない室温調整を行ってください
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熱の放出
太陽からの光 太陽からの光

大気
（温室効果ガス）

大気
（温室効果ガス）

熱を吸収 熱をもっと吸収

約200年前 現在
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固定資産税・国保税
煙納期限／７月31日峨
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87繰0512、87繰0513７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 ７月
日時：20日画　13：00～15：00
会場：社会福祉協議会
問合せ先：町社会福祉協議会（緯72繰3353）

心配ごと相談

日時：13日画　13：00～15：00
会場：あ～す
問合せ先：役場住民税務課（緯87繰0514）

行 政 相 談

　地域の共有財産である河川や道路を、
皆さんの力で美しく快適な環境にしま
しょう。積極的な参加とご協力をお願
いします。
◆日時／７月１日掌５：30～７：00
◆作業箇所・内容／各衛生組合長の指
示に従って作業してください

◆問合せ先／役場地域整備課建設室
　緯87繰0516

　事前に電話にてお申し込みください。
◆開催日時および内容
◇ヨーガ・セラピー
焔７月18日昌10：30～11：30
焔７月27日晶19：30～20：30
◇短歌教室
　７月24日昇10：00～12：00
◇やさしい太極拳
　７月27日晶19：00～20：00
◆会場／飯豊少年自然の家
◆定員／各講座10名（先着順）
◆申込・問合せ先／飯豊少年自然の家
緯74繰2331

　県議会では、それぞれの地域の課題
や施策などについて地元議員が審議を
行う地域議員協議会を開催します。県
議会の活動を身近で傍聴できる良い機
会ですので、傍聴を希望される方は、
当日会場でお申し込みください。
◆日時／７月19日昭13：00～
　12：30～受付
◆会場／置賜総合支庁本庁舎２階講堂
（米沢市金池七丁目1-50）
◆問合せ先
　県議会事務局議事調査課
　緯023繰630繰2841

　医学が進歩した現在でも、血液は人
工的に造ることはできません。また、
血液は生きた細胞なので、長期間にわ
たって保存することもできません。献
血にご協力ください。
◆日時・場所
焔7月９日捷11：00～12：00・役場
焔7月22日掌13：30～15：30・めざ
みの里観光物産館
※献血カードをお持ちの方は持参くだ
さい。健康♡元気いいで町ポイント
事業の対象です

◆問合せ先／町健康福祉課緯86繰2338

　消防学校と防災学習館の施設を利用
し、消防ポンプ車の乗車や放水、地震
体験などの防災研修を行います。
◆日時／７月29日掌10：00～15：00
◆会場／県消防学校
（三川町大字横山字堤27-1）
◆応募期間／７月２日捷～19日昭
◆対象／小学生とその保護者、先着100名
◆参加費／一人500円（昼食代など）
◆申込・問合せ先／県消防学校
　緯0235繰66繰2022（平日）

◆受付期間
焔インターネット申込み
　７月10日昇午前10時～７月19日昭
焔郵送／７月10日昇～７月13日晶
◆第１次試験日／９月９日掌
◆受験資格／平成30年４月１日時点
で高等学校卒業後２年以内の方およ
び平成31年３月までに高等学校を
卒業する見込みの方
◆問合せ先／山形地方裁判所事務局総
務課人事第一係緯023繰623繰9511

　詳細はお問い合わせください。
◆募集住宅／中ノ目団地（１戸）
◇間取り／８畳和室＋6.5畳洋室＋
14.5畳LDK
◇家賃／22,100円～43,400円
◆募集住宅／財津堂団地（１戸）
◇間取り／６畳和室×２＋4.5畳和室
＋7.5畳洋室＋DK
◇家賃／18,600円～36,500円
◆募集住宅／手ノ子団地（１戸）
◇間取り／６畳和室＋７畳洋室＋16畳LDK
◇家賃／18,500円～36,400円
◆入居条件／同居の親族がいること、現
に住宅に困窮している者、公的納付金
（町税など）に滞納がない世帯など
◆募集期間／７月２日捷～６日晶
◆入居可能時期／８月上旬
◆申込・問合せ先／役場地域整備課建
設室緯87繰0516

　７月28日松に白川ダム湖岸公園で
開催される「SNOWえっぐフェスティ
バル2018」のボランティアスタッフ
を募集します。当日のみでも可能。電
話またはメールで申し込んでください。
◆申込・問合せ先／中津川地区公民館
内「SNOWえっぐフェスティバル実
行委員会」緯77繰2020
　apurekou@e.jan.ne.jp

◆日時／７月13日晶13：00～15：00
◆会場／あ～す
◆相談内容／法律問題全般
◆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繰0514

献血にご協力ください

無料法律相談開催のご案内

町営住宅入居者募集

消防学校小学生一日研修

飯豊少年自然の家
生涯学習講座無料体験会

裁判所職員採用一般職試験
（裁判所事務官、高卒者区分）

きれいな川で
住みよいふるさと運動

SNOWえっぐフェスティ
バル2018スタッフ募集

地元選出の県議会議員によ
る地域議員協議会を開催
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７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 店月1672－2191佐 藤 管 工 業日１
75－2086髙 橋 工 務 店土2175－2086髙 橋 工 務 店土７
72－2191佐 藤 管 工 業日2275－2086髙 橋 工 務 店日８
72－2191佐 藤 管 工 業土2872－2191佐 藤 管 工 業土14
75－2086髙 橋 工 務 店日2972－2191佐 藤 管 工 業日15

◆日時／８月６日捷14：00～16：15
◆会場／置賜総合支庁本庁舎２階講堂
（米沢市金池七丁目1-50）
◆内容／（独）国立病院機構山形病院 
副院長 宇留野勝久氏による講演会
と相談会

◆参加費／無料
◆その他／希望者（先着３名）に個別
相談を行います。また、無料託児
（先着５名程度）を行います。希望
される方はお申し込みください

◆申込締切／７月27日晶まで申し込み
◆申込・問合せ先／置賜保健所子ども
家庭支援課保健支援担当

　緯0238繰22繰3205

◆開催日時／毎月第３木曜日
　18：00～20：00
◆会場／山形県司法書士会
　（山形市小白川町1-16-26）
◆その他／面談による相談。相談料無
料で予約不要です
◆問合せ先／山形県司法書士会総合相
談センター緯023繰642繰3434

　県立米沢養護学校長井校と西置賜校、
やまなみ学園分教室の生徒が、作業学
習（授業の一環）で製作した製品を販
売します。ぜひお越しください。
◆日時／７月19日昭、20日晶
　10：10～11：20
◆会場／めざみの里観光物産館
◆内容
焔長井校販売品／マスク、ポケット
ティッシュカバー、巾着袋
焔西置賜校販売品／あやめ珈琲（ド
リップバック）
焔やまなみ学園分教室販売品／消臭袋、
アクリルたわし
◆問合せ先／県立米沢養護学校長井校
緯88繰5277

　平成31年４月採用予定の事務局正
規職員（１名）を募集します。
◆要件／平成元年４月２日以降に生ま
れた大学卒業以上の方で、社会福祉士
の資格を有している方（本年度卒業お
よび資格取得見込みの方を含む）
◆募集期間／７月２日捷～24日昇
◆第一次試験日／８月19日掌
※詳細はホームページをご覧ください。
◆問合せ先／町社会福祉協議会
　緯72繰3353

　屋台村いいでら内にあるチャレンジ
屋台への出店者を募集します。１か月
単位を基本とした短期間の出店となり
ます。随時出店に関するご相談なども
お受けしていますので、出店に関して
ご興味のある方は、お気軽にお問い合
わせください。
◆客席数／８席
◆営業時間／昼営業11：00～14：00・
夜営業18：00～23：00
◆その他／詳細は、町ホームページをご
覧になるか、お問い合わせください
◆問合せ先
　屋台村いいでら緯87繰0151、役場商
　工観光課産業連携室☎87繰0523

屋台村いいでらチャレンジ
屋台　出店者募集

作業学習で製作した製品を
販売します

　公立置賜総合病院では、病院と診
療所の機能分担をより一層進めるた
め、ほかの保険医療機関などからの
紹介状がなく直接来院された患者さ
んから「非紹介患者初診加算料」を、
また、病状安定後にほかの保険医療
機関などに文書紹介された後、新た
な紹介状なしに再診で受診された患
者さんから「再診時特定加算料」を
いただいております。
　このたび、厚生労働省令の改正に
より各加算料の見直しが義務付けら
れた結果、10月１日から表のとおり

金額を改定させていただきますので
ご理解をお願いします。
　なお、この加算料は、窓口負担の
ない「子育て支援医療証」や「ひと
り親等医療証」をお持ちの方であっ
ても、保険診療外のため窓口負担が
発生します。
　また、救命救急センターを受診さ
れる場合も同様です。
　日頃から健康状態や持病などを相
談できる「かかりつけ医」を持ち、
専門的な治療が必要な場合は、紹介
状を持参のうえ受診願います。

（金額は１回につき税込み）
改正後改正前区　分
5,000円3,240円医科

非紹介患者初診加算料
同　　額3,000円歯科
2,500円380円医科

再診時特定加算料
1,500円380円歯科

公立置賜総合病院の
「非紹介患者初診加算料」などの改定について

飯豊町社会福祉協議会
事務局職員募集

子どものてんかんに関する
講演会・相談会 司法書士無料相談所

◆問合せ先／公立置賜総合病院 医事情報課 緯0238繰46繰5000
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申請・問合せ先／役場住民税務課住民室緯87繰0511　米沢年金事務所緯0238繰22繰4220

国民年金保険料を納めるのが困難なときは…

未納納付猶予一部免除全額免除納付納納納納納納納納納納付付付付付付付付付付・・・・・・・・・・免免免免免免免免免免除除除除除除除除除除・・・・・・・・・・未未未未未未未未未未納納納納納納納納納納にににににににににに納付・免除・未納によよよよよよよよよよよるるるるるるるるるる違違違違違違違違違違いいいいいいいいいいる違い
×

入りません
○

入ります
○

入ります
○

入ります
○

入ります
障害基礎年金・遺族基礎年金

（受給資格期間）
×

入りません
○

入ります
○

入ります
○

入ります
○

入ります受給資格期間
老齢基礎年金

×
算入されません

×
算入されません

○
算入されます

○
算入されます

○
算入されます年金額の計算

保険料免除・納付猶予の申請手続きを保険料免除・納付猶予の申請手続きを！！
【平成30年度の申請は７月から受付開始】
　収入の減少、失業などの経済的な理由で保険料の納
付が困難なときは、申請をして日本年金機構から承認
されると保険料が免除される制度があります。この制
度を利用すると受給資格期間や年金額に反映される場
合もあります。また、さかのぼって免除や猶予などの
申請が可能な期間は、申請時点から２年１カ月前の月
分までです。詳しくは下記の表をご参照ください。
◆保険料免除制度
　所得に応じて「全額免除」「４分の１納付」「半額納
付」「４分の３納付」があります。

毅対象となる方
　申請者本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が
一定基準以下の方
※一部納付を承認された場合でも保険料を納めないと
未納期間扱いとなりますのでご注意ください。

◆納付猶予制度
　20歳以上50歳未満の方に限り利用できる制度です。
毅対象となる方
　申請者本人・配偶者それぞれの前年所得が一定基準
以下の方

【両制度の共通事項】
◆承認期間／７月から翌年６月まで
◆手続方法・必要書類／以下の物を持参し、役場住民
税務課住民室臼窓口で手続きをしてください。

　焔年金手帳
　焔マイナンバーカードまたは通知カード
　焔はんこ(本人署名の場合は不要)
　焔失業などを理由とするときは、雇用保険被保険者
　受給資格者証や離職票(コピー可)

※学生の方も、20歳から国民年金被保険者です。学生
は「国民年金保険料学生納付特例」を申請できます

　７月のぐりぐら広場は、絵本などの読み聞かせと子
どもたちが楽しめるようなフラワーアレンジメントを
行います。皆さんの参加をお待ちしております。参加
費は無料です。
◆日時／７月14日臥　10：00～11：00
◆会場／町民総合センター「あ～す」
◆対象／おおむね３歳から小学校３年生程度の児童と
保護者、先着10組

◆申込・問合せ先／町民総合センター「あ～す」
　☎72繰3111
※７月６日画まで電話にてお申し込みください

♪わくわくぐりぐら広場♪

　「あ～す」図書室では夕方の開館時間を延長してい
ます。お仕事帰りなどにぜひご利用ください。
◆開館延長期間／９月30日蚊まで
◆開館時間／火曜日～日曜日　９：00～19：00
※月曜・祝日は休館日です
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」図書室
　☎72繰3111

「あ～す」図書室からのお知らせ

町民総合センター「あ～す」
●休館日　毎週月曜日、祝日、年末年始
●問合せ先　緯72―3111

「あ～す」図書室臨時休館のお知らせ
　下記の期間、「第13回めざみの里カンタート」のため
図書室を臨時休館とさせていただきます。
◆期間／７月７日臥、８日蚊　
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■５月10日以降に登録された６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。

■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、派＝
有期雇用派遣で表記しています。

■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繰8609
　町商工観光課産業連携室緯87繰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
正作業員（土木・建築施工管理技士候補）樋口建設㈱
正・パ店舗販売職・店舗運営職など㈱コメリ
非・パ園内整備作業・売り場担当など㈲どんでん平ゆり園
パ施設担当（施設維持管理）㈱ヤマコー　コミュニティ事業部
パ生産管理補助・事務補助㈱佐竹製作所　山形工場
パ販売員㈱ツルハ　ツルハドラッグ飯豊店
パ調理員(福)いいで福祉会
パ(請)調理員㈱メフォス北日本
正・パ牛の飼育管理㈱飯豊ながめやま牧場

正・非・パ訪問介護員・ヘルパーなど(福)飯豊町社会福祉協議会
正木材加工スタッフ㈲渡部製材所
正ＬＰガス販売㈱梅津商店
正重機運転手・土木技士など豊川建設㈱
非警備員㈲光警備保障
正一般建築塗装工安部塗装所
正技能職・生産技術など㈱デンソー山形
パ豚飼育作業員㈲大沢牧場
正営業㈱ウマイヤ商店
正機械設計・機械技能員など㈱トップパーツ
正機械工（ＮＣ旋盤）㈱レペック
正建築大工㈱協和ハウス
非金融共済窓口【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の紹介
　介護予防のためにトレーニングマシン
を使ってゆっくり運動できる施設です。
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

○らくらく筋トレ教室に設置している
トレーニングマシンを紹介します。

【アブドメン・バック】
　体を、前に曲げたり後ろに曲げたりす

ることで、主に
腹筋と背筋を同
時に鍛えること
ができるトレー
ニングマシンで
す。体幹全体の
パワーを活性化
することができ
ます。

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 教 室

◆申込・問合せ先
・町社会福祉協議会内専用緯86繰2555
・町健康福祉課福祉室緯86繰2233

●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。そのほかに賠償が生じた場合も、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
広がり費用負担は大きくなります。
●万が一油漏れが発生したら
　被害を最小限にとどめるため、万が一の事故発生の際は、
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、
いち早くご連絡ください。

　先月、町内で用水路への油流出事故が発生しました。
　水田に水を必要とする秋までの時期に、万が一、水田へ
の油流出が起これば水田や水稲への被害は計り知れません。
　互いに注意し合い、ご
家庭、地域で、十分にお
気を付けください。

（写真：オイルフェンスや
オイルマットで、流出し
た油の拡散を防ぐ様子）

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

油漏れは、いち早く連絡を！住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら
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東部地区グラウンドゴルフ大会 ９：00～（おらだの川グラウンド）
町制施行60周年記念事業 第30回いいで黒べこ祭り 11：00～
（どんでん平ゆり園）

日1

手ノ子幼稚園かもしかクラブ 10：00～（手ノ子幼稚園）月2
白椿地区レッツゴー百歳体操 10：00～（白椿地区公民館）
レディース検診 13：00～（南陽検診センター）火3
キララ☆アスリートクラブ 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4
１歳６カ月児健診 13：00～（健康福祉センター）
キララ☆呼吸を味方にした体幹トレーニング 19：30～（中部地区公民館）木5
白椿地区 健康促進“太極拳” 17：00～（白椿地区公民館）
キララ☆アスリートクラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）
白椿地区体育部会 19：00～（白椿地区公民館）

金6

第13回めざみの里カンタート 14：00～（あ～す）～【８日】
2018飯豊連峰山形県側山開き 16：00～（大日杉登山小屋）～【８日】
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土7

日8
萩生地区人間ドック ７：00～（南陽検診センター）月9
ゆり写生大会審査会 ９：30～（中部地区公民館）
白椿地区レッツゴー百歳体操 10：00～（白椿地区公民館）
新潟山形南部連絡道路「飯豊町区間」早期実現推進協力会設立総会 15：30～（物産館）

火10

永年勤続優良社員表彰式・新規学卒就職者激励会 10：30～（物産館）
キララ☆アスリートクラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）
西部地区スポレク大会実行委員会 19：00～（西部地区公民館）
キララ☆呼吸を味方にした体幹トレーニング 19：30～（東部地区公民館）

水11

中・黒沢地区総合健診 ７：30～（中部地区公民館）～【13日】木12
無料法律相談 13：00～（あ～す）
キララ☆アスリートクラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）
東部地区生花教室 19：00～（東部地区公民館）

金13

キララ☆書道教室 ９：00～（中部地区公民館）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土14

日15
中津川へ川遊びに行こう！（川遊び体験）町内５地区公民館合
同事業 10：00～（中津川地区公民館）月16
白椿地区レッツゴー百歳体操 10：00～（白椿地区公民館）
白椿地区いちごクラブ手芸教室 19：00～（白椿地区公民館）火17
キララ☆アスリートクラブ 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18
キララ☆呼吸を味方にした体幹トレーニング 19：00～（中津川地区公民館）木19
“明るいやまがた”夏の安全県民運動長井地区出発式 10：30～（物産館）
高齢者芸能発表会 10：30～（いいで旅館）
キララ☆アスリートクラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）
白椿地区 健康促進“太極拳” 19：00～（白椿地区公民館）

金20

東部少年キャンプ 13：00～（飯豊少年自然の家）～【22日】
西部地区・中津川地区子ども会育成会キャンプ 13：30～（西部地区公民館）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土21

（一社）日本建築学会春季学術研究会 ９：00～（物産館）日22
白椿地区 天狗山地区民登山 ７：30～（小白川公民館）
ふるさと学園ケアハウスめざみの里訪問 14：00～（西部地区公民館）月23
白椿地区レッツゴー百歳体操 10：00～（白椿地区公民館）火24
飯豊町農業委員会総会 ９：30～（役場）
ふるさと学園と食改の合同研修 10：00～（西部地区公民館）
飯豊町戦没者追悼式 10：00～（あ～す）
キララ☆アスリートクラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）

水25

椿・小白川地区人間ドック７：00～（南陽検診センター）
レディース検診 13：00～（南陽検診センター）
幼児歯科健診 13：00～（健康福祉センター）

木26

キララ☆アスリートクラブ 18：30～（スポーツセンター前集合）
白椿地区レクリエーション大会実行委員会 19：00～（白椿地区公民館）金27
町総合体育大会ゲートボール大会 ８：30～（中部地区公民館）
キララ☆書道教室 ９：00～（中部地区公民館）
SNOWえっぐフェスティバル 11：00～（白川ダム湖岸公園）

土28

日29
白椿地区レッツゴー百歳体操 10：00～（白椿地区公民館）月30
町制施行60周年記念事業 子ども議会 10：00～（議場）火31

７月
問合せ先／町健康福祉課健康医療室

緯86―2338

　１歳６カ月児健診　
司日時／７月５日牙　13：00までおいでください
司対象者／平成28年11・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

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

８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。


