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飯豊町災害情報メール会員登録方法のご案内
飯豊町内で災害が発生した場合や発生の恐れがある場合などに、災害に関する緊急情報やお知らせを電子
メールで配信します。
「weat
her
_
mai
l
@i
i
deml
.
j
p」まで空メールを送信すると、案内メールが返信されますので案内に従ってご
登録ください。

登録方法
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右側のＱＲコードを活用すると
簡単に宛先へ送信できます。
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返信メール
から会員登録
ページへ
アクセス

Ｓ

虞

．３

ｐ

ｅ

必要事項を
入力して
会員登録

◆会員登録すると次のような情報が電子メール
で配信されます
焔災害情報 焔避難情報
焔地震情報（震度４以上の地震が町内で発生し
た場合の被害、警戒情報）
焔水防情報（台風や台風による河川の洪水およ
び避難に関する情報）
焔クマ出没などに関する情報

◆注意事項
焔通信料はご自身での負担となりますので、ご了承ください。
焔緊急時には、深夜でもメールを配信することがあります。
焔複数の端末で登録する場合は、それぞれの端末からメールを送信し登録をする必要があります。
焔一部の携帯電話やパソコンで、登録のできない機種があります。
焔受信拒否や指定受信などの設定をされていると、配信されるメールが受け取れない場合があります。
ご利用の携帯電話の設定説明をご覧ください。
焔登録により本町が得た個人情報については、本サービスのみを目的として利用します。

問合せ先／役場総務企画課情報防災室 緯87―0522

広報いいで縮刷版

第１巻～第３巻を特別価格でセット販売します

これまで発行した広報いいで縮刷版の第１巻～第３巻を、町制施行60周年を記念して、
限定60セットを特別価格にて販売の申し込みを受け付けます。
この機会に、ぜひお申し込みください。
◆セット販売価格／10,
000円（定価11,
300円）
◆申込受付日時／９月１日臥 10：00～12：30
いいで“めざみの里”まつり2018の開催日に、町民総
合センター「あ～す」１階ふれあいホールに設置する
受付場所にて、購入申込を受け付けます。
同じ時間に、広報いいで縮刷版第４巻の購入申込も受け
付けます。当日、現物を展示しますのでご覧ください
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◆代金の支払方法／申し込みをいただいた方に、９月中
に納入通知書または郵便局取り扱いの代金振込書を送
付します。そちらに記載された納付期限日まで、金融
機関窓口などでお支払いください
◆配達方法／代金の入金が確認でき次第、郵送または職
員がご自宅へお届けします（９月～10月配達予定）
◆問合せ先／役場総務企画課情報防災室緯87
繰0522

９月

固定資産税・国保税
煙納期限／10月１日俄
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87―0512、87―0513

暮

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。

住宅・土地統計調査を
実施します
総務省統計局では、10月１日現在で
住宅・土地統計調査を実施します。
住生活に関する最も基本的で重要な
調査で、全国約370万世帯の方々を対
象とし大規模に実施されます。
調査期間中、対象地区へ統計調査員

ら し の

相 談 ９月

心配ごと相談

日時：21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
繰3353）

行政相談

日時：14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）

危険物取扱者試験
準備講習会
◆日時と定員
焔乙種第４類／９月19日昌、20日昭
９：00～16：00、定員80名
焔 丙 種 ／ ９ 月19日 昌
９：00～16：00、定員20名

第21回いいで秋の収穫祭
出店者募集
第21回いいで秋の収穫祭の出店者
を募集します。
◆開催日／11月３日松抄
◆会場／あ～す
◆応募方法／下記に電話で応募

◆講習会場／長井市民文化会館

◆応募期限／９月14日晶

が調査書類を配布します。調査への回

◆申込期限／９月12日昌

◆応募・問合せ先／役場農林振興課

答は、インターネットまたは紙の調査

◆申込書配布・問合せ先／西置賜行政

票にてお願いします。

組合消防本部緯88－1797、消防署

◆問合せ先／役場総務企画課行政管理室

飯豊分署緯72－2222

☎87
繰0520

９月１日は「防災の日」もしもの備
えに『防災タウンページ』の確認を
日頃からの備えや災害時の行動のポ

日本赤十字社
職員採用試験
◆募集職種、採用予定人数

農業振興室☎87
繰0525

西置賜防災フェスタ2018
◆日時／９月15日松９：00～12：00
◆会場／西置賜消防本部（長井市）
◆内容／飯豊町消防団音楽隊ライブ演

焔一般事務職／若干名

奏、災害現場で働く車の展示、健康

イントを盛り込んだ「防災タウンペー

焔看護師職／若干名

相談コーナー、非常食試食コーナー、

ジ山形県内陸版」が、４月に「タウン

◆応募方法／日本赤十字社山形県支部

ページ」と一緒に県内の全住戸・全事

ホームページをご覧ください

業所に届けられました。付録として、

◆募集期限／９月10日捷

届けられたエリアの避難所と公衆電話

◆採用予定年月日／平成31年４月１日

の設置場所が記載された「公衆電話＋

◆問合せ先／日本赤十字社山形県支部

避難所マップ」も付いています。災害
発生時はもちろん、いざという時に備
えて確認しておきましょう。
◆問合せ先／タウンページセンター

総務課緯023
繰641
繰1353

還付金名目の「うそ電話詐
欺」に注意してください
県内で町役場職員を名乗って電話を

☎0120
繰506309（土・日・祝祭日

かけ、医療費などの還付金を名目に

を除く９：00～17：00）

スーパーなどのＡＴＭに誘導し、お金

第９回県社会教育研究大会
(
兼)
置賜社会教育振興大会
詳細はお問い合わせください。

をだまし取る「うそ電話詐欺」が多数
発生しています。
長井警察署管内でも同様の電話が確

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
繰1839

置賜広域病院企業団
職員採用試験
◆募集職種／陰看護師、隠薬剤師、
韻理学療法士、吋作業療法士、右言
語聴覚士、宇臨床工学技士
◆採用予定人員／陰11人程度
隠～宇若干名
◆採用予定年月日／平成31年４月１日
◆試験期日／９月30日掌

◆期日／10月12日晶

認されていますが、町役場がＡＴＭか

◆試験会場／公立置賜総合病院

◆会場／米沢市伝国の杜ほか

ら税金や医療費などの還付金を支払う

◆受付期間／９月12日昌まで必着

◆時間

ことはありません。

◆試験案内の配布／置賜広域病院企業

焔置賜地区大会／９：00～９：20
焔県大会／９：45～15：45
◆申込期限／８月30日昭

「町役場職員」
、
「還付金」
、
「ＡＴＭ」な

団で配布するほかホームページから

どの言葉が出れば、
「うそ電話詐欺」
です。

も印刷できます。役場総務企画課で

このような電話があったら１人で判

◆申込方法／電話でお申し込みください

断せず、身近な人や警察に相談してく

◆申込・問合せ先／置賜社会教育振興

ださい。

会事務局（置賜教育事務所社会教育
課内）緯88
繰8241

◆問合せ先／長井警察署生活安全課
☎84
繰0110

も配布します
◆その他／受験資格などの詳細はお問
い合せください
◆問合せ先／置賜広域病院企業団総務
企画課職員係緯0238
繰46
繰5000
【お知らせ版】広報いいで

2018/
8/
23
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９月の土・日・祝日水道修理担当業者
日 曜

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

ありがとうございました。
平成30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。
【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／手ノ子町分館寿クラブ、町上
子ども会育成会
【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、嶋貫さゆりさん、嘉藤美千子
さん、塩野千賀子さん
◎トランペット鼓隊指導／本部分団第
１部第２班（消防団音楽隊）
【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、石山幸
子さん、梅津久美子さん、舟山京子
さん、樋口典子さん、堀江優子さん、
嘉藤美千子さん、梅津智子さん
【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、嘉藤美千子さん、鈴木文子さん
◎稲作指導／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
◎安全見守り／子どもを守るネット
ワーク「防犯パトロール隊」
「こども
110番」「防犯連絡員」の皆さん
【手ノ子小学校へ】
◎体育館玄関手すり塗装／㈱髙橋工務店
◎読み聞かせ／あ～すまいり～ず
【飯豊中学校へ】
◎畑耕運／佐原源一郎さん
◎読み聞かせ／あ～すまいり～ず
【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
◎園庭樹木アメシロ防除／萩生町上部
落の皆さん
◎投光器貸与／㈱髙橋工務店
◎合唱披露、読み聞かせ、ガラス磨き
飯豊中１年生
3
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業

者

名

電話番号

日 曜

業

者

名

電話番号

１ 土

佐藤管工業

72－2191 17 月

髙橋工務店

75－2086

２ 日

佐藤管工業

72－2191 22 土

髙橋工務店

75－2086

８ 土

髙橋工務店

75－2086 23 日

佐藤管工業

72－2191

９ 日

髙橋工務店

75－2086 24 月

佐藤管工業

72－2191

15 土

佐藤管工業

72－2191 29 土

髙橋工務店

75－2086

16 日

佐藤管工業

72－2191 30 日

髙橋工務店

75－2086

◎夏祭りカレー作り／食生活改善推進員
【飯豊わくわくこども園乳児部へ】
◎合唱披露、読み聞かせ、笹飾り製作
飯豊中１年生
【つばき保育園へ】
◎合唱披露、読み聞かせ、除草
飯豊中１年生
【添川児童センターへ】
◎松の木剪定／髙橋保さん
◎合唱披露、読み聞かせ／飯豊中１年生
【手ノ子幼稚園へ】
◎プール掃除／伊藤正志さん
◎ガラス磨き／手ノ子小６年生
◎読み聞かせ／あ～すまいり～ず
【こどもみらい館へ】
◎読み聞かせ／あ～すまいり～ず
【美の里へ】
◎歌・踊りの披露／やまびこクラブ
【羽前椿駅へ】
◎除草、清掃作業／椿長生会

善

意

の

窓

心遣いに感謝します。
平成30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（５万円）
◎飯豊町産業経済懇話会／寄付金（10万円）
【あ～すへ】
◎清野孝さん／朝日連峰登山史
（１冊）
◎黒澤恵美子さん／図書（11冊）
◎長谷川清さん／生け花（１式）
【町内各地区公民館へ】
◎飯豊史話会／飯豊史話（１冊）
【中部地区公民館へ】
◎那須絹子さん／布巾（12枚）
◎飯豊町婦人会／タオル（10枚）
◎嘉藤里司さん／紅花（多数）、花瓶（２個）
【東部地区公民館へ】
◎齋藤徹さん／風景写真（多数）
【西部地区公民館へ】
◎今照夫さん／絵画（２枚）
◎志田花子さん／マリーゴールド（多数）
◎宇津峠部会／会報宇津峠（１部）
、ガ
イドブック宇津峠史跡編（１冊）
◎五十嵐光子さん／花（多数）
【町内小・中学校、幼児施設へ】
◎㈲アグリメントなか／さくらんぼ

【第一小学校へ】
◎町婦人会／雑巾（10枚）、タオル（15枚）
◎長岡ハナ子さん／雑巾（50枚）、紅
白はちまき（100本）
◎公務員弘済会／絵本（16冊）
◎山形教育用品／絵本（14冊）
【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／雑巾（30枚）
◎㈲ファーマシーすず／朝日写真
ニュース（１年間購読分）
【飯豊わくわくこども園へ】
◎佐藤仁史さん／花プランター（８鉢）
【飯豊わくわくこども園幼児部へ】
◎㈲アグリメントなか／笹竹（３本）
【飯豊わくわくこども園乳児部へ】
◎熊谷宗男さん／笹竹（１本）
【つばき保育園へ】
◎長岡ハナ子さん／雑巾（50枚）
◎二瓶幸浩さん／花プランター（10鉢）
◎㈱伊藤造園土木／カブトムシ（30匹）
【添川児童センターへ】
◎髙橋節子さん／笹竹（２本）
◎新野崇さん／とうもろこし、枝豆（多数）
【手ノ子幼稚園へ】
◎竹田経さん／笹竹（１本）
◎ゆうゆうクラブ／菓子袋（12袋）
◎男鹿晃生さん／カナチョロ・クワガタ（１匹）
◎髙橋達哉さん／クワガタ（１匹）
【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）
【国民健康保険中津川診療所へ】
◎髙橋ヒメさん／花苗（200本）
【美の里へ】
◎佐々木敦子さん／雑巾（14枚）
◎飯豊町婦人会／タオル（10枚）、雑巾（12枚）
「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30年５月～７月
302件／4,
980,
000円
斬平成29年度合計
17,
161件／232,
061,
011円

障害年金をご存じですか？
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け
取ることができる年金です。障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
◆対象となる病気・けがの主なもの
臼外部障害／目、聴覚、肢体（手足など）の障害など
渦精神障害／統合失調症、うつ病、てんかん、知的障
害、発達障害など
嘘内部障害／呼吸器疾患、心・腎・肝疾患、糖尿病など
◆保険料の納付要件
初診日（障害の原因となった病気やけがについて、
初めて医師の診察を受けた日）がある２カ月前までの
被保険者期間で、年金保険料納付済期間と保険料免除
期間をあわせた期間が３分の２以上あること。
【参考例】

20歳
▼

初診日
▼

平成29年
平成30年
10月11月12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月
納 納 未 未 免 免 納 納 納 未 未
付 付 納 納 除 除 付 付 付 納 納
被保険者期間（９カ月）
被保険者期間９カ月のうち、保険料納付済期間と免除
期間の合計が３分の２以上（６カ月以上）あるので納
付要件を満たしている。

◆障害年金の額
障害の状態により、障害基礎年金は１級・２級、障害
厚生年金は１～３級の年金を受け取ることができます。
【障害基礎年金】
程度
年金の額（年）
１級
974,
125円 ＋ （子の加算額）
２級
779,
300円 ＋ （子の加算額）
※障害厚生年金は報酬比例の年金額となります
◆請求手続き
障害年金を受け取るには請求手続きが必要です。請求書
類の詳細は、役場または米沢年金事務所にご相談ください。
【請求書類などの提出先】
種類
初診日がある日
提出先
障害基礎
20歳前
米沢年金事務所
年金
国民年金加入中
役場住民税務課
障害厚生
厚生年金加入中
米沢年金事務所
年金
◎請求を検討される方へ
障害年金請求は、障害の状態や程度に応じて提出す
る書類が個人ごと異なります。また、受給要件なども
細かく定められているため、請求から支給決定までに
時間を要します。ご了承ください。

申込・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

いいで“めざみの里”まつり2018
テツandトモ ちびっ子L
I
VE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」図書室からのお知らせ
めざみの里まつりで、図書室の古くなった雑誌（過年
度分）を無料で配布します。どうぞご利用ください。
◆日時／９月１日松13：00～
※なくなり次第終了
◆場所／図書室入口前
◆問合せ先／「あ～す」図書室
☎72―3111

「あ～す」図書室臨時休館のお知らせ
下記の期間、
「いいで“めざみの里”まつり2018」の
ため、図書室を臨時休館とさせていただきます。

◆期間／９月１日松、２日掌

今年のめざみの里まつりには、「なんでだろ～♪」
で有名なテツandトモがやってきます。
ちびっ子向けの
L
I
VEも行いますの
で、ぜひご家族で
ご来場ください。
◆日時
９月１日松
15
：00～15
：40
◆会場
「あ～す」駐車場
屋外ステージ
◆入場料／無料
◆問合せ先
あ～す
テツandトモ
☎72―3111
【お知らせ版】広報いいで

2018/
8/
23
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○らくらく筋トレ教室に設置している

町健康福祉課の
健

康

教

量アップとと

トレーニングマシンを紹介します。

室

もに引き締め、

【レックプレスインクライン】

ヒップアップ

この機器は下肢を屈曲伸展すること

●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

効果が期待で

で、下肢全体のパワーを鍛えることが

きます。また、

できます。

大腿四頭筋の

大腿四頭筋や大殿筋、太ももの裏側、 筋肉量がアッ

（初めての方はあらかじめご連絡下さい）

下腿三頭筋

プすれば基礎

焔持ち物／内履き、飲み物、タオル

などを集中

代謝も上がり

焔場所／町社会福祉協議会建物内

的に鍛える

ます。

焔料金／1回200円

ことができ

◆申込・問合せ先

焔開催日時／月・火・木・金曜日（祝日は休館）

るため、下

繰2555
・町社会福祉協議会内専用緯86

９：00～12：00、13：00～16：30

半身の筋肉

・町健康福祉課福祉室緯86
繰2233

事業所名
サンリット工業㈱
㈱佐竹製作所
㈱大岸製作所
■７月10日以降に登録された８月８
(福)いいで福祉会
日現在の町内求人情報を受け付け順
㈲酢屋吉正
に掲載しています。雇用の状況によ ㈱デンソー山形
り、募集が停止されている場合があ ㈱ウマイヤ本店
こまつ鍼灸接骨院 小松光
ります。
マルシチ米穀㈱
■事業所によっては複数の職種の募集
㈱コメリ
がありますが、掲載枠の関係上、一 ㈱メフォス北日本
㈱ヤマコー コミュニティ事業部
部省略しています。
■雇用形態は、正＝正規社員、非＝非 ㈱レペック
㈱飯豊町地域振興公社
正規社員、パ＝パート労働者、派＝
山形おきたま農業協同組合
有期雇用派遣で表記しています。
(
特非)
ほっと
■詳しくは、町ホームページかハロー 飯豊めざみの里㈱
ワーク長井にお問い合わせください。 ㈱佐藤鉄筋
㈱飯豊ながめやま牧場
◆問い合わせ先
㈲いいで旅館
ハローワーク長井緯84
繰8609
㈱エービーエム
町商工観光課産業連携室緯87
繰0523 ㈱長陵

ハ ロ ー ワ ー ク
飯 豊 町 求 人 情 報

住民税務課生活環境室から
住民税務課生活環境室か
ら

職
種
雇用形態
正
品質管理、技能工（製造オペレーター）
正・パ
生産管理、送迎運転手など
ロボットオペレーター、MCオペレーター
正
介護員、調理員
非・パ
食品製造スタッフ・製造補助
非・パ
技術職・事務職【大卒】
正
食品・酒類など販売、ネット販売商品発送
パ
柔道整復師
正
炊飯加工品製造
パ
店舗販売職、店舗運営職
正
(
請)
調理員
非
施設担当（施設維持管理）
パ
研磨工、機械工（MC）
正
調理およびサービス係
パ
米穀関連業務【あやめ・白鷹・飯豊】
非
子育てサポーター、デマンドオペレーター
パ
レストランサービス業務
非
鉄筋工、加工作業員
正
牛の飼育管理
正・パ
接客係、食器洗浄業務
正・パ
一般清掃社員
パ
(
請)
清掃・給食業務
パ

侵入窃盗に注意！
－

施

朝晩の外気が涼しくなり、戸や窓を開放しがちです。
昨年の９月上旬、本町と近隣の市において住宅侵入によ
る窃盗が発生しました。これは、玄関を施錠したにもかか
わらず、窓や
勝手口から窃
盗犯が侵入し
たものです。
家庭、地域
で、次のこと
に十分にご注
意ください。

錠

の

徹

底

－

陰住宅・物置・車庫
玄関、窓、勝手口など、必ず施錠を。
もしも、家の中で犯人と鉢合わせしたら、犯人が「居直
り強盗」になり命の危険につながる恐れがあります。
隠自家用車
必ずキーロックして、貴重品は置かない。
無施錠の玄関先につるされたキーで犯人に車を開錠され、
車上荒らしに遭った事案もあります。
後悔先に立たず。十分にご注意を。

◆連絡先／役場住民税務課生活環境室緯87
繰0514
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９月
町制施行60周年記念式典 ９：00～
（あ～す）
1 土 記念トークショー「飯豊電池バレー構想」 10
：00～
（あ～す）
いいで
“めざみの里”
まつり201810
：00～
（あ～す）
2 日
手ノ子・高峰地区人間ドック ７：00～
（南陽検診センター）
3 月 手ノ子・高峰地区総合健診 ７：30～
（西部地区公民館）
～
【４日】
飯豊中学校創立60周年記念式典 13
：20～
（飯豊中学校）
今日も元気に百歳体操 10
：00～
（白椿地区公民館）
4 火
キララ☆スピードミントンナイト 19
：30～
（スポーツセンター）
5 水 キララ☆アスリートクラブ 18
：30～
（スポーツセンター前集合）
白椿地区直売会議 ９：30～
（白椿地区公民館）
レディース検診 13
：00～
（南陽健診センター）
6 木
３歳児健診 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）
キララ☆アスリートクラブ 18
：30～
（スポーツセンター前集合）
7 金
白椿地区運営審議会 19
：00～
（白椿地区公民館）
8 土
添川小・東部地区合同運動会 ８：30～
（添川小グラウンド）
9 日
食彩しろつばき直売 ９：00～
（いいで旅館）
10 月
今日も元気に百歳体操 10
：00～
（白椿地区公民館）
11 火 秋桜倶楽部ハーバリウム作りに挑戦 19
：00～
（白椿地区公民館）
キララ☆スピードミントンナイト 19
：30～
（スポーツセンター）
キララ☆アスリートクラブ 18
：30～
（スポーツセンター前集合）
12 水
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）
13 木
キララ☆アスリートクラブ 18
：30～
（スポーツセンター前集合）
14 金
白椿地区文化部会 19
：00～
（白椿地区公民館）
キララ☆書道教室 ９：00～
（中部地区公民館）
15 土 キララ☆初心者にやさしいパークゴルフ教室 ９：15～
（飯豊公園）
キララ☆スポーツの日 19
：00～
（スポーツセンター）
16 日 中津川地区運動会 ８：00～
（旧中津川小中学校グラウンド）
17 月 中津川地区敬老会 10
：00～
（ホテルフォレストいいで）
今日も元気に百歳体操 10
：00～
（白椿地区公民館）
18 火
いちごクラブ手芸教室 18
：30～
（白椿地区公民館）
レディース検診 13
：00～
（南陽健診センター）
19 水 キララ☆アスリートクラブ 18
：30～
（スポーツセンター前集合）
西部地区運営審議会・まちづくり委員会 18
：30～（西部地区公民館）
白椿地区直売会議 ９：30～
（白椿地区公民館）
20 木 幼児歯科健診 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
：00～（中津川地区公民館）
中地区人間ドック ７：00～
（南陽健診センター）
21 金
キララ☆アスリートクラブ 18
：30～
（スポーツセンター前集合）
22 土 キララ☆スポーツの日 19
：00～
（スポーツセンター）
西部地区グラウンドゴルフ大会 ８：30～
（西部地区公民館）
23 日
食彩しろつばき直売 ９：00～
（いいで旅館）
24 月 椿地区地域づくり座談会 13
：30～
（白椿地区公民館）
飯豊町農業委員会総会 ９：30～
（役場)
25 火
今日も元気に百歳体操 10
：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）
26 水 キララ☆ヒップホップ教室 19
：00～
（中部地区公民館）
西部地区文化祭実行委員会 19
：00～
（西部地区公民館）
27 木
４カ月・９カ月児健診 13
：00～
（健康福祉センター）
キララ☆アスリートクラブ 18
：30～
（スポーツセンター前集合）
28 金
白椿地区分館連絡協議会 19
：00～
（白椿地区公民館）
東部地区生花教室 19
：00～
（東部地区公民館）
29 土 キララ☆書道教室 ９：00～
（中部地区公民館）
30 日 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）
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。

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338

乳幼児健診
４カ月・９カ月児健診
司日時／９月28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４月生まれ
９カ月児／平成29年10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／９月６日牙 13：00までおいでください
司対象者／平成26年12月～平成27年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、問診票、そのほかお子さんに必要な
もの

幼児歯科健診
司日時／９月20日牙 13：00までおいでください
司対象者
①平成27年６月・７月・10月・11月生まれ
②平成28年１月・２月生まれ
嘘平成29年８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

母子健康手帳交付
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

パパママ教室（２回目）
司日時／９月５日我 ８：50～11：40
司対象者／平成30年12月・平成31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

10月の乳幼児健診日程
４カ月・９カ月児健診
司日時／10月12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５月生まれ
９カ月児／平成29年11月・12月生まれ
幼児歯科健診
司日時／10月18日牙 13
：00までおいでください
司対象者
①平成27年12月生まれ
②平成28年８月・９月・10月・11月・12月生まれ
③平成29年６月・７月生まれ

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。
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