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平成31年度乳幼児施設・学童クラブの利用申込開始
平成31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１日捷から10月31日昌
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。

【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31年４月１日時点で満３歳以上のお子さん
纂平成31年４月１日時点で満３歳未満のお子さん
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
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
（仕事や病気などで保育ができない世帯）駒２号認定
※産休明け保育も行っています

飯豊わくわくこども園

幼児部緯72―2241
乳児部緯72―2067

【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31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）

緯75―2206

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31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）

添川児童センター

【２号・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31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月額2,
000円）

つばき保育園

手ノ子幼稚園

緯72―3625

纂認定区分／２号・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31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月額2,
000円）

緯74―2305

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31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）

学童クラブ

緯72―3336
（こどもみらい館）
（子育て支援室)
緯87―0518

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

※【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

◆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
繰0518

住民税・国保税
煙納期限／10月31日我
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87―0512、87―0513

10月

暮

心配ごと相談

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。

置賜子ども芸術祭2018
舞台芸術部門 開催

ら し の

人権相談
行政相談

相 談 10月

日時：19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）
日時：５日画 13
：00～15
：00
会場：あ～す
問合せ先：役場住民税務課（緯87－0514）
日時：19日画 13
：00～15
：00
会場：あ～す
問合せ先：役場住民税務課（緯87－0514）

消火栓水抜き点検の
お知らせ

テレビ視聴に関する重要な
お知らせ

置賜各地で伝統芸能などの文化活動

11月30日晶までの期間で、町内各

携帯電話の新しい電波として地上デ

に取り組んでいる子どもたちが一堂に

地区の消火栓水抜き点検を行います。

ジタルテレビ放送に近い周波数を利用

会し、日ごろの練習の成果を披露しま

今年度は、毎年の点検に加え、３年に

することになります。そのため、旧型

す。舞台上での、子どもたちの一生懸

１度実施している消火栓の圧力測定も

のテレビアンテナ設備などに影響が出

命な姿を、ぜひご覧ください。

実施予定です。ご理解とご協力をお願

て、映像が乱れたり映らなくなる場合

◆日時／10月13日松

いします。

があります。今後、そのお知らせや対

◆点検実施時間帯／９：00～11：30、

策作業で、700ＭＨｚ利用推進協会の

開場13：00、開演13：30
◆会場／高畠町文化ホールまほら
（高畠町大字高畠323）

13：00～16：30
◆問合せ先／西置賜行政組合消防署飯

◆出演団体／飯豊町少年少女合唱団
「ミルキーウェイ」のほか、置賜各
市町から出演します

繰2222
豊分署緯72

県営住宅入居者募集
詳細はお問い合わせください。

◆入場料／無料

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

3）
◆県営住宅／飯豊アパート（萩生3893-

トバンク叙の４社が設立した一般社

緯0238
繰26
繰6021

◇募集戸数／１戸

団法人です

第10回公開講座「置賜の
明日の医療を考える」

◇間取り／6畳＋6畳＋4.
5畳+ＤＫ

◆注意
（特殊詐欺などに注意ください）

◇家賃／14,
900円～29,
300円

・テレビに影響が出るおそれがある場

公立置賜総合病院では、地域医療の

◆問合せ先／置賜文化フォーラム

◇募集期間／10月９日昇～15日捷

合は、当該協会の負担で無償で対策

連携と充実を図るため、毎年公開講座

◇入居可能時期／12月上旬

作業を行います。対策作業に費用は

を開催しています。ぜひご参加くださ

◆申込先／置賜総合支庁西置賜地域振興局

一切かかりません。費用を請求する

１階総合案内窓口（長井市）緯88
繰8200

い。

こともありません

◆問合せ先／県営住宅指定管理者㈱西王

・工事作業者はテレビ受信障害対策員証

◆会場／公立置賜総合病院大研修室

不動産置賜事務所緯0238
繰24
繰2332

を携行しています。不審の場合はコー

◆講演／「劇的救命」

視覚障がい者情報交換会
のご案内

ルセンターへお問い合わせください
◆問合せ先

障がい者同士の交流や日常生活に便

・
（一社）700MHz利用推進協会コー

◆日時／10月20日松13
：30～15
：00

◆講師／八戸市立市民病院病院長
（兼）
臨床研修センター所長・
「劇的救命日
記」著者・ＥＲ救命医

今明秀氏

利な機器の体験により、生活の向上・

◆参加料／無料

社会参加を促進します。

◆申込・問合せ先／公立置賜総合病院

◆日時／10月18日昭13
：30～15
：30

医療連携・相談室緯0238
繰46
繰5000

平成30年度「希望が丘祭」
のご案内
◆テーマ／一笑懸命 あらたな未来へ

◆会場／あ～す２階会議室
◆対象者／視覚障がい者およびその家
族、ボランティアなど
◆内容／情報交換および交流会、新型

ルセンター緯0120
繰700
繰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
繰0522

無料法律相談開催

◆日時／10月６日松９：50～15：00

プレクストーク（録音図書再生機）

◆日時／10月19日晶13
：00～15
：00

◆会場／コロニー希望が丘

の紹介、視覚障がい者用具および録

◆場所／あ～す

音図書再生機器の展示・体験

◆担当弁護士／熊谷 誠 氏

◆内容／太鼓・オカリナ演奏、フラダ
ンス、乗馬体験など
◆問合せ先／コロニー希望が丘ひめゆり
寮・希望が丘祭担当緯0238
繰46
繰3102

◆参加費／無料

◆申込方法／下記まで電話で申し込み

◆申込・問合せ先／山形県立点字図書

◆申込・問合せ先／役場住民税務課生

館・田中緯023
繰631
繰5930

活環境室緯87
繰0514
【お知らせ版】広報いいで
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10月の土・日・祝祭日水道修理担当業者
日 曜

パソコン講座受講生募集
◆募集対象／仕事に就いている方、45
歳以上の中高年齢者で再就職を目指
す方、そのほかどなたでも
◆募集定員／15名（最少実施定員10名）
◆受講料／7,
000円（テキスト代別970円）
◆会場／長井高等職業訓練校３階パソコ
ン室（長井市交流センターふらり内）

業

者

名

電話番号

日 曜

業

者

名

電話番号

６ 土

佐藤管工業

72－2191 20 土

佐藤管工業

72－2191

７ 日

佐藤管工業

72－2191 21 日

髙橋工務店

75－2086

8 月

髙橋工務店

75－2086 27 土

髙橋工務店

75－2086

13 土

髙橋工務店

75－2086 28 日

佐藤管工業

72－2191

14 日

佐藤管工業

72－2191

ハロウィンジャンボ宝くじ
発売のお知らせ
ハロウィンジャンボ宝くじが、10月
１日捷から23日昇まで発売されます。
今年は、１等３億円が９本、前後賞
各１億円が18本です。
この宝くじの収益金は、市町村の公
共事業をはじめ高齢化・少子化対応、
芸術・文化の振興、

キララ「トレッキング教室」
～秋色に染まってきた蔵王連峰～
詳細はお問い合わせください。
◆期日／10月10日昌
◆集合場所・時間／長井市置賜生涯学
習プラザ・７：00集合
◆申込・問合せ先／町社会教育課生涯
学習振興室緯72
繰3111

「チェリアフェスティバル
山形2018」開催

◆持ち物／筆記用具、認印、USBメモリ

災害対策、地域経

◆内容・日程（開講前日まで申し込み）

済の活性化、環境

男女共同参画社会づくりに関する理

◇昼間コース（９：00～12：05）
／

保全などの事業に

解の促進と気運の醸成、県内で活動す

活用しています。

る団体の活動発表と交流を目的に開催

エクセル初級［計27時間］
10月24日昌・25日昭・30日昇・31
日昌、11月２日晶・５日捷・６日
昇・８日昭
◇夜間コース（18：20～21：00）
／
ワード初級［計27時間］
10月24日昌・25日昭・30日昇・31

平成30年度山形県立
保健医療大学公開講座
◆日時／10月20日松13
：00～16
：00
◆会場／山形県立米沢栄養大学大講義室

451）
◆会場／文翔館（山形市旅籠町3◆内容／講演会、活動内容発表会など

福祉」

◆申込・問合せ先／県男女共同参画セ

◆定員／100名

昇・８日昭・９日晶

◆受講料／無料

緯84
繰1924

うつ病家族教室の
ご案内
◆対象者／うつ病と診断された方の家族
◆日時・内容（全２回）
：00～16
：40
◇第１回／10月16日昇15
斬講話「うつ病について」
斬講師／（医）公徳会米沢こころの病院
精神科医
◇第２回／11月５日捷14：00～15：30
斬講話「家族の対応を考えよう」
斬交流会・講師／
（医）
公徳会米沢ここ
ろの病院精神科認定看護師
◆会場／置賜総合支庁会議室
（米沢市金池七丁目150）

◆申込・問合せ先／
（大）
山形県立保健
医療大学緯023
繰686
繰6671

家庭教育電話相談のご案内
ふれあいほっとライン
緯023
繰630
繰2876

行政書士は、皆さまからの依頼によ
り官公署に提出する書類の作成・相談・
提出代理をします。また、無料相談を
受け付けていますので、ご利用くださ
い。
：00～12
：00
◆日時／毎月第４火曜日10
◆会場／長井市役所市民相談センター

お話しください。相談員が一緒に考えま

◆問合せ先／山形県行政書士会長井支

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）

部事務所（青木事務所）緯88
繰4793

10月１日は「法の日」です
法廷などの見学会開催

焔相談員対応／９：00～16：15

◆日時／10月10日昌13
：10～15
：00

◆電子メール・FAXは24時間受付

◆会場／山形地方・家庭裁判所米沢支

◇電子メール
ys
hogaku@pr
ef
.
yamagat
a.
j
p

◆申込締切／10月12日晶

◆問合せ先／県教育庁文化財・生涯学

3
●

行政書士にお気軽に
ご相談ください

子育ての悩みを１人で抱えず、電話で

◇FAX／023
繰630
繰2874

健福祉担当緯0238
繰22
繰3015

ンター・チェリア緯023
繰629
繰7751

◆申込締切／10月12日晶

◆参加費／無料
◆申込・問合せ先／置賜保健所精神保

詳細はお問い合わせください
◆日時／10月８日捷８：50～16：00

◆内容／公開講座「考えよう！健康と

日昌、11月２日晶・５日捷・６日
◆申込・問合せ先／長井高等職業訓練校

します。参加費は無料です。

部（米沢市中央4915）
◆内容／裁判手続き説明、裁判員制度
説明および法廷見学など
◆定員／15名（予約受付順）

習課生涯学習振興室

◆申込・問合せ先／山形地方裁判所米

緯023
繰630
繰3344

沢支部庶務課緯0238
繰22
繰2165

重度心身障がい（児）者医療証・ひとり親家庭等医療証・子育て支援医療証をお持ちの
方は、県外の医療機関を受診した場合、医療費の請求ができます！
重度心身障がい（児）者医療証・ひとり親家庭等医療証・子育て支援医療証をお持ちの方で、
山形県外の医療機関を受診した場合は、支払った医療費について、役場に請求していただくことで、医療費をお返
ししています。また、重度心身障がい（児）者医療証（一部負担有）をお持ちの方で後期高齢者医療保険証をお持
ちの方は、外来を受診して14,
000円を超えた部分についてお返しできます。
該当すると思われる方は、次のものを持参して申請してください。
◆申請に必要なもの
医療証該当者の保険証、医療証、印鑑（朱肉を使用する認印）、県外の医療機関の領収書、振込先の通帳
※保険適用外の支払いについては対象となりません（薬の容器代、病衣代など）

子育て支援医療証をお持ちの方は、入院時の食事代が請求できます！
飯豊町では０歳から18歳まで医療費の無料化を実施しており、医療機関に入院した場合の食事代についても、役
場に請求していただくことで、食事代をお返ししています。
該当すると思われる方は、次のものを持参して申請してください。
◆申請に必要なもの
お子さんの健康保険証、子育て支援医療証、印鑑（朱肉を使用する認印）、入院した医療機関の領収書、振込先の通帳
申請・問合せ先／役場住民税務課住民室緯87
繰0511
◆日時／10月21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／あ～す緯72
繰3111
町民総合センター「あ～す」
●休館日 毎週月曜日、祝日、年末年始
※10月２日昇より、
「あ～す」図書室の開
館時間が９：00～17：00となります
●申込・問合せ先 緯72
繰3111

第45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。

10月は 土
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、

地

月

わくわくぐりぐら広場
秋のぐりぐら広場は、中学生による絵本などの読み
聞かせと、ハロウィンにちなんだ工作を行います。皆
さんの参加をお待ちしております。参加無料です。
◆日時／10月６日臥10：00～11：00
◆会場／あ～す２階研修室
◆対象／おおむね３歳から小学校３年生程度の児童と
保護者の方
◆申込・問合せ先／あ～す図書室☎72
繰3111
※10月３日我まで、電話にてお申し込みください

間

●平成30年度地価調査結果【基準地価格】
（単位）

基準地の所在
手ノ子字上段ノ下ー 1614番4
萩生字岡529番6
添川字下町ー 667番
萩生字三本柳4400番5

円／㎡

％

価格
3,
480
5,
220
4,
290
5,
150

変動率
△2.
2
△0.
4
△2.
7
－

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
◆届出先・問合せ先
んだ後、２週間以内に買い主が
役場総務企画課総合政策室緯87
繰0521
必ず届け出なければなりません。
【お知らせ版】広報いいで

2018/
９/
27 ●
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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

トレーニングマシンを紹介します。

室

【エアロバイク】

●らくらく筋トレ教室の紹介

脈拍値」を設定して行いますので、体
力に自信のない方
でも安心して利用

全身持久力（体力）の維持・向上を

できます。

介護予防のためにトレーニングマシン

目的に、心肺機

負荷や時間も、

を使ってゆっくり運動できる施設です。

能を高める有酸

ご自身の体に合わ

焔対象者／おおむね60歳から

素運動を行うこ

せて調整していく

（初めての方はあらかじめご連絡下さい）

とができます。

プログラム内容に

焔持ち物／内履き、飲み物、タオル

運動中に脈拍が

取り組むことがで

焔場所／町社会福祉協議会建物内

急上昇すること

きます。

焔料金／1回200円

を考慮して、よ

◆申込・問合せ先

焔開催日時／月・火・木・金曜日（祝日は休館）

り安全に運動で

繰2555
・町社会福祉協議会内専用緯86

９：00～12：00、13：00～16：30

きる限界「上限

・町健康福祉課福祉室緯86
繰2233

事業所名
太平ビルサービス㈱ 置賜営業所
㈱デンソー山形
■８月８日以降に登録された９月11 西置賜ふるさと森林組合
富士産業㈱ 東北事業部
日現在の町内求人情報を受け付け順
中津川バイオマス㈱
に掲載しています。雇用の状況によ 安部塗装所
り、募集が停止されている場合があ ㈱トップパーツ
㈱メフォス北日本
ります。
㈱レペック
■事業所によっては複数の職種の募集
㈱協和ハウス
がありますが、掲載枠の関係上、一 ㈱佐竹製作所 山形工場
㈱梅津商店
部省略しています。
■雇用形態は、正＝正規社員、非＝非 ㈱コメリ
小文字ファーム 長岡悠平
正規社員、パ＝パート労働者、派＝
飯豊めざみの里㈱
有期雇用派遣で表記しています。
豊川建設㈱
■詳しくは、町ホームページかハロー ㈲光警備保障
ワーク長井にお問い合わせください。 ㈲大沢牧場
㈲渡部製材所
◆問い合わせ先
山形おきたま農業協同組合
ハローワーク長井緯84
繰8609
㈱日本ワークプレイス 山形支店
町商工観光課産業連携室緯87
繰0523 ㈱飯豊町地域振興公社

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
パ
(
請)
日常清掃係
正
技能職、電子／機械生産技術など
現場作業技術職、一般事務職など
正
(
請)
調理員
パ
木材伐採、運搬作業
正
一般建築塗装工
正
機械技能員、機械設計など
正
(
請)
調理員
パ
生産管理事務、機械工（ＮＣ旋盤）
正
とび、営業、建築士、建築大工
正
検査・出荷関連作業、事務補助など
非・パ
ＬＰガス販売
正
販売・店舗運営職、販売員
正・パ
農作業員
非
販売員
非
重機運転手、普通作業員など
正
警備員
正
豚飼育作業員
パ
木材加工スタッフ
正
金融共済窓口業務／飯豊・長井・白鷹
非
(
派)
自動車部品の組立・検査
派
調理員【中津川事業部】
非

夕暮れ時の交通事故に
気を付けましょう

安全に歩行や横断ができるよう、思いやりをもって運転し
日没が早まる秋から冬にかけて、夕暮れから夜間の交通事
ましょう
故が多くなります。
置賜地区では、８月31日から９月６日までの間に交通死亡 隠全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着
用徹底を
事故が３件発生しました。
・ 後部座席を含む全ての座席でシートベルト、６歳未満の幼
交通安全で、かけがえのない命を守りましょう。
児はチャイルドシートを必ず、正しく着用しましょう
■自動車の運転者は・・・
陰早めのライト点灯、ハイビームの積極的な活用を
■歩行者と自転車の運転者は・・・
・ライトの光で照らされる距離は、ハイビーム100ｍに対し 斬横断始めだけでなく、横断中も左右確認を徹底しましょう
てロービーム40ｍ。40ｍ先の歩行者を見つけても、停止 斬外出時は明るい色の衣服を着用し、夜光反射材を身に付け
距離が生じるためすぐには止まれません。積極的にハイ
ましょう
ビームを活用しましょう
斬自転車は早めにライトを点灯し、車輪（リム）に反射材な
・道路を走行中に、子どもや高齢者などの歩行者を見かけたら、 ど光るものを装着しましょう
◆連絡先／役場住民税務課生活環境室緯87
繰0514
5
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10月
1 月
2 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）
3 水
白椿地区文化祭実行委員会 19
：00～
（白椿地区公民館）
4 木 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）
5 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）
6 土 キララ☆スポーツの日 19
：00～
（スポーツセンター）
7 日
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）
8 月
町総合体育大会柔道大会 ９：00～
（スポーツセンター）
9 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）
キララ☆ヒップホップ教室 19
：00～
（中部地区公民館）
10 水
白椿地区体育部会 19
：00～
（白椿地区公民館）
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）
11 木 食彩しろつばき会議 ９：30～
（白椿地区公民館）
４カ月・９カ月児健診 13
：00～
（健康福祉センター）
12 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）
キララ☆書道教室 ９：00～
（中部地区公民館）
13 土
キララ☆スポーツの日 19
：00～
（スポーツセンター）
飯豊町総合防災訓練 ８：00～
（第一小学校）
14 日
食彩しろつばき直売 ９：00～
（いいで旅館）
15 月 添川・松原地区総合健診 ７：30～
（東部地区公民館）
～
【16日】
今日も元気に百歳体操 10
：00～
（白椿地区公民館）
16 火
レディース検診 13
：00～
（南陽健診センター）
17 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）
東部少年教室わら細工学習 ９：00～
（東部地区公民館）
白椿地区いきいき教室ものつくり体験 ９：30～
（白椿地区公民館）
18 木 中津川っ子チャレンジクラブ 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☆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）
19 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）
西部地区文化祭 ８：00～
（西部地区公民館）
～
【21日】
20 土
キララ☆書道教室 ９：00～
（中部地区公民館）
町総合体育大会駅伝競走大会 ９：00～
（あ～す周辺）
21 日
町芸能発表会 13
：00～
（あ～す）
22 月
23 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）
24 水
キララ☆ヒップホップ教室 19
：00～
（中部地区公民館）
食彩しろつばき会議 ９：30～
（白椿地区公民館）
25 木
飯豊町農業委員会総会 ９：30～
（役場）
26 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）
東部地区文化祭 ９：00～
（東部地区公民館）
～
【28日】
白椿地区文化祭 13
：00～
（白椿地区公民館）
～
【28日】
：00～
（いいで旅館）
27 土 食彩しろつばき直売 13
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）
食彩しろつばき直売 ８：30～
（いいで旅館）
（中部地区公民館）
28 日 中部地区文化祭 ９：00～
中津川地区文化祭 ９：00～
（旧中津川小中学校・中津川体育館）
29 月 黒沢地区人間ドック ７：00～
（南陽検診センター）
30 火 今日も元気に百歳体操 10
：00～
（白椿地区公民館）
ふるさと学園と小学生、
高齢者とのグラウンドゴルフ大会
：00～
（西部地区公民館）
31 水 10
レディース検診 13
：00～
（南陽検診センター）

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カ月児・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
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

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
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（１回目）
司日時／10月３日我 ８：50～15：30
司対象者／平成31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）

休日歯科診療担当医院
期日

担当歯科医院

電話番号

10月７日蚊 米沢 中川デンタルクリニック 0238
繰37
繰3311
10月８日俄

南陽 村越歯科医院

0238
繰40
繰3295

10月14日蚊

小国 加藤歯科医院

62
繰2678

10月21日蚊 米沢 プリリー歯科クリニック 0238
繰22
繰4182
10月28日蚊 高畠 顎口腔クリニック根岸山 0238
繰40
繰8248

11月の乳幼児健診日程
幼児歯科健診
司日時／11月15日牙 13
：00までおいでください
司対象者
①平成28年３月・４月・５月・６月・７月生まれ
②平成29年10月・11月生まれ
３歳児健診
司日時／１1月22日牙 13：00までおいでください
司対象者／平成27年３月・４月・５月生まれ
１歳６カ月児健診
司日時／１1月29日牙 13：00までおいでください
司対象者／平成29年３月・４月・５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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