
大切なお知らせです
これまで後期高齢者医療保険が９割軽減となって
いた方（年金収入80万円以下）はご覧ください。

※�世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額が33万円以下かつ世帯の被保険者全員の
各種所得がない方（年金収入の場合、80万円以下の方）。

所得の低い年金受給者の方へは、今年10月から、年金生活者支援給付金の制度が始
まります。
これにより、基準額月5,000円が支給されます。

なお、今年度の年金額は、昨年度に対して0.1％の増額となります。

後期高齢者医療保険料については、今年度、保険料均等割が９割軽減から８割軽減に
変わります。
これにより納付額は、月平均で340円から680円になります。

令和元年度介護保険料の負担が軽減されました。
消費税率の改正に伴う、国の低所得者向け「介護保険料負担軽減強化」対策によるも
のです。対象となる所得段階の方は、第１段階から第３段階までの方です。

所得段階 対象となる方
保険料率

（改正前）
保険料率

（改正後）
年額保険料
（改正前）

年額保険料
（改正後）

第１段階
・生活保護受給者の方
・老齢福祉年金受給者の方
・世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額と前年
　の課税年金収入額の合計が80万円以下の方

基準額×0.45 基準額×0.375 36,990円 30,830円

第２段階・世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額と前年　の課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 基準額×0.75 基準額×0.625 61,650円 51,380円

第３段階・世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額と前年　の課税年金収入額の合計が120万円超の方 基準額×0.75 基準額×0.725 61,650円 59,600円

◆問合せ先／役場住民課住民室☎87-0511、町健康福祉課福祉室☎86-2233

★基準額は第５段階の82,200円となります。所得段階は、第１段階から第９段階まであります。
★今月送付しました介護保険料納入通知書はすでに保険料軽減が反映されたものです。
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納　税
７月

固定資産税・国保税
• 納期限／７月31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 ７月
心配ごと相談

行 政 相 談

日 時：12日㈮13:00 ～ 15:00
会 場：あ～す
問合せ先：役場住民課（☎87-0514）

日 時：19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：12日㈮13:00 ～ 15:00
会 場：あ～す
問合せ先：役場住民課（☎87-0514）

無料法律相談

町 民 プ ー ル 利 用 案 内

　町民プールは子どもから大人まで利用できる無料の施設です。今
年の開放は下記の通りです。皆さんのご利用をお待ちしています。

◆期間／６月29日㈯～８月31日㈯※８月13日㈫は休み
◆留意点
◦プールに入るときは水泳帽子が必要です
◦�利用のきまりを守り、監視員の指示にしたがってくだ
さい
◦気象状況などによって利用できない場合があります
◆問合せ先／・町民プール監視員室☎72-3581
　　　　　　・あ～す☎72-3111

平日 8:30 ～ 15:30 学校利用
15:30 ～ 17:30 一般開放

土・日曜日 9:00 ～ 17:30 一般開放
※  学校の夏休み期間中について／７月26日㈮～８月
18日㈰は9:00 ～ 17:30まで一般開放です。ただし
学校利用があるときはコース分けして使用します

◆利用時間

　医学が進歩した現在でも、血液は
人工的に作ることはできません。ま
た、血液は生きた細胞なので、長期
間にわたって保存することもできま
せん。献血にご協力ください。
◆場所・日時
○役場／７月16日㈫9:30 ～ 11:30
○めざみの里観光物産館
　７月21日㈰13:30 ～ 15:30
※�献血カードをお持ちの方はご持参
ください。健康♡元気いいで町ポ
イント事業の対象です。

◆ 問合せ先／町健康福祉課健康医療
室☎86-2338

　返しきれない借金でお困りの方、
まずはお気軽にお電話を。相談は秘
密厳守・無料。
◆相談専用電話／ 023-641-5201
◆ 受付／月曜日～金曜日（祝日・年
末年始除く）8:30 ～ 16:30

　当初の予定と変更になりましたが
大型ごみ回収の申し込みを電話で受
け付けます。回収は年１回です。
◆受付期間と回収日
①中、萩生、黒沢、添川
◦申込期間／７月１日㈪～ 12日㈮
◦回収日／７月22日㈪～ 26日㈮
② 椿、松原、小白川、手ノ子、高峰、中津川
◦申込期間／６月24日㈪～７月5日㈮
◦回収日／７月16日㈫～ 19日㈮
◆ 大型ごみとして回収できないもの
　�洗濯機、テレビ、エアコン、冷蔵
　庫、冷凍庫、ノートパソコン、ディ
　スプレイ、パソコン本体、ガスボ
　ンベ、タイヤ、農機具、バイク、バッ
　テリー、事業系のごみなど
◆ 料金／品目によって料金は異なり
ます。金額と支払方法については
申し込みの際にご確認ください。

◆申込方法／電話で申し込みください。
◆ 申込・問合せ先／役場住民課生活
環境室☎87-0514

　消防庁および気象庁による６月
18日㈫の全国的な緊急地震速報訓
練において、本町の防災ラジオで緊
急放送が流れませんでした。大変申
し訳ございませんでした。
　下記の日程により、改めて自動起
動による訓練放送を行います。
　不明な点がございましたら、お問
い合わせください。ご理解とご協力
をお願いいたします。
◆日時／７月13日㈯10:00
◆ 内容／チャイム音と試験放送であ
る旨の音声が放送されます。その
放送は、ラジオに録音され聴き直
すことができます

◆ 問合せ先／役場総務課防災管財室
☎87-0695

　詳細はお問い合わせください。
◆ 問合せ先／山形県福祉人材セン
ター☎023-633-7739

防災ラジオの自動起動 
訓練放送を行います 献血にご協力ください

「借金返済に関する相談窓口」
のご案内

大型ごみ回収の申し込みを 
受け付けます

「保育士再就職支援研修会」
を開催します
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　山形県立米沢養護学校西置賜校、
長井校、やまなみ学園分教室の生徒
たちが、下記の日時で販売会を行い
ます。手作業で焙煎や豆挽きをした
ドリップコーヒーや、ハンドメイド
のかわいい巾着袋など、心のこもっ
た製品を販売します。
◆日時
◦７月18日㈭10:10 ～ 10:55
◦７月19日㈮9:30 ～ 11:20
◦７月20日㈯9:30 ～ 14:20
◆場所／めざみの里観光物産館
◆問合せ先／山形県立米沢養護学校
　�西置賜校高等部☎84-5520、長
井校中学部☎88-5277、やまな
み学園分教室中学部☎88-9118

◆ 対象者／うつ病と診断された方の
ご家族

◆日時・内容
◦第１回／７月19日㈮14:00～15:40
　「うつ病の基本を学ぼう」
◦第２回／８月20日㈫14:00～15:30
　「家族の関わり方を学ぼう」
◆場所／置賜総合支庁501会議室
◆参加費／無料
◆申込期限／７月17日㈬
◆ 申込・問合せ先／置賜保健所地域
保健福祉課☎0238-22-3015

　目や見え方で生活や学習に不安や
悩みを抱えていませんか？ご相談を
お受けします。参加は無料ですが、
事前に下記まで申し込んでください。
詳細は、お問い合わせください。
◆相談日／９月18日㈬
◆申込期限／７月11日㈭
◆ 場所
　置賜総合支庁西置賜地域振興局
◆ 申込・問合せ先／視覚支援セン
ター（山形県立山形盲学校内）
　☎023-672-4116

　海水浴をするときは、定められ
た海水浴場や期間を守り遊泳しま
しょう。海上保安庁への緊急通報は、
１１８番まで。
◆ 問合せ先／酒田海上保安部交通課
☎0234-24-0055

　地域の共有財産である河川や道路
を、皆さんの力で美しく快適な環境
にしましょう。積極的な参加とご協
力をお願いします。
◆日時／７月７日㈰5:30 ～ 7:00
◆ 作業箇所・内容／各衛生組合長の
指示に従って活動してください

◆ 問合せ先／役場地域整備課建設室
☎87-0516

　消防学校と防災学習館の施設を活
用し、消防ポンプ自動車への乗車や
放水・地震体験などの防災研修を行
います。
◆日時／７月28日㈰10:00 ～ 15:00
◆会場／県消防学校・防災学習館
◆対象者
　小学生とその保護者（先着100名）
◆申込期間／７月１日㈪～ 19日㈮
◆参加費／一人500円（昼食代など）
◆ 申込・問合せ先／県消防学校
　☎0235-66-2022（平日）

　どなたでも無料で受講できます。
地元の歴史のこと、もっと知ってみ
ませんか？
◆日時／６月29日㈯14:30頃開始
◆場所／あ～す
◆ 講演テーマ／米沢藩の旅人統制と
国益思想

◆問合せ先／あ～す☎72-3111

　やまなみ学園では入所児童の療育
支援を行う保育士を募集しています。
詳細はお問い合わせください。
◆勤務先／山形県立やまなみ学園
◆資格／保育士資格必須
◆勤務形態／三交替勤務（夜勤あり）
◆ 雇用期間／令和２年３月31日ま
で（更新の可能性あり）

◆ 問合せ先／山形県立やまなみ学園
☎88-9311

　障がいのある方へ、パソコンボラ
ンティア活動をしてみませんか？詳
細はお問い合わせください。
◆ 問合せ先／社会福祉法人山形県身
体障害者福祉協会☎023-686-3690

　子育ての悩み、一人で抱え込んで
いませんか？「ふれあいほっとライ
ン（023-630-2876）」の相談員が、
ご相談をお受けします。相談の秘密
は厳守します。子どもからの相談に
も応じます。
◆ 相談受付／月曜日～金曜日（土、
日、祝、年末年始は休み）

◆時間／ 9:00 ～ 16:15
◆ 問合せ先／県教育庁文化財・生涯
学習課☎023-630-2872

　高齢者世帯の掃除や調理などのお
手伝いスタッフとして就労を目指し
ます。詳細はお問い合わせください。
◆対象者／概ね60歳以上の方
◆講習日／７月24日㈬～ 25日㈭
◆会場／シルバー人材センター
◆受講料／無料
◆ 申込期限／７月16日㈫
◆ 申込・問合せ先／公益社団法人長
井・西置賜地域シルバー人材セン
ター☎84-4535

　詳細はお問い合わせください。
◆受付期間
◦ インターネット申し込み／７月９
日㈫～ 18日㈭【受信有効】

◦ 郵送／７月９日㈫～ 12日㈮【７
月12日消印有効】

◆第１次試験日／９月８日㈰
◆ 問合せ先／山形地方裁判所事務局
総務課人事第一係☎023-623-9511

　詳細はお問い合わせください。
◆受付期間
◦ インターネット申し込み／７月
16日㈫～ 25日㈭【受信有効】

◦ 郵送／７月16日㈫～ 18日㈭【通
信日付印有効】

◆第１次試験日／９月15日㈰
◆ 問合せ先／山形刑務所庶務課人事
係☎023-686-2111（内線214）

きれいな川で住みよい 
ふるさと運動

めざみの里観光物産館で 
販売会を行います

「うつ病家族教室」を 
開催します

目や見え方の相談会「アイ・サ
ポート相談会」を開催します

目指せ海の事故ゼロへ！

消防学校小学生一日研修の 
ご案内

飯豊史話会「総会記念講演
会」を開催します

生活支援講習のご案内

家庭教育電話相談のご案内

2019年度裁判所職員採用一般職
試験（裁判所事務官、高卒者区分）

保育士を募集しています

「山形県パソコンボランティ
ア養成講座」のご案内

2019年度刑務官採用試験
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[令和元年度の申請は７月から受付開始]
　収入の減少、失業などの経済的な理由で保険料の納
付が困難なときは、申請をして日本年金機構から承認
されると保険料が免除される制度があります。この制
度を利用すると受給資格期間や年金額に反映される場
合もあります。詳しくは下記の表をご参照ください。
⑴保険料免除制度
　�所得に応じて「全額免除」「４分の１納付」「半額納
付」「４分の３納付」の免除を受けられる制度です。

◆対象となる方
　�申請者本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が
一定基準以下の方
※�一部納付を承認された場合でも保険料を納めないと
未納期間扱いとなりますのでご注意ください。

⑵納付猶予制度
　20歳以上50歳未満の方に限り利用できる制度です。
◆対象となる方
�　�申請者本人・配偶者それぞれの前年所得が一定基準
以下の方

◆両制度の承認期間／７月から翌年６月まで

⑶学生納付特例制度
　20歳以上の学生の方が利用できる制度です。
◆承認期間／４月から翌年３月まで
[手続方法・必要書類]
　以下の物を持参し、役場住民課住民室①窓口で手続
きをしてください（申請書をお持ちの方は郵送も可）。
◦年金手帳
◦マイナンバーがわかるもの
◦はんこ（本人署名の場合は不要）
◦�失業などを理由とするときは、雇用保険被保険者受
給資格者証や離職票（コピー可）
◦�学生の方は、申請する期間に学生である（あった）
ことがわかる書類（学生証、在学証明書等）

[留意事項]
◦�さかのぼって申請できる期間は、申請時点から２年
１カ月前までの期間です。
◦�免除などが承認された期間について、10年以内で
あれば保険料を納付できる「追納制度」があります。
追納することで、将来受け取る老齢基礎年金の額を
増やすことができます。

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

「あ～す」図書室からのお知らせ
　図書室では現在、夕方の開館時間を延長しています。
お仕事帰りなどにぜひお立ち寄りください。
◆開館延長期間／９月29日㈰まで
◆開館時間／火曜日～日曜日　9:00 ～ 19:00
　　　　　　※月曜・祝日は休館日です。
◆問合せ先／「あ～す」図書室☎72-3111

♪わくわくおはなしかい♪
　「あ～す」図書室では、楽しいおはなしや工作を用
意してみなさんの参加をお待ちしています。参加費は
無料です。
◆日時／７月20日㈯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
その保護者の方

◆ 内容／「おはなしをきこう！」～大型絵本など、楽
しいおはなしがいっぱい～、「つくってみよう！」
～夏にぴったり。風鈴をつくろう～

◆申込期限／７月17日㈬
　　　　　　※お電話にてお申し込みください。
◆申込・問合せ先／「あ～す」図書室☎72-3111

「あ～す」図書室臨時休館のお知らせ
　下記の期間、「第14回めざみの里カンタート」のた
め図書室を臨時休館とさせていただきます。
◆期間／７月６日㈯、７日㈰

国民年金保険料を納めるのが困難なときは…

保険料免除・納付猶予の申請手続きを！

納付・免除・未納による違い 納付 全額免除 一部免除 納付猶予
学生納付特例 未納

障害基礎年金・遺族基礎年金
（受給資格期間への算入） ○ ○ ○ ○ ×

老齢基礎年金 受給資格期間への参入 ○ ○ ○ ○ ×
年金額への反映 ○ ○ ○ × ×

◆問合せ先／役場住民課住民室☎87-0511
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事業所名 職　　種 雇用形態
山形おきたま農業協同組合 金融共済窓口業務 非
㈱デンソー山形 品質保証、技能職（出向対応可） 正
㈱佐竹製作所 保育士（事務所内託児施設） 正・パ

㈲いいで旅館 業務員、調理師または調理助手
接客係 正・パ

㈲後藤農場 農作業員 パ
小文次ファーム　長岡悠平 農作業員 パ
(一社)やまがたアルカディア観光局 観光業務・観光案内・一般事務など 非
㈲渡部製材所 木材加工スタッフ 正
㈱梅津商店 ＬＰガス販売 正
(社福)飯豊町社会福祉協議会 事務局職員【大学院、大学】 正

豊川建設㈱ 重機運転手、土木・建築技士、
普通作業員【見習い可】 正

㈲大沢牧場 豚飼育作業員 パ
㈱ウマイヤ商店 営業 正
㈱協和ハウス とび、建築士、大工、営業 正

㈱協和ハウス 大工・建築士見習い
【大学、短大、高専、専修、能開高卒】 正

㈱コメリ 販売・店舗運営（リージョナル社員） 正
㈲光警備保障 警備員 正
㈱伊藤造園土木 造園土木作業員【大学、短大、専修卒】 正
舟山ファーム　舟山新弥 作業員 非・パ

ハ　ロ　ー　ワ　ー　ク
飯　豊　町　求　人　情　報

住民課生活環境室から

　飯豊町内のハローワークの求人情報
を掲載します。
◇�令和元年５月９日以降に登録された
令和元年６月13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。

◆レッグプレス
　

お尻から脚全体を鍛えるマシーンです。
◆トレーニング方法
①シートに腰・背中をつけて座ります。

②�前のプレートに両
足を置きます。
③�膝の角度が90度
になるように、シ
ートの前後位置を
調整します。
④�ゆっくりとプレー
トを押し、膝を伸
ばしていきます。

⑤重りを感じながらゆっくりと戻します。

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

飼い犬は、
愛情を持って正しく飼いましょう

◆飼い主の方へ
◇��犬の飼い主には、狂犬病予防法により町への登録と年
１回の犬の注射が義務付けられています。狂犬病予防
注射は必ず接種しましょう。
◇�飼い主や犬の所在地が変わったときは、変更先の市町
村へ届け出をしましょう。
◇飼い犬が死んでしまったら、町へ届け出をしましょう。
◇�道路・公園に犬のふん尿を決して放置しないでくださ
い。散歩では収集袋を必ず携行し、住みよい環境を皆
さんで保ちましょう。
◇�犬が人をかんだときや逃げたときは、問合せ先まで連
絡ください。

◇�鑑札、狂犬病予防注射済票、連絡先を書いた迷子札を
犬の首輪につけておきましょう。
◇�迷子犬を特定できるマイクロチップは、ＡＩＰＯ（動
物ＩＤ普及推進会議）への登録料1,000円の自己負担
のみで、指定の動物病院において接種できます。詳細
はお問い合わせください。

◆問合せ先／役場住民課生活環境室☎87-0514
　　　　　　置賜保健所☎0238-22-3750
　　　　　　山形県獣医師会☎023-645-5223
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７月
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
◆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（２回目）
◆日時／７月３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、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

８月の乳幼児健診日程
◎４カ月・９カ月児健診
◆日時／８月９日㈮13:00までおいで下さい
◆対象者
　４カ月児／平成31年３月・４月生まれ
　９カ月児／平成30年９月・10月・11月生まれ
◎１歳６カ月健診
◆日時／８月29日㈭13:00までおいで下さい
◆対象者／平成30年１月・２月生まれ
◎３歳児健診
◆日時／８月１日㈭13:00までおいで下さい
◆対象者
　平成27年12月・平成28年１月・２月生まれ
◎幼児歯科健診
◆日時／８月22日㈭13:00までおいで下さい
◆対象者
　①平成28年４月生まれ
　②平成29年３月・４月・５月・６月・７月生まれ
　③平成30年４月・５月・８月生まれ

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
　　　　　☎86-2338

期日 担当歯科医院 電話番号
７月７日㈰ 南陽�黒江歯科医院 0238-47-2154
７月14日㈰ 米沢�米沢ﾌｧﾐﾘｰ歯科・矯正歯科 0238-21-5533
７月15日㈪ 長井�鈴木歯科医院 0238-84-6616
７月21日㈰ 高畠�顎口腔クリニック根岸山 0238-40-8248
７月28日㈰ 米沢�たいら歯科医院 0238-40-8404�

1 月

2 火 今日も元気に百歳体操�10:00～（白椿公民館）
町議会議員選挙立候補予定者出納責任者説明会・立候補届出書類事前審査�13:30～（役場）

3 水

萩生地区人間ドック�6:45～（南陽検診センター）
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）
キララ☆アスリートクラブ�19:00～（光洋精機アスリートフィールド）
キララ☆ヒップホップ教室�19:00～（中部地区公民館）
キララ☆呼吸を味方にした体幹トレーニング�19:00～ (中津川地区公民館)

4 木

5 金 七夕まつり�10:45～（こどもみらい館）
キララ☆アスリートクラブ�18:00～（飯豊中学校グラウンド）

6 土 第14回めざみの里カンタート�14:00～（あ～す）
キララ☆スポーツの日�19:00～（スポーツセンター体育館）

7 日 第37回ゆり写生大会�8:30～（どんでん平ゆり園）
第14回めざみの里カンタート�9:00～（あ～す）

8 月 茶屋よっとごえ�14:00～（ケアハウスめざみの里）

9 火 今日も元気に百歳体操�10:00～（白椿公民館）
レディース検診�13:00～（南陽検診センター）

10 水 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�19:00～（光洋精機アスリートフィールド）

11 木

12 金 親子交通教室�10:45～（こどもみらい館）
キララ☆アスリートクラブ�18:00～（飯豊中学校グラウンド）

13 土 キララ☆書道教室�9:00～（中部地区公民館）
14 日
15 月 町内５地区公民館合同事業（町内の子供達との川遊び）�9:30～（中津川）

16 火 中・黒沢地区総合健診�7:30～（中部地区公民館）
今日も元気に百歳体操�10:00～（白椿公民館）

17 水

中・黒沢地区総合健診�7:30～（中部地区公民館）
飯豊学講座前期「中村観音堂で文化を体験する」イベント�9:30～（中村観音堂）
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）
キララ☆アスリートクラブ�19:00～（光洋精機アスリートフィールド）
キララ☆ヒップホップ教室�19:00～（中部地区公民館）
生け花教室�19:00～（東部地区公民館）
キララ☆呼吸を味方にした体幹トレーニング�19:30～（中部地区公民館）

18 木

19 金 にこにこルーム�10:45～（こどもみらい館）
キララ☆アスリートクラブ�18:00～（飯豊中学校グラウンド）

20 土 キララ☆スポーツの日�19:00～（スポーツセンター体育館）
21 日
22 月

23 火 白椿地区民登山・天狗山祭礼�7:30～（小白川公民館集合）
タッチケア�10:00～（こどもみらい館）

24 水
あそびの広場・避難訓練�10:45～（こどもみらい館）
レディース検診�13:00～（南陽検診センター）
キララ☆アスリートクラブ�19:00～（光洋精機アスリートフィールド）

25 木 飯豊町農業委員会総会�9:00～（役場）
ふるさと学園と食生活改善推進員連絡協議会との合同研修会�9:30～（西部地区公民館）

26 金 キララ☆アスリートクラブ�18:00～（飯豊中学校グラウンド）

27 土
町総体第37回ゲートボール大会�8:30～（中部地区公民館ゲートボール場）
キララ☆書道教室�9:00～（中部地区公民館）
ＳＮＯＷえっぐフェスティバル�13:00～（白川ダム湖岸公園）
キララ☆スポーツの日�19:00～（スポーツセンター体育館）

28 日
29 月
30 火 添川・松原地区人間ドック�6:45～（南陽検診センター）

31 水 がんがるー広場�10:45～（こどもみらい館）
キララ☆アスリートクラブ�19:00～（光洋精機アスリートフィールド）

6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。


