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10月１日から消費税率、公共料金などが変わります
　10月１日から消費税率が、現在の８％から10％に変わります。それに伴い、飯豊町においても水道料金などの
公共料金、町民総合センターやスポーツセンターなどの公共施設の使用料なども変更になります。
　詳細は各施設において掲示し、利用者の皆さまへお知らせさせていただきます。
　10月からのご利用に際しましては、ご注意ください。

消費税率引き上げに伴う上下水道料金の改定

◆水道料金 ◆下水道使用料（単位：円） （単位：円）

口径
基本料金（10㎥） 超過料金（１㎥毎）

９月まで 10月から ９月まで 10月から

13ｍｍ 2,268 2,310

226 231
20ｍｍ 2,473 2,519

25ｍｍ 2,538 2,585

30ｍｍ 2,678 2,728

使用料
基本料金（10㎥） 超過料金（１㎥毎）

９月まで 10月から ９月まで 10月から

０～ 100㎥
1,512 1,540

151 154

101㎥～ 162 165

◆水道加入金

口径別 13ｍｍ 20ｍｍ 25ｍｍ 30ｍｍ 40ｍｍ 50ｍｍ 75ｍｍ 100ｍｍ

金額（円） 30,800 49,500 72,600 122,100 204,600 310,200 440,000 975,700

　町の水道料金、下水道使用料が消費税率が引き上げとなる10月１日から改定となります。一般家庭の料金は
下記のとおりです。団体用や営業用などの料金についてはお問い合わせください。

◉消費税率引き上げのポイント
　10月１日からの消費税率の引き上げは、幅広く国民各層に社会保障の安定財源の確保のための負担を求める
ことにより、社会保障の充実・安定化と財政健全化の同時達成を目指すことが期待されています。
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社会保障の充実

社会保障の安定化

待機児童解消、医療介護サービスの充実
教育負担の軽減　など

年金国庫負担２分の１等
後代への負担の付け回しの軽減

消費税率引き上げに伴う社会保障支出の増

問合せ先／役場地域整備課上下水道室☎87-0515
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納　税
10月

住民税・国保税
• 納期限／ 10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 10月
心配ごと相談

行 政 相 談
無料法律相談

日 時：４日㈮13:00 ～ 15:00
会 場：あ～す
問合せ先：役場住民課（☎87-0514）

日 時：18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：18日㈮13:00 ～ 15:00
会 場：あ～す
問合せ先：役場住民課（☎87-0514）

人 権 相 談

令和２年度乳幼児施設・学童クラブの利用申込開始
　令和２年度から各乳幼児施設・学童クラブの利用を希望される方の申し込みを受け付けます。各乳幼児施設を利用
希望の方は、「認定申請書兼入所申込書」に必要事項を記入し、10月１日㈫から10月31日㈭までの間に、利用希望
の施設または役場教育総務課子育て支援室へ提出してください。

【対象児童および認定区分】※児童センターは認定を受ける必要はありません
◇令和２年４月１日時点で満３歳以上のお子さん
○保育の必要がなく、教育を希望する方　➡１号認定
○保育が必要な方
　（仕事や病気などで保育ができない世帯）　➡２号認定

◇令和２年４月１日時点で満３歳未満のお子さん
○保育が必要な方
　（仕事や病気などで保育ができない世帯）　➡３号認定
※産休明け保育も行っています

◆問合せ先／利用希望の施設または役場教育総務課子育て支援室☎87-0518

飯豊わくわくこども園 幼児部☎72-2241
乳児部☎72-2067

【１号認定の方】
◇施設／幼児部
◇開園時間／ 7:30 ～ 18:45
○預かり保育／ 7:30 ～ 8:30、15:30 ～ 18:45
◇対象者／３歳～５歳（令和２年４月１日時点）
◇保護者負担経費／給食費、保険代など実費負担分
◇預かり保育料
　17:30以降はおやつ代として月額2,000円
【２号・３号認定の方】
◇施設／２号認定の方は幼児部
　　　　３号認定の方は乳児部
◇開園時間／ 7:30 ～ 18:45
○短時間認定／延長保育なし
○標準時間認定／延長保育あり
◇対象者／０歳～５歳（令和２年４月１日時点）
◇保護者負担経費
　２号認定…給食費、保険代など実費負担分
　３号認定…町が定める額
◇ 延長保育料／標準時間認定を受けた方で17:30以降は
別途おやつ代として月額2,000円

学童クラブ
　町内には、いいで中部学童クラブ（第一小学校内）と
白椿学童クラブ（第二小学校内）があります。
◇ 対象／町内の小学校に在学する１年生から６年生で、
放課後留守家庭の児童

◇使用料／町が定める額（保険代は別料金）
◇実施時間／月曜日から金曜日の学校終了～ 18:45、
　学校の振替休日、長期休暇は7:30 ～ 18:45
◇ 申込先／こどもみらい館または役場教育総務課子育て
支援室

☎72-3336（こどもみらい館）
☎87-0518（子育て支援室）

添川児童センター ☎74-2305
◇保育時間／ 8:30 ～ 16:00
○延長保育／ 7:30 ～ 8:30、16:00 ～ 18:45
◇対象者／３歳～５歳（令和２年４月１日時点）
◇保護者負担経費／給食費、保険代など実費負担分
◇延長保育料
　17:30以降はおやつ代として月額2,000円

つばき保育園 ☎72-3625
◇認定区分／２号・３号認定の方
◇開園時間／ 7:30 ～ 18:45
○短時間認定／延長保育なし
○標準時間認定／延長保育あり
◇対象者／０歳～５歳（令和２年４月１日時点）
◇保護者負担経費
　２号認定…給食費、保険代など実費負担分
　３号認定…町が定める額
◇ 延長保育料／標準時間認定を受けた方で17:30以降は
別途おやつ代として月額2,000円

※

※

※【短時間認定・標準時間認定について】
　３号認定の方は、「保育の必要な事由・就労の問題」などにより「短時間認定」と「標準時間認定」に区分され、負担額が異なります。

○�町外の乳幼児施設の利用を希望される場合も手続きが
必要となりますので、役場教育総務課子育て支援室ま
でご相談ください。

※

※

○�手ノ子幼稚園については令和２年度は休園とするため
園児は募集いたしません。
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第22回いいで秋の収穫祭　　
出店者募集

　第22回いいで秋の収穫祭の出店
者を募集します。
◆開催日／ 11月３日㈰㈷
◆会場／めざみの里観光物産館
◆応募方法／下記に電話で応募
◆応募期限／ 10月11日㈮
◆ 応募・問合せ先／役場農林振興課
農業振興室☎87-0525

◆開催期間
　10月16日㈬～令和２年２月14日㈮
◆ 会場／山形県土地改良会館
　（山形市松栄1-7-48）
◆ 対象者／６次産業化の起業や事業
拡大を目指すまたはそれらに取り
組んでいる方をサポートする農林
漁業者、食品製造業など商工業者・
行政機関職員などの意欲のある方

◆ 申込方法／「やまがた６次産業」
Webサイト（http://www.6ji.jp）
　をご覧ください。
◆ 申込・問合せ先／やまがた食産業
クラスター協議会６次産業ビジネ
ス・スクール事務局
　☎023-647-8330

◆日時／ 10月12日㈯13:30～14:30
◆会場／井上ナーセリーのハウス（萩生）
◆講師／井上ナーセリー代表井上佳之氏
◆募集人数／ 10名程度
◆参加料／無料
◆ 内容／種の性質解説、便利グッズ
の紹介、挿芽と種まきのコツ紹介
と実践

◆申込期限／ 10月10日㈭
◆申込・問合せ先
　農家レストランエルベ
　☎86-2828

飯豊町除雪機械オペレータ募集
◆募集人数／２名
◆ 受付期間／９月30日㈪～ 10月
11日㈮※土日を除く

◆受付時間／ 9:00 ～ 17:00
◆ 業務内容／公共施設、高齢者宅な
どの宅道除雪ほか

◆ 資格要件／大型特殊自動車免許を
取得し、かつ車両系建設機械運転
者技能講習を修了した者

◆決定方法／書類選考
※�必要に応じて面接による選考によ
り決定

◆ 雇用期間／令和元年12月１日～
令和２年３月31日まで

◆勤務条件
◇ 賃金／日額11,500円（通勤手当
は、町の規定により別途支給）

◇勤務時間／ 8:30 ～ 17:00
◇ 休日／原則土曜・日曜・祝祭日・
年末年始（12月28日から１月５
日まで）
※�天候などの状況に応じて、時間
外・休日に勤務する場合もあり

◇その他／社会保険加入
◆申込方法
　�　申込用紙に必要書類を添えて、
町地域整備課建設室へ提出してく
ださい。雇用登録申込書の様式は
町地域整備課建設室窓口、または
町ホームページより取得してくだ
さい。

◆提出書類
①�飯豊町除雪機械オペレータ雇用登
録申込書
②運転免許証の写し
③�車両系建設機械運転者技能講習修
了証の写し

◆申込・問合せ先
　役場地域整備課建設室
　☎87-0516

ハロウィンジャンボ宝くじ　　
発売のお知らせ

　ハロウィンジャンボ宝くじが、９
月24日㈫から10月18日㈮まで発売
されます。今年は１等３億円が８本、
前後賞各１億円が16本です。この
宝くじの収益金は、市町村の公共事
業をはじめ高齢化・少子化対応、芸
術・文化の振興、災害対策、地域経
済の活性化、環境保全などの事業に
活用しています。

　骨密度測定や調剤体験、心肺蘇生
体験講習のほか、ドクターヘリを間
近で見られる見学会など、催しが目
白押しです。ぜひお気軽にご来場く
ださい。
◆期日／ 10月12日㈯13:00 ～ 16:30
◆場所／公立置賜総合病院
◆その他／入場無料
◆ 問合せ先／置賜広域病院企業団総
務企画課☎0238-46-5000

　失語症について知り、コミュニ
ケーションの方法について学んでみ
ませんか。講師は言語聴覚士です。
◆日時／ 10月19日㈯13:00 ～
◆場所／米沢市すこやかセンター２階
◆ 対象／失語症に興味のある一般の
方、医療・福祉・行政関係者の方

◆参加料／無料
◆ 問合せ先／三友堂病院リハビリセ
ンター☎0238-21-8100

やまがた６次産業ビジネス　　
スクール2019

花卉農家による「宿根ハーブの
挿芽＆種まき講習会」

10月は 土地月間
　土地は、限られた貴重な資源
であり有効利用が大切です。
　国土利用計画法では、土地の
投機的取引や地価の高騰を抑制
するとともに、適性かつ合理的
な土地利用の確保を図るため、

土地取引について届出制を設け
ています。一定面積（本町は
１万㎡）以上の大規模な土地の
取引などを行う場合は、契約を
結んだ後、２週間以内に買主が
必ず届け出なければなりません。

●令和元年度地価調査結果【基準値価格】

基準値の所在 価格 変動率
手ノ子字上段ノ下ー 1614番4 3,400 △2.3
萩生字岡529番6 5,220 　　 ー
添川字下町ー 667番 4,180 △2.6
萩生字三本柳4400番5 5,200 　1.0

（単位）円／㎡　　　％

◆届出・問合せ先
　役場企画課総合政策室☎87-0521

「おきたま病院健康まつり2019」
＆「救急フォーラム置賜2019」

失語症を知っていますか？～失語症の
理解とコミュニケーションの実践～
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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

「あ～す」図書室からのお知らせ
　現在、午前９時から午後７時まで開館している「あ
～す」図書室ですが、９月末をもって延長時間が終了
します。
　10月１日㈫より以下の開館時間になりますのでご
注意ください。
◆開館日時／火曜日～日曜日　9：00～ 17：00
　（月曜日・祝日は休館）
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」図書室
　☎72-3111

第46回飯豊町芸能発表会のお知らせ
　飯豊町芸能発表会実行委員会主催の飯豊町芸能発表
会を開催します。
　舞踊・カラオケ・詩吟・太鼓など、各種団体が日頃
の練習成果を披露します。
◆日時／令和元年10月20日㈰
　開場：12:30　開演：13:00
◆会場／町民総合センター「あ～す」
◆入場料／ 500円
　※事前に前売り券を販売しております
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」
　☎72-3111

年金生活者支援給付金制度のご案内
（令和元年10月から制度開始）

�年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受
給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

給付金の種類 対　象 給付額

老齢年金生活者
支援給付金

・65歳以上で老齢基礎年金受給者
・請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が
  879,300円以下

月額5,000円を基準に保険料納付
済期間や免除期間に応じて算出

障害年金生活者
支援給付金

・障害年金受給者
・前年の所得が「4,621,000円＋扶養親族の数×38万円※」以下

・等級１級：6,250円（月）
・等級２級：5,000円（月）

遺族年金生活者
支援給付金

・遺族年金受給者
・前年の所得が「4,621,000円＋扶養親族の数×38万円※」以下 5,000円（月）

◉請求方法
①令和元年４月１日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方
　�　日本年金機構において、町から所得情報の提供を受けて支給対象者と判定された方には、機構から手続きの
ご案内（緑色の封筒）が送付されます。案内が届きましたら、同封されている請求書に氏名などを記入し、切
手を貼って返送してください。

②令和元年４月１日以降に老齢・障害・遺族基礎年金を受給する方
　�　年金の裁定請求を行う際に、あわせて給付金の認定請求を行ってください。老齢基礎年金の新規裁定手続き
のご案内に、給付金の請求書も同封されます。障害基礎年金や遺族基礎年金を新規で手続きされる方は、同時
に給付金の請求書も提出してください（請求書は役場および年金事務所に備え付けてあります）。

※扶養親族の種類によって金額が変わります。

◉請求手続き後の流れ
○審査結果の通知が日本年金機構から到着
○お支払月の上旬に日本年金機構から振込通知書が到着
○通知書に記載のある給付額が年金に上乗せ支給

◉給付金の支払い
年金と同じ受取口座に、年金とは別途支払われます
（10・11月分が12月中旬（年金と同日）振込み）。
受取口座の通帳へは２行記載されることになります。

すでに年金生活者支援給付金の請求書が送付された方は、12月中にお手続きください。令和２年１月以降に請
求した場合は、請求した月の翌月分からのお支払いとなりますので、速やかに請求手続きをしてください。
　　　　　　　　問合せ先／役場住民課住民室☎87-0511 ／米沢年金事務所☎0238-22-4220
　　　　　　　　　　　　　年金生活者支援給付金専用ダイヤル（厚生労働省）☎0570-05-4092
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事業所名 職　　種 雇用形態
小文次ファーム　長岡悠平 農作業員 パ
㈱テクノ・サービス　山形営業所 車載電装部品の組立 派
（社福）飯豊町社会福祉協議会 ヘルパー（介護職員） 非・パ
㈲酢屋吉正 製造補助 パ
（社福）いいで福祉会 調理員 非
㈱田中畜産 飼育作業員 正
西置賜ふるさと森林組合 現場作業技術職、一般事務職 正
㈱大岸製作所　山形工場 ＭＣ・プレス・ロボットオペレーター 正
㈱三ツ柳道路 土木施工管理技士、一般土木作業員 正
㈱梅津商店 ＬＰガス販売 正

豊川建設㈱ 普通作業員・重機運転手、土木
技士・建築技士【見習い可】 正

㈱ウマイヤ商店 営業 正
㈲渡部製材所 木材加工スタッフ 正

（一社）やまがたアルカディア観光局 地域連携ＤＭＯ業務・観光業務・
観光案内・一般事務 非

㈱冨永工務店 建築大工（見習い可） 正
㈱並木製作所　山形工場 貴金属の製作・加工【急募】 パ
㈱デンソー山形 技能職、生産管理、社内清掃員 正・パ
中津川バイオマス㈱ 木材伐採、運搬作業 正
㈲フラワーステーション山形 園芸作業員 パ
東洋ワークセキュリティ㈱米沢営業所 施設常駐警備員 非

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８月８日以降に登録された
令和元年９月12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。

◆バイク
　自転車のよ
うにペダルを
こぐ有酸素運
動です。簡単
に高さを変え
ることができ
幅広い年齢層
の様々なタイ
プの方が運動
できます。

◆トレーニング方法
①�シートの高さを調
整しサドルに座り、
前のグリップを握
りペダルをこぎ始
めます。
②�ペダルを好みの負
荷に調節します。

（時間、回転数、走行距離、消費カロ
リー、心拍数を確認できます）

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

秋の交通安全県民運動実施中　９／21㈯～30㈪
　日没が早まる秋以降は、夕暮れ時から夜間にかけて交
通事故が多くなります。交通ルールやマナーを守り交通
事故を防止しましょう。
◎運転者は…
　・早めにライトを点灯し、ハイビームを活用しましょう
　・子どもと高齢者に思いやりの運転を心掛けましょう
　・�運転中の携帯電話の操作は大変危険です。しっかり
停止してから行いましょう

　・�すべての座席でシートベルト・チャイルドシートを
正しく着用しましょう

　・�飲酒運転は犯罪です。「しない、させない、許さない」
を徹底しましょう

◎歩行者・自転車利用者は…
　・�夕方以降外出する時は、明るい色の服装を心掛けま
しょう

　・�夜光反射材を着用。運転者に自分の存在をアピール
しましょう

　・�道路を横断するときは、きちんと止まってしっかり
確認しましょう

　・�自転車も夕暮れ時は早めのライト点灯を行いましょう
◆問合せ先／役場住民課生活環境室☎87-0514

夕暮れ時は危険がいっぱい！
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乳幼児健診
◎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
◆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、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／ 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
◆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（１回目）
◆日時／ 10月２日㈬8:50 ～ 15:30
◆ 対象者
　令和２年２月・３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）

11月の乳幼児健診日程
◎４カ月児・９カ月児健診
◆日時／ 11月８日㈮13:00までおいでください
◆対象者／４カ月児／令和元年６月・７月生まれ
　　　　　９カ月児／平成31年２月生まれ
◎１歳６カ月児健診
◆日時／ 11月28日㈭13:00までおいでください
◆対象者／平成30年３月・４月・５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、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

◎幼児歯科検診
◆日時／ 11月21日㈭13:00までおいでください
◆対象者
　①平成28年６月・７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１月・８月・11月生まれ

10月
1 火 つばき保育園かもしかクラブ�9:30～（つばき保育園）

今日も元気に百歳体操�10:00～（白椿地区公民館）

2 水
添川児童センターかもしかクラブ�10:00～（添川児童センター）
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）
キララ☆ヒップホップ教室�19:00～（中部地区公民館）

3 木

4 金
キララ☆アスリートクラブ�18:00～（飯豊中学校グランド）
白椿地区文化祭実行委員会�19:00～（白椿地区公民館）
東部地区文化祭実行委員会�19:00～（東部地区公民館）

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

7 月 中津川地区人間ドック�6:45～（南陽検診センター）
東部少年教室「わら細工教室」�9:00～（しらさぎ荘前園芸ハウス）

8 火 今日も元気に百歳体操�10:00～（白椿地区公民館）

9 水 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）

10 木 第11回みちのくダム湖サミットin白川�13:15～（町民総合センター「あ～す」）
第３回体育部会�19:00～（白椿地区公民館）

11 金 キララ☆アスリートクラブ�18:00～（飯豊中学校グランド）
12 土 キララ☆書道教室�9:00～（中部地区公民館）
13 日 食彩しろつばき直売�9:00～（いいで旅館）

14 月 町総体第24回グラウンドゴルフ大会�8:30～（スワンパーク　グラウンドゴルフ場）
町総体第47回柔道大会�8:30～（町民スポーツセンター柔道場）

15 火 今日も元気に百歳体操�10:00～（白椿地区公民館）

16 水 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）

17 木 幼児歯科健診�13:00～（健康福祉センター）
18 金 キララ☆アスリートクラブ�18:00～（飯豊中学校グランド）

19 土
西部地区文化祭�8:15～（西部地区公民館）
キララ☆書道教室�9:00～（中部地区公民館）
子ども会育成会いも煮会�9:30～（東部地区公民館）
キララ☆スポーツの日�19:00～（スポーツセンター体育館）

20 日 西部地区文化祭�9:00～（西部地区公民館）

21 月
わくわくこども園かもしかクラブ�9:30～（わくわくこども園）
レディース検診�13:00～（南陽検診センター）
茶屋よっとごえ�14:00～（ケアハウスめざみの里）

22 火 今日も元気に百歳体操�10:00～（白椿地区公民館）
23 水 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）
24 木 椿・小白川地区総合健診�7:30～（健康福祉センター）

25 金
椿・小白川地区総合健診�7:30～（健康福祉センター）
飯豊町農業委員会総会�9:30～（役場３階委員会室）
キララ☆アスリートクラブ�18:00～（飯豊中学校グランド）

26 土
東部地区文化祭一日目�9:00～（東部地区公民館）
第44回白椿地区文化祭一日目�13:00～（白椿地区公民館）
中津川地区文化祭前夜祭�18:30～（中津川地区公民館）
キララ☆スポーツの日�19:00～（スポーツセンター体育館）

27 日

町総体第58回駅伝競争大会�8:30～（町民総合センター「あ～す」周辺）
東部地区文化祭二日目�9:00～（東部地区公民館）
中津川地区文化祭�9:00～（旧中津川小学校・中津川体育館）
第44回白椿地区文化祭二日目�9:00～（白椿地区公民館）
中部地区文化祭�9:00～（中部地区公民館）

28 月 小学生とふるさと学園、高齢者との交流会�9:30～（西部地区公民館）
手ノ子幼稚園かもしかクラブ�10:00～（手ノ子幼稚園）

29 火 今日も元気に百歳体操�10:00～（白椿地区公民館）
30 水 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）
31 木 ３歳児健診�13:00～（健康福祉センター）

◆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。 6


