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平成3
平成30年度
職員採用試験(
初級行政・初級土木
のお知らせ
職員採用試験(
初級行政・初級土木)
のお知らせ
■
種
類

試験区分

採用予定人員

受験資格

初級行政
若干名

昭和58年４月２日～平成13年４月１日に生まれた方（学歴不問）

初級土木

■
試験日程
試験内容
日
程 第1次試験 平成31年１月27日掌 教養試験・作文試験・職場適応性検査
専門試験（初級土木のみ）

試験会場
飯豊町役場

1年２月中旬 個別面接試験
第2次試験 平成3
※第１次合格者にのみ通知

■
申
込
方
法
な
ど

あ～す

受付期限

平成31年１月17日牙まで（土日・祝日、年末年始を除く）８：30～17
：15

合格発表

第１次試験は２月上旬、最終合格者発表は２月下旬～３月上旬発表予定

採用予定時期

最終合格者は採用候補者名簿に記載されます。なお、名簿の有効期間
は原則として１年です。採用予定時期は平成31年４月１日です。

申込・問合せ先

〒999－0696 山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888番地
役場総務企画課行政管理室 緯87
繰0520

※試験案内、申込書およびエントリーシートは、総務企画課行政管理室で配布するほか、 町ホームペー
ジにも掲載していますので印刷してご活用ください。

ふるさと納税返礼品の提案募集のお知ら
ふるさと納税返礼品の提案募集のお知らせ
町では、ふるさと納税の推進を図るとともに、町内
産業の活性化への寄与を目的として、寄附者に町の特
産品などを贈呈しています。
つきましては、町の特産品などの提案募集に際し、
事業説明会を開催します。
【説明会】
◆日時／平成31年１月16日我 10：00～
◆場所／町民総合センター「あ～す」２階研修室
【参加資格】
焔町内に本社または主たる事業所を有する法人または
個人であって町税などの滞納がない方

焔
「飯豊らしさ」を有し、町外に飯豊町をＰＲするにふ
さわしい特産品などを寄附者に提供できる方
◆募集期間
平成31年１月16日我～31日牙
８：30～17：15（土・日曜日を除く）
◆申込方法／参加申込書（町ホームページから入手可）
に商品および梱包の画像データと商品説明を添えて
下記まで提出してください。参加申込書提出の際に、
提案内容についての詳細をお伺いします。
◆申込・問合せ先
役場総務企画課総合政策室 緯87
繰0521

国保税
煙納期限／１月31日牙
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87－0512、87－0513

1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。

農業者・事業者の皆さんへ

暮

ら し の

相 談 1月

心配ごと相談

日時：18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）

行政相談

日時：18日画 13：00～15：00
会場：あ～す
問合せ先：役場住民税務課（緯87－0514）

償 却資産の申告のご案内

忘れずに申告の手続きを！
～最終提出は平成31年１月31日昭です～
農業者や事業者の皆さんの償却資産申告を右記の

◆償却資産申告日程表
期

日

受 付 時 間

日程で行います。最寄りの会場でお手続きください。
都合がつかない場合は、直接、役場住民税務課税務

会

場

9
：30～11
：30 西部地区公民館
１月８日峨
13
：30～15
：30 中津川地区公民館

室までお越しください。
昨年まで申告されている方には、申告書を送付し
ています。また、新たに所有された方については、

9
：30～11
：30 東部地区公民館
１月９日我
13
：30～15
：30 白椿地区公民館

申告書を送付しますので、ご連絡ください。
対象となる償却資産とは、平成31年１月１日時点
で所有し、事業用に使用している機械装置や構築物
などで、取得価格が10万円以上で耐用年数が１年以

１月10日牙

9
：30～11
：30 中部地区公民館

◆持ち物／①償却資産申告書用紙

上のものです。ただし、自動車税や軽自動車税が課

②細目一覧表

③種類別明細書（増加があった場合）

税されているもの（乗用田植機、トラ

④はんこ

クター、コンバイン、ホイルローダな

⑥マイナンバーカード（お持ちでない方

⑤取得した償却資産の領収書

ど）は除かれます。

は、マイナンバー通知カードおよび身

※申告書控は、２月からの町県民税の

元確認資料（運転免許証など））

申告相談に必ずご持参ください

山形県の特定
（産業別）
最低賃金が改正されました

◆問合せ先／役場住民税務課税務室緯87―0513

やまがた出会いサポート
センターからのお知らせ

第22回いいでめざみの里
新春将棋大会

◆特定（産業別）最低賃金【時間額】

山形県、35市町村、経済団体で組織

◇一般産業用機械・装置などの製造業

する「やまがた出会いサポートセン

斬受付９：30～

ター」は、結婚を希望する独身者を応

斬対局10：00～15：00頃

◇電気機械器具などの製造業／821円

援するため、W ebを活用し希望に合う

◆会場／中部地区公民館

◇自動車・同付属品製造業／836円

相手を検索・閲覧、１対１のお見合い

000円（中学生以下500円）
◆参加費／1,

◇自動車整備業（整備に携わる者に限

の申し込みができる会員制のマッチン

※参加者には昼食を準備しますので、

／837円

る／840円
※特定（産業別）最低賃金は、県内４

グシステムを運用しています。
20歳以上でインターネット環境が

つの産業の基幹的労働者に適用され、

ある方なら、どなたでも登録いただけ

山形県最低賃金を上回る額で設定さ

ます（登録料１万円、登録期間３年間）
。

れている最低賃金です

◆問合せ先／やまがた出会いサポート

◆問合せ先／山形労働局賃金室
☎023
繰624
繰8224

センター出会い支援サービス山形セ
ンター緯023
繰687
繰1972

◆日時／平成31年１月19日松

必ず事前にお申し込みください。参
加費は、当日お持ちください
◆その他／Ａクラス、Ｂクラスの２ク
ラスに分かれて行います
◆申込期限／平成31年１月11日晶
◆申込・問合せ先
中部地区公民館☎72
繰2126
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1月の土・日・祝日水道修理担当業者
日
１
２
３
4
5
6
12

飯豊町議会
自主研修会のご案内

曜
火
水
木
金
土
日
土

業
髙橋
髙橋
佐藤
佐藤
髙橋
髙橋
佐藤

者
工
工
管
管
工
工
管

名
務店
務店
工業
工業
務店
務店
工業

電話番号
75－2086
75－2086
72－2191
72－2191
75－2086
75－2086
72－2191

日
13
14
19
20
26
27

曜
日
月
土
日
土
日

業
佐藤
髙橋
髙橋
佐藤
佐藤
髙橋

者
管
工
工
管
管
工

名
工業
務店
務店
工業
工業
務店

電話番号
72－2191
75－2086
75－2086
72－2191
72－2191
75－2086

やまがた緑環境税を活用して、地域
の森づくり活動をしてみませんか

認知症の方に優しい地域づ
くりを考えてみませんか

町議会では、議会活動の一環として

平成31年度山形県みどり豊かな森林

2025年には、高齢者の５人に１人

自主研修会を開催します。今年度は、

環境づくり推進事業による県民参加の

が認知症になる時代を迎えます。そん

「山形新聞の実際と報道の在り方（記

森づくり活動の募集を行います。

な時代に備えるために、地域の皆さん

者の目で見た飯豊町とは）
」
についての

◆募集期間／平成31年２月７日昭まで

で認知症に対する考え方や工夫を、３

研修です。ぜひご参加ください。

◆問合せ先／応募方法など詳しい内容に

回に分けて学びます。認知症の方を介

：30～
◆日時／平成31年１月11日晶13

ついては、役場農林振興課農林整備室

護されているご家族、認知症サポー

◆会場／あ～す研修室

☎87
繰0526、もしくは置賜総合支庁森

ター養成講座を受講された方、介護の

◆内容／山形新聞社置賜総支社長によ

づくり推進室☎0238
繰35
繰9053まで

専門職などを交えて、一緒に語り合い

る講演会
繰0527
◆問合せ先／役場議会事務局緯87

無料法律相談開催
◆日時／平成31年１月18日晶
13：00～15：00

※事業の実施については、平成31年度予算成
立が前提となりますのでご了承ください

教育資金を「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）がサポート！
高校、大学などへの入学時・在学中にか
かる費用を対象とした公的な融資制度です。

ませんか。
◆開催日／陰平成31年１月９日昌
隠平成31年１月22日昇
韻平成31年２月13日昌
※全３回の日程ですが、都合のつく日
のみの参加も可能です

◆会場／あ～す

◆融資額／子ども１人あたり350万円以内

◆時間／10：00～12：00（３回とも）

◆相談内容／法律問題全般

◆金利／年1.
78％（固定金利）

◆会場／町健康福祉センター

◆担当弁護士／熊谷誠氏

※
「母子家庭」
、
「父子家庭」
、
「世帯年収

◆申込期限／陰平成31年１月４日晶

◆申込方法／下記まで電話で申し込み

200万円（所得122万円）以内の方」

隠平成31年１月11日晶

◆申込・問合せ先／役場住民税務課生

または「子ども３人以上の世帯かつ

韻平成31年２月１日晶

活環境室緯87
繰0514

「日本で最も美しい村」
カレンダーを差し上げます
「日本で最も美しい村」連合の2019
年版カレンダーを先着15名（１人１冊

世帯年収500万円（所得346万円）
以内の方」は年1.
38％
（平成30年11月12日現在）
◆返済期間／15年以内
※「交通遺児家庭」、「母子家庭」、「父子

まで）に無料で差し上げます。役場まで

家庭」、
「世帯年収200万円（所得122

受け取りに来てくださる方に限ります。

万円）以内の方」または「子ども３人

◆問合せ先／役場総務企画課総合政策室

以上の世帯かつ世帯年収500万円（所

緯87―0521

交通事故の損害賠償問題で
お困りの方へ
自動車事故にかかる損害賠償問題の
紛争解決を、弁護士が中立・公正な立
場から無料でお手伝いします。まずは
電話で予約を。
◆受付日時／月～金曜日までの９：00
～17：00（祝日・年末年始除く）
◆問合せ先
（公財）交通事故紛争処理センター
仙台支部緯022
繰263
繰7231
3
●

得346万円）以内の方」は18年以内）
◆使いみち／入学金、授業料、教科書代、
アパート・マンションの敷金・家賃など
◆返済方法／毎月元利均等返済（ボー
ナス時増額返済も可能）

◆申込・問合せ先／町地域包括支援セ
ンター☎86
繰2233

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、
韻作業療法士、吋言語聴覚士
◆採用予定人員／陰６人程度
隠～吋若干名
◆採用予定年月日／平成31年４月１日
◆試験期日／平成31年１月20日掌
◆試験会場／公立置賜総合病院
◆受付期間／平成31年１月８日昇まで
◆試験案内の配布／置賜広域病院企業

◆保証／
（公財）
教育資金融資保証基金

団で配布するほかホームページから

（連帯保証人による保証も可能）

も印刷できます。役場総務企画課で

◆その他／詳しくはホームページ（「国の
教育ローン」で検索）をご覧ください
◆問合せ先／教育ローンコールセン
ター緯0570
繰008656（ナビダイヤ
ル）または緯03
繰5321
繰8656

も配布します
◆その他／受験資格などの詳細はお問
い合わせください
◆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

国 民 年 金 保 険 料 の 納 付 は
口 座 振 替 に よ る 前 納 が お 得 !!
口座振替を利用すると金融機関に行く手間と時間がかからず、納め忘れを防ぐことができます。
また、早割や前納で納付すると保険料が割引されます。
早割にすると、月50円お得!
(
年間600円)
通常、保険料の納付は翌月末です。しかし、当月末に引き落とす「早割」制度があります。
前納するとさらにお得!
(
最大15,
650円) ～お早めに申し込みください～
振替方法

口座振替納付額

割引額

申込期限

引落日

２年前納（４月～翌々年３月分）

377,
350円

15,
650円

２月末

４月末

１年前納（４月～翌年３月分）

191,
970円

4,
110円

２月末

４月末

96,
930円

1,
110円

６カ月前納
（４月～９月分・10月～翌年３月分）

４～９月

２月末

４月末

10～３月

８月末

10月末

※保険料と割引額は、平成30年度の保険料（月額16,
340円）を基準にした目安額です。
◎申込先：振替希望の金融機関、年金事務所、役場住民税務課住民室のいずれか
◎必要書類：年金手帳または納付書、預(
貯)
金通帳、預(
貯)
金通帳届出のはんこ
【留意事項】
・平成31年度の保険料額・割引額は２月下旬に告知される予定です。
・すでに口座振替で前納されている方は、再度の申し込みは不要です。ただし、１年前納から２年前納への変
更など、振替方法を変更する場合は、再度申し込みが必要です。
・残高不足で口座からの振替ができなかった場合は、次の振替日（２年前納、１年前納の場合は翌年４月末）
までの間、割引がない翌月末振替になります。
・２年前納による社会保険料控除の場合、陰全額を納めた年に控除隠各年分の保険料に相当する額を各年に控
除、のどちらかを選択できます。
◆申込・問合せ先／米沢年金事務所 緯0238
繰22
繰4220・役場住民税務課住民室 緯87
繰0511

「あ～す」図書室の臨時休館のお知らせ

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

年末年始の「あ～す」休館日について
年末年始の「あ～す」休館日は下記のと
おりです。
「あ～す」休館日には図書室も休
館となります。
◆休館日
12月29日臥～平成31年１月３日牙

平成31年１月28日俄から２月４日俄までの間、蔵
書点検作業のため、
「あ～す」図書室が臨時休館とな
ります。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力
をお願いします。
お手元に貸出期限の過ぎた図書をお持ちの場合は、
速やかに返却してください。
※年末年始や臨時休館日を
含め、図書室休館日に図
書を返却する場合は、正
面玄関向かって右側奥の
「図書返却口」をご利用
ください

【お知らせ版】広報いいで
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町健康福祉課の
健

康

教

室

●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）

○らくらく筋トレ教室に設置している

の障害は、階段の昇り降りです。一般

トレーニングマシンを紹介します。

的な階段の高さは約20㎝ で、日常の階

【踏み台昇降運動】

段の上り下りがスムーズにできるよう

昇って降りるだけという簡単な動作

に体力を付けることができます。

で、ウォーキングよりも運動効果が高
く、足腰を鍛えることができます。
器具の高さは、10㎝ ～20㎝ の間で
2.
5㎝ ずつ５段階調節が可能です。自

焔持ち物／内履き、飲み物、タオル

分の体力に合った、

焔場所／町社会福祉協議会建物内

高さと速さを選択

焔料金／1回200円

することができま

◆申込・問合せ先

焔開催日時／月・火・木・金曜日（祝日は休館）

す。

繰2555
・町社会福祉協議会内専用緯86

９：00～12：00、13：00～16：30

生活の中で一番

・町健康福祉課福祉室緯86
繰2233

職
種
雇用形態
事業所名
正
㈱レペック
研磨工、機械工、生産管理事務
正
㈲三立
(
請)
製造工
(
特非)
いいでスポーツクラブキララ
スポーツクラブサブマネージャー
パ
■11月６日以降に登録された12月13
㈱飯豊ながめやま牧場
事務員
パ
日現在の町内求人情報を受け付け順
㈱佐竹製作所
総務職、事業所内託児施設（保育業務）
正
に掲載しています。雇用の状況によ ㈲フラワーステーション山形
園芸作業員、配送・集荷業務および作業員
正・パ
食器洗浄業務・接客係
正・パ
り、募集が停止されている場合があ ㈲いいで旅館
㈲菊地工業
一般事務
正
ります。
安部塗装所
一般建築塗装工
正
■事業所によっては複数の職種の募集
㈱トップパーツ
機械技能員、機械設計・電気設計
正
がありますが、掲載枠の関係上、一 ㈱メフォス北日本 北東北事業部 (
請)
調理員【６：00～12
：30】
パ
㈱協和ハウス
建築大工、建築士、営業、とび
正
部省略しています。
L
Pガス販売
正
■雇用形態は、正＝正規社員、非＝非 ㈱梅津商店
㈱飯豊町地域振興公社
調理員【中津川事業部】
非
正規社員、パ＝パート労働者、派＝
山形おきたま農業協同組合
金融共済窓口業務【飯豊・長井・白鷹】
非
有期雇用派遣で表記しています。
(福)飯豊町社会福祉協議会
看護師（看護職員）
正
普通作業員、重機運転手、
■詳しくは、町ホームページかハロー
豊川建設㈱
正
土木技士・建築技士（見習い可）
ワーク長井にお問い合わせください。
㈲光警備保障
警備員
正
◆問合わせ先
㈲大沢牧場
豚飼育作業員
パ
ハローワーク長井緯84
繰8609
㈲渡部製材所
木材加工スタッフ
正
販売・店舗運営職
正
町商工観光課産業連携室緯87
繰0523 ㈱コメリ

ハ ロ ー ワ ー ク
飯 豊 町 求 人 情 報

すべ

住民税務課生活環境室から
住民税務課生活環境室か
ら

「雪の事故」から身を守る術。
～思いもよらない「大けが、大事故」を避けるために～

屋根の雪下ろし

●雪のゆるみに気を付けて（暖かい日の午後は特に注意）
●作業は２人以上で（やむを得ず１人で作業するときは、
家族や隣近所に声をかけ、携帯電話を持つ）
●ハシゴの固定を忘れずに（軒先より60㎝ 以上高く架ける）
●建物の周りに雪を残して雪下ろしを（雪下ろしは上から。
転落時の衝撃を抑え、軒下の落雪に巻き込まれないように）

●作業中は、絶対にまわりに人を近づかせないで
このようなことにも注意しましょう
●火災や地震に備え、自宅の避難路を確保してください
●子どもに、側溝や軒下、除雪機周辺など危険な場所に近
づかないよう指導し、目を離さないでください
●ＬＰガス・ホームタンク・給湯器の給
排気口などが雪氷の塊で破損したり、

●安全な服装で作業を（必ずヘルメットや命綱を着用）

雪で埋もれないように注意してくださ

●使いやすい除雪道具を使用し、
無理な作業をしないで
（開

い。破損や雪に埋もれて起こる事故や

始直後と疲れた頃は要注意）
除雪機の使用
●雪詰まりを取り除く時や、作業をしていない時は、必ず
エンジンを停止して（投雪口には絶対に手を入れない）
●後進する時は、足もとや後方の障害物に注意して
5
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火災、環境汚染の危険につながります
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室緯87
繰0514
役場総務企画課情報防災室緯87
繰0522
◇高齢者世帯などの除雪支援に関する問合せ先
町健康福祉課福祉室緯86
繰2233

１月
1
2
3
4
5
6
7
8

火
水
木
金
土
日
月
火

乳幼児健診

めざみの里書き初め大会 10
：00～（物産館）
官公庁御用始め
消防出初式 10
：00～（あ～す）
今日も元気に百歳体操 10
：00～（白椿地区公民館）

：00～（スポーツセンター前集合）
9 水 キララ☆アスリートクラブ 18
：30～（いいで旅館）
10 木 新春賀詞交換会 15
11 金

議会自主研修会 13
：30～（あ～す）
キララ☆アスリートクラブ 18
：00～（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）
どんでん平スノーパークOPEN 10
：00～（ゆり園特設会場）
12 土
千倉・飯豊子ども交歓会 13
：00～（自然の家ほか）～14日
スキー指導者講習会 13
：30～（手ノ子スキー場）
13 日

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338

キララ☆親子スキー教室 ９：30～（手ノ子スキー場）
西部スキー教室開講式 13
：30～（手ノ子スキー場）

４カ月児・９カ月児健診
司日時／平成31年１月25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７月・８月生まれ
９カ月児／平成30年３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
１歳６カ月児健診
司日時／平成31年１月31日牙13
：00までおいでください
司対象者／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・バス
タオル、12月にお送りした問診票
３歳児健診
司日時／平成31年１月24日牙13
：00までおいでください
司対象者／平成27年６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）

14 月

今日も元気に百歳体操 10
：00～（白椿地区公民館）
15 火
いちごクラブ発酵食品学習会 19
：00～（白椿地区公民館）
16 水

幼児歯科健診 13
：00～（健康福祉センター）
キララ☆アスリートクラブ 18
：00～（スポーツセンター前集合）

：00～（あ～す）
17 木 木質バイオマス利活用検討協議会 10
18 金

農業担い手と農業委員会との意見交換会 15
：00～（中部地区公民館）
キララ☆アスリートクラブ 18
：00～（スポーツセンター前集合）

19 土

新春将棋大会 10
：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）

20 日

スキー子どもの日 ９：00～（手ノ子スキー場）
キララ☆親子スキー教室 ９：30～（手ノ子スキー場）

21 月
：00～（白椿地区公民館）
22 火 今日も元気に百歳体操 10

：00～（スポーツセンター前集合）
23 水 キララ☆アスリートクラブ 18
24 木

３歳児健診 13
：00～（健康福祉センター）
中部地区公民館運営審議会委員会総会 18
：30～（しらさぎ荘）

町農業委員会総会 ９：30～（役場）
中部地区婦人学級初釜会 10
：00～（中部地区公民館）
25 金
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
：00～（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）
「冬の陣」第壱陣 18
：30～（いいで旅館）
26 土 いいで黒べこ
キララ☆スポーツの日 19
：00～（スポーツセンター）
キララ☆親子スキー教室 ９：30～（手ノ子スキー場）
川柳かるた取り大会 10
：00～（白椿地区公民館）
27 日
スキー場感謝デー 11
：30～（手ノ子スキー場）
白椿地区新春川柳大会 13
：30～（白椿地区公民館）

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／平成31年１月９日我 ８：50～11：40
司対象者／平成31年４月・５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

休日歯科診療担当医院
期日

担当歯科医院

電話番号

１月１日峨

米沢 足立歯科医院

023823－4182

１月２日我 高畠 高畠歯科クリニック

西部地区川柳選句会 13
：30～（西部地区公民館）
今日も元気に百歳体操 10
：00～（白椿地区公民館）
：00～（スポーツセンター前集合）
30 水 キララ☆アスリートクラブ 18
：00～（健康福祉センター）
31 木 １歳６カ月児健診 13

023858－0814

１月３日牙

長井 赤間歯科医院

88－2218

１月６日蚊

長井 寺島歯科医院

88－2903

１月13日蚊 南陽 斎藤歯科医院（宮内） 0238－47－3309
１月14日俄

28 月
29 火

幼児歯科健診
司日時／平成31年１月16日我13
：00までおいでください
司対象者／①平成27年11月生まれ
②平成28年１月・２月・８月・９月・11月・12月生まれ
③平成2
９年９月生まれ
④平成30年１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

米沢 近野歯科医院

0238－23－1187

１月20日蚊 高畠 ますぶちデンタルクリニック 0238－52－0014
１月27日蚊

米沢 長谷部歯科医院

0238－22－8110

２月の乳幼児健診日程
司町ホームページをご覧ください
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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。

ユニバーサルデザインフォント
（すべての人にとって見やすい）
を使用しています。

