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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／お子さんの中学校修了まで

◆支給額／お子さん１人につき

焔所得制限限度額内の方
・０～３歳未満／月額15,
000円
・３歳～小学校修了まで

第１子、第２子／月額10,
000円
第３子以降／月額15,
000円
・中学生／月額10,
000円
焔所得制限限度額を超過する方
・一律／月額5,
000円
※第１、２、３子などの数え方は、１８歳到達後の最
初の３月３
１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、１０、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
給者名義口座に振り込み、支給します

出生や転入で新規に児童手当を受給される
出生や転入で新規に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に手続きが必要です(
公務員
の方は勤務先で手続き)
。原則、申請された月の翌
月分から支給されます
◆持ち物／はんこ、健康保険被保険者証の写し(
サラ
リーマンなどの被用者のみ）、受給者名義の金融機
関の通帳
※今年１月１日に飯豊町に住民登録がない受給者ま
たは配偶者は、前住所地の市区町村長が発行する
児童手当用所得証明書(
平成27年分)
も必要です

各地区公民館から施設利用のお知ら
各地区公民館から施設利用のお知らせ
町内にある５館の地区公民館は、町民の利便性を
図る目的で試行として、下記の内容で月曜日の施設
利用を開始します。
◆期間／７月～平成29年３月末までの月曜日
◆時間／９：00～16：30 ※夜間利用不可
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」内
社会教育課生涯学習振興室☎72―3111

引き続き児童手当を受給される
引き続き児童手当を受給される方
◆手続き／児童手当を引き続き受けるためには現況
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ています。提出は
提出は

６月3
30日昭まで
までです。お早めに提出ください
です。お早めに提出ください。
なお、５月以降新たに児童手当の新規申請をさ
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》
▽期限／６月30日昭まで(
土・日を除く)

▽時間／８：30～17：15
▽場所／役場１階 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。下記までご予約ください
《臨時受付》
▽期日／６月25日松

▽時間／９：00～17：00
▽場所／町民総合センター「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

「あ～す」
図書室からのお知らせ
「あ～す」図書室からのお知ら
「あ～す」図書室の開館時間を延長します。
◆期間／７月１日画～９月30日画
◆時間／９：00～19：00 ※月曜・祝日を除く
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」図書室
☎72―3111

７月

固定資産税・国保税
煙納期限／８月１日捷
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87－0512、87－0513

談 ７月

心配ごと相談

日時：１日画･
15日画 13：00～15：00
会場：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：社会福祉協議会
問合せ先：役場住民税務課（緯87－0514）

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。

米沢養護学校長井校見学会

おきびょう夏フェス＆
救急フォーラム置賜

７月の年金相談
（年金事務所出張相談）

◆日時／７月12日昇９：40～11：30

◆日時／7月31日掌13：00～16：30

◆場所／米沢養護学校長井校（長井市

◆場所／公立置賜総合病院

◆日時／７月13日昌 9：30～12：30

◆内容／骨密度や血管年齢などの無料

※予約は30分刻みで、最終は12：00

立豊田小学校内）

予約申し込みが必要です。

◆対象

健康チェック、心肺蘇生体験、はた

◆場所／役場２階談話室

・長井校に興味のある保護者

らく車大集合（ドクターヘリ）など

◆内容／厚生年金に関する相談全般、

◆問合せ先／置賜広域病院組合総務企

厚生年金・遺族年金の裁定請求の手

・長井校に就学を考えている保護者
・小学校、幼稚園、保育園関係者
・福祉関係者
◆申込期限／７月５日昇
◆問合せ先／米沢養護学校長井校
☎88―5277

献血にご協力ください
医学が進歩した現在でも血液は、人

画課緯0238－46－5000

心身障がい児（者）
心理療育キャンプの開催

◆日程・参加費（親子一組）
焔８月１～３日・36,
000円
焔８月１～５日・56,
000円

※宿泊はありません。通いとなります
◆場所／県立ゆきわり養護学校（上山市）

工的に造ることはできません。また、

◆対象者／心身の発達障がいを持った子

血液は生きた細胞なので、長期間にわ

どもとその保護者※伝染性疾患者を除く

たって保存することもできません。献

◆申込期限／６月30日昭

血にご協力ください。

◆申込・問合せ先／療育キャンプ実行

◆日時・場所
焔7月11日捷９：30～10：15・役場
焔7月24日掌13：30～15：30・めざ
みの里観光物産館
※献血カードをお持ちの方は持参くだ

委員会緯023－673－2023

やまがたハッピーライフ
情報センター

県では、東京都有楽町にＵ・Ｊ・Ｉ

ターンに関する相談所を開設し、山形

さい。健康♡元気いいで町ポイント

暮らしについての相談に応じています。

事業の対象です

◆相談所の住所・電話番号／東京都千

◆問合せ先／町健康福祉課緯86―2338

地域がつながる拠点づくりを
考えるフォーラム

高齢者が住み慣れた地域で安心して

暮らしていくため、高齢者の生きがい
づくりや生活支援活動の担い手育成の

代田区有楽町２－10－１東京交通
会館内緯03－6269－9533
◆問合せ先／県企画振興部市町村課
緯023－630－3083

いいでハイツの入居者を
募集します

続きなど
◆申込期間／７月４日捷～11日捷
※土日を除く
◆申込・問合せ先／役場住民税務課住
民室緯87―0511

家族介護教室
◆日時／７月27日昌９：30～11
：30
◆場所／町健康福祉センター
◆対象者／町内在住者で、在宅で高齢
者の介護している方
◆参加費／無料
◆内容／介護予防フットケア
◆申込期限／７月19日昇
◆申込・問合せ先／担当のケアマネ
ジャー、飯豊町社会福祉協議会緯72
－3353

県警就職ガイダンス
i
n長井署

来春の警察官採用を目指す方や保護
者のみなさんを対象に、就職ガイダン
スを開催します。
◆日時／７月23日松10：00
◆場所／長井警察署
◆内容／採用情勢や採用試験などの説

入門講座としてフォーラムを行います。

◆募集戸数／１戸（３階）

明、若手警察官とのフリートーク、

◆日時／7月31日掌13：00～16：00

◆募集期間／６月27日捷～７月１日晶

警察の仕事紹介、パトカーや白バイ

◆会場／伝国の杜（米沢市）

◆住宅情報／萩生3623番地３

◆参加費／無料（要入場整理券）

焔間取り／３DK（６畳和室２室・4.
5

◆申込期限／7月23日松
◆申込・問合せ先／山形県生涯学習文
化 財 団 学 習 振 興 部 緯023－625－
6411

畳和室１室・DK６畳）

の展示など
◆その他／県警察警察官Ｂの採用
噛受付期間／７月29日晶～８月29日捷

焔家賃／38,
000円※駐車場代は別

噛第１次試験／９月18日掌

◆申込・問合せ先／役場地域整備課建

◆申込・問合せ先

設室緯87－0516

長井警察署緯84－0110
【お知らせ版】広報いいで 2016/
6/
23

７月の土・日・祝祭日水道修理担当業者
日 曜

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 18 月

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

3 日
10 日
16 土
17 日

髙橋工務店

75－2086 23 土

佐藤管工業

72－2191 30 土

佐藤管工業

72－2191 31 日

髙橋工務店

75－2086

佐藤管工業

72－2191

髙橋工務店

75－2086

髙橋工務店

75－2086

「飯豊町生粋男子応援プロ
ジェクト」メンバー募集

消防学校１日防災体験入校

無料法律相談開催のご案内

◆日時／７月24日掌10:
00～15:
00

◆日時／７月15日晶 13：00～15：00

◆会場／県消防学校（三川町）

◆場所／あ～す

未来を背負う
「飯Men'
s
」
の成長と友情、

◆内容／消防車両の乗車体験、放水体

◆相談内容／法律問題全般

恋愛を粋に描くプロジェクトです。メ

生粋男子応援プロジェクトは、町の
いい

めんず

◆担当弁護士／熊谷誠氏

ンバーには、年間を通して日常ではな

◆対象／小学生と保護者
（先着100名）

◆申込方法／下記まで電話で申し込み

かなか経験できない飯豊山登山や座禅

◆参加費／１人500円（昼食代など）

◆申込・問合せ先／役場住民税務課生

修行、育児体験や介護体験、高齢者宅

験、地震体験など

◆申込期間／７月１日晶～13日昌
◆申込・問合せ先／消防学校緯0235―
66―2022

平成29年度
公立置賜総合病院職員募集

◆募集職種・人員／助産師・５名程度、

活環境室緯87－0514

マザーズおしごと相談会
i
n長井

の除雪ボランティア、専門講師による
男っぷりを上げるアドバイスなど多種
多様な体験を用意しています。町保健

県では、仕事と家庭の両立に関する

師や栄養士監修による個別プログラム

お悩みなどに対応する「マザーズおし

で生活習慣の改善にも取り組みます。

ごと相談会」を開催します。

婚活パーティーに挑み、自分の成長を

◆日時／７月11日捷10
：30～15
：00

確認することが最終体験となります。

◆内容／個別相談会

◆対象者／町内在住の未婚男性(
年齢不問)

生まれた方で、当該職種の免許を有

◆会場／ハローワーク長井

◆参加費／無料

する方（平成29年６月30日までに

◆対象／就職を考えている子育て中の

※婚活パーティーは自己負担

看護師・30名程度
◆受験資格／昭和47年4月2日以降に

取得する見込みの方を含む）
◆試験日／７月10日掌
◆募集期限／６月30日昭
◆申込・問合せ先／置賜広域病院組合事
務局総務企画課緯0238―46―5000

女性や離職からのブランクがあり就

◆申込期限／７月８日晶

職に不安のある女性など

◆申込・問合せ先

◆予約・問合せ先

プロジェクト実行委員会事務局

マザーズジョブサポート山形

(
役場総務企画課総合政策室）

緯023－665－5915

緯87－0521

⏫ Ẹ ࣉ ࣮ ࣝ  ⏝  ෆ
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25日松～８月31日昌※８月13日松は休み
◆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

◆利用時間

平日
土・日曜日

８：30～ 15：30

学校利用

15：30～ 17：30

一般開放

９：00～ 17：30

一般開放

※学校の夏休み期間中／７月27日昌～８月21日掌

◆問合せ先／・町民プール監視員室☎72－3581

は９：00～17：30まで一般開放です。ただし、

・町民総合センター「あ～す」☎72－3111

学校利用があるときはコース分けして使用します

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！
保険料免除
納付猶予の申請手続きを！
【平成28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

◆納付猶予制度

20歳以上50歳未満(
平成28年度から対象年齢を拡

大)
の方に限り利用できる制度です。

※平成27年度以前の期間にさかのぼって申請する場
合は、該当の期間に30歳未満の方になります。

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。また、さかのぼって免除や猶予などの

毅対象となる方

分までです。詳しくは下記の表をご参照ください。
◆保険料免除制度

【両制度の共通事項】

申請が可能な期間は、申請時点から２年１カ月前の月

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」があります。

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

◆承認期間／７月から翌年６月まで

◆手続方法・必要書類／以下の物を持参し、役場住民税

毅対象となる方
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。

焔年金手帳 焔はんこ(
本人署名の場合は不要)
焔転入された方は、前年の所得状況がわかるもの
焔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)
納付猶予

未納

○
入ります

一部納付
（一部免除）
○
入ります

○
入ります

×
入りません

○
入ります

○
入ります

○
入ります

○
入ります

×
入りません

○
算入されます

○
算入されます

○
算入されます

×
算入されません

×
算入されません

納付・免除・未納によ
納付・免除・未納による違い
る違い

納付

全額免除

障害基礎年金・遺族基礎年金
（受給資格期間）

○
入ります

受給資格期間
年金額の計算

老齢基礎年金

務課住民室臼窓口で手続きをしてください。

申請・問合せ先／役場住民税務課住民室緯87－0511 米沢年金事務所緯0238－22－4220

♪わくわくぐりぐら広場♪
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

四季の歌“夏うた”を歌う集い
７月は“夏うた”を歌う集いを開催します。夏の歌、
大好きな歌、懐かしい歌、思い出の歌をみんなで楽し
く歌いましょう。お気軽にご参加ください♪
◆日時／７月２日臥 14：00～16：00
◆会場／町民総合センター「あ～す」多目的ホール
◆講師／小松伸子先生(
指揮)
、安部里美先生(
伴奏)
◆参加費／１人５００円
◆申込・問合せ先／町民総合センター「あ～す」
☎72－3111
※6月30日牙までお電話にてお申し込みください

「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。
みんなで楽
しい時間をすごしましょう。
◆日時／７月２日臥 10：30～11：30
◆会場／町民総合センター「あ～す」２階研修室
◆参加費／無料
◆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！」～英語の絵本の読み
聞かせ・親子で一緒に楽しめる英語～
「つくってみよう！」～オリジナルうちわと牛乳パッ
クを使ってきらきら星をつくろう～
◆申込・問合せ先／町民総合センター「あ～す」図書室
☎72－3111
※6月30日牙までお電話にてお申し込みください

【お知らせ版】広報いいで 2016/
6/
23

り早い施工を心掛けています。

西 置 賜 道 路 計 画 課
お
知
ら
せ

また、白川ダム管理支所駐車場の県道西側斜面に雪崩対策として、高さ７ｍの
鋼製柵を延長59ｍにわたり設置します。この工事は11月の完成を予定していま

県道（高峰地内）の雪崩対策工事

す。 皆様にはご不便とご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いします。

○工事の内容と進み具合
スノーシェッド工事は、基礎杭を設
置し、道路の土台と山側の擁壁の土台
に着手しました。ダム湖側と山側で、
それぞれ30ｍ程度の幅に分割して工
事を進めます。資材置き場や重機の配
置場所が狭く、施工条件はかなり厳し
い状況となっていますが、県と各工区
の施工業者、施工業者同士が連携を密 基礎杭と土台を連結する作業

◆問合せ先／置賜総合支庁建設部西置賜道路計画課緯88－8230

にして、工夫をしながらより安全によ

町健康福祉課の
健

康

教

室

【らくらく筋トレ教室】
トレーニングマシンを使って介護予
防のためにゆっくりと運動を行うト

山側の擁壁の土台工事に着手

な体力測定を行いますので、来所前

活用して、人生最後まで人間らしく

にあらかじめご連絡ください。

笑顔で素敵に生きていきたいです。

焔持ち物／内履き、飲み物、タオル

○会場／町社会福祉協議会建物内

焔場所／町社会福祉協議会建物内

つばき保育園

焔料金／1回200円

健康福祉センター
健康福祉課

焔開催日時／月・火・木・金曜日（祝日は休館）
９：00～12：00、13：00～16：30

レーニングルームです。介護予防運動
指導員がおりますのでトレーニングマ

残利用者の声・運動の成果

シンを安全に使用でき、体力に合わせ

・60歳女性(
週２～３回ペースでご利

て無理なく運動が続けられます。足腰

用 し て5カ 月 目 の 方) 運 動 す る こ

を丈夫にしたい方や筋肉量を維持した

とで疲れるのではなく、疲れが軽減

い方など、ぜひご活用ください。この

され体が軽やかになり、立ち座りが

機会に、楽しく手軽にできるトレーニ

楽になったことが実感できました。

ングを始めてみませんか？

メンバーとの会話も弾み、楽しく体

◆申込・問合せ先

焔対象者／おおむね60歳から

を動かすことがとても良いことだと

・社会福祉協議会内専用緯86－2555

※初めて利用される方は、初回に簡単

感じます。これからも筋トレ教室を

・町健康福祉課福祉室

住民税務課生活環境室
住民税務課生活環境
室

あ～す

町社会福祉
協議会

緯86－2233

－夏は省エネ ＆ 創エネ－

地球とともに、涼しい夏を！

体力を消耗する暑い夏は、クーラーなどで電力も大きく消費します。毎年の夏に大切なのが「節電」
。電力の安
定供給、地球温暖化防止、そして皆さんの健康を考え、家庭・職場・地域で見つめなおしましょう。
高齢の方や小さいお子さんのいる家庭での節電（室温の調節）は、無理のない取り組みをお願いします。
○家計にも優しい、すぐにできる「省エネ」を！
・照明５灯分の点灯時間を１時間減らす（△0.
7%）

○電気をつくる、
「創エネ」に補助を行います！
県や町では、住宅用太陽光発電設備やペレットストー

・テレビを見る時間を１時間減らす（△0.
5%）

ブなど自然エネルギーを家庭に導入する取り組みに補助

・エアコンの冷房時間を１時間減らす（△1.
8%）

金を交付します。詳細はお問合せください。

・エアコンの設定温度を27℃ から28℃ にする（△0.
9%）

・太陽光設備／住民税務課生活環境室緯 87－0514

・冷蔵庫の設定温度を「強」から「中」にする（△1.
8%）

・木質ペレット／農林振興課農林整備室緯87－0526

・冷蔵庫に物を詰めすぎない（△1.
3%）

・県補助事業／山形県エネルギー政策推進課緯023－

・南側の窓に朝顔やゴーヤなどの緑のカーテンを8㎡ 作
る（△1.
8%）

※（ ）内は節電の効果

630－3279
◆問合せ先／住民税務課生活環境室緯 87－0514

７月

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338

1 金 ゆり写生大会審査会 ９：00～
（中部地区公民館）

織機とコースター作り 10
：00～
（中部地区公民館）
わくわく ぐりぐら広場 10
：30～
（あ～す）
2 土 四季の歌
“夏うた”
を歌う集い 14
：00～
（あ～す）
飯豊連峰山形県側山開き 16
：00～
（大日杉登山小屋）
キララ☆スポーツの日 19
：00～
（スポーツセンター）
きれいな川で住みよいふるさと運動 ５：30～
（町内全域）
：00～
（ゆり園）
3 日 第28回いいで黒べこ祭り 11
手ノ子地区敬老会 11
：00～
（西部地区公民館）
4 月

乳幼児健診
４カ月・９カ月児健診
司日時／７月８日晶 13
：00までおいでください
司対象者／４カ月児／平成28年１月・２月生まれ
９カ月児／平成27年８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、バスタオル、そのほか
お子さんに必要なもの

5 火 農業経営改善計画認定審査会 10
：00～
（役場）
中・黒沢地区総合検診 ７：30～
（中部地区公民館）
～
【７日】
6 水
キララ☆陸上クラブ 18
：30～
（スポーツセンター前集合）
7 木 キララ☆ピラティス教室 19
：00～
（中部地区公民館）

幼児歯科健診

8 金

キララ☆書道教室 ８：30～
（中部地区公民館）
9 土 めざみの里カンタート 13
：00～
（あ～す）
～
【10日】
キララ☆スポーツの日 19
：00～
（スポーツセンター）
10 日
献血 11
：00～
（役場）
11 月
椿・小白川地区レディース検診 13
：15～
（南陽検診センター）
12 火 キララ☆スピードミントンナイト 19
：30～
（スポーツセンター）
年金相談 ９：30～
（役場）
：30～
（スポーツセンター前集合）
13 水 キララ☆陸上クラブ 18
バドミントン愛好会 19
：00～
（旧中津川小中学校体育館）
14 木
15 金

16 土 中部探検隊 ９：00～
（中部地区内）

17 日 小白川地区民登山 ７：00～
（天狗山）

「健康♡元気いいで町ポイント事業」
の対象事
業です。保護者に５ポイントプレゼントします。
司日時／７月21日昭 13：00までおいでください
司対象者／／①平成25年３月・８月・10月・11
月・12月生まれ
②平成26年２月・３月・８月生まれ
③平成27年３月・６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

母子健康手帳交付
司期日／月曜日～金曜日（祝日除く）
司時間／８：30～17：00
司場所／健康福祉センター
司内容／妊娠届出時の健康相談
※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

18 月

パパママ教室（２回目）

離乳食教室 10
：00～
（こどもみらい館）
19 火 いちごクラブ
（お茶会）10
：00～
（白椿地区公民館）
きら☆びくす教室 19
：00～
（西部地区公民館）
キララ☆陸上クラブ 18
：30～
（スポーツセンター前集合）
20 水 バドミントン愛好会 19
：00～
（旧中津川小中学校体育館）
キララ☆ピラティス教室 19
：30～
（東部地区公民館）
21 木 キララ☆ピラティス教室 19
：00～
（中津川地区公民館）
22 金

23 土
24 日
25 月
26 火
27 水
28 木

司日時／７月６日昌 ８：50～11：40
司対象者／平成28年10月・11月出産予定の初妊婦と夫
司場所／長井市保健センター
司持ち物／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

キララ☆書道教室 ８：30～
（中部地区公民館）
キララ☆ヒップホップ教室 19
：00～
（中部地区公民館）
第19回町民スポーツフェスティバル ８：15～
（飯豊中学校グラウンド）
献血 13
：30～
（物産館）
夏休みオープンルーム ９：00～
（中部地区公民館）
～
【28日、
８月１日～３日】
飯豊町農業委員会総会 ９：30～
（役場）
椿・小白川地区レディース検診 13
：15～
（南陽検診センター）
中・萩生地区人間ドック ７：00～
（南陽検診センター）
キララ☆スピードミントンナイト 19
：30～
（スポーツセンター）
椿・高峰・手ノ子地区人間ドック ７：00～
（南陽検診センター）
ふるさと学園・食改合同研修９：00～
（西部地区公民館）
キララ☆陸上クラブ 18
：30～
（スポーツセンター前集合）

29 金
SNOW えっぐフェスティバル 13
：00～
（白川ダム湖岸公園）
東部少年キャンプ 13
：00～
（松岡公園
（予定）
）
～
【31日】
30 土
キララ☆ヒップホップ教室 19
：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）
31 日

わくわくサイエンススクール 10
：00～
（xEV飯豊研究センター）
西部・中津川地区子ども会育成会キャンプ 14
：00～（手ノ子スキー場）

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。

期日

担当歯科医院

電話番号

７月３日蚊

長井 赤間歯科医院

0238－88－2218

７月10日蚊

川西 加藤歯科医院

0238－46－2322

７月17日蚊

伊藤歯科医院

0238－23－1538

７月18日俄

南陽 桜井歯科医院

0238－43－2125

７月24日蚊

米沢 仁科歯科医院米沢

0238－21－5838

７月30日蚊

南陽 黒江歯科医院

0238－47－2154

８月の乳幼児健診日程
４カ月・９カ月児健診
司日時／８月５日晶 13
：00までおいでください
司対象者／４カ月児／平成28年３月生まれ
９カ月児／平成27年９月生まれ
３歳児健診
司日時／８月25日昭 13：00までおいでください
司対象者／平成25年１月・２月生まれ
幼児歯科検診
司日時／８月18日昭 13
：00までおいでください
司対象者／①平成25年９月生まれ
②平成26年４月・５月・９月生まれ
③平成27年４月・５月・７月・８月生まれ

見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

