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９月１日から 国民健康保険
被保険者証が新しくなります
現在使用されている国民健康保険被保険者証（茶

色）
の有効期限は、平成28年８月31日となっていま
す。そこで、
新しい被保険者証（緑色）を各世帯に郵送

（
旧
）
茶
色

◆問合せ先

役場住民税務課住民室
緯87―0511

しますので、氏名などの記載内容をご確認ください。

また、古い被保険者証（茶色）は、９月１日以降に各自
で破棄してください。
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8年８
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記号 飯豊 番号 ○
○○○○〇

閣

国民健康保険
被保険者証

（
新
）
緑
色

イ イ デ

氏名

飯豊

生 年 月日
住所

有効期限 平成29年8月31日
記号 飯豊 番号 ○○○○〇
タ ロ ウ

太郎

昭和○○年○○月○○日

性別

男

山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888番地
保険者名

医療機関を受診する時は

飯豊町

70歳以上の方へ
古い被保険者証（茶色）と高齢受

年齢

窓口に提示する物

70歳 未 満 被保険者証 （緑色）

70歳 以 上

給者証（クリーム色）は色や大きさ

支払う医療費

が似ています。間違って高齢受給者

証を捨てないようにご注意ください。

３割
飯豊町は18歳まで無料

被保険者証 （緑色）
高齢受給者証に示す割合
高齢受給者証（クリーム色）

（
ク
リ
ー
ム
色
）

国 民 健 康 保 険
高 齢 受 給 者 証
氏
名
生 年 月 日
世 帯 主 氏 名
住
所
発 効 期 日
交 付 年 月 日
保 険 者 番 号
保 険 者 名

有 効 期 限
記号・番号

性別

一部負担金の割合

飯 豊

町

≪国民健康保険加入の方へ≫
職場の健康保険や家族の健康保険に加入したときは
14日以内に役場へお届けください
職場の健康保険や家族の健康保険に加入したとき

ご家族の方もできますので、職場の健康保険に加入

は国民健康保険の資格を喪失することになりますの

した場合には速やかに届出をお願いします。

で、役場住民税務課住民室（１階窓口）へお届けく

《届出に必要な物》

ださい。

・国民健康保険の被保険者証

国民健康保険は届出しないと抜けることができず、
税金も賦課され続けてしまいます。役場への届出は

・はんこ

・職場の被保険者証

・年金手帳（60歳未満の方のみ）

◆問合せ先／役場住民税務課住民室緯87―0511

９月

固定資産税・国保税
煙納期限／９月30日画
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯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！口座振替のお手続は希望する金
融機関窓口で。

平成29年産「つや姫」
生産者募集

談 ９月

心配ごと相談
行政相談

日時：２日画･
16日画 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：16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）

飯豊分校跡地利活用検討会
の開催

９月の年金相談
（年金事務所出張相談）

※平成28年産で認定された方も申請が必要

を開催します。東北芸術工科大学建築

◆日時／９月14日昌 9：30～12：30

◆申請書の交付／申請書を役場農林振

･
環境デザイン学科の渡部桂准教授に

※予約は30分刻みで、最終は12：00

◆対象者／町内米生産者

飯豊分校跡地利活用の第４回検討会

事前の予約申し込みが必要です。

興課または米集荷業者（J
A飯豊支店、

よる「景観」のレクチャーもあります。

◆場所／役場２階談話室

マルシチ米穀）に用意しています

一般の方も傍聴・参加可能です。

◆内容／厚生年金に関する相談全般、厚

◆申請書提出期間／８月25日昭から
10月７日晶まで米集荷業者に提出
◆認定要件／稲作を経営の柱とし、水
田経営面積が３㌶ 以上であること。
つや姫をおおむね60㌃ 以上作付すること
※そのほか各種要件があります。詳細
は下記にお問い合わせください
◆問合せ先／役場農林振興課農業振興
室緯87―0525

萩生城跡発掘調査
現地説明会

◆日時／９月14日昌 18:
30～

生・遺族年金の裁定請求の手続きなど

◆場所／あ～す

◆申込期間／９月５日捷～12日捷

◆問合せ先／役場総務企画課総合政策

※土日を除く

室緯87－0521

消費生活を楽しく考える
仲間を募集します

町には「消費生活研究会」という会

◆申込・問合せ先／役場住民税務課住
民室緯87―0511

西置賜防災フェスタ2016

があります。県内でも増えているオレ

◆日時／９月11日掌９：00～12：00

オレ詐欺などを話題にしたり、新聞紙

◆会場／西置賜消防本部（長井市）

でエコバックをつくったり、女性の皆

◆内容／ミニ消防車の試乗、災害現場

さんで楽しく活動しています。安全な

で働く車の展示、防災ヘリもがみの

現在実施している萩生城跡の発掘調

暮らしとエコを進める生活は、家庭か

飛来、119通報体験、煙体験、わた

査について現地説明会を開催します。

ら。たくさんの女性の皆さんの参加を

あめと風船のプレゼントなど

調査によってかつての建物の柱の跡や

お待ちしています。

火災の痕跡が確認できました。また、

◆申込・問合せ先／消費生活研究会・

二ノ丸の土塁についても発掘を実施し
ており、その内部の構造を見ることが
できます。

島貫孝子緯72－2304

飯豊白川つり大会
（ニジマス）

◆問合せ先／西置賜防災センター緯
88－1839

「第１
９回いいで秋の収穫祭」
出店者募集
「いいで秋の収穫祭」
の出店者を募集

◆日時／９月10日松10：00～

◆日時／９月18日掌 ６：00～９：00

します。開催日が変更になっています

◆参加費／無料

◆場所／置賜白川（岩倉地内）

のでご注意ください。

◆場所／萩生城跡

◆参加費
（傷害保険料と遊漁料を含む）

◆開催日／11月３日昭抄

◆問合せ先／町社会教育課 ☎72－3111

今年10月、Ｂ型肝炎予防
接種が定期接種となります

◆対象年齢と回数／今年４月１日以降
に生まれた方を対象に３回接種
◆その他／定期接種で受けられる期間
は１歳未満です。任意接種として既

組合員2,
000円、一般3,
000円、中

◆会場／しらさぎ荘・東部地区公民館

高生500円、小学生以下無料

◆応募方法／下記に電話で応募

◆申込期限／９月11日掌12：00

◆応募期限／９月９日晶

◆申込・問合せ先／西置賜漁協飯豊支

◆応募・問合せ先／役場農林振興課

部・舟山緯74－2375

自衛隊
一般曹候補生、
航空学生募集

農業振興室☎87－0525

介護のしごと
ミニ講座（無料）

にＢ型肝炎の予防接種を受けたこと

◆応募資格（平成29年４月１日時点で）

◆日時／９月９日晶13：30～

がある場合は、既に接種した回数分

・一般曹候補生：18歳以上27歳未満の方

◆会場／ハローワーク米沢

の接種を受けたものとみなします。

・航空学生：18歳以上21歳未満の方

◆参加者／介護分野に興味あり、就活

対象となる方に予診票を送付します。

◆受付期限／９月８日昭

◆接種費用／無料
◆問合せ先／町健康福祉課緯86－2338

◆申込・問合せ先／自衛隊米沢地域事
務所緯0238－23－0011

へのヒントを探している方
◆申込・問合せ先／山形県福祉人材セ
ンター緯023－633－7739
【お知らせ版】広報いいで 2016/
8/
25

９月の土・日・祝日水道修理担当業者
日 曜

テ

ィ

ア

ありがとうございました。
平成28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。
【飯豊町へ】
◎飯豊わくわくこども園幼児部の駐車
場整備、x
EV飯豊研究センターの除
草／飯豊町建設業親睦会
【中部地区公民館へ】
◎笹巻作り講師／飯豊町婦人会
【東部地区公民館へ】
◎花植え／東部地区高砂会
【西部地区公民館へ】
◎除草／町分館寿クラブ
◎除草／ふるさと学園
【第一小学校へ】
◎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、後藤めぐみさん
【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、樋口典子さん
◎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
【添川小学校へ】
◎英語活動指導／茂木栄子さん
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、梅津智
子さん、樋口典子さん
【飯豊中学校へ】
◎畑耕運／佐原源一郎さん
【飯豊わくわくこども園へ】
（乳児部）
◎プール掃除、除草、砂場の砂おこし、
合唱披露／飯豊中１年生
◎園庭整地、草刈り／叙三ツ柳道路
（幼児部）
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、梅津久
美子さん、小松沙織理さん
◎園外保育引率／中部地区婦人学級
◎祭り準備、合唱披露／飯豊中１年生
◎カレー作り／食生活改善推進員
◎草刈、砂場のポール組み立てと安全
カバー取り付け／叙三ツ柳道路
【つばき保育園へ】
◎ガラス磨き、合唱披露／飯豊中１年生
◎獅子舞指導／椿青年会

電話番号

日 曜

業

者

名

電話番号

72－2191 18 日

佐藤管工業

72－2191

10 土

髙橋工務店

75－2086 22 木

髙橋工務店

75－2086

17 土

ン

名

佐藤管工業

11 日

ラ

者

3 土
4 日

ボ

業

佐藤管工業
髙橋工務店
佐藤管工業

72－2191 19 月
75－2086 24 土
72－2191 25 日

【添川児童センターへ】
◎除草、清掃、合唱披露／飯豊中１年生
【手ノ子幼稚園へ】
◎除草／元木ヒデコさん
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、梅津久
美子さん
【こどもみらい館へ】
◎読み聞かせ、歌と手遊び、エプロン
シアター／手塚娃子さん、石山幸子
さん、梅津久美子さん
【羽前椿駅へ】
◎除草／椿長生会
◎清掃／置賜農業高等学校

善

意

の

窓

心遣いに感謝します。
平成28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】
友歌友会／寄付金（1
◎広域 ○
4万１千円）
◎女ファーマシーすず／寄付金
（50万円）
◎叙大岸製作所／寄付金（500万円）
◎叙ナウエル／ＡＥＤ（１式）
【あ～すへ】
◎嶋貫清助さん／図書（10冊）
【すべての地区公民館へ】
◎飯豊史話会／飯豊史話（１冊）
【中部地区公民館へ】
◎嘉藤里司さん／紅花（１束）
◎飯豊町婦人会／タオル（17枚）
【東部地区公民館へ】
◎二瓶匡さん／コップ（50個）
◎齋藤徹さん／風景写真（多数）
【西部地区公民館へ】
◎志田花子さん／マリーゴールド（多数）
【中津川地区公民館へ】
◎後藤信也さん／図書（100冊）
、風景
写真（多数）
◎長谷川清さん／生け花（１式）
【第一小学校へ】
◎飯豊町婦人会／タオル（１0枚）
、雑
巾（20枚）
【第二小学校へ】
◎髙橋利郎さん／畑の堆肥
◎田中清さん／実習田の貸与
【飯豊中学校へ】
◎飯豊町婦人会／タオル（１0枚）
、雑

髙橋工務店
佐藤管工業
佐藤管工業

75－2086
72－2191
72－2191

巾（25枚）
◎女ファーマシーすず／朝日写真
ニュース（１年間購読分）
【すべての幼児施設へ】
◎ライオンズクラブ国際協会332-Ｅ
（山形県内）／絵本や紙芝居（多数）
◎山形トヨタ自動車叙／紙芝居
（１巻）
【飯豊わくわくこども園へ】
◎飯豊町婦人会／タオル（１0枚）
、雑
巾（20枚）
（乳児部）
◎佐藤仁史さん／花プランター
（４鉢）
◎髙橋工務店／笹竹（２本）
（幼児部）
◎遠藤貞子さん／折り紙のこま（60個）
◎叙オオヒラ／砂場の日よけ資材（１式）
◎叙ユアテック米沢営業所／ドラム
（２個）
【つばき保育園へ】
◎二瓶幸浩さん／花プランター
（８鉢）
【手ノ子幼稚園へ】
◎日本郵便叙／お手紙キット（１セット）
◎花王叙／シャンプーセット（30組）
、
紙芝居（１巻）
【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）
【国保診療所へ】
◎後藤信子さん／手芸インテリア（７個）
【美の里へ】
◎伊藤昭衛さん／タオル類（43枚）
◎佐々木敦子さん（長井市）／タオル
（15枚）
◎飯豊町婦人会／タオル（10枚）
、雑
巾（20枚）

「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。

◎平成28年５月～７月
1,
354件／19,
882,
000円
斬平成28年度合計
1,
986件／31,
647,
000円

付加年金のポイント
◇付加保険料の納付は申し込んだ月分からとなります。
国民年金保険料を前納で納付済みの場合は後日付加
保険料分の納付書が送付されます。

今からでも間に合う！

将来受け取る 年 金 を 増 や す 方 法
～付加年金～
付加年金とは
毎月の国民年金保険料（平成28年度は

16,
620円）に付加保険料（月額400円）
を上乗せして納めることで、受給する年
金額を増やせる制度です。

◇付加保険料の納期限は翌月末日です。納期限を経過
した場合でも、期限から２年間は納めることができ
ます。

◇月末が土曜日、日曜日、祝日などにあたる場合と年
末の納期限は、翌月最初の金融機関などの営業日と
なります。

付加年金額（年間受け取り額）の計算式

200円×付加保険料納付月数

〈例〉付加年金を10年間納めると…
焔10年間に納める保険料額

納めることができる方

400円×10年（120カ月）＝48,
000円
焔１年間に受け取る付加年金額

焔国民年金第１号被保険者
焔任意加入被保険者（65歳以上の方を除く）

※国民年金基金に加入の方、保険料免除を受けている
方は除きます。

200円×10年（120カ月）＝24,
000円

２年間で、納めた付加保険料と同額の年金を受け取
ることができます。

申込・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
こお姉さん」がファミリーコンサートに出演してくれ
ます♪ぜひ、ご家族で聴きに来てください。
♪日時／９月３日松 開場13：30 開演14：00
町民総合センター「あ～す」
●休館日 毎週月曜日、祝日、
年末年始
●申込み・問合せ先 緯72―3111

「あ～す」図書室からのお知らせ
めざみの里まつりにおいて、図書室の古くなった本や
ＤＶＤ、また、雑誌（過年度分）を無料で配布いたしま
す。どうぞご利用ください。
◆日時／９月３日松10：00～
※なくなり次第終了
◆場所／図書室入口前
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」図書室
☎72―3111

いいで“めざみの里”まつり2016
ファミリーコンサートのお知らせ
めざみの里まつりでは、ＮＨＫ子ども番組の音楽番組
「ＢＳおかあさんといっしょ」の歌と体操のお兄さん「え
ばたゆうお兄さん」と、ダンスのお姉さん「ふじたかな

♪会場／町民総合センター「あ～す」 多目的ホール
♪参加料／無料・全席自由

VOI
CEPARTY2016朝倉さやコンサート
◆日時／11月５日臥 開場13：30 開演14：00

◆会場／町民総合センター「あ～す」 多目的ホール
◆チケット／全席指定：前売3,
000円、当日3,
500円
※前売券が完売した場合、当日券の販売はありません
◆チケット発売日
①９月10日松
電話予約開始【飯豊町の方限定】
②９月11日掌～ 電話予約開始【町内外の方】
※来館の上でのご予約はできません
※チケットのお求めは、お一人様最大４枚までです
※未就学児の入場はご遠慮願います
◆チケット購入・問合せ先
町民総合センター「あ～す」内コンサート事務局
緯72―3161（９：00～17：00月曜日・祝日を除く）
捌72―3163

◆主催／「あ～す」イベント企画・推進スタッフ
【お知らせ版】広報いいで 2016/
8/
25

西 置 賜 道 路 計 画 課
お
知
ら
せ

工事区間であり機械や作業員の往来もありますので、十分に注意して通行さ
れるようお願いします。
なお、通行の安全を確保するため、やむを得ず一時的（数分間）に通行でき

県道（高峰地内）の雪崩対策工事

ない時間も生じますが、皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。

○工事の内容と進み具合
スノーシェッド工事は、道路の下の
部分（土台コンクリート）が出来上が
り、山側擁壁の竪壁と、ダム湖側の擁
壁を作っています。
また、スノーシェッドの屋根部材に
ついても、予定どおりの工程で工場製
作しています。
道路の通行制限については、予定ど

おり７月29日から片側交互通行に切 土台コンクリート（完成）と竪壁の施工状況 ダム湖側擁壁の施工状況
◆問合せ先／置賜総合支庁建設部西置賜道路計画課緯88－8230

り替えました。

な体力測定を行いますので、来所前

町健康福祉課の
健

康

教

にあらかじめご連絡ください。

室

焔持ち物／内履き、飲み物、タオル

【らくらく筋トレ教室】

○会場／町社会福祉協議会建物内

つばき保育園

健康福祉センター
健康福祉課

焔場所／町社会福祉協議会建物内

トレーニングマシンを使って介護予

焔料金／１回200円

防のためにゆっくりと運動を行うト

焔開催日時／月・火・木・金曜日（祝日は休館）

レーニングルームです。介護予防運動

９：00～12：00、13：00～16：30

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

・67歳女性(
平成26年から利用)

あ～す

て無理なく運動が続けられます。足腰

平成26年の４月から利用していま

を丈夫にしたい方や筋肉量を維持した

す。利用回数は200回を超えました。

い方など、ぜひご活用ください。この

定期的に運動を行うことで、体が軽

機会に、楽しく手軽にできるトレーニ

くなり動きやすくなりました。もと

ングを始めてみませんか？

もと血糖値が高くて体調に不安を抱

◆申込・問合せ先

焔対象者／おおむね60歳から

えていましたが、運動を続けている

・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

おかげで、数値が下がってきました。

・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

町社会福祉
協議会

緯86－2233

ご家庭・職場・地域では大丈夫ですか？

－プラスチック製容器包装類・ペットボトルの分別の徹底を－

ごみカレンダーによる分別にご協力いただいておりますが、最近、
「プラ
スチック製容器包装類」
・
「ペットボトル」の出し方に問題がみられます。

●プラスチック製容器包装類
ごみカレンダーでいう「プラ」

問題①対象品目以外のごみの混入
（割れた瓶、プルタブ、土、灰、刃物

ほか）

問題②指定以外の出し方
（容器包装類以外のプラスチック、
細かく切られたペットボトル、
油の入っ
ていたボトルなど汚れたもの、医療用品の廃棄物

ほか）

これらは、千代田クリーンセンターにおいて再資源化され
ますが、これらの問題があると、本来はリサイクルできるも

プラスチック製容器包装のマーク
●ペットボトル
ごみカレンダーでいう「ペット」

のができなくなったり、町の費用負担の増加に繋がります。
限りある資源を大切に、適正にごみを分別して地球にやさし

ごみゼロくん い取組みを進めましょう。
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室緯87―0514

ペットボトルのマーク

９

９月

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338

1 木

中地区人間ドック ７：00～
（南陽検診センター）
キララ☆ピラティス教室 19
：00～
（中部地区公民館）

乳幼児健診

2 金 飯豊町自衛隊父兄会総会 18
：00～
（役場）
3 土 いいで
“めざみの里”
まつり2016 ９：00～
（あ～す）
4 日
5 月 中津川地区人間ドック ７：00～
（南陽検診センター）
6 火

第１回男の料理教室 ９：30～
（健康福祉センター）
きら☆びくす教室 19
：00～
（白椿地区公民館）

手ノ子・高峰地区総合検診 ７：30～
（西部地区公民館）
7 水 家族介護教室 ９：30～
（健康福祉センター）
キララ☆陸上クラブ18
：30～
（スポーツセンター前集合）
8 木

椿地区人間ドック ７：00～
（南陽検診センター）
手ノ子・高峰地区総合検診 ７：30～
（西部地区公民館）

9 金

幼児歯科健診

キララ☆書道教室 ８：30～
（中部地区公民館）
小型家電の無料回収 ９：00～
（役場前）
10 土
萩生城跡発掘調査現地説明会 10
：00～
（萩生城址）
キララ☆スポーツの日19
：00～
（スポーツセンター）
11 日

添川小・東部地区合同運動会 ８：30～
（添川小グラウンド）
中部探検隊～土器づくり編～ ９：00～
（中部地区公民館）

12 月

黒沢地区人間ドック ７：00～
（南陽検診センター）
キララ☆スポーツの日 19
：00～
（スポーツセンター）

13 火

離乳食教室 10
：00～
（こどもみらい館）
キララ☆スピードミントンナイト 18
：30～
（スポーツセンター）

年金相談 ９：30～
（役場）
14 水 キララ☆陸上クラブ18
：30～
（スポーツセンター前集合）
第4回｢
TSUBAKICREATI
VELABO｣18
：30～
（あ～す）
15 木 キララ☆ピラティス教室 19
：00～
（中津川地区公民館）
16 金

ウッドフラワーのリース作り ９：30～
（中部地区公民館）
：15～
（南陽検診センター）
高峰・中津川地区レディース検診 13

17 土
飯豊白川つり大会 ６：00～
（岩倉地内）
18 日 秋桜倶楽部
（工芸体験）９：30～
（源流の森）
わくわくサイエンススクール 10
：00～
（xEV飯豊こども研究所）
19 月 中津川地区敬老会 11
：00～
（ホテルフォレストいいで）
20 火 中・萩生地区レディース検診 13
：15～
（南陽検診センター）
黒沢地区人間ドック ７：00～
（南陽検診センター）
21 水 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
：30～
（東部地区公民館）
22 木 西部地区グラウンドゴルフ大会 ８：00～
（手ノ子小グラウンド）
23 金
24 土 キララ☆書道教室 ８：30～
（中部地区公民館）
25 日 町総合体育大会パークゴルフ大会 ８：30～（白川湖パークゴルフ場)
26 月 飯豊町農業委員会総会 ８：45～
（役場)
27 火

キララ☆スピードミントンナイト 18
：30～
（スポーツセンター）
きら☆びくす教室 19
：00～
（西部地区公民館）

28 水 キララ☆陸上クラブ18
：30～
（スポーツセンター前集合）
29 木
30 金
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。

４カ月・９カ月児健診
司日時／９月23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４月生まれ
９カ月児/
平成27年10月・11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
１歳６カ月児健診
司日時／９月29日昭 13：00までおいでください
司対象者／平成27年１月・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、バ
スタオル、９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

「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／９月15日昭 13：00までおいでください
司対象者／①平成25年５月・６月・７月生まれ
②平成26年１月・６月・７月・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、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

パパママ教室（２回目）
司日時／９月７日昌 ８：50～11：40
司対象者／平成28年12月・平成29年１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

10月の乳幼児健診日程
４カ月・９カ月児健診
司日時／10月14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５月・６月生まれ
９カ月児／平成27年12月生まれ
３歳児健診
司日時／10月27日昭 13
：00までおいでください
司対象者／平成25年３月・４月生まれ
幼児歯科健診
司日時／10月20日昭 13
：00までおいでください
司対象者
①平成25年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６月・９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。

