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引越しの際は、住所 の 異 動 手 続 き を 忘 れ ず に ！
住民票の住所の異動届（転出・転入・転居など）は、国民健康保険、国民年金、選挙人名簿への登録
などにつながる大切な手続きです。市区町村窓口で「正確な住所の届け出」をお願いします。

◎入学・就職・転勤などによる引っ越しで、住所を異動される方は…

◆住民票の異動の届け出を！
転出届、転入届、転居届など
◎他の市区町村へ転出する場合
飯豊町

引っ越し先の
市区町村

【転出前に】
転出届を提出して転出
証明書を受け取る
【転入日から14日以内に】
転出証明書を添えて転入
届を提出

◎飯豊町内で転居する場合
飯豊町内

【転居日から14日以内に】
転居届を提出

○町民の皆さんに送付している
マイナンバーの「通知カード」

◆各種カードの住所変更もお忘れなく！
・マイナンバーの「通知カード」
・「マイナンバー（個人番号）カード」
・「住民基本台帳カード」など
※カードに記載の住所が住民票上の住所と異な
ると、証明書類として利用できません。
マイナンバーカードの利用範囲は今後拡大
されていく予定です。
まだマイナンバーカードの交付申請をされ
ていない方は、通知カードとともに送付され
た交付申請書を用いて交付申請を行ってくだ
さい。交付申請書を紛失した場合は役場で再
発行できますのでお申し出ください。

○申請をされた方に交付している
「マイナンバー（個人番号）カード」

これらの「住所」は最新のものにする必要があります。

◎通知カード・マイナンバーカードを紛失したときは…
役場へ紛失の届け出をすると、再交付申請をすることができます。再交付手数料は、通知カードが500
円、マイナンバーカードが1,
000円です。また、通知カードや交付申請書を紛失しても、マイナンバー
カードの交付申請をすることができます。マイナンバーカードの初回交付時の手数料は無料です。
◆届出・問合せ先／役場住民税務課住民室☎87
繰0511

暮

国保税
煙納期限／４月１日俄
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87－0512、87－0513

３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。

見つけよう、君の未来！
やまがたで学ぼうフェア
◆日時／３月９日松10：00～16：00
◆会場／イオンモール天童
◆内容／県内にある大学・短期大学・
専門学校など34校を紹介
斬学校紹介パネルの展示、学校で身に
付けられる知識や技術を紹介する体
験ブース、学校案内やオープンキャ
ンパス情報などの配布
◆その他／申し込み不要・入場無料
◆問合せ先／大学コンソーシアムやま
がた緯023
繰628
繰4842

自動車の検査・登録手続き
はお早めに！
例年、年度末は自動車の検査や登録
の手続きが集中し、窓口が大変混み合
います。自動車の継続検査（車検）
や、
移
転登録（名義変更）、抹消登録などの登
録手続きは早めに済ませてください。
登録手続きに必要な書類などの案内は、
山形運輸支局のホームページ（山形運
輸支局で検索）の利用が便利です。
◆問合せ先／山形運輸支局
緯050
繰5540
繰2013
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ありがとうございました。
平成30年11月から平成31年１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。
【飯豊町へ】
◎中津川体育館清掃／中津川地区子ど
も会育成会
【東部地区公民館へ】
◎花壇整備・花植え／東部地区高砂会
【町内全小学校へ】
◎読み聞かせ／あ～すまいり～ず
【第一小学校へ】
◎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）

ら し の

心配ごと相談

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）

行政相談

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）

【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
◎英語活動指導、ALT補助／茂木栄子さん
【添川小学校へ】
◎英語活動指導、ALT補助／茂木栄子さん
◎５・６年生講話／井上俊幸さん
◎稲作指導／昭和地区農地・水・環境保
全会の皆さん
【町内幼児施設へ】
◎クリスマス会サンタクロース・トナカ
イ役の協力／飯豊ライオンズクラブ
【飯豊わくわくこども園へ】
◎読み聞かせ／あ～すまいり～ず
【添川児童センターへ】
◎里芋掘り・大根掘り体験／新野崇さん
◎そば打ち体験／東部地区そば打ち愛
好会（つなぎの会）
【手ノ子幼稚園へ】
◎事務室ヒーター掃除／珂髙橋工務店
◎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

善

意

相 談 ３月

の

窓

心遣いに感謝します。
平成30年11月から平成31年１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】
◎公益社団法人長井・西置賜地域シル
バー人材センター／門松（１対）
◎山形おきたま農業協同組合
（川西町）
、
全国共済農業協同組合連合会山形県
本部
（山形市）
／カーブミラー
（５基）
【あ～すへ】
◎今照夫さん／額縁（３枚）
◎山口八郎さん／図書（52冊）
◎長谷川清さん／生け花（１式）
【中部地区公民館へ】
◎那須絹子さん／布巾（12枚）
◎宇津木達男さん／だんごの木
（１本）
【東部地区公民館へ】
◎齋藤徹さん／写真（多数）
◎二瓶京子さん／タオル（10枚）

【中津川地区公民館へ】
◎織田洋典さん／リンゴ（50箱）
◎はてなの会／椅子（８脚）
◎宮かよ子さん／机カバー（１枚）
【町教育委員会へ】
ひし
◎小松誠一郎さん／石英（１個）
、菱マ
ンガン鉱（１個）
【町内全小・中学校へ】
◎一般社団法人長井地区歯科医師会
歯磨きCD（計12枚）
【第一小学校へ】
◎千葉県南房総市立千倉小学校／花束（１箱）
【第二小学校へ】
◎梅津松男さん／だんごの木（１本）
【添川小学校へ】
◎井上俊幸さん／シクラメン（９鉢）
【手ノ子小学校へ】
◎今照夫さん／額縁（１枚）
【つばき保育園へ】
◎二瓶幸浩さん／花プランター（10鉢）
◎梅津松男さん／だんごの木（１本）
◎伊藤昭一さん／門松（１対）
、しめ飾
り（１本）
【添川児童センターへ】
◎新野崇さん／大根（多数）
【手ノ子幼稚園へ】
◎井上俊一さん／だんごの木（１本）
◎小関惠子さん／リンゴ（多数）、煎餅
（３袋）
、みそ餅（30切れ）
◎元木ヒデ子さん／煎餅（３袋）
◎男鹿晃生さん／ミカン（30個）、煎餅（２袋）
◎寒河江安子さん／リース（１個）
【こどもみらい館へ】
◎二瓶幸浩さん／プランター（４鉢）
◎井上俊幸さん／シクラメン（２鉢）
【羽前椿駅へ】
◎長谷川清さん／生け花（１式）
「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11月～平成31年１月
1,
335件／22,
660,
000円
斬平成30年度合計
2,
451件／41,
695,
000円
【お知らせ版】広報いいで
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３月の土・日・祝日水道修理担当業者
日 曜

山形ワークフェスi
n東京
（合同企業説明会）

業

者

名

電話番号

日 曜

業

者

名

電話番号

２ 土

佐藤管工業

72－2191 21 木

髙橋工務店

75－2086

３ 日

佐藤管工業

72－2191 23 土

髙橋工務店

75－2086

９ 土

髙橋工務店

75－2086 24 日

佐藤管工業

72－2191

10 日

髙橋工務店

75－2086 30 土

佐藤管工業

72－2191

16 土

佐藤管工業

72－2191 31 日

髙橋工務店

75－2086

17 日

佐藤管工業

72－2191

「さくらんぼナンバープレート」
の交付が始まっています

飯豊町タブレット講座
（「L
I
NE」の使い方）
受講は飯豊町内の方に限ります。受

山形県では、県外の学生などの県内

昨年、県民からの公募によって決定

企業への理解を深め、県内就職を推進

した、山形の真っ赤なさくらんぼが図

講料は無料です。

するため、「山形ワークフェスi
n東京」

柄になったナンバープレートの交付が

◆会場／あ～す２階会議室

を開催します。詳細はホームページ

始まりました。新車・中古車購入時は

◆基礎編

（
「山形ワークフェス」で検索）をご覧

もちろん、現在乗っている車にも同じ

◇日時／３月12日昇13：30～16：00

ください。

番号で取り付けることができます。

◇対象／これから「L
I
NE」を始めたい

◆日時／３月９日松・10日掌

◆費用／中型登録車7,
870円、軽自動

11：00～16：00
◆会場／新宿エルタワー 30階サンスカ
イルーム（東京都新宿区西新宿161）
◆参加企業
県内140社（各日70社）予定
◆対象／2020年３月卒業予定の学生、
既卒者、U・I
・Jターン希望者など
◆参加方法／事前の参加申し込みは不
要です。ただし、奨学金相談コーナー
への相談は予約が必要です
◆申込・問合せ先／山形県雇用対策課

車8,
500円

方、
「L
I
NE」は使っているけど基礎
から学びたい方

000円以上の
残上記金額のほかに、1,

◇内容／「L
I
NE」の基礎機能について

寄付を納付すると、フルカラーの図

学びます。トーク、スタンプ、無料

柄入りプレートが交付されます
◆申込・問合せ先／山形県自動車整備
振興会緯023
繰686
繰483
またはお近くの整備工場や自動車販
売ディーラーヘ

林業退職金共済制度（林退
共）の退職金請求について
林業の仕事に従事されたことがあり、

通話、友達登録など「L
I
NE」を使う
上でよく使う基本機能を理解するこ
とができます
※すでに「L
I
NE」をお使いの方は、ご
自身のスマホまたはタブレットを使
用します。接続は、準備するW i
Fi
に接続できます。なお、スマホやタ
ブレットは持っているけど「L
I
NE」

当時、林退共制度に加入していた方、

アプリがまだ入っていない方、端末

平成31年度民間国際交流団体
活動推進支援助成事業募集

もしくは加入していたかもしれない方

をお持ちでない方は申し込み時にお

で、退職金請求手続きをした心当たり

知らせください

緯023
繰630
繰2375

（公財）山形県国際交流協会では、県

のない方は、お気軽に最寄りの支部ま

◆活用編

内の民間団体が行う地域の国際化を推

たは本部へお問い合わせください。ま

◇日時／３月13日昌13：30～16：00

進する事業に対し助成を行います。希

た、林退共事業本部では、被共済者の

◇対象／すでに「L
I
NE」を使っている

望される団体は、６月15日松までに所

方が確実に退職金を受け取ることがで

方、使い方に不安がある方、もっと

定の様式にて申請してください。ただ

きることを目的として、現況調査、ア

し、４月から６月末にかけて実施予定

ンケート調査を実施していますので、

の事業については、３月31日掌までに

ぜひ調査にもご協力ください。詳しく

学びます。日常生活で役立つ
「L
I
NE」

書類を提出してください。

は林退共ホームページをご覧ください。

のサービスや、
「L
I
NE」を安全に使

斬 １団体当たりの上限申請額は20万

◆問合せ先／（独）勤労者退職金共済機構林

うためのトラブル回避術なども紹介

円（申請後審査）です
斬 ４月１日から翌年の３月31日の間

に行う事業が対象です

業退職金共済事業本部緯03
繰6731
繰2889

借金返済に関する相談窓口

斬渡航費のみの申請や対象が会員のみ

相談は秘密厳守、相談料無料です。

など、波及効果の低い事業と判断さ

◆相談専用電話／緯023
繰641
繰5201

れる経費は対象になりません。詳し

◆受付／月～金曜日（祝日除く）

くはお問い合わせください
◆申込・問合せ先／（公財）
山形県国際
交流協会緯023
繰647
繰2560
3
●

８：30～16：30
◆問合せ先／山形財務事務所理財課
緯023
繰641
繰5178

使いこなしたい方
◇内容／「L
I
NE」の活用機能について

します
※ご自身のスマホまたはタブレットを
使用します。接続は、準備するW i
Fi
に接続できます
◆定員／各５名
（定員に達した場合は抽選）
◆申込締切／３月６日昌17：30
◆申込・問合せ先／日本・アルカディア・
ネットワーク叙・木村緯84
繰5711

国民健康保
国民健康保険
国民年金の手続き
国民年金の手続きについて
ついて
■マイナンバーの確認を行います
下記の場合は異動後14日以内に手続きが必要です。また、手続きの際にはマイナンバーの確認を行いま
すので、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード（※１）と本人確認書類（※２）を持参して
ください。詳しくは住民税務課住民室までお問い合わせください。

士国保・国民年金に加入するとき
こ
ん
な
と
き
は
必
ず
届
出
を
概

持参するもの

ほかの市町村から転入したとき

⇒

はんこ、本人確認書類、
マイナンバーカードをお持ちでない方：転出証明書

職場の健康保険をやめたとき(
※３）

⇒

職場の健康保険をやめた証明書、はんこ、年金手帳

家族の健康保険の扶養からはずれたとき

⇒

家族の健康保険をはずれた証明書、はんこ、年金手帳

士国保・国民年金をやめるとき

持参するもの

ほかの市町村へ転出するとき

⇒

国保の保険証、はんこ、本人確認書類

職場の健康保険に加入したとき

⇒

国保と職場の両方の保険証、
はんこ、
年金手帳

家族の健康保険の扶養になったとき

⇒

国保と職場の両方の保険証、
はんこ、
年金手帳

国保の被保険者が死亡したとき

⇒

国保の保険証、
死亡を証明するもの、
はんこ

町内で住所が変わったとき

⇒

国保の保険証、はんこ、本人確認書類

世帯主や氏名が変わったとき

⇒

国保の保険証、はんこ、本人確認書類

就学のため別に住所を定めるとき

⇒

国保の保険証、はんこ、在学証明書、本人確認書類

保険証や年金手帳をなくしたり、
汚れて使えなくなったとき

⇒

はんこ、本人確認書類

士その他

持参するもの

※１ マイナンバーを証する書類（マイナンバーカードまたは通知カード）を紛失してしまった場合は、紛失の届
出をした上で再交付手続きができます。役場住民税務課住民室にお越しください
※２ 運転免許証など本人確認ができる書類のことです
※３ 家族の健康保険の扶養になる場合や健康保険を任意継続する場合などを除きます

◆問合せ先／役場住民税務課住民室 緯87―0511

◆本を返すとき／受付にお持ちください。なお、休館
日や閉館後に返却する場合は、
「あ～す」正面玄関右
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」図書室を利用してみません
図書室を利用してみませんか
か
初めて本を借りる方でも手続きは簡単です。
「あ～す」
にお越しの際には、ぜひ図書室にもお立ち寄りください。
◆初めての方は／本を借りる場合は『図書利用カード』
の作成が必要です。受付に設置してある「登録申込
書」に記入の上、本人確認できるもの（運転免許証、
保険証など）をご提示ください
◆本を借りるとき／借りたい本が決まったら『図書利
用カード』と一緒に受付にお持ちください。カード
をお忘れの場合でも貸し出しできますので、受付に
てお申し出ください

側にある「図書返却口」をご利用ください（返却は
24時間可能です）
◆貸出冊数・貸出期間
斬個人／５冊まで・２週間
斬団体／100冊まで・１か月
◆開館時間
斬４月～９月／９：00～19
：00
斬10月～３月／９：00～17
：00

春のおすすめの本

◆ほかの図書館からの貸借／「あ～す」図書室に所蔵
していない本については、ほかの図書館から借りる
こともできますのでお気軽にお声がけください
◆その他／辞書や図鑑、郷土資料などの参考図書は貸
し出しできませんので、館内にて閲覧ください。雑
誌は最新号を除いて貸し出しできます。最新号は館
内にて閲覧ください
【お知らせ版】広報いいで

2019/
2/
28
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職
種
雇用形態
電子自動組立生産ラインオペレーター、
SMD実装ラインオペレーター、生産技術、
㈱デンソー山形
正
はんだ付内部外観チェック作業、生産管
■１月11日以降に登録された２月13
理、基盤実装製造技術、品質保証など
日現在の町内求人情報を受け付け順
㈱デンソー山形
技能職【期間契約社員】
非
に掲載しています。雇用の状況によ
郵便物・小包、配達・集荷
長井郵便局
非
【60歳以上の方も応募歓迎】
り、募集が停止されている場合があ
㈱ヤマコー コミュニティ事業部 施設管理（受付・事務）
パ
ります。
㈱レペック
研磨工、機械工（MC）
正
■事業所によっては複数の職種の募集
㈱佐藤鉄筋
鉄筋工、加工作業員
正
がありますが、掲載枠の関係上、一 西置賜ふるさと森林組合
一般事務職（現場管理および事務）
正
(
特非)
ほっと
デマンドオペレーター、子育てサポーター
パ
部省略しています。
配送・集荷業務および作業員
正
■雇用形態は、正＝正規社員、非＝非 ㈲フラワーステーション山形
㈲フラワーステーション山形
園芸作業員
パ
正規社員、パ＝パート労働者、派＝
㈲菊地工業
一般事務・経理事務
正
有期雇用派遣で表記しています。
㈲小池建築
大工
正
介護員
非
■詳しくは、町ホームページかハロー (福)いいで福祉会
(
福)
いいで福祉会
調理員
パ
ワーク長井にお問い合わせください。
(福)いいで福祉会
調理員【60歳以上限定求人】
パ
◆問合わせ先
プレスオペレーター、検査員、MCオ
㈱大岸製作所 山形工場
正
ハローワーク長井緯84
繰8609
ペレーター、ロボットオペレーター
ファストフードコーナー調理・提供
非
町商工観光課産業連携室緯87
繰0523 飯豊めざみの里㈱
事業所名

ハ ロ ー ワ ー ク
飯 豊 町 求 人 情 報

－新年度を前に食品ロスを考える－
さんまる

住民税務課生活環境室から
住民税務課生活環境室か
ら

いち まる

「もったいない」の心で「 30・ 1 0運動」をすすめよう

食べられるのに廃棄される食品は「食品ロス」と呼ばれます。
宴会の食品ロス量は、ランチや定食の５倍に上ります。
春には地域の総会・職場の顔合せ・花見、一年の節目には暑気払い・芋煮会・忘新年会と、宴会は付き物です。
新年度を前に、食品ロスを考えましょう。
さんまる

いちまる

■ 30・ 10運動とは？

宴会の席で、
「みんなで美味しく食べきる」運動です。

乾杯後30分間 ／ 味わいタイム

できたての料理を味わう【自席を離れない】

↓
その後

／ お楽しみタイム

会場内で親睦を深める【料理も忘れない】

↓
お開き前10分間 ／ 食べ切りタイム

もう一度、料理を楽しむ【自席に戻って】

世界と日本の１年間の食糧事情は
世界では、約９人に１人が栄養不足です。
国連の機関からの食糧援助量は、世界全体で380万ｔ／年であるのに
対し、日本だけでの年間食品ロス発生量は646万ｔという膨大な量です。

約２倍…

＜

世界全体の食糧援助
日本の食品ロス
380万ｔ
646万ｔ
日常に「もったいない」の心を
「もったいない」は、日本で生まれた言葉です。
宴会で乾杯したら、
「自分は食べなくても、お客さまの所に行ってあいさつを…」と思うのも、日本の慣習
かもしれません。
食べられるものが、大量に廃棄されてしまう日本の実態。
未来の子どもたちに住みよい地球環境を残すためにも、
「もったいない」の推進に、町民の皆さんのご協力
をよろしくお願いします。
町では、30・10運動の普及を目指して、30・10運動を紹介するコースターを現在作成しています。
町内で見かけたら、ぜひご利用ください。
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室緯87
繰0514

【お断り】「町健康福祉課の健康教室」は休みます。
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３月
1 金

しろあと教室役員会 ９：30～（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）

防災に関わる研修会 ９：30～（あ～す）
子どもキッチン ９：30～（中部地区公民館）
2 土
東部地区ドッジボール大会 13
：45～（添川小学校）
キララ☆スポーツの日 19
：00～（スポーツセンター）

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／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

（東部地区公民館）
3 日 東部地区生花教室閉級式 ９：30～
：00～（西部地区公民館）
4 月 さわやかクラブ閉講式 10
：00～（中津川地区公民館）
5 火 はてなの会 10

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

キララ☆アスリートクラブ 18
：00～（スポーツセンター前集合）
6 水
白椿地区運営審議会 19
：00～（白椿地区公民館）

幼児歯科健診

：00～（健康福祉センター）
7 木 幼児歯科健診 13

司日時／３月７日牙 13
：00までおいでください

４カ月・９カ月児健診 13
：00～（健康福祉センター）
8 金
キララ☆アスリートクラブ 18
：00～（スポーツセンター前集合）

司対象者／臼平成28年５月・10月・11月生まれ

マイナンバーカード交付申請出張受付 ８：30～（あ～す）
キララ☆書道教室 ９：00～（中部地区公民館）
9 土
東部地区小学校卒業生そば打ち体験教室 ９：30～（東部地区公民館）
キララ☆スポーツの日 19
：00～（スポーツセンター）

渦平成29年1月・２月・５月生まれ
嘘平成30年２月・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、子ども用歯ブラシ、健

診料金500円

10 日

母子健康手帳交付

11 月

司期日／月曜日～金曜日（祝日除く）

はてなの会 10
：00～（中津川地区公民館）
12 火
秋桜倶楽部閉級式 19
：00～（白椿地区公民館）

司時間／８：30～17：00

ピラティス教室 10
：00～（東部地区公民館）
：00～（スポーツセンター前集合）
13 水 キララ☆アスリートクラブ 18
白椿地区分館連絡協議会 19
：00～（白椿地区公民館）

司内容／妊娠届出時の健康相談

司場所／健康福祉センター

※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

：00～（西部地区公民館）
14 木 ふるさと学園閉講式 10
マイナンバーカード交付申請出張受付 ８：30～（あ～す）
：00～（中部地区公民館）
15 金 婦人学級役員会 11
キララ☆アスリートクラブ 18
：00～（スポーツセンター前集合）

パパママ教室（２回目）
司日時／３月６日我

司場所／長井市保健センター

16 土 飯豊中学校卒業式（中学校体育館）

司持ち物／母子健康手帳、１回目の時に配布した

17 日

テキスト、筆記用具、動きやすい服装

18 月 第一小・第二小・手ノ子小・添川小学校卒業式（各学校体育館）
19 火

はてなの会 10
：00～（中津川地区公民館）
いちごクラブ閉級式 19
：30～（白椿地区公民館）

20 水
21 木
22 金
23 土

伝承料理作り 町内５地区公民館合同事業 10
：00～
（中津川地区公民館）
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）

24 日

休日歯科診療担当医院
期日

担当歯科医院

電話番号

３月３日蚊

米沢 平間歯科医院

023823－8148

３月10日蚊

長井 斎藤歯科医院

88－1827

３月17日蚊

高畠 八木歯科医院

023852－0117

３月21日牙

米沢 やまざき歯科医院

023821－6480

３月24日蚊

川西 ふなやま歯科医院

0238－42－3057

３月31日蚊

米沢 村山歯科医院

0238－23－8640

４月の乳幼児健診日程（予定）

（役場）
25 月 飯豊町農業委員会総会 ９：30～
（中部地区公民館）
26 火 中部地区婦人学級閉級式 ９：30～
27 水

８：50～11：40

司対象者／平成31年６月・７月出産予定の初妊婦と夫

飯豊わくわくこども園・つばき保育園・添川児童センター・手
ノ子幼稚園卒園式（各施設）

１歳６カ月児健診
司日時／４月25日牙 13
：00までおいでください
司対象者／平成29年８月・９月・10月生まれ
幼児歯科健診

：00～（西部地区公民館）
28 木 西部地区運営審議会まちづくり委員会 18

司日時／４月18日牙 13
：00までおいでください

：00～（白椿地区公民館）
29 金 白椿地区いきいき教室閉級式 10

司対象者

30 土
31 日

①平成28年１月・２月・８月・９月・12月生まれ
②平成29年12月生まれ
③平成30年１月・４月生まれ
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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。

