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町の奨学金制度のお知ら町の奨学金制度のお知らせせ

　町は、高等学校や大学などへ進学する学生・生徒の皆さんを支援します。

◆申込資格／申し込み時点において次の全てを満た
す学生や生徒
焔町に住所のある世帯に属する方
焔高等学校・短期大学・大学またはこれらに準ずる
学校などに在学または在学見込みで、経済的理由
により修学が困難な方
焔所得要件を満たす世帯に属する方（詳しくはお問
い合わせください）
◆貸与内容／学校などの種類に応じて、次の月額と
入学一時金を限度に貸与します
焔高等学校またはこれに準ずる学校
　月額２万円・入学一時金10万円
焔短期大学またはこれに準ずる学校
　月額２万５千円・入学一時金30万円

焔大学またはこれに準ずる学校
　月額３万円・入学一時金30万円
焔特別な研究修学を行う学校で、町長が特に認める場合
　月額５万円・入学一時金100万円
◆償還方法／卒業後１年は据え置き、２年目から10
年以内の均等償還。上位学校に進学した場合は償
還の延期が可能

◆申込方法／下記申込先で交付する指定様式（町
ホームページからダウンロードも可能）に必要書
類を添えて提出

◆受付期間／２月１日画～３月22日画８：30～17：15
　※臥蚊華を除く
◆申込・問合せ先
　役場教育総務課学校教育振興室緯87繰0519

灯油購入助成金支給のお知ら灯油購入助成金支給のお知らせせ
　町では、低所得世帯などの負担軽減を図るため灯油購入費助成事業を実施します。

◆対象要件
　　町民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯
　であって、次のいずれかに該当する世帯
　○障がい者世帯
　　・療育手帳の交付を受けている方が同居して
　　　いる世帯
　　・身体障害者手帳等級１級または２級の方が
　　　同居している世帯
　　・精神障害者保健福祉手帳等級１級または２
　　　級の方が同居している世帯　

　○高齢者世帯（65歳以上の高齢者のみ世帯）
　　年齢基準日：平成31年１月１日
　○一人親世帯
　※生活保護受給世帯は対象外です
◆助成金額／１世帯あたり5,000円
◆申請に必要なもの／はんこ、振込先の通帳
◆申請期限／３月29日画
◆申請・問合せ先／町健康福祉課福祉室
　☎86繰2233

◆問合せ先／役場住民税務課住民室 緯87繰0511

◆国または地方公共団体の機関の請求による閲覧（住民基本台帳法第11条該当）

閲覧対象閲覧目的国または地方公共団体の名称月日
平成12年４月２日から平成13年４
月１日生まれの日本人男女および
平成９年４月２日から平成12年４
月１日生まれの日本人男子

自衛官および自衛官候補生
に関する募集事務のため自衛隊山形地方協力本部２月７日

住民基本台帳法に基づき、平成30年中の「住民基本台帳の写し」閲覧者を公表します
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国保税
煙納期限／２月28日牙
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87繰0512、87繰05132月

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。

暮 ら し の 相 談 ２月
日時：15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：８日画　13：00～15：00
会場：あ～す
問合せ先：役場住民税務課（緯87－0514）

人 権 相 談

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

行 政 相 談

　相談を希望する方は、事前に電話で
予約してください。
◆相談時間／10：00～15：00

　東北財務局山形財務事務所では、借
金返済でお困りの方の相談窓口を開設
しています。相談員が借金の状況など
を聴き、必要に応じて、弁護士などの
専門家に引き継ぎます。相談は秘密厳
守・無料です。お気軽にご相談くださ
い。
◆相談専用電話／023繰641繰5201
◆場所／山形財務事務所
　（山形市緑町２-15-３）
◆受付日／月曜日～金曜日（祝日除く）
　８：30～12：00、13：00～16：30
◆問合せ先／山形財務事務所理財課
　緯023繰641繰5178

　町では、平成31年・32年度分の競
争入札参加資格の申請を受け付けます。
◆期間／２月１日晶～28日昭
　８：30～17：15
※持参の場合は、土・日・祝日を除く
※郵送の場合は、１日～28日の消印有効
◆受付場所／役場総務企画課行政管理室
（役場庁舎２階）
◆必要書類／役場総務企画課行政管理
室および町ホームページで要項と様
式を取得できます。必ず要項を確認
の上、書類を準備してください
◆申請・問合せ先／役場総務企画課行
政管理室緯87繰0520

　詳細は、お問い合わせください。
◆県営住宅
　飯豊アパート（萩生3893-3）
◇募集戸数／２戸
◇間取り／６畳＋６畳＋4.5畳+ＤＫ
◇家賃／14,900円～29,300円
◇募集期間／２月４日捷～８日晶
◇入居可能時期／３月下旬
◆申込先／置賜総合支庁西置賜地域振興局
１階総合案内窓口(長井市)緯88繰8200
◆問合せ先／県営住宅指定管理者㈱西王
不動産置賜事務所緯0238繰24繰2332

　ぜひお問い合わせください。
◆職種／介護員・調理員
※介護福祉士資格をお持ちの方は、資
格手当が付きます。また、正規職員
登用制度があります
◆勤務形態／フルタイム・パートなど、
ご相談ください
◆申込・問合せ先／特別養護老人ホー
ムひめさゆり荘緯74繰2011

　２月18日捷から確定申告が始まり
ます。申告期限が近づくと大変混み合
いますので、早めに申告を行ってくだ
さい。また、申告書作成会場は大変混
雑し、長時間待つ場合があります。国
税庁ホームページの「確定申告書等作
成コーナー」を利用し、ｅ－ｔａｘで
送信または印刷して郵送などによる提
出をお勧めします。
　なお、期間中は税務署周辺の道路が
渋滞することがあります。できるだけ
公共交通機関などをご利用ください。
◆開設期間／２月18日捷～３月15日晶
※土・日曜日は開設しません
◆注意事項／会場では、「手引き」や
「パソコン」を利用して、自身で申
告書を作成していただきます。

　　譲渡所得や贈与税については、担
当者が不在になる日もあるので、事
前に電話で確認ください

◆問合せ先／長井税務署緯84繰1810
　（自動音声でご案内します）

　病院や福祉施設で患者さんたちとの
ふれあいを通して、命や医療、看護に
ついて考えてみませんか。一般の方が
看護の仕事を体験できます。
　応募方法などの詳細は、お問い合わ
せください。
◆体験期間／５月７日昇～21日昇の
うち体験施設が指定する日

◆体験施設／病院・診療所、福祉施設、
訪問看護ステーションなど

◆募集対象／一般の方
◆申込期間／２月４日捷～22日晶
◆申込・問合せ先／山形県看護協会
　「ふれあい看護体験」担当
　緯023繰685繰8033

長井税務署に確定申告書
作成会場を開設します

県営住宅入居者募集

平成30年分
確定申告無料税務相談

町競争入札参加資格申請の
受け付けについて

社会福祉法人いいで福祉会
「臨時職員」募集

「ふれあい看護体験」
参加者募集

会場担当税理士期日
長井税理士法人
（長井市館町南）
緯88繰9159

金田和夫

２月
６日昌

須貝税理士事務所
（長井市新町）
緯84繰2505

須貝周一

長沼税理士事務所
（飯豊町椿）
緯72繰2400

長沼安義

仁科税理士事務所
（長井市台町）
緯88繰5601

仁科　孝
２月
７日昭 坂本税理士事務所

（長井市台町）
緯080繰5570繰6903

坂本英俊

渡邉税理士事務所
（長井市台町）
緯87繰0057

渡邉美津夫

２月
８日晶

須貝税理士事務所
（長井市新町）
緯84繰2505

奈良崎幸司

海老名税理士事務所
（白鷹町十王）
緯85繰4548

海老名信乃

各税理士事務所
および
長井税理士法人

全会員

２月
22日晶
【税理士
記念日の
無料相談】

「借金返済に関する相談窓口」
のご案内
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2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1675－2086髙 橋 工 務 店土２
72－2191佐 藤 管 工 業日1772－2191佐 藤 管 工 業日３
75－2086髙 橋 工 務 店土2372－2191佐 藤 管 工 業土９
75－2086髙 橋 工 務 店日2475－2086髙 橋 工 務 店日10

75－2086髙 橋 工 務 店月11

◆期間／２月21日昭～23日松
　10：00～17：00
◆相談内容／求職者の生活や住まい、
就職活動に関する悩みなど

◆相談方法／電話相談。申込不要。当
日お電話ください

◆相談電話／0800繰800繰7867
　（フリーダイヤル）
◆相談費用／無料
◆問合せ先／山形県求職者総合支援セ
ンター緯0800繰800繰7867

◆相続相談会
◇開催日時／２月３日掌
　10：00～16：00（最終受付15：30）
◇会場／山形市消費生活センター
　（山形市城南町一丁目１番１号霞城
セントラル３階）

◇その他／面談による相談で、相談料
無料。予約不要

◆相続手続きに関する無料相談電話
◇期間／２月１日晶～２月28日昭
　月～金曜日の13：30～17：00
　（祝日除く）
◇電話番号／050繰5433繰5793
　（上記期間中のみの臨時電話です）
◆相談例
・登記名義人が先々代のままです
・子どもがいません。相続はどうなる
のですか

・子どもに事業を承継させたいのです
が…

・相続人の中に行方不明の人がいて、
遺産分割協議ができません

・兄弟が不仲で、自分が亡くなった後
もめそうで心配です　　　　など

◆問合せ先／山形県司法書士会
　緯023繰642繰3434

◆日時／２月９日松　受付８：30～
◆会場／町営手ノ子スキー場
◆参加料／講習検定料と公認料が必要
です（詳細はお問い合わせください）
◆申込方法／当日、手ノ子スキー場か
もしかロッジで受け付けます
◆問合せ先／町社会教育課生涯学習振
興室☎ 72繰3111

　働きながら介護福祉士を目指す方を
支援します。
◆研修期間／４月１日捷～12月18日昌
◆内容／働きながら学べる通信課程で
す。自宅学習（４月～７月）に取り
組みながら、面接授業（６月～12月
に９回。計60時間）で学びます
◆会場
　ケアハウス ウェルフェア慈光園 
◆募集定員／30名
◆受講料／25,000円から135,000円
（そのほかテキスト代）
◆申込期限／３月13日昌
※定員になり次第締め切り
◆申込・問合せ先／特別養護老人ホー
ム慈光園緯88繰2711

◆期間／２月21日昭～23日松
　10：00～17：00
◆内容／生活全般に関する悩みや困り
ごと相談（家庭、労働、法律、借金、
就労など）
◆相談方法／事前申込不要。電話（フ
リーダイヤル）で相談ください
◆相談電話／0120繰39繰6029
◆相談費用／無料
◆問合せ先／生活あんしんネットやま
がた緯0120繰39繰6029

　放送大学は、ＢＳ放送やインター
ネットを通して学ぶ通信制の正規の大
学です。
　心理学、福祉、経済、歴史、文学、自
然科学など、幅広い分野が１科目から
学べ、教養学士の学位が取得できます。
看護学士、認定心理士などの学位・資
格も取得可能です。
　現在、平成31年度第１学期（４月入
学）の学生を募集しています。
◆出願締切
◇第１回募集／２月28日昭
◇第２回募集／３月17日掌
※無料で資料を配布しています
◆問合せ先／放送大学山形学習セン
ター緯023繰646繰8836

◆日時／２月９日松14：00開演
　（13：30開場）
◆会場／やまぎんホール
　（山形県県民会館）
◆内容／ステージ演奏・ドリル演奏
◆その他／入場無料（入場券・整理券
は発行しません）

◆問合せ先／警察本部警務部広報相談課
緯023繰626繰0110

　「筆界特定制度」は、土地の筆界（境
界）トラブルを解決するため、法務局
が現地における筆界の位置を特定する
制度です。
　隣接地との境界がわからず困ってい
る方、筆界について隣地の所有者と意
見が一致せずに困っている方は、筆界
特定制度を利用ください。
◆問合せ先／山形地方法務局登記部門
筆界特定室緯023繰625繰1358

放送大学
平成31年度４月生募集

求職者の生活
・就労相談ダイヤル

スキージュニアバッジテスト
・級別テスト

２月は「相続登記はお済み
ですか月間」

第36回山形県警察音楽隊
定期演奏会

「介護福祉士」実務者研修
受講者募集

生活なんでも相談ダイヤルご存知ですか？
「筆界特定制度」
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　特別な事情もなく国保税を滞納すると、未納期間に
応じて次のような措置がとられます。
虚納期を過ぎると督促状が送られてきます
　　延滞金などを徴収される場合があります。
許短期保険証が交付されます
　督促が行われたあとも納めないままだと、通常の
保険証の代わりに、有効期間の短い「短期被保険者
証」が交付されます。
距資格証明書が交付されます
　１年以上滞納すると保険証の代わりに、「被保険者
資格証明書」が交付されます。この場合、医療費は
いったん全額自己負担となります。支払った医療費
は後日申請することで、本来の自己負担額を除いて
国保からの給付が受けられます。
鋸国保の給付が差し止めになります
　納期限から１年６カ月を過ぎると、国保の給付が
全部、もしくは一部差し止めになります。
漁差し押さえなどの厳しい処分を受ける場合があります

国民健康保険加入者の皆さんへ

国国国国国国国国国国保保保保保保保保保保税税税税税税税税税税のののののののののの納納納納納納納納納納付付付付付付付付付付ははははははははははおおおおおおおおおお済済済済済済済済済済みみみみみみみみみみででででででででででししししししししししょょょょょょょょょょううううううううううかかかかかかかかかか国保税の納付はお済みでしょうか？？？？？？？？？？？

国保税を納めないでいると…
どうしても納付が難しいときは相談を

　災害や失業など特別な事情により
国保税の納付が困難なときは、納税
相談をお受けしますので、お早めに
役場１階の住民税務課窓口へご相談
ください。

便利な口座振替を利用しましょう！
　国保税の納付には口座振替が便利です。指定し
た口座から自動的に引き落とされるので、忙しい
方や不在がちな方におすすめです。振替希望の金
融機関で手続きをしてください。
◎必要なもの
納税通知書・預金通帳・はんこ（通帳届出印）

おすすめ！

平成30年度国保税納期限

◇第７期　１月31日牙
◇第８期　２月28日牙
◇第９期　４月１日俄

◆問合せ先／役場住民税務課 
住民室緯87繰0511、税務室緯87繰0512

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繰3111

　★コラール・ド・めざみ／女声合唱団　
　★ゆりコーラス／女声合唱団
　★プロージット／男声合唱団
　★ミルキーウェイ／少年少女合唱団
　★コンチェルティーノアミーチ／吹奏楽団
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」緯72―3111

音楽にかかわる活動団体メンバー募集
　「あ～す」では、以下の団体へご参加いただける方「あ～す」では、以下の団体へご参加いただける方をを
募集しています。新年を機に、音楽などの活動に触募集しています。新年を機に、音楽などの活動に触れれ
てみませんか？興味のある方は「あ～す」までお気てみませんか？興味のある方は「あ～す」までお気軽軽
にご連絡くださいにご連絡ください。。
　★★「「あ～あ～すす」」イベント企イベント企画画・・推進スタッ推進スタッフフ／あ～す／あ～す

イベントの企画推イベントの企画推進進
　★★出羽之国飯豊山白流太鼓保存出羽之国飯豊山白流太鼓保存会会／和太鼓演奏団体／和太鼓演奏団体
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冬の省エネ県民運動

◆ウォームシェアの取り組み例
・家族がそれぞれの部屋で暖房を使うのではなく、一つの
部屋で過ごす
・家族または友人と集まって「鍋」を囲むなど、一緒に食
事をとる
・家の暖房を切り、公共施設や銭湯、飲食店などにみんな
で出掛ける
※健康に留意し、無理のない範囲で取り組みましょう
※高齢者や慢性の病気をお持ちの方などは、浴室・脱衣所・
トイレなどの寒さ対策には十分に気を付けてください
（急激な温度変化で血圧が変動して、気を失ったりする
「ヒートショック」の危険が高まるためです）
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室緯87―0514

　昨年12月から３月まで、冬の省エネ県民運動が展開され
ています。地球にも、家計にも優しい省エネの取り組みを
紹介します。
◆省エネの取り組み例
焔家族で団らんして、使用しない照明はこまめに消す
焔テレビは、画面を明るすぎないようにする
焔お風呂は、家族で間隔をあけずに入る　
焔電気カーペットの設定を「強」から「中」
にする
焔こたつの設定を「強」から「中」にする　
焔暖房をいつもより１℃下げる　
焔暖房の使用時間を１時間減らす　
焔冷蔵庫にものを詰めすぎない　

■平成30年12月13日以降に登録され
た平成31年１月11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
非・パ介護員【年度更新】(社福)いいで福祉会
非調理員(社福)いいで福祉会
正造園土木作業員（見習い可）㈱伊藤造園土木
正運転手（10ｔまたは４ｔ）㈲菊地工業
正一般事務㈲渡部製材所
正スタンド業務㈱梅津商店
正スタンド業務およびローリー配達㈱梅津商店
パ送迎運転手㈱佐竹製作所　山形工場
非部品加工および関連作業㈱佐竹製作所　山形工場
非検査・出荷関連作業㈱佐竹製作所　山形工場
正部品加工および関連作業（マシニングセンター）㈱佐竹製作所　山形工場
正金属精密部品の加工および関連作業員㈱佐竹製作所　山形工場
パ調理および介護補助員㈱アクト（さわやかホーム）
パ(請)管理事務所内の清掃・給食業務㈱長陵
パ(臨)貴金属の製作・加工【急募】㈱並木製作所　山形工場
正技能職㈱デンソー山形
正技能職（出向対応可）㈱デンソー山形
正技能職【平成31年３月１日入社】㈱デンソー山形
正検査員㈱大岸製作所　山形工場
パ管理業務㈲フラワーステーション山形
非・パ農作業員小文次ファーム　長岡悠平
パ総菜担当㈲セルカ

●らくらく筋トレ教室
　休館のお知らせ
　今年２月に、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
の入れ替えを予定しています。
　これは、平成17年から順次整備し
てきたマシンが老朽化したことと、

近年の利用者数増加を踏まえ、機器
の増設や開館日数の拡大など、運営
の見直しを図るためのものです。
　このことにより、次の日程でらく
らく筋トレ教室を休館とさせていた
だきます。
　ご利用者の皆さま、新規ご利用を
検討されている皆さまには大変ご不
便をおかけします。何卒、ご理解と
ご協力をよろしくお願いします。

【休館期間】
　２月９日松から３月31日掌まで
　なお、３月に内覧会の開催を予定
しています。リニューアルオープン
の日程と合わせて、広報紙などによ
りご案内します。
◆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

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 教 室

住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら

みんなで集まり
ウォームシェアを

「家族 団 らん 心あったか 笑顔で省エネ」
だん



２月

　３歳児健診　　　
司日時／２月28日牙 13：00までおいでください
司対象者／平成27年７月・８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（事前に送付予定）

司日時／２月21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３月・４月・６月・７月生まれ
③平成29年３月・４月・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、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／２月６日我８：50～15：30
司対象者／平成31年６月・７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）

　４カ月児・９カ月児健診　　
司日時／３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30年９月・10月生まれ
　　　　　９カ月児／平成30年４月・５月生まれ
　幼児歯科健診　　
司日時／３月７日牙 13：00までおいでください
司対象者
①平成28年５月・10月・11月生まれ
②平成29年１月・２月・５月生まれ
③平成30年２月・３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（１回目）

３月の乳幼児健診日程

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86－2338キララ☆アスリートクラブ 18：00～（スポーツセンター前集合）金1

飯豊学講座 地域史学習会 13：30～（あ～す）
いいで黒べこ「冬の陣」第弐陣 18：30～（物産館）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土2

東部地区子ども会育成会雪中ゲーム大会 ９：30～（東部地区公民館前）
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 13：30～（手ノ子スキー場）
自然エネルギーからの持続可能な地域づくりフォーラム
13：30～（あ～す）

日3

月4

今日も元気に百歳体操 10：00～（白椿地区公民館）火5

キララ☆アスリートクラブ 18：00～（スポーツセンター前集合）水6

さわやかクラブ料理教室 ９：30～（西部地区公民館）木7

キララ☆アスリートクラブ 18：00～（スポーツセンター前集合）金8

キララ☆書道教室 ９：00～（中部地区公民館）
スキージュニアバッジテスト・級別テスト ９：00～
（手ノ子スキー場）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）

土9

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 13：30～（手ノ子スキー場）日10

月11

今日も元気に百歳体操 10：00～（白椿地区公民館）火12

キララ☆アスリートクラブ 18：00～（スポーツセンター前集合）水13

しろつばき雪まつり実行委員会 19：00～（白椿地区公民館）木14

キララ☆アスリートクラブ 18：00～（スポーツセンター前集合）金15

土16

第54回町民スキー大会（兼）第34回町小学校スキー大会
８：30～（手ノ子スキー場）日17

東京外国語大学スタディーツアー 14：30～（町内）～【25日】月18

今日も元気に百歳体操 10：00～（白椿地区公民館）火19

キララ☆アスリートクラブ 18：00～（スポーツセンター前集合）水20

幼児歯科健診 13：00～（健康福祉センター）木21

キララ☆アスリートクラブ 18：00～（スポーツセンター前集合）金22

キララ☆書道教室 ９：00～（中部地区公民館）
西部スキー教室 ９：30～（手ノ子スキー場）・もちの会 11：30～
（西部地区公民館）
中津川雪祭り 16：00～（旧中津川小中学校グラウンド）

土23

しろつばき雪まつり 14：30～（白椿地区公民館）
西部地区夕灯のつどい 18：00～（西部地区公民館）日24

町農業委員会総会 ９：30～（役場）月25

今日も元気に百歳体操 10：00～（白椿地区公民館）火26

ピラティス教室 10：00～（東部地区公民館）
キララ☆アスリートクラブ 18：00～（スポーツセンター前集合）水27

３歳児健診 13：00～（健康福祉センター）木28

電話番号担当歯科医院期日
85－2075　白鷹 五十嵐歯科医院２月３日蚊

0238－23－0370米沢 鈴木歯科医院２月10日蚊
0238－50－3348南陽 板垣歯科クリニック２月11日俄
0238－23－2206米沢 三條歯科医院２月17日蚊
0238－50－0418南陽 いとう歯科クリニック２月24日蚊

休日歯科診療担当医院

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。
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