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お　知　ら　せ　版

May
2019 5.30

令和元年度職員採用試験のご案内
令和元年度職員採用試験を下記の日程で行います。
受験を希望される方は、試験案内などをご確認の上、受付期間内に必要書類をご提出ください。

◉ 種 類
試験区分 採用予定人員 受験資格

上級行政
上級土木

一般枠 若干名
平成２年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた方（学歴不問）。
または、平成10年４月２日以降に生まれた方で、学校教育法による大学（短
大を除く）を卒業した方（令和２年３月までに卒業見込みの方を含む）

社会人
経験枠 若干名

昭和55年４月２日から平成２年４月１日までに生まれた方で、民間企業な
どでの職務経験が令和２年３月31日時点で、５年以上ある方（アルバイト・
パートタイム職員を除く）

保育士 若干名 昭和50年４月２日以降に生まれた方で、保育士または幼稚園教諭資格を取 
得しているか、本年度資格取得見込みの方

◉ 日 程
試験日程 試験内容 試験会場

第１次試験 ７月28日㈰ 教養試験・作文試験・職場適応性検査
専門試験（上級土木・保育士）

町民総合センター
「あ～す」

第２次試験 ８月下旬
※第１次合格者にのみ通知

個別面接試験 　  　※第１次試験合格者
　　  　にのみ通知

◉ 申込・合否の発表について
受付期間 ６月10日㈪から６月28日㈮まで（土・日曜日を除く）8:30 ～ 17:15

合格発表 第１次試験は８月中旬、最終合格者発表は９月下旬発表予定

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。採用予定時期は令和２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
役場総務課総務財政室　☎87-0520

◉ 手続き上の注意について
　試験案内、申込書およびエントリーシートは、６月３日㈪から役場総務課総務財政室で配布するほか、
町ホームページにも掲載しますので印刷してご活用ください。

そのほか不明な点は下記担当までお問い合わせください
◆問合せ先／役場総務課総務財政室　☎87-0520
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心配ごと相談

行 政 相 談

日 時：５日㈬13:00 ～ 15:00
会 場：あ～す
問合せ先：役場住民課（☎87-0514）

納　税
６月

住民税
• 納期限／７月１日㈪
• 問合せ先
　役場税務会計課税務室
　☎87-0512、87-0513

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！
口座振替の手続きは希望する金融機関窓口で。

暮 ら し の 相 談 ６月

　詳細はお問い合わせください。
◆募集人数／６名
◆勤務期間／６月中旬～９月上旬
◆申込期限／６月８日㈯
◆ 申込・問合せ先／町社会教育課生
涯学習振興室☎72-3111

◆日時／６月20日㈭9:40 ～ 11:30
◆ 場所／米沢養護学校長井校（長井
市豊田小学校内）

◆ 対象／長井校に興味のある保護者、
小・中学校に就学を考えている保
護者、保育園・幼稚園・小学校・
中学校関係者、福祉関係者

◆申込期限／６月13日㈭
◆  問合せ先／米沢養護学校長井校
　☎88-5277

　地域の任意団体が管理運営する観
光施設の修繕や誘客促進などにつな
がる事業について、町が経費の一部
を予算の範囲内で支援します。詳細
はお問い合わせください。
◆ 対象事業／水飲み場や安全柵、休
憩ベンチ、案内看板などの修繕や
新設（町の施設は対象外）

◆補助金額／１団体上限15万円
◆予算総額／ 30万円
◆ 申請方法／町ホームページまたは
下記の申請先から申請書を入手し
て６月21日㈮までに提出

◆ 申請・問合せ先／役場商工観光課
観光交流室☎87-0523

　連絡は匿名で行うことも可能です。
連絡者や連絡内容に関する秘密は守
られます。児童虐待かと思ったら、
児童相談所全国共通ダイヤルまで。

町民プール監視員を
募集します

山形県立米沢養護学校長井校
「学校見学会」のお知らせ

　町内の農林水産物を使った加工品
の開発や改良、販売促進などを行う
町内の団体や個人に対し支援します。
◆対象経費・補助額
○�原材料費、加工費、消耗品、印刷
製本費、機械器具の購入、レンタ
ル料、成分分析費用などの対象経
費の合計額の１／２以内（上限
50万円）
○�講師謝金、研修旅費などの対象経
費の１／２以内（上限10万円）

◆申込締切／６月28日㈮
◆ 申込・問合せ先／役場農林振興課
農業振興室☎87-0525

　自衛隊米沢地域事務所では、陸海
空自衛官を募集しています。それに
伴い下記の日時に説明会を実施しま
す。
◆説明会日時
　７月28日㈰13:00 ～ 15:00
　８月17日㈯10:00 ～ 12:00
◆ 場所／中部地区公民館情報交換室
◆ 問合せ先／自衛隊米沢地域事務所
（米沢市金池三丁目１-39、米沢
地方合同庁舎４階）
　☎0238-23-0011

　詳しくはお問い合わせください。
◆期間／７月30日㈫・31日㈬
　9:15 ～ 16:00まで
◆ 会場／山形県立山形職業能力開発
専門学校

◆ 対象者／原価の計算方法について
基礎を学び、仕事力アップを目指
したい方

◆ 問合せ先／山形県立山形職業能力
開発専門学校能力開発支援課
　☎023-644-9227

６次産業化に取り組む方を
支援します

自衛官募集及び説明会の
お知らせ

　県では、河川の管理上支障となる
樹木を伐採しており、この支障木を
薪などに利用する一般の方に無償提
供します。詳細は、役場に設置した
チラシ、または県のホームページを
ご覧ください。
◆ 提供期間／６月26日㈬・27日㈭
◆ 提供場所／置賜白川飯豊橋下流東
側の河川敷（飯豊町添川地内）

◆ 対象者／自ら積み込み運搬できる方
◆ 提供量／１人あたり軽トラック１
台程度（営利目的などの場合は提
供できません）

◆樹種／ニセアカシアなど
◆ 申込方法／①現地で申込書に記入
②役場に設置されたチラシまたは
県のホームページからダウンロー
ドした申込書に記入し当日持参

◆ 問合せ先／置賜総合支庁西置賜河
川砂防課☎88-8234

　詳しくはお問い合わせください。
◆試験期日／ 10月13日㈰
◆試験会場／山形市内
◆ 受付期間／６月10日㈪～ 28日㈮
（当日消印有効）

◆問合せ先
○�社会福祉法人山形県社会福祉協議会
☎023-622-2776
○�山形県健康福祉部長寿社会政策課
☎023-630-3124

　詳しくはお問い合わせください。
◆試験日時
　10月12日㈯13:30 ～ 15:30
◆試験会場／山形市（山形県庁）
◆ 受付期間／６月14日㈮～ 28日㈮
◆ 問合せ先／県食品安全衛生課食品
衛生企画担当☎023-630-2621

河川などの伐採木を
無償で提供します

令和元年度山形県介護支援専門員
実務研修受講試験のご案内

町内地域団体が管理する観光
施設の修繕などを支援します

受講者募集！
「原価計算基礎」

日 時：21日㈮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（☎72-3353）

日 時：21日㈮13:00 ～ 15:00
会 場：あ～す
問合せ先：役場住民課（☎87-0514）

人 権 相 談

児童虐待かと思ったら
☎１８９（いちはやく）へ！

令和元年度山形県調理師試験
のご案内
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　イーグルスキャップ（入学児童分）
◎長沼新聞店／文具セット

◎山形県トヨタ会
　交通安全紙芝居（１冊）
◎町交通安全協会
　蛍光キーホルダー（121個）

（乳児部へ）
◎渡部とめ子さん／タオル（16枚）

（幼児部へ）
◎平成30年度卒園児保護者一同
　 Hifiオーディオシステム（１台）、

デジタルカメラ（１台）

◎二瓶幸浩さん／花鉢（５個）
◎井上園芸さん／シクラメン（15鉢）
◎ 後藤恵美子さん／パネルシアター

ステージセット（１式）
◎島田章久さん／菓子袋（16袋）
◎伊藤昭一さん、綾子さん
　手作りペン立て、鍋敷き（17個）
◎平成30年度卒園児保護者一同
　 いもむしトンネル、デジタルカメ

ラ（１台）

◎井上園芸さん／花（12鉢）
◎平成30年度卒園児保護者一同
　ままごとトントンバラエティーセット
◎渡部銘子さん／ひな人形

◎伊藤正志さん／雪若丸（５キロ）
◎ 山形県木材産業共同組合／木製積

み木（２セット）
◎二瓶幸浩さん／花鉢（３鉢）
◎伊藤恵さん／卒園児似顔絵色紙
◎平成30年度卒園児保護者一同
　キーボード（１台）、紙芝居（５冊）

◎二瓶幸浩さん／花鉢（３鉢）

◎長谷川清さん／生け花（１式）

◎鈴木好洋さん／ＤＶＤ（２枚）
◎ 川崎武彦さん／Ａ３コピー用紙（６冊）
◎手ノ子小学校さん／「しらかわ」52号
◎志田今朝男さん／すいせん（多数）
◎鈴木昌利さん／すいせん（多数）
◎髙橋孝さん／すいせん（多数）
◎井上俊一さん／すいせん（多数）

◎長谷川清さん／生け花（１式）

◎㈲アグリメントなかさん／いちご

◎町交通安全推進協議会
　ランドセルカバー（入学児童分）
◎町交通安全協会連絡協議会
　反射材バック（入学児童分）
◎町交通安全母の会
　文房具セット（入学児童分）
◎㈲渡部製材所
　学習用鉛筆（入学児童分）

◎交通安全協会中部支部
　黄色の帽子（入学児童分）
◎ＪＡおきたま農業協同組合
　 補助教材「農業とわたしたちのく

らし」（40冊）
◎ 町防犯協会／防犯ベル(入学児童分)
◎ＪＡ山形おきたま飯豊支店
　ノート（入学児童分）
◎損保ジャパン日本興亜㈱
　反射材ワッペン（入学児童分）
◎東北楽天ゴールデンイーグルス
　イーグルスキャップ（入学児童分）
◎モンテディオ山形
　リフレクターバンド（入学児童分）

◎交通安全協会中部・西部支部
　黄色の帽子（入学児童分）

◎交通安全協会東部支部
　黄色の帽子（入学児童分）

◎ 交通安全協会西部・中津川支部、
手ノ子小後援会

　ヘルメット（入学児童分）
◎ＪＡ山形おきたま飯豊支店
　ノート（入学児童分）
◎損保ジャパン日本興亜㈱
　反射材ワッペン（入学児童分）
◎東北楽天ゴールデンイーグルス

　平成31年２月から４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。

◎読み聞かせ／あ～すまいり～ず
◎ トランペット鼓隊指導／飯豊町消

防団音楽隊
◎防犯ベル点検／防犯協会中部支部

◎那須建設㈱
　外壁杉板補修工事

◎読み聞かせ／あ～すまいり～ず

◎読み聞かせ／あ～すまいり～ず

◎読み聞かせ／あ～すまいり～ず
◎ 節分豆まき鬼役／飯豊ライオンズ

クラブ

◎読み聞かせ／あ～すまいり～ず

◎読み聞かせ／あ～すまいり～ず

ボ ラ ン テ ィ ア
ありがとうございました。

【第一小学校へ】

【添川小学校へ】

【飯豊わくわくこども園へ】

【手ノ子幼稚園へ】

【こどもみらい館へ】

善 意 の 窓
心遣いに感謝します。

　平成31年２月から４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。

◎ 東北電力㈱長井営業所
　ＬＥＤ街路灯（７灯）
◎ ㈱ユアテック米沢営業所
　ＬＥＤ街路灯取付工事（７灯）

◎長谷川清さん／生け花（１式）

◎ 宇津木達夫さん
　プリンターインクセット（１箱）

◎齋藤徹さん／写真（多数）

【飯豊町へ】

【中部地区公民館へ】

【東部地区公民館へ】

【西部地区公民館へ】

【町内全小・中学校、幼児施設へ】

【町内全小学校へ】

【第一小学校へ】
【手ノ子小学校へ】

【わくわくこども園へ】

【つばき保育園へ】

【手ノ子幼稚園へ】

【こどもみらい館へ】

【町民総合センターへ】

【添川児童センターへ】

【第二小学校へ】

【添川小学校へ】

【手ノ子小学校へ】

【椿駅へ】

　町に「ふるさと納税」として、
たくさんの方から寄附をいただき
ました。
◎平成31年２月～４月
　203件／ 3,270,000円
○平成30年度合計
　2,611件／ 44,070,000円

「いいでめざみの里応援寄附金」

【中津川地区公民館へ】

【第二小学校へ】
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児 童 手 当 の ご 案 内
　次代を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として、町内に住所がある方で、中学校修了前の児童を
養育し、生計を同じくする父母などに対して児童手当を支給しています。

◆支給期間／お子さんが中学校を修了するまで
◆支給額

児童の年齢 児童手当の額（１人当たり月額）
３歳未満  一律15,000円

３歳以上
  小学校修了前

 10,000円
（第３子以降は15,000円）

中学生  一律10,000円

※�児童を扶養している方の所得が所得制限限度額以
上の場合は、特例給付として月額5,000円を支給
※�第１、２、３子などの数え方は、18歳到達後の最
初の３月31日までの間にあるお子さんの出生順

◆ 支給時期／原則として、毎年６月、10月、２月に
それぞれ前月分までの手当を指定された金融機関
の受給者名義の口座に振り込み、支給します。今
年の６月の手当支給の場合は、２月～５月分の児
童手当を７日㈮に指定された金融機関の受給者名
義口座に振り込みます。

出生や転入で新規に児童手当を受給される方

引き続き児童手当を受給される方

◆ 手続き／お子さんが生まれたときやほかの市区町
村から転入したときは、「認定請求書」を提出す
ることが必要です（公務員の方は勤務先で手続き）。
　�認定請求書は出生により受給資格が生じた日の翌
日から15日以内に申請が必要です。
　�　認定を受ければ原則として、申請された月の翌
月分から支給されます。

◆持ち物
　○はんこ（シャチハタ不可）
　○�健康保険被保険者証の写し（受給者がサラリー
マンなどの被用者のみ）

　○請求者名義の金融機関の通帳
　○マイナンバーカードまたは通知カード
※�このほかにも、請求者と児童が同居している場合
などは、必要に応じて提出いただく書類がありま
す

◆ 手続き／児童手当を引き続き受けるためには、毎
年６月に現況届の提出が必要です。児童手当を受
給している方には６月上旬に現況届を送付します。
　�提出は６月29日㈯までです。お早めに提出し

てください。
　�　なお、５月以降新たに児童手当の新規申請（認
定請求）をされた方は、現況届の提出は必要あり
ません。

◆手続き場所
　《役場受付》
　▽期日／６月７日㈮～28日㈮まで（土・日を除く）
　▽時間／ 8:30 ～ 17:15
　▽場所／役場教育総務課子育て支援室
　※毎週月曜日と金曜日に延長窓口を行っています。
　　�当日の13:00までに予約いただくと18:30まで
受け付けします。下記問合せ先までご予約くだ
さい。

　《臨時受付》
　▽期日／６月29日㈯
　▽時間／ 9:00 ～ 17:00
　▽場所／あ～す２階会議室
　※郵送による届け出は受け付けできません
　※詳しくは、現況届に同封の案内をご覧ください

◆問合せ先／役場教育総務課子育て支援室
　☎87-0518
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第14回めざみの里カンタート
～「音楽のまち」飯豊町に５人の先生がやってくる～
　５人の豪華音楽講師陣と全国各地から集まった合唱団・合唱を愛好される方々による音楽の祭典
“めざみの里カンタート”。町民総合センター「あ～す」を会場に、７月６日㈯・７日㈰の２日間
にわたり町中に音楽をお届けします。

ピアノ
斎木ユリ

作詩家
村田さち子

作曲家
池辺晋一郎

指揮者
栗山文昭

ボイストレーナー
横尾佳子

　 ♪「カンタート」とは、合唱のためのコンサート・講習会・公演などを行うイベントのことです
　　 　音楽界の第一線で活躍されている５人の講師をお迎えして合唱の表現技術を学ぶ内容で、毎年飯

豊町内外から大勢の方に参加いただいているイベントです。
　　 　すぐに合唱に生かすことができる発声法を学ぶ「いい声」「もっといい声」講座や、参加者全員

でなじみのある歌を歌う「みんなで歌おうコーナー」、栗友会合唱団による演奏など、合唱が好き
な方ならどなたでも参加いただけます。さらに今年は、作詞の基本を学べる講座もありますので、
ぜひご来場ください。

第１日目／７月６日㈯ 第２日目／７月７日㈰
13:30 ～ 14:00  受　付

14:00 ～ 14:15  開講式

14:15 ～ 14:20
（５分）

 めざみの里カンタートにあたり一言
飯豊町芸術文化振興専門員：村田さち子

14:20 ～ 15:20
（60分）

 作詞のいろは　その１
《講師：村田さち子》

15:20 ～ 15:35  休　憩

15:35 ～ 16:20
（45分）

 「いい声」講座
　　　　《講師：横尾佳子》

16:20 ～ 16:35  休　憩

16:35 ～ 17:20
（45分）

 How to コーラス
《指揮：栗山文昭》

17:20 ～ 18:15  パーティー会場へ移動

18:15 ～ 18:30  ザ・パーティー受付

18:30 ～ 20:30
（120分）

ザ・パーティー（がまの湯温泉いいで旅館）
講師の先生方や、全国の仲間との新しい出
会いに乾杯！コーラスと飯豊の幸をおおい
に楽しみましょう。もしかすると、池辺先
生のピアノ演奏も聴けるかも…
お楽しみに！

9:00 ～ 10:00
（60分）

 「もっといい声」講座
《講師：横尾佳子》

10:00 ～ 10:15  休　憩
10:15 ～ 11:00

（45分）
 みんなで歌おうコーナー

《講師：栗山文昭》
11:00 ～ 12:00

（60分）
 作詞のいろは　その２

《講師：池辺晋一郎、村田さち子》

12:00 ～ 13:00  昼食休憩
13:00 ～ 13:40

（40分）
 演奏　栗友会合唱団

《指揮：栗山文昭》 
13:40 ～ 13:55  休　憩
13:55 ～ 14:45

（50分）
 栗友会合唱団の皆さんと「飯豊山」を歌おう
　第２楽章「とーびんと」パート練習

14:45 ～ 15:05  休　憩
15:05 ～ 15:25

（20分）
 全員合唱　第２楽章「とーびんと」

《指揮：池辺晋一郎》
15:25 ～ 15:40  閉講式

15:55  バス出発／物産館にてお買い物をして赤湯駅へ

◆受講料／一般　6,000円（２日間）、4,000円（１日間）
　　　　　大学生以下　2,000円（２日間）、1,000円（１日間）
※ 一般受講料については、ザ・パーティー参加や町内宿泊により

特典があります。詳しくは、町ホームページをご覧ください。
◆ザ・パーティ参加費／ 5,000円

◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」☎72-3111
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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　☎72-3111

フェット・ド・ラ・ミュージック2019
　「フェット・ド・ラ・ミュージック」は、一年の中で最
も日の長い夏至の日に世界各地で開催されている音楽の祭
典です。
　夏至の日、町民総合センター「あ～す」周辺も楽しい歌
声や音楽でにぎわいます。プロもアマチュアも関係なく、
様々なジャンルの音楽を楽しむことができます。

　特設売店も準備してお待ちしておりますので、ぜひ
お気軽にお立ち寄りください。
◆日時／６月22日㈯　16:30 ～ 18:30
◆会場／「あ～す」屋外（雨天時：多目的ホール）
◆入場料／無料
◆問合せ先／あ～す　☎72-3111

○身・○親 医療証の更新のお知らせ
◆○身 ○親 医療証の更新について

期　日 時　間 場　所

６月20日㈭

9:30 ～ 11:00 東部地区公民館

13:00 ～ 14:30 西部地区公民館

15:30 ～ 16:30 ひまわり館

６月21日㈮
9:30 ～ 11:30 中部地区公民館

14:00 ～ 16:00 白椿地区公民館

◆役場でも更新の手続きができます

◆手続き日程表

　現在、「重度心身障がい(児)者医療証」および「ひとり親家庭等医療証」をお持ちの方は、有効期限が６月
30日になっています。以前申請された方について再判定後、該当者には事前に通知しますので、下記のいず
れかの会場で更新手続きを行ってください。なお、持ち物については事前に送付する通知書をご覧ください。

　上記の日程で都合の合わない方は、６月24日以降に、役場住民課住民室でも手続きができます。
※ 役場住民課では、毎週月・金曜日に窓口の延長を実施しています。当日の13:00までに申し込みをすることで、

18:30まで受付が可能です。
※６月20日㈭・21日㈮は、役場での医療証更新はできませんのでご了承ください。

問合せ先／役場住民課住民室☎87-0511

手続きをお忘れなく！
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事業所名 職　　種 雇用形態
樋口建設㈱ 事務員 非

㈱伊藤造園土木 造園土木作業員（見習いも可）
【パートは60歳以上限定】 正・パ

㈱デンソー山形

検査技術
計測保全
生産技術
設備保全
設備・治工具設計
情報システム構築・保守

正

㈱トップパーツ 開発・電算系技術職 正

㈱佐藤鉄筋 加工作業員
鉄筋工 正

㈱飯豊町地域振興公社 サービス係 パ
㈱小池建築 大工 正
飯豊めざみの里㈱
（めざみの里観光物産館）

ファーストフードコーナー調理・
提供、接客・販売 非

㈱レペック 機械工（ＭＣ） 正
㈲菊地工業 一般事務・経理事務 正
(特非)ほっと 子育てサポーター パ

㈱コメリ 店舗運営職・幹部候補
（ナショナル社員） 正

㈲どんでん平ゆり園 (臨)チケット・花売り場担当 パ

ハ　ロ　ー　ワ　ー　ク
飯　豊　町　求　人　情　報

住民課生活環境室から
プロの犯罪組織とは話さない

撃　退　３　か　条
　特殊詐欺が多発しています。平成30年中、県内
では46件、総額１億9,249万円の被害がありました。
親族・警察官・弁護士などをかたる「オレオレ詐欺」、
役所や社会保険事務所などの職員をかたる「還付金詐
欺」、裁判を通知するハガキ、名義貸し名目、有料サ
イト利用料名目などで現金や電子マネーをだまし取る
「架空請求詐欺」など、犯罪の手口が複雑化しています。
　犯人は、言葉巧みにあなたから金をだまし取ろうと
します。被害にあわないためには、そもそも犯人と話
さないようにすることが最大の予防策ですので、「撃
退３か条」を実践しましょう。

①番号通知サービス
　 電話番号通知サービスを利用し、「非通知の電話には出
ない」ようにしましょう。

②自動通話録音機
　�犯人は会話を録音されることを嫌がりますので、録音機
能のある電話機の設置をお願いします。

③留守番電話に設定
　��自宅にいるときでも常に留守番電話にしておき、相手と
話の内容を確認してから電話に出るようにしましょう。

◆連絡先／役場住民課生活環境室☎87-0514
　　　　　長井警察署☎0238-84-0110

　飯豊町内のハローワークの求人情報
を掲載します。
◇�平成31年４月11日以降に登録され
た令和元年５月９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。

◆問合せ先
　ハローワーク長井　☎84-8609
　町商工観光課産業連携室　☎87-0569

◦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。
◦対象者／ 60歳以上の町民の皆さん
　（初めての方はあらかじめご連絡下さい）
◦持ち物／内履き、飲み物、タオル
◦場所／町社会福祉協議会建物内
◦料金／１回�200円
◦開催日時／月～土（祝日は休館）
　9:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:30

○�らくらく筋トレ教室の新しいマシン
とトレーニング方法を紹介します。

◆アブドミナルクランチ
主に腹筋を鍛え
るためのマシン
です。お腹の引
き締めや、便秘

解消などに効果が期待できます。
◆トレーニング方法
①�シートに座り、両足をフットレスト
に乗せます。
②�肩パットを下げてパット上のスト
ラップに手を入れ、胸の前で構えます。

③�お辞儀をする
ように、頭を
下げ背中を丸
めていきます。

④�重りに戻され
ないように、
スピードをコ
ントロールし
て戻します。

町 健 康 福 祉 課 の
健　 康　 教　 室

◆申込・問合せ先
◦町社会福祉協議会専用　☎86-2555
◦町健康福祉課福祉室　☎86-2233
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６月
1 土
2 日 さつき（山野草）展 9:00～（しらさぎ荘前）
3 月

4 火 今日も元気に百歳体操 10:00～（白椿地区公民館）
しろつばき子供育成会役員会 19:00～（白椿地区公民館）

5 水

白椿リサイクル会　EMぼかし肥作り 9:00～（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 10:00～（東部地区
公民館）、19:00～（中津川地区公民館）
おはなし広場 10:45～（こどもみらい館）
キララ☆アスリートクラブ 18:00～（スポーツセンター前集合）

6 木

7 金
タッチケア（ベビーマッサージ）10:00～（こどもみらい館）
キララ☆アスリートクラブ 18:00～（スポーツセンター前集合）
生花教室開級式 19:00～（東部地区公民館）

8 土 町保育研究会子育て合同研修会（親子ヨガ）10:00～（あ～す）
キララ☆スポーツの日 19:00～（スポーツセンター体育館）

9 日 町総体第42回ソフトボール大会 8:15～（飯豊町民野球場）
10 月

11 火 今日も元気に百歳体操 10:00～（白椿地区公民館）
保健師さん指導（虫歯とおやつについて他）10:45～（こどもみらい館）

12 水
あそびの広場・避難訓練 10:45～（こどもみらい館）
添川地区農村災害対策整備事業竣工祝賀会 11:00～（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）

13 木 町保育施設５歳児リトミック 10:00～（あ～す）

14 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）
西部地区子ども育成会会議 19:00～（西部地区公民館）

15 土 キララ☆書道教室 9:00～（中部地区公民館）
16 日 東部地区グラウンド・ゴルフ大会 13:00～（親水公園）
17 月 茶屋よっとごえ 14:00～（ケアハウスめざみの里）
18 火 今日も元気に百歳体操 10:00～（白椿地区公民館）

19 水
キララ☆呼吸を味方にした体幹トレーニング 10:00～（西部地区
公民館）、19:30～（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）
キララ☆ヒップホップ教室 19:00～（中部地区公民館）

20 木 さわやかクラブ幼稚園交流会 10:00～（西部地区公民館）

21 金 栄養士指導（離乳食教室）10:15～（こどもみらい館）
キララ☆アスリートクラブ 18:00～（スポーツセンター前集合）

22 土 キララ☆スポーツの日 19:00～（スポーツセンター体育館）
23 日 川柳大会・月歩杯 13:00～（白椿地区公民館）
24 月

25 火 飯豊町農業委員会総会 9:30～（役場）
今日も元気に百歳体操 10:00～（白椿地区公民館）

26 水
手ノ子小児童との交流会ふるさと学園との笹巻づくり 10:00～（西
部地区公民館）
かんがるー広場（工作教室）10:45～（こどもみらい館）
キララ☆アスリートクラブ 18:00～（スポーツセンター前集合）

27 木 親子リトミック 10:45～（こどもみらい館）
28 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）

29 土
キララ☆書道教室 9:00～（中部地区公民館）
中部地区分館連絡協議会グラウンドゴルフ大会 9:30～（すわんパーク）
キララ☆スポーツの日 19:00～（スポーツセンター体育館）

30 日

乳幼児健診
◎４カ月・９カ月児健診
◆日時／６月７日㈮13:00までおいで下さい
◆対象者／４カ月児／平成31年１月・２月生まれ
　　　　　９カ月児／平成30年８月生まれ
◆場所／健康福祉センター
◆ 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
◆日時／６月27日㈭13:00までおいで下さい
◆対象者／平成29年11月・12月生まれ
◆場所／健康福祉センター
◆ 持ち物／母子健康手帳、子ども用歯ブラシ、バ

スタオル、事前にお送りする問診票、そのほか
お子さんに必要なもの

幼児歯科健診
◆日時／６月20日㈭13:00までおいで下さい
◆対象者／①平成28年 １月・５月・６月・７月・

10月・11月生まれ
　　　　　②平成29年１月・２月生まれ
　　　　　③平成30年２月・６月生まれ
◆場所／健康福祉センター
◆ 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
◆期日／月曜日～金曜日（祝日除く）
◆時間／ 8:30 ～ 17:00
◆場所／健康福祉センター
◆ 内容／妊娠届出時の健康相談
※ 随時交付いたしますが、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）

◆日時／６月５日㈬8:50 ～ 11:40
◆ 対象者／令和元年10月・11月出産予定の初妊

婦と夫
◆場所／長井市保健センター
◆ 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

７月の乳幼児健診日程
◎幼児歯科健診
◆日時／７月18日㈭13:00までおいで下さい
◆対象者／①平成28年 ２月・３月・８月・９月・

12月生まれ
　　　　　②平成29年８月・９月・10月生まれ
　　　　　③平成30年３月・７月生まれ

問合せ先／ 町健康福祉課健康医療室
☎86-2338

ユニバーサルデザインフォント（すべての人に見やすい）を採用しています。この広報誌は再生紙を使用し、植物油インキで印刷しています。

期日 担当歯科医院 電話番号
６月2日㈰ 川西 ふなやま歯科医院 0238-42-3057
６月９日㈰ 米沢 みわき歯科クリニック 0238-24-2418
６月16日㈰ 南陽 村越歯科医院 0238-40-3295
６月23日㈰ 米沢 春日歯科医院 0238-22-3030
６月30日㈰ 長井 えんどう歯科クリニック 84-1088 


