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平成2
平成28年度職員採用試験のお知ら
年度職員採用試験のお知らせ
平成28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。

酸種類
試験区分

採用予定人員

受験資格

若干名

昭和62年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた方（学歴
不問）。または、平成７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（平成29年３月までに
卒業見込みの方を含む）

一般枠

上級行政
上級土木

社会人
経験枠

保育士

若干名

昭和52年４月２日から昭和62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平成29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）
昭和52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

酸日程
試験日程

試験内容

試験会場

第1次試験

７月31日掌

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）

飯豊町役場

第2次試験

※第１次合格者にのみ通知

８月下旬

個別面接試験

飯豊町役場

酸 申込・合否の発表につい
申込・合否の発表について
受付期間

６月15日昌から７月７日昭まで（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。採用予定時期は平成29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
役場総務企画課 行政管理室 緯87－0520

酸 手続き上の注意について
手続き上の注意について
臼試験案内、申込書およびエントリーシートは、６月３日晶から総務企画課行政管理室で配布するほか、
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。
渦申込書などに必要事項を記入および写真貼付けの上、総務企画課行政管理室へお申し込みください。
申し込みに際しては、必要書類の添付が必要な場合もありますので余裕を持ってお願いします。
（郵送での申し込みの場合も、７月７日昭必着です。）
嘘申込書受領後、受験申し込みの要件を満たしている場合は、受験票を郵送します。
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／役場総務企画課行政管理室 緯87―0520

住民税
煙納期限／６月30日昭
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87－0512、87－0513

６月

談 ６月

心配ごと相談

災害、病気、失業などやむをえない事情により納期限
までに納税できない方のために、町では随時納税相談
を受け付けています。

置賜保健所の
健康長寿の食生活出前講座

◆期間／６月～平成29年３月

人権相談
行政相談

日時：３日画・17画 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（緯72－3353）
日時：３日画 13
：00～15
：00
会場：町民総合センター「あ～す」
問合せ先：役場住民税務課（緯87－0514）
日時：17日画 13
：00～15
：00
会場：町社会福祉協議会
問合せ先：役場住民税務課（緯87－0514）

県営住宅「飯豊アパート」
８月上旬の入居募集
入居条件や敷金などの詳細は、問い

「児童虐待防止推進月間」
標語募集

厚生労働省では、児童虐待問題に対

◆会場／申込者の指定する会場

合わせください。

する理解を国民一人一人が深め、主体

◆対象／事業所や各種団体に所属する

◆物件／飯豊アパート（萩生3893－3）

的な関わりを持てるよう、意識啓発を

焔戸数／１戸

図るために、標語を募集しています。

壮年期から高齢期世代の方

焔間取り／６畳＋６畳＋4.
5畳+ＤＫ

◆応募資格／どなたでも応募できます

焔家賃／14,
900円～29,
300円

◆募集期限／６月14日昇

◆費用／無料

◆募集期間／６月13日捷～17日晶

◆応募方法／郵便はがきまたは電子

※ただし、
会場使用料は主催者負担

◆問合せ先／県営住宅指定管理者㈱西王

メールで応募。作品と郵便番号・住

不動産置賜事務所緯0238－24－2332

所・氏名・年齢・職業・電話番号を

◆内容／健康長寿のための食と生活習慣
の講和と簡単電子レンジレシピ紹介

◆申込期限／希望日の３週間前まで
◆申込・問合せ先

◆申込み先／置賜総合支庁西庁舎１階

置賜保健所保健企画課健康企画担当
緯0238－22－3004

総合案内窓口
（長井市）
緯88－8200

HI
V検査普及週間に伴う
終日検査(
無料)

記入の上、下記の宛先へ送る
◆応募宛先／「子どもの虐待防止推進
全国フォーラムi
nふくい」福井県健

不登校やひきこもりなどの
無料相談会

◆日時／６月６日捷

９：00～20
：00

萎9108580福井県福井市大手３丁

◆日時／６月13日捷10
：00～16
：00

◆場所／置賜保健所

１階

目１
７番１号

◆場所／中部地区公民館

◆検査内容／エイズ検査

◆内容／専門の相談員が、本人やご家

※結果は採血後約40分後に説明可能

※メールの題名は「標語の応募」

族が抱える学校のことや就労のこと

◆その他／予約不要、匿名、無料

◆問合せ先／厚生労働省雇用均等・児

などの相談に応じます

◆問合せ先／置賜保健所地域保健予防課

童家庭局総務課虐待防止対策推進室

感染症予防担当緯0238－22－3002

緯03－5253－1111（内線7800）

※基本的に予約優先で相談に応じます
◆予約・問合せ先／ＮＰＯ法人Ｗｉｔｈ優
緯0238－33－9137
いくさ

ば

とぅどぅ

映画「戦場ぬ止み」上映会
のご案内

山形県調理師試験のご案内
◆日時／10月８日松 13
：30～15
：30

康福祉部子ども家庭課標語募集担当
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土砂災害防止月間
６月１日昌から30日昭は、土砂災害

◆場所／山形県庁（山形市）

防止月間です。梅雨の長雨により地す

辺野古の海を埋め立ててアメリカ軍

◆申込方法／６月15日昌～30日昭に

べりやがけ崩れなどの土砂災害が発生

基地が作られようとしています。建設

保健所生活衛生課に願書を持参。閉

しやすくなります。命を守るために土

庁時を除く

砂災害に備えましょう。

に対する沖縄を題材にした映画です。
◆日時／６月19日掌10：00～

14：00～

◆場所／長井市置賜生涯学習プラザ
◆チケット／1,
200円（前売り1,
000
円）
、中高生500円、小学生以下無料
◆チケット・問合せ先／「太陽の子」
の会・髙橋緯090－7338－8005

◆願書配付・受付・問合せ先／置賜保健
所生活衛生課緯0238－22－3740

置賜医会100回開催記念事業
ケーシー高峰の講演会

◆日時／７月23日松

開場16：00 開演16：30

◆問合せ先
役場地域整備課建設室緯87－0516

狩猟免許「初心者講習会」
狩猟免許試験の事前講習会を開催し
ます。

労働保険料の申告・納付に
関するお知らせ

◆場所／南陽市文化会館（南陽市）

◆日時／８月７日掌 ９：00～16：30

◆テーマ／笑いと健康

◆場所／えくぼプラザ（南陽市）

◆定員／1,
000名

◆受講料／4,
000円（テキスト代含む）

11日捷です。

◆入場料／無料

◆申込期限／８月２日昇

◆問合せ先／山形労働局総務部労働保

◆問合せ先／南陽市東置賜郡医師会

◆申込・問合せ先／㈳山形県猟友会

労働保険料の申告・納付期限は７月

険徴収室緯023－624－8225

緯0238－43－4414

緯023－624－0382
【お知らせ版】広報いいで 2016/
5/
26

６月の土・日水道修理担当業者
日 曜

業

者

名

電話番号

テ

ィ

ア

ありがとうございました。
平成28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。

【中部地区公民館へ】

◎桜の剪定／シルバー人材センター飯
豊支部

◎読み聞かせ／手塚娃子さん
【第二小学校へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、石山幸子

さん、梅津久美子さん、舟山京子さん

◎安全見守り活動／白椿子どもネット
「安全パトロール隊」

72－2191

11 土

髙橋工務店

75－2086 25 土

髙橋工務店

75－2086

佐藤管工業

72－2191 26 日

◎齋藤徹さん／風景写真（多数）
【町内全小学校へ】
◎ＪＡ山形おきたま飯豊支店
ノート（入学児童分）

◎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）

【添川小学校へ】

◎読み聞かせ／手塚娃子さん、梅津智

【手ノ子小学校へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、岡田香
代子さん、伊藤にしきさん、小川と
よ子さん

【町内全幼児施設へ】

◎節分行事補助／飯豊ライオンズクラブ
【飯豊わくわくこども園へ】

◎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）
◎交通安全協会中部支部
黄色の帽子（入学児童分）

◎保険会社各社／ワッペン（入学児童分）

リースキー（５セット）
、トロンボー

ン（４本）
、学芸会用はっぴ（60着）
【第二小学校へ】

◎施設修繕／樋口建設㈱

【手ノ子幼稚園へ】

◎読み聞かせ／手塚娃子さん、石山幸子
さん、梅津久美子さん

【こどもみらい館へ】

◎読み聞かせ／手塚娃子さん、石山幸子
さん、梅津久美子さん

◎大正琴演奏／なでしこ会（長井市）
◎歌と踊り披露／友和会（川西町）

窓

心遣いに感謝します。
平成28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。

【町民総合センターへ】

◎長谷川清さん／生け花（１式）

佐藤管工業

75－2086
72－2191

◎ひと針の会／雑巾（58枚）
【飯豊中学校へ】

◎二瓶幸浩さん／鉢花（10鉢）

◎新野忠司さん／堆肥（トラック２台分）
◎㈲井上園芸／鉢花（６鉢）

◎㈲アグリメントなか／啓翁桜
◎中学校後援会／シュレッダー
（１台）
、
Appl
eTV（３台）
、フラップテーブ

ル（13台）

◎卒業生保護者一同／フラップテーブル（８台）
【町内全幼児施設へ】

◎㈲アグリメントなか／啓翁桜
【飯豊わくわくこども園へ】
（乳児部へ）
◎嶋貫清助さん／玩具とぬいぐるみ（3個）
◎卒園児保護者一同／乳幼児用プール（1台）
◎父母の会一同／アンパンマンカー
ペット（大１枚）

◎樋口建設㈱／部屋の仕切りガード（２台）
（幼児部へ）

◎菊地文子さん／掛け時計（１台）
◎卒園児保護者一同／ＣＤプレーヤー（１台）
◎父母の会一同／絵本（29冊）

◎二瓶幸浩さん／プランター花
（２鉢）
【つばき保育園へ】

◎伊藤昭一さん・伊藤綾子さん

◎つや姫マイスター髙橋勝さん／ヒマ

◎二瓶幸浩さん／プランター花
（８鉢）

◎大冨洋子さん／交通安全お守り（入学児童分）

ペン立て（14個）

ワリ油

◎卒園児保護者一同／デジタルカメラ（１台）

恵方巻（６年生分）

◎卒園児保護者一同／ミュージックベ

◎交通安全協会中部・西部支部／黄色
の帽子（入学児童分）

【添川児童センターへ】

ル
（１セット）
、
リングベル
（５個）
、
マ

ラカス（２個）

◎保険会社各社／ワッペン（入学児童分）

◎㈲井上園芸／鉢花（30鉢）

◎長井モラロジー／桃の花

◎長谷部なつえさん／絵本（２冊）

◎日本マクドナルド㈱／防犯笛（入学児童分）
【添川小学校へ】
◎添川財産区／クロスカントリースキー

【美の里へ】

髙橋工務店

◎二瓶幸浩さん／鉢花（10鉢）

◎セブンイレブン飯豊椿店

（乳児部へ）

の

防犯ブザー（入学児童分）

◎㈲アグリメントなか／啓翁桜

◎第一小学校後援会／クロスカント

◎昔語り／勝見政子さん

意

◎町防犯協会各支部

◎卒業生一同／音楽用モニターアンプ（一式）

子さん

善

文房具セット（入学児童分）

【第一小学校へ】

◎英語活動指導／茂木栄子さん

電話番号

佐藤管工業

75－2086 19 日

◎町交通安全母の会
【第一小学校へ】

名

72－2191 18 土

髙橋工務店

【東部地区公民館へ】

ン

者

佐藤管工業

12 日

ラ

業

4 土
5 日

ボ

日 曜

（10セット）

◎添川小学校後援会／紅白幕（６枚）

【手ノ子幼稚園へ】

◎二瓶幸浩さん／プランター花
（２鉢）

◎卒園児保護者一同／ラミネーター（１台）
【椿駅へ】

◎長谷川清さん／生け花（一式）

◎交通安全協会東部支部
黄色の帽子（入学児童分）

【手ノ子小学校へ】

◎安部洋さん・安部ミヨさん
フラワーアレンジメント用花

「いいでめざみの里応援寄附金」

町に「ふるさと納税」として寄附
をいただきました。

◎新野忠司さん／堆肥（トラック１台分）

◎平成28年２月～４月
1,
235件／21,
925,
100円

子小後援会／ヘルメット（入学児童分）

斬平成27年度合計
11,
524件／168,
733,
902円

◎交通安全協会西部・中津川支部、手ノ

◎長沼新聞店／文房具セット（入学児童分）

手続きをお忘れなく！

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

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。

◆手続き日程表
期日

6月21日昇

6月22日昌

時

間

場

所

9
：30～11
：00

東部地区公民館

13
：00～14
：00

中津川地区公民館

15
：00～16
：30

西部地区公民館

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

上記の日程で都合の合わない方は、６月23日以降は、役場住民税務課住民室でも手続きができます。

※役場住民税務課では毎週月・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21日峨・22日我は、役場での医療証更新受付はできませんのでご了承ください。
問合せ先／役場住民税務課住民室緯87－0511

プラス

★めざみキッズ ＋！／創作ミュージカル活動団体

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

音楽にかかわる活動団体メンバー募集

★コラール・ド・めざみ／女声合唱団
★ゆりコーラス／女声合唱団
★プロージット／男声合唱団
★ミルキーウェイ／少年少女合唱団
★コンチェルティーノアミーチ／吹奏楽団
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」緯72―3111

「あ～す」
では、
以下の団体へご参加いただける方を
以下の団体へご参加いただける方 を
募集しています。
音楽などの活動に触れ
この夏を機に、音楽などの活動に触れ
てみませんか？興味のある方は
までお気軽に
「あ～す」までお気軽に

ご連絡ください
ご連絡ください。
。
★
「あ～す」イベント企画推進スタッフ
イベント企画推進スタッフ／「あ～す」で
のイベントの企画推
のイベントの企画推進
進
★出羽之国飯豊山白流太鼓保存会
出羽之国飯豊山白流太鼓保存会／和太鼓演奏団体

【お知らせ版】広報いいで 2016/
5/
26

西 置 賜 道 路 計 画 課
お
知
ら
せ
県道（高峰地内）の雪崩対策工事

今回の通行止めは、延長が工事区間を含め約400ｍで、７月29日晶午後5時ま
でです。次回通行止めは、10月～11月頃を予定しています。迂回路は、県道川
西小国線（菅沼峠経由）です。
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
安 全 な 道 路 通 行 の た め、ス ノ ー
シェッド工事を進めています。現在、
本体の基礎部分と道路の下の部分（土
台）を作っています。この土台となる
部分が出来れば道路のダム湖側に柱を
立てて、道路上に屋根を架けます。道
路部分を掘り下げて工事を行うため、
どうしても人や車の通行ができなくな 杭打ち工事（鉄筋かご吊込み状況）

◆問合せ先／置賜総合支庁建設部西置賜道路計画課緯88－8230

り、終日の全面通行止めとなります。

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

準備工事（既設コンクリート擁壁取壊し状況）

焔対象者／おおむね60歳から

・59歳女性(
新規で利用を始めた方)
指導員がいらっしゃるので安心して

※初めて利用される方は、初回に簡単
な体力測定を行いますので、来所前

トレーニングに励むことができます。

にあらかじめご連絡ください。

これからも健康第一にがんばりたい。

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

防のためにゆっくりと運動を行うト

焔料金／1回200円

レーニングルームです。介護予防運動

焔開催日時／月・火・木・金曜日（祝日は休館）

指導員がおりますのでトレーニングマ

９：00～12：00、13：00～16：30

つばき
保育園

健康福祉
センター

あ～す

町社会福祉
協議会

シンを安全に使用でき、体力に合わせ

残利用者の声・運動の成果

て無理なく運動が続けられます。足腰

・65歳女性(
週２回ペースで利用の方)

を丈夫にしたい方や筋肉量を維持した

体重と脂肪を落とすことができ、ス

い方など、ぜひご活用ください。この

リムな体型に。脚点が69から85点

機会に、楽しく手軽にできるトレーニ

に向上！仕事をしながらも無理のな

・社会福祉協議会内専用緯86－2555

ングを始めてみませんか？

い範囲で健康な体づくりができます。

・町健康福祉課福祉室

住民税務課生活環境室から
住民税務課生活環境室か
ら

◆申込・問合せ先
緯86－2233

「人権」を考えましょう
－6月1日は、人権擁護委員の日です－

私たちは、地域や職場、学校、そして家庭など、多くの人達との関わりの中で生活しています。人権と

は、その多様な関わりのなかにおいて「一人一人が大切な存在であり、その大切さは等しく同じ」という
精神です。人権擁護とは、この精神を守ることであり、いじめ、体罰、暴行、
虐待、差別は、決して許されません。６月１日にあたり、人権について、皆
さんで考えましょう。

■人権講演会を開催します
町では、人権擁護委員と町ＰＴＡ連絡協議会と連携して、講演会を開催し
ます。詳細は町ホームページをご覧ください
猿日時／６月25日松受付13：40～、開演14：00～16：00
猿会場／町民総合センター「あ～す」
猿入場料／無料
猿講師／“車椅子のアーティスト” 佐野有美氏
猿テーマ／「ありがとう」諦めずに成し遂げる“心” negat
i
v
e⇒pos
i
t
i
v
e
猿問合せ先／役場住民税務課生活環境室☎87－0514

佐野有美氏

６月
1 水
2 木
3 金

4 土
5 日
6 月

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338

おはなし広場 10
：30～
（こどもみらい館）
キララ☆陸上クラブ 18
：30～
（スポーツセンター前集合）
キララ☆ピラティス教室 19
：00～
（中部地区公民館）
西部地区子ども会育成会役員会 19
：00～
（西部地区公民館）
タッチケア 10
：00～
（こどもみらい館）
西部地区幼稚園小学校公民館交流会 18
：00～
（西部地区公民館）
中部地区育成会連絡協議会引き継ぎ会 18
：30～
（エルベ）
東部地区さつき展 ９：00～
（東部地区公民館）
～
【５日】
中津川山菜まつり 10
：00～
（白川荘）
～
【５日】
いちごクラブ漬物講習会 13
：30～
（白椿地区公民館）
キララ☆スポーツの日 19
：00～
（スポーツセンター）
飯豊町消防演習 ８：50～
（あ～す）
眺山牧場まつり 10
：00～
（眺山小動物公園）

高峰・手ノ子地区レディース検診 13
：15～
（南陽検診センター）
きら☆びくす教室 19
：00～
（白椿地区公民館）
あそびの広場 10
：30～
（こどもみらい館）
8 水 キララ☆陸上クラブ 18
：30～
（スポーツセンター前集合）
白椿地区育成会役員会 19
：00～
（白椿地区公民館）
9 木
10 金
キララ☆書道教室 ８：30～
（中部地区公民館）
いいでどんでん平ゆり園ＯＰＥＮ ９：00～
（ゆり園）
11 土
創立記念10周年の集い 10
：30～
（こどもみらい館）
キララ☆スポーツの日 19
：00～
（スポーツセンター）
町総合体育大会ソフトボール大会 ８：30～
（町民野球場）
12 日
手ノ子スキー場グラウンドゴルフ大会 ９：30～
（手ノ子スキー場）
13 月
秋桜倶楽部役員会 19
：00～
（白椿地区公民館）
14 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）
かんがるー広場 10
：30～
（こどもみらい館）
：00～
（中津川地区公民館）
15 水 中津川っ子チャレンジクラブ 15
キララ☆ピラティス教室 19
：30～
（東部地区公民館）
５歳児リトミック 10
：30～
（こどもみらい館）
16 木
キララ☆ピラティス教室 19
：00～
（中津川地区公民館）
17 金
中部探検隊 ８：30～
（中部地区公民館）
：00～
（あ～す）
18 土 子育て合同研修会 10
キララ☆スポーツの日 19
：00～
（スポーツセンター）
西部地区ソフトボール大会 ８：00～
（手ノ子小グラウンド）
19 日
館長杯グラウンドゴルフ大会 ８：00～
（しらさぎ荘G.
G場）
20 月 デジカメ教室 10
：00～
（中部地区公民館）
7 火

21 火 きら☆びくす教室 19
：00～
（西部地区公民館）
親子エクササイズ 10
：00～
（こどもみらい館）
22 水
キララ☆陸上クラブ 18
：30～
（スポーツセンター前集合）
23 木 萩生・椿地区レディース検診 13
：15～
（南陽検診センター）
飯豊町農業委員会総会 ９：30～
（役場）
24 金
さわやかクラブと手ノ子幼稚園の交流会 10
：00～（西部地区公民館）
キララ☆書道教室 ８：30～
（中部地区公民館）
：00～
（あ～す）
25 土 佐野有美人権講演会 14
キララ☆スポーツの日 19
：00～
（スポーツセンター）
ゆり写生大会 ８：30～
（ゆり園）
26 日
飯豊町消防操法大会 ８：30～
（あ～す）
27 月
さわやかクラブ視察研修 ８：00～
（山形市）
：30～
（こどもみらい館）
28 火 親子リトミック 10
キララ☆スピードミントンナイト 19
：30～
（スポーツセンター）
保健師さん指導 10
：30～
（こどもみらい館）
29 水
キララ☆陸上クラブ 18
：30～
（スポーツセンター前集合）
30 木
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。

乳幼児健診
１歳６カ月児健診
司日時／６月23日昭 13：00までおいでください
司対象者／平成26年10月・11月・12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、バ
スタオル、６月上旬にお送りする問診票、その
ほかお子さんに必要なもの
３歳児健診
司日時／６月２日昭 13：00までおいでください
司対象者／平成24年10月・11月・12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、バス
タオル、３歳児健康診査セット（事前送付予定）

幼児歯科健診
司日時／６月16日昭 13：00までおいでください
司対象者／①平成25年４月・５月・６月・７月生まれ
②平成26年１月・６月・７月生まれ
③平成27年２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
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）
司日時／６月１日昌 ８：50～15：30
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、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
期日

担当歯科医院

電話番号

６月５日蚊 米沢 中川デンタルクリニック 0
2
3
8
－3
7
－3
3
1
1
６月1
2
日蚊 南陽

斎藤歯科医院（宮内） 0238－47－3309

６月1
9
日蚊

白鷹

岩崎歯科医院

8
5
－2
0
0
3

６月2
6
日蚊

米沢

漆山歯科医院

0
2
3
8
－2
3
－4
8
4
0

７月の乳幼児健診日程
４カ月児・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
幼児歯科健診
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

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。

