
「いいでめざみの里応援寄附金」
　町に「ふるさと納税」として、たくさ
んの方から寄付をいただきました。
◎令和元年５月～７月
　594件／ 8,744,000円
◎平成30年度合計
　2,611件／ 44,070,000円

◎山口俊子さん／バラ（多数）
【第二小学校へ】

◎藤本慧悟さん／青竹（２本）
【手ノ子小学校へ】

◎井上秀明さん／害獣忌避用品（２箱）
◎山和建設株式会社
　エンジン式高圧洗浄機（１台）

【飯豊わくわくこども園へ】
◎佐藤仁史さん／花プランター（８鉢）
◎味田勝徳さん／笹竹（４本）

（乳児部へ）
◎長岡ハナ子さん
　雑巾（38枚）、バスタオル（８枚）

（幼児部へ）
◎�町婦人会／タオル（10枚）、雑巾（12
枚）、足ふきタオル（３枚）
◎嶋貫勝博さん／笹竹（４本）

【つばき保育園へ】
◎長岡ハナ子さん／雑巾（50枚）
◎二瓶幸浩さん／花プランター（10鉢）
◎㈱伊藤造園土木／カブトムシ（50匹）

【添川児童センターへ】
◎高橋節子さん／笹竹（２本）
◎�浅野克幸さん
　ラズベリーとヨーグルト（児童分）

【手ノ子幼稚園へ】
◎�浅野克幸さん
　ラズベリーとヨーグルト（児童分）
◎さわやかクラブ／折り紙セット（５個）
◎竹田経さん／笹竹（１本）
◎男鹿百合子さん
　ダリヤの球根、花・枝豆苗（多数）
◎男鹿晃生さん
　クワガタ、日本かなちょろ
◎横山由美子さん／ざりがに（３匹）
◎ゆうゆうクラブ／菓子袋（５袋）

【こどもみらい館へ】
◎二瓶幸浩さん／花プランター（４鉢）

【羽前椿駅へ】
◎長谷川清さん／生け花（１式）
◎九里学園高等学校保護者会
　花プランター（３鉢）

　令和元年５月から７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。
【町内全小・中学校、幼児施設へ】
◎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
　飯豊町消防団音楽隊
◎�稲作指導／菅野誠一さん、手塚榮一
さん、手塚與右衞門さん、佐藤千壽
さん、山口與一さん、後藤正徳さん、
佐藤千尋さん、後藤仁さん
◎�畑作指導／手塚民子さん、石山幸子
さん、嶋貫美知子さん、島貫友子さん

【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
◎稲作指導／安部宗和さん

【飯豊中学校へ】
◎絵本の読み聞かせ講習会
　あ～すまいり～ず
◎清掃作業／樋口建設株式会社

【飯豊わくわくこども園へ】
（乳児部へ）

◎読み聞かせ・笹飾り製作
　飯豊中学校１年生

（幼児部へ）
◎園庭樹木アメシロ防除
　萩生町上部落の皆さん
◎�灯光器貸与／㈱髙橋工務店、舟山建築
◎�合唱披露、読み聞かせ、ガラス磨き
／飯豊中学校１年生
◎夏祭りカレー作り準備
　食生活改善推進員

【つばき保育園へ】
◎獅子舞と太鼓指導／椿青年会
◎合唱披露、読み聞かせ、除草
　飯豊中学校１年生

【添川児童センターへ】
◎読み聞かせ、ガラス磨き
　飯豊中学校１年生
◎全窓ガラスの洗浄／手塚利雄さん

【手ノ子幼稚園へ】
◎地域の高齢者と幼児との交流
　飯豊中学校１年生
◎プール掃除／伊藤正志さん

【白椿地区公民館へ】
◎草刈作業・除草
　後藤泰輔さん、椿長生会

【東部地区公民館へ】
◎花壇整備・花植栽／東部地区高砂会

【西部地区公民館へ】
◎花壇除草／手ノ子町分館寿クラブ
◎修繕／舩山健信さん

【町社会教育課へ】
◎�飯豊中旧グラウンド法面草刈作業、
スワンパーク駐車場・通路草刈作業

　町建設業親睦会　

IIDE�PUBLIC�RELATIONS
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ボ ラ ン テ ィ ア
ありがとうございました。

善 意 の 窓
心遣いに感謝します。

　令和元年５月から７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】
◎歌友会／寄附金（33,950円）

【町民総合センターへ】
◎長谷川清さん／生け花（１式）
◎舩山照子さん／山岳写真集（３冊）
　国立公園写真集（１冊）
【町内全小・中学校、幼児施設へ】
◎㈲アグリメントなか／さくらんぼ

【町内全小学校へ】
◎�日本山岳会山形支部・積水ハウス山形
支店／「学校から見える山」イラスト（２種類）

【美の里へ】
◎町婦人会／タオル（10枚）、雑巾（13枚）

【中部地区公民館へ】
◎飯豊史話会／飯豊史話（２冊）
◎町婦人会／タオル（10枚）、布巾（12枚）

【白椿地区公民館へ】
◎飯豊史話会／飯豊史話（１冊）

【東部地区公民館へ】
◎齋藤徹さん／写真（多数）
◎飯豊史話会／飯豊史話（１冊）

【西部地区公民館へ】
◎飯豊史話会／飯豊史話（２冊）
◎大城清さん／花（多数）
◎五十嵐光子さん／花（多数）

【第一小学校へ】
◎町婦人会／雑巾・タオル（24枚）
◎長岡ハナ子さん／雑巾（60枚）
◎大木陽子さん／紙芝居（３冊）
◎伊藤幸子さん／本（24冊）
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納　税
９月

固定資産税・国保税
• 納期限／９月30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 ９月
心配ごと相談

日 時：20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）

行 政 相 談
日 時：20日㈮13:00 ～ 15:00
会 場：町民総合センター「あ～す」
問合せ先：役場住民課（☎87-0514）

エコキャップ回収のお願い
　飯豊中学校では毎年、エコキャッ
プの回収を行っています。回収した
エコキャップは、リサイクルされワ
クチンとなり、発展途上国に送られ
ます。一人でも多くの人たちを助け
たいという思いから、活動に取り組
んでいます。そこで、今年度から地
域の方々にも回収の協力をお願いし
たいと考えました。下記の期間・場
所に回収箱を設置しますので、ご協
力をお願いします。
◆期間／ 11月30日㈯まで
◆�回収箱設置場所／飯豊町役場、町
民総合センター「あ～す」
※�回収できるキャップは、ペットボ
トルキャップのみとなります
◆問合せ先／飯豊中学校☎72-2129

休日レディース検診のご案内
　子宮頸がん検診・乳がん検診を日
曜日に行います。まだ今年検診を受
けていない方、平日は仕事で受けら
れない方は、この機会に検診を受け
ましょう！
◆期日／ 10月20日㈰
◆受付時間／ 8:30 ～ 9:00
◆会場／南陽検診センター
◆対象者
　乳がん検診：35歳以上の女性
　子宮頸がん検診：20歳以上の女性
◆定員／乳がん検診：40名（先着順）
　子宮頸がん検診：40名（先着順）
◆�申込受付日時
　�９月２日㈪～ 10月11日㈮（土・
日・祝日を除く）10:00 ～ 15:00

◆�申込・問合せ先
　南陽検診センター☎0238-43-6303

町営住宅の入居者を募集します
　詳細はお問い合わせください。
◆募集住宅／中ノ目団地（２戸）
◇�間取り／８畳和室、6.5畳洋室、
14.5畳LDK
◇家賃／21,900円～58,000円（月額）
◆募集住宅／財津堂団地（１戸）
◇�間取り／６畳和室（２部屋）、4.5
畳和室、7.5畳洋室、DK
◇家賃／18,600円～49,300円（月額）
◆募集住宅／手ノ子団地（１戸）
◇�間取り／６畳和室、７畳洋室、
16畳LDK
◇家賃／18,400円～48,900円（月額）
◆�入居条件／同居の親族がいること、
低所得者であること、現に住宅困
窮していることが明らかであるこ
と、公的納付金（町税など）に滞納
がない世帯など
◆�募集期間／９月２日㈪～13日㈮
（土日は除く）
◆�入居可能時期／いずれの住宅も
10月上旬以降
◆�申込・問合せ先／役場地域整備課
建設室☎87-0516
山形県畜産協会職員（令和２年
度採用）の募集について

◆募集人数／若干名
◆募集期限／10月７日㈪
◆応募資格
　�平成２年４月２日以降に生まれた
者で、大学（大学院含む）で畜産、
獣医または農学に関する科目を修
めて卒業した者または令和２年３
月31日まで卒業見込みの者
◆募集要項入手・問合せ先
　公益社団法人山形県畜産協会
　☎023-687-8181

河川の支障木を利用しませんか
　山形県では、河川管理上支障とな
る樹木の伐採協力者を募集します。
　現場条件により、支障木の伐採・
利用について、経費の一部を補助し
ます（県の基準による）。
　伐採箇所・申込方法など詳細は、
山形県のホームページ（地域情報／
置賜総合支庁／総合支庁からのお知
らせ）を、ご覧ください。
◆�対象者／自ら支障木を伐採・利用
する方（団体・企業・個人など）
◆�対象河川／置賜白川（長井市歌丸
地内）
◆申込期限／ 10月２日㈬
◆�問合せ先／置賜総合支庁建設部西
置賜河川砂防課工事・維持調査担当
☎88-8234
源流の森インタープリター�

（森の案内人）養成講座受講者募集
◆日時
◇９月１日㈰　9:15 ～ 16:00
◇10月27日㈰　9:15 ～ 16:00
◆場所／山形県源流の森センター
◆�対象／高校生以上の方で森づくり
活動やボランティア活動に興味が
ある方（森への関心・興味のある
方のスキルアップとしての参加も
大歓迎です）
◆�内容／源流の森インタープリター
の活動を知る、森林をめぐる講座、
案内人に求められる安全研修、自
然を楽しむ講座、森の冒険講座
◆定員／ 25名程度（先着順）
◆�受講料／無料（昼食は持参ください）
◆�申込・問合せ先／置賜総合支庁森
林整備課森づくり推進室
　☎0238-35-9053
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「ひとり親家庭交流会」�
参加者募集

　山形県母子連では、ひとり親家庭
のお母さん・お父さん方の交流会を
開催します。県内各地の若いお母さ
ん・お父さん方との情報交換や相互
交流を深めながら、親子や仲間たち
と一緒に、秋の爽やかな一日を楽し
く過ごしましょう。
◆日時／ 10月６日㈰10:00～15:00
◆場所／リナワールド
◆�対象／ひとり親家庭60世帯（中学
３年までのお子さんのいる世帯）

◆内容
◇午前／�研修・交流会（ひとり親家
　庭支援制度・母子会活動の紹介など）
◇午後／親子交流（園内自由行動）
◆参加費
◇�子ども／ 1,000円（３歳以上中
学３年まで。３歳未満は無料）
◇大人／ 1,500円
◆�申込期限／９月13日㈮
　※定員になり次第、受付終了
◆�申込・問合せ先
　�山形県母子寡婦福祉連合会事務局
☎023-633-0962
令和元年度新規里親相談会�

を開催します
　里親とは、虐待や親の病気、離婚
などの様々な事情により、家庭で暮
らすことのできない子どもを、県か
らの委託により一定の期間、家庭に
迎え入れて養育していただく方です。
里親に興味がある方、里親となって
子どもの養育を希望する方に、里親
の役割と里親になるまでの流れなど
について、県庁・児童相談所・児童
養護施設などの担当者が説明し相談
を受けます。説明、相談時間は60
分程度です。
◆日時・会場
◇�村山／９月８日㈰10:00～ 16:00
山形市総合福祉センター
◇置賜／９月29日㈰10:00～16:00
　米沢市すこやかセンター
※�お住いの地区以外の会場への参加
も可能です
※�当日も参加可能ですが、相談日の
前日まで申し込みください
◆申込・問合せ先
　�子ども家庭支援センターチェリー
☎0237-84-7111

第20回地域生活支援セミナー inおきたま�
～はたらく・くらすを支える～
◆日時／９月11日㈬13:00～16:00
◆会場／長井市タスパークホテル
◆参加費／無料
◆内容
　①�第20回目を記念して「置賜の
障がい者福祉を語る（二部制）」

　②�今年度４月より働き始めた障が
い者雇用当事者の方からの話

◆申込期限／９月２日㈪
　※当日参加も可能です
◆�申込・問合せ先／サポートセンタ
ーおきたま☎88-5357

きのこ食中毒にご注意ください！
　山形県では、山などで採取した天
然きのこによる食中毒が毎年発生し、
そのうちツキヨタケが６割を占めま
す。天然きのこには毒があるものが
たくさんあり、確実な見分け方もあ
りません。知識がない人は天然きの
こを採らないようにしましょう。
　「知らないきのこは採らない、食
べない、人にあげない」を心がけて
ください。「縦に裂けるきのこは食
べられる」「毒きのこは美しい」「虫
の食べたきのこは食べられる」など
の言い伝えは、科学的根拠のない迷
信です。
◆�問合せ先／置賜総合支庁生活衛生
課☎0238-22-3740

保育士再就職支援研修会
　保育士として再就職を考えている
方、ぜひご参加ください。
◆日時／９月５日㈭12:30 ～ 16:30
◆会場／伝国の杜置賜文化ホール
◆�内容／説明、講演、事例報告、保
育事業所との相談会、保育の職場
実習（別日程）
◆参加料／無料
◆�申込・問合せ先／山形県福祉人材
センター（山形県社会福祉協議会）
　☎023-633-7739
女性のためのスキルアップ講座
「Word基礎」受講者募集

　ワードの基礎をしっかりと身に付
けたい方を対象としたコースです。
詳細はお問い合わせください。
◆�問合せ先／山形県立職業能力開発
専門校☎023-644-9227

飯豊町プレミアム付き商品券事業
のお知らせ

　消費税率引上げによる影響が大き
い家計への負担軽減対策として、低
所得者の方や子育て世帯を対象に、
「飯豊町プレミアム付商品券」を販
売します。１冊５千円分の商品券を、
４千円で購入できるお得な機会です。
ぜひご利用ください。
　対象者と思われる方には、８月下
旬を目途に、商品券購入引換交付申
請書など、具体的な申請・販売方法
などの書類を郵送します。また、ホー
ムページでも随時内容をお知らせし
ます。
◆��問合せ先／役場企画課総合政策室
　☎87-0521

借金返済に関する相談窓口
　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
況などをお伺いし、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／ 023-641-5201
◆�受付日時／月曜日～金曜日（祝日、
年末年始を除く）
　8:30 ～ 12:00、13:00 ～ 16:30
◆�問合せ先／山形財務事務所理財課
☎023-641-5178

マイクロバスの適切な利用を
　運転手付きの「白ナンバー」のマ
イクロバスは、いわゆる「白バス」
と呼ばれる道路運送法に違反する
サービスです。違法な「白バス」を
利用して、万が一、事故に遭って負
傷した場合、適切な損害賠償がなさ
れず、治療費などの損害額を利用者
自身が全額負担しなければならない
ケースもあります。
◆�問合せ先／東北運輸局山形運輸支
局輸送担当☎023-686-4712
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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

いいで“めざみの里”まつり2019
ミッチーチェン　ちびっこライブ

のお知らせ

◆会場／「あ～す」駐車場　屋外ステージ
◆入場料／無料
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」
　☎72-3111

　今年のめざみの里まつりに
は、テレビでおなじみの「伝
説の余興師」ミッチーチェン
がやってきます。ちびっこ向
けのライブも行いますので、
ぜひご家族そろってご来場く
ださい。
◆日時／９月７日㈯
　15:00 ～ 15:40

障害年金をご存知ですか？
　障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて
受け取ることができる年金です。障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。

「あ～す」図書室からのお知らせ
　めざみの里まつりで、図書室の古くなった雑誌（過
年度分）を無料で配布いたします。ぜひご利用ください。
◆日時／９月７日㈯13:00 ～
◆場所／図書室入口前
◆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、めざみの里まつりのため、図書室を臨
時休館とさせていただきます。
◆日時／９月７日㈯、８日㈰
※なお、６日㈮は17:00までの開館となります

◆対象となる病気・けがの主なもの
◇外部障害
　目、聴覚、肢体（手足など）の障害など
◇精神障害
　統合失調症、うつ病、てんかん、知的障害
　発達障害など
◇内部障害
　呼吸器疾患、心・腎・肝疾患、糖尿病など
◆国民年金（障害基礎年金）の受給要件
１�　国民年金に加入している間に、障害の原因と
なった病気やケガについて初めて医師または歯
科医師の診療を受けた日（これを「初診日」と
いいます。）があること
２　一定の障害の状態にあること
３　保険料納付要件
⑴�初診日のある月の前々月までの公的年金の加入
期間の３分の２以上の期間について、保険料が
納付または免除されていること
⑵�初診日において65歳未満であり、初診日のあ
る月の前々月までの１年間に保険料の未納がな
いこと

申込・問合せ先／役場住民課住民室☎87-0511◦米沢年金事務所☎0238-22-4220

◆障害年金の額
　障害の状態により、障害基礎年金は１級・２級、障
害厚生年金は１～３級の年金を受け取ることができま
す。
【障害基礎年金】
等�級 年金の額（年）
１�級 975,125円　＋（子の加算額）
２�級 780,100円　＋（子の加算額）
※障害厚生年金は報酬比例の年金額となります
◆請求手続き
　障害年金を受け取るには請求手続きが必要です。請
求書類の詳細は、役場または米沢年金事務所にご相談
ください。
【請求書類などの提出先】

種類 初診日 提出先

障害基礎年金 ��20歳前
��国民年金加入中

��米沢年金事務所
��役場住民課

障害厚生年金 ��厚生年金加入中 ��米沢年金事務所

◉請求を検討される方へ
　障害年金請求は、障害の状態や程度に応じて提出す
る書類が個人ごと異なります。また、受給要件等も細
かく定められているため、請求から支給決定までに時
間を要します。ご承知おきください。
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事業所名 職　　種 雇用形態

サンリット工業㈱
品質管理・品質保証
技能工（製造オペレーター）

正

㈱魚国総本社　東北支社 栄養士、調理師 非

㈱デンソー山形

技能職（令和元年10月１日また
は11月１日入社）
情報システム構築・保守
品質保証

正

㈲トライ

自動車プラスチック部品製造・
自動車用アルミ製品のプレス加工
【２交替】、自動車部品の梱包
出荷作業

派

富士産業㈱　東北事業部 栄養士 非

㈲小池建築 大工 正

㈱レペック 機械工（ＭＣ） 正

㈲いいで旅館／がまの湯 接客係 正

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７月11日以降に登録され
た令和元年８月８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。土曜日も利用できます。
◦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。
◆アブダクター

　お尻の筋肉
を鍛えるマシ
ーンです。
　お尻を引き
上げ、きれい
なヒップライ
ンを保ちます。

◆トレーニング方法
①�シートに腰・背中をつけて座り、フッ
トレバーに足を乗せます。

②�シートの右横のレ
バーを引き上げ、
パットを中央によ
せます。
③�反動を使わずに両
脚を開きます。
④�重さを感じながら
ゆっくりと脚を閉
じていきます。

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

危険！夏型事故

　まだまだ暑い日が続きます。夏は、暑さや疲れからく
る居眠り・ぼんやり運転が原因で事故が多くなります。
○夏型事故の特徴
◦国道などの幹線道路での事故が多い
◦�正面衝突、電柱への衝突などの単独事故が多く、重大
事故（死亡、重傷事故）に発展しやすい
　などがあります。
　過去５年間（平成26年から平成30年）の統計では、
春に比べて夏の交通事故件数は約５％増加し、死亡事故
は約23％増加しています。そのうち、正面衝突や単独
事故による死亡事故は約64％も増加しています。

○事故防止のポイント
◦前をよく見て運転集中！全席シートベルト着用！
◦横断歩行者を守ろう！
◦�眠気を感じたらすぐに休憩しよう！（長時間運転など
体調に無理をかけない）
○歩行者の事故防止のポイント
◦�横断歩道、信号機などを利用し、正しい横断をしましょう！
◦道路横断時の安全確認を徹底しましょう！
◦�夜間は明るい目立つ色の服を着用し、反射材、ライト
を有効活用しましょう！
◆問合せ先／役場住民課生活環境室☎87-0514

～暑さによるぼんやり運転に注意！～
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９月
1 日
2 月

3 火 手ノ子・高峰地区総合健診�7:30～（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）

4 水

手ノ子地区総合健診�7:30～（西部地区公民館）
キララ☆呼吸を味方にした体幹トレーニング�10:00～（東部地区公民館）
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�19:00～（光洋精機アスリートフィールド）
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）

5 木

6 金 タッチケア�10:00～（こどもみらい館）
キララ☆アスリートクラブ�18:00～（飯豊中学校グランド）

7 土 いいで“めざみの里”まつり2019�10:00～（町民総合センター「あ～す」）

8 日 西部地区グラウンドゴルフ大会�9:00～（西部地区公民館）
食彩しろつばき直売�9:00～（いいで旅館）

9 月 茶屋よっとごえ�14:00～（ケアハウスめざみの里）
10 火 今日も元気に百歳体操�10:00～（白椿地区公民館）

11 水
中地区人間ドック�6:45～（南陽検診センター）
あそびの広場・避難訓練�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）

12 木 レディース検診�13:00～（南陽検診センター）

13 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～（飯豊中学校グランド）
文化部会�19:00～（白椿地区公民館）

14 土 キララ☆スポーツの日�19:00～（スポーツセンター体育館）

15 日 第18回添川小・地区合同大運動会�8:30～（添川小学校グランド）
中津川地区運動会�8:30～（旧中津川小中学校）

16 月

17 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�10:45～（こどもみらい館）
いちごクラブ手芸教室�19:30～（白椿地区公民館）

18 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）
生花教室�19:00～（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�19:30～（中部地区公民館）

19 木
高峰・手ノ子地区人間ドック�6:45～（南陽検診センター）
親子リトミック�10:45～（こどもみらい館）
幼児歯科健診�13:00～（健康福祉センター）

20 金 キララ☆アスリートクラブ�18:00～（飯豊中学校グランド）
運営審議会�19:00～（西部地区公民館）

21 土 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～（スポーツセンター体育館）

22 日 食彩しろつばき直売�9:00～（いいで旅館）
23 月
24 火 今日も元気に百歳体操�10:00～（白椿地区公民館）

25 水
飯豊町農業委員会総会�9:30～（役場）
かんがるー広場�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）

26 木 なかよし広場�10:00～（わくわくこども園乳児部）
文化祭実行委員会�19:00～（西部地区公民館）

27 金
なかよし広場�10:00～（つばき保育園）
レディース検診�13:00～（南陽検診センター）
4か月児・9か月児健診�13:00～（健康福祉センター）
キララ☆アスリートクラブ�18:00～（飯豊中学校グランド）

28 土 キララ☆書道教室�9:00～（中部地区公民館）
ブックスタート広場�10:30～（こどもみらい館）

29 日 町総体第14回パークゴルフ大会�8:30～（白川湖パークゴルフ場）
30 月

◆問合せ先／町健康福祉課健康医療室
　　　　　　☎86-2338

乳幼児健診
◎４カ月・９カ月児健診
◆日時／９月27日㈮13:00までおいでください
◆対象者
　４カ月児／令和元年５月生まれ
　９カ月児／平成30年12月・平成31年１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

幼児歯科健診
◆日時／９月19日㈭13:00までおいでください
◆対象者
　①�平成28年５月・６月・７月・10月・11月生
まれ

　②平成29年１月・２月・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、仕上げ用歯ブラシ、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／９月４日㈬8:50 ～ 11:40
◆�対象者／令和元年12月・令和２年１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

10月の乳幼児健診日程
◎３歳児健診
◆日時／ 10月31日㈭13:00までおいでください
◆対象者／平成28年２月・３月・４月生まれ
◎幼児歯科健診
◆日時／ 10月17日㈭13:00までおいでください
◆対象者
　①平成28年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６月・７月・９月・10月生まれ

休日歯科診療担当医院
期日 担当歯科医院 電話番号

９月１日㈰ 米沢�中川デンタルクリニック 0238-37-3311
９月８日㈰ 長井�えんどう歯科クリニック 0238-84-1088
9月15日㈰ 高畠�わたなべデンタルクリニック 0238-56-3888
9月16日㈪ 米沢�プリリー歯科クリニック 0238-22-4182
9月22日㈰ 高畠�高畠歯科クリニック 0238-58-0814
9月23日㈪ 米沢�万世歯科クリニック 0238-28-0820
9月29日㈰ 米沢�中條歯科医院 0238-24-2085
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