I
I
DEPUBLI
CRELATI
ONS

お 知 ら せ 版

Mar
c
h
2017

３.
２３

編集・発行／飯豊町総務企画課情報防災室
〒999―0696山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888
鼓 0238―72―2111(
代表) 0238―87―0522(
直通)
胃 0238―72―3827
E-maili
i
de―i
nf
o@t
own.
i
i
de.
yamagat
a.
j
p

農業委員および農地利用最適化推進委員を募集します
農業委員および農地利用最適化推進委員を募集します！
「農業委員会等に関する法律」が改正され農業委員の選出方法がこれまでの選挙制から、農業者や団体な
どからの推薦や応募を受けて、町長が議会の同意を得て任命する方法に変わりました。また、農地利用最
適化推進委員が新設され農業委員会が推進員を委嘱することとなりました。
飯豊町農業委員会では、平成29年７月20日より改正法に基づく新たな農業委員会が発足することから、
下記のとおり、農業委員および農地利用最適化推進委員の募集を行います。
◆募集期間／４月３日俄～５月２日峨
◆募集人数
酸農業委員 10名（町内全域）
酸農地利用最適化推進委員 10名（人・農地プラン
地区ごとに１名、
ただし東部地区と西部地区は２名）
◆推薦・応募資格
町内に住所を有し、町が設置する付属機関などの委
員でない方
※農業委員と農地利用最適化推進委員は兼務不可
◆推薦・応募方法
推薦または応募。募集用紙に必要事項を記入のうえ、
直接または郵送で農業委員会事務局へ提出してく
ださい。募集用紙は、農業委員会事務局で受け取る
か、町ホームページからダウンロードしてください
焔持参の場合／役場の開庁時間に提出
焔郵送の場合／５月２日峨必着
◆公表／候補者の氏名などについて中間経過、最終結
果を町ホームページで公表します

◆任期／７月20日～平成32年７月19日（３年間）
◆任務
酸農業委員
町全体の農地等の利用の最適化の推進、総会での
審議・判断、現地調査、農地の貸借・売買の許
可・決定、農地転用許可の意見具申、耕作放棄地
解消、担い手育成、農地利用最適化推進指針作成
など
酸農地利用最適化推進委員
担当地区での農地利用最適化の現場活動、担い手
への農地利用の集積・集約化推進、耕作放棄地の
発生防止・解消、新規参入の支援活動、必要に応
じ総会出席、農業委員との連携など
◆報酬年額
酸農業委員 280,
000円
酸農地利用最適化推進委員 200,
000円
※このほかに農地利用最適化活動の成果と実績によ
る能率分を予算の範囲内で上乗せします

◆提出・問合せ先／役場農業委員会事務局☎87－0524 〒999－0696 飯豊町大字椿2888番地

「西置賜行政組合消防署飯豊分署」新庁舎完成見学会のお知ら
「西置賜行政組合消防署飯豊分署」新庁舎完成見学会のお知らせ
新しい消防署飯豊分署が完成し、3月15日から試験運用
を開始しています。つきましては、下記の日程で見学会を
開催いたします。ぜひ、ご覧ください。
◆日時／４月22日松14：00～17：00
４月23日掌９：00～12：00
◆場所／旧置賜農業高校飯豊分校跡地（大字椿字坂ノ下）
◆問合せ先／西置賜行政組合消防本部総務課☎88－1212

焔消防署飯豊分署新庁舎位置図
県
道
長
井
飯
消防署飯豊分署 豊
線

★

坂ノ下公民館

坂爪鍼灸院

4月

軽自動車税
煙納期限／５月１日捷
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87－0512、87－0513

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。

談 4
月

心配ごと相談
人権相談
行政相談

日時：21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：７日画 13
：00～15：00
会場：あ～す
問合せ先：役場住民税務課（緯87－0514）
日時：21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）

平成29年度
年金出張相談について

山形空港
札幌便就航キャンペーン

山形空港利用拡大推進協議会では、町

今年３月６日、
「飯豊町自然環境と再生

張相談」は、平成29年度から長井市と合

民の山形～札幌（新千歳）便の利用に対

可能エネルギー関連事業との調和に関す

同で行うこととなりました。相談日など

し助成を行います。

る条例」を施行しました。

は下記のとおりです。なお、米沢年金事

◆対象利用期間／３月26日掌～４月30日掌

務所でも年金相談を受け付けています。

◆助成金額／１人当たり片道3,
000円、

これまで役場で行われていた「年金出

予約のうえご利用ください。
◆長井市での出張相談

会場
相談日
時間
予約

交流センターふらり
４月５日昌、７月５日昌、
10月４日昌、１月９日昇
９：30～14：00
長井市市民相 談センター
緯87－0682

◆米沢年金事務所での相談

時間

予約

８：30～16：00（月～金）
米沢年金事務所
緯0238－22－4220
８：30～17：15（月～金）
ねんきんダイヤル
緯0570－05－1165
※固定電話通話料無料
８：30～17：15（月～金）
９：30～16：00（第２土曜）

◆問合せ先／役場住民税務課☎87－0511

軽自動車税の減免について
障がいの種類や等級により軽自動車税
が減免されます。

往復6,
000円

自然環境保全に関する
条例を施行しました

これは、本町の自然環境、生活環境お
よび景観などと再生可能エネルギー関連
事業との調和を図り、森林の乱伐や土砂

◆助成件数／片道１席として先着12席

災害の誘発などを防止するための条例で

◆申込方法／事前に電話で申し込み。搭

す。本町内で一定規模以上の太陽光発電

乗後に助成交付金申込書に搭乗券を添

や風力発電を行う場合は、町の同意を得

付して提出してください

なければなりません。また、土砂災害警

◆申込・問合せ先／役場総務企画課緯87－0521

戒区域や水資源保全区域などでは、事業

県営住宅入居者募集

を実施できません。
詳細は、
町ホームペー

詳細は問い合わせください。

◆県営住宅／飯豊アパート（萩生38933）
◇募集戸数／２戸
◇間取り／６畳＋６畳＋4.
5畳+ＤＫ
◇家賃／14,
900円～29,
300円
◇募集期間／４月10日捷～14日晶
10：00～17：00

◇入居可能時期／６月下旬
◆申込先／置賜総合支庁西庁舎１階総合
案内窓口（長井市）緯88―8200
◆問合せ先／県営住宅指定管理者㈱西王
不動産置賜事務所緯0238―24―2332

平成29年度の町からの
文書などの配布予定日

ジを確認ください。
◆対象事業／一定規模以上の太陽光およ
び風力に係る発電設備。太陽光発電設
備で発電出力が500鯵未満の場合や自
宅屋根に設置する太陽光パネルは対象
になりません
◆届出と同意／工事着手日の60日前ま
でに、事業区域や事業内容、工期など、
町に届け出なければなりません
◆抑止区域／再生可能エネルギー関連事
業を抑止する区域を指定します
・土砂災害防止対策の推進に関する法律
により指定された土砂災害警戒区域
・山形県水資源保全条例に基づき指定さ
れた地域

◆減免の対象／身体障害者手帳・療育手

町は、行政からの文書や町報などを、

帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病

部落長や地区長、自治会長の協力によっ

者手帳の交付を受けている方。適用条

て町民の皆さまに配布しています。平成

件の詳しい級別やご質問などは下記ま

29年度の配布日は次の通りです。

事業を実施する場合は、届出を行う前

でお問い合わせください

◆配布日／毎月第２木曜日、第４木曜日

に、地区協議会や近隣関係者に対する

◆適用期間／１年間

※１
１月と12月は第２木曜日、第４水曜日

※毎年の更新手続きが必要です

◆問合せ先／役場総務企画課緯87－0520

◆申請締切／軽自動車の納税通知書が送

無料法律相談開催のご案内

付されてから納期限まで
◆申請の際の持ち物／はんこ・納税通知

◆日時／４月14日晶 13：00～15：00

・土地利用マスタープランにおける森林
保護区域および森林生産区域など
◆届出前の責務／抑止区域外において、

説明を行わなければなりません
◆問合せ先／役場総務企画課緯87－0521

公立置賜総合病院の
運営団体の名称変更

公立置賜総合病院の運営団体「置賜広

書・各手帳・免許証・個人番号カード

◆場所／あ～す

域病院組合は、４月１日松から「置賜広

または個人番号のわかるもの

◆相談内容／法律問題全般

域病院企業団」に名称が変わります。な

◆担当弁護士／熊谷 誠 氏

お、病院名の「公立置賜総合病院」は変

◆申込方法／下記まで電話で申し込み

更ありません。

◆申込・問合せ先／役場住民税務課生活

◆問合せ先／置賜広域病院組合総務企画

◆その他／減免は普通自動車・軽自動車
合わせて１台のみとなります
◆申請・問合せ先／役場住民税務課税務
室緯87―0513

環境室緯87―0514

課緯0238－46－5000（内2119）
【お知らせ版】広報いいで 2017/
3/
23

日 曜

2月の土・日・祝祭日水道修理担当業者
名

電話番号

日 曜

業

者

名

電話番号

髙橋工務店

75－2086 16 日

佐藤管工業

72－2191

8 土

佐藤管工業

72－2191 23 日

髙橋工務店

75－2086

9 日

15 土

町は、運転免許の全てを自主的に返納

者

1 土
2 日

運転免許の自主返納などを
支援します

業

佐藤管工業
髙橋工務店
髙橋工務店

72－2191 22 土
75－2086 29 土
75－2086 30 日

置賜保健所の本庁舎への
移転について

保健所は、４月１日松から下記へ移転

佐藤管工業
髙橋工務店
佐藤管工業

72－2191
75－2086
72－2191

工場立地法に基づく
届出について

平成29年４月１日から工場立地法に

した方を対象に、ほほえみカー利用券を

します。検便などの検査を行う検査室は、

かかる事務届出窓口が山形県から飯豊町

交付しています。新年度からは、運転へ

現在の保健所庁舎に残ります。

になります。４月１日以降、町内に特定

の不安などで免許更新せずに運転免許の

◆移転先／置賜総合支庁本庁舎
（米沢市）

工場（敷地面積9,
000愛以上または建築

有効期間を満了した方を対象に加えます。

◆問合せ先／保健企画課総務係

面積3,
000愛以上の工場）を新設・変更

◆対象者／①有効期間内の運転免許を自
主返納した飯豊町民の方
②４月１日以降に運転免許の更新をせず
に有効期間を満了した飯豊町民の方
◆支援内容／ほほえみカー利用券交付
（400円券×30枚）
◆申請に必要なもの／はんこ、本人確認
ができるもの（健康保険証、年金証書

緯0238－22－3000（～3月31日晶）

などする際は、事前に商工観光課に届け

緯0238－26－6000（４月１日松～）

出てください。詳しくは下記までお問い

※保健所内の各担当の直通番号は変更あ
りません

臨時福祉給付金
（経済対策分）の受付開始

◆支給対象者／平成28年度臨時福祉給
付金の支給対象者の方

合わせください。
◆問合せ先／役場商工観光課産業連携室
☎870523

「人と地域をつなぐ事業」
２期生募集

置賜広域行政事務組合では、人と地域

など）
、
運転免許の自主返納または更新

※平成28年度臨時福祉給付金対象者と

のつながりづくりから、置賜で生き生き

しない事を確認できるもの（①の方は

は、平成28年１月１日に飯豊町の住民

と暮らし、置賜を元気にするような活動

申請による運転免許の取消通知書 ま

基本台帳に記載されている方で、平成

を広げるため、昨年度から人と地域をつ

たは運転経歴証明書。②の方は有効期

28年度分の住民税が課税されていな

なぐ事業を始めました。２期生を募集し

間満了の日が確認できる運転免許証）

い方。ただし、ご自身を扶養している

ます。詳細は組合のホームページをご覧

◆問合せ先／免許の自主返納について：

方が課税されている場合や生活保護を

ください。

受給されている方は対象外となります

◆募集期間／４月21日晶

長井警察署交通課緯84－0110
支援の手続きについて：役場住民税務

◆支給額／一人につき15,
000円

課生活環境室緯87－0514

◆通常受付／健康福祉課で受け付けます

無料人権なんでも相談所
人権擁護委員が、皆さんの困りごと相
談に応じています。秘密厳守です。
◆日時／毎週月曜日と金曜日
９：00～16：00
◆場所／山形地方法務局米沢支局（米沢市）
◆問合せ先／山形地方法務局米沢支局
緯0238－22－2148

危険物取扱者試験の
準備講習会

◆講習日時

・乙種第４類
５月25日昭と26日晶の２日間
９：00～16：00【定員80名】
・丙種
５月25日昭

４月10日捷～10月10日昇
８：30～17：00（土日祝日を除く）
※ただし、４月22日松午前中のみ健康福
祉課で受付を行います。
◆臨時受付／地区公民館で受け付けます

日程

受付時間
会場
9：00～
西部地区公民館
４月１８日
11：30
13：30～
昇
中津川地区公民館
16：00
9：00～
東部地区公民館
４月１９日
11：30
13：30～
昌
中部地区公民館
16：00
◆受付・問合せ先／町健康福祉課福祉室
☎86－2233

陸上自衛隊神町駐屯地
創立記念事業

◆応募・問合せ先／置賜広域行政事務組
合総務課☎0238－23－3241

ハローワーク求人情報の
「広報お知らせ版」掲載

町では、企業などの求人と求職者の

マッチングを促進するため、今年４月号
広報お知らせ版（４月27日昭発行）から、
ハローワークの求人情報をお知らせ版に
毎号掲載します。町ホームページにも掲
載します。企業などの皆さんは求人があ
る場合、積極的にハローワークへの登録
をお願いします。
◆掲載対象企業／飯豊町を主な勤務先と
している企業
◆掲載内容／事業所名・職種・雇用形態・
賃金など
◆掲載する求人／４月号に掲載する求人
情報は、平成29年３月１日から４月
13日までにハローワークで新規で受

◆日時／４月16日掌８：00～15：00

け付けされたもの。５月号以降は、前

◆講習会場／長井市民文化会館

◆場所／陸上自衛隊神町駐屯地（東根市）

月号掲載以降に、ハローワークで新規

◆申込期間／４月17日捷～５月17日昌

◆内容／観閲式、行進、戦闘訓練、体験

受け付けされ、毎月第２木曜日までに

９：00～16：00【定員20名】

◆申込書配布・問合せ先
西置賜行政組合消防本部緯88－1797
消防署飯豊分署緯72－2222

搭乗や装備品展示など
◆問合せ先／第６師団司令部広報室
緯0237－48－1151

登録されたもの
◆問合せ先／役場商工観光課産業連携室
☎87－0523

後期高齢者医療保険料の
軽減特例が変わります
後期高齢者医療の保険料では、通常の軽減のほかに
国の予算による軽減特例の措置がありますが、世代間・
世代内の負担の公平を図り、負担能力

医療機関受診前に
保険証の確認をお願いします
医療機関を受診する際に、変更前の保険証で受診し

ているケースが見られます。誤った保険証を使用し受
診した場合、医療費の全額をお支払い
いただく手続きが発生することがあり
ます。次のような場合は、受診前に保
険証の確認をお願します。

に応じた負担を求める観点から次の
とおり特例部分が見直しとなります。
制度の持続性を高めるためご理解を
お願いします。
【特例部分の見直し】
平成28年度

平成29年度

平成30年度

所得割額

５割軽減

２割軽減

軽減なし

制度加入直前
にサラリーマ
ンの扶養家族
だった方の均
等割額

９割軽減 ７割軽減 ５割軽減

◆会社を退職または就職したとき
お勤めの会社を退職した場合、または新たに会社に
就職した場合は、それまで使用していた保険証は使
用できなくなります。
◆被扶養者でなくなった、または被扶養者になったとき
家族の扶養に入っていた方が、就職や収入超過など
の理由で扶養からはずれたとき、または新たに家族
の扶養に入った場合は、それまでの保険証は使用で
きなくなります。

◆75歳になったとき

低所得者の負担軽減などを含めた詳しい保険料に関
する変更点は、７月に保険料額決定通知書と一緒に送
付するパンフレットをご覧ください。

75歳の誕生日を迎えた方は、後期高齢者医療の被保
険者になりますので、それまで使用していた保険証
は使用できなくなります。

◆問合せ先／役場住民税務課住民室緯87―0511

地区公民館の月曜日利用のお知らせ
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

町民総合センター「あ～す」
月曜日利用のお知らせ

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、平成29年４月から平成30年３月末ま
で、月曜日も施設の利用ができます。夜間については利
用できません。
◆利用時間／９：00～16：30 ※祝日は利用できません
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」☎７２－３
１１
１

町民総合センター「あ～す」
は、町民の利便性を図る目
「あ～す」図書室からのお知らせ
的で試行として、
平成29年４月から平成30年３月末まで、
図書室開館時間の延長を行います。
月曜日も施設の利用ができます。ただし多目的ホールに
ついては講演会やコンサートなどの音響・照明を伴う使 ◆期間／４月１日臥～９月30日臥
◆開館時間／峨～蚊 ９：00～19：00
用はできません。
※月曜日、祝日は利用できません
◆利用時間／９：00～22
：00
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」図書室
※祝日、
第４月曜は利用できません
☎７２－３１１１
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」☎７２－３１１１
【お知らせ版】広報いいで 2017/
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町健康福祉課からの
お

知

ら

◇場所／町社会福祉協議会建物内

せ

残会場

◇日時／毎週月・火・木・金（祝日休館）

●らくらく筋トレ

つばき
保育園

９:
00～12:
00、13:
00～16:
30

健康福祉
センター

◇料金／1回200円

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

◇持ち物／内履き、飲み物、タオル

レーニングルームです。介護予防運動

残利用者の声・運動の成果

指導員がおりますのでトレーニングマ

・70代女性

シンを安全に使用でき、体力に合わせ

運動しながら日々の出来事や料理に

て無理なく運動が続けられます。足腰

ついてなど、いろいろな会話ができ

を丈夫にしたい方や筋肉量を維持した

るのでとっても楽しいです。運動だ

い方など、ぜひご活用ください。この

けでなく、参加している人たちとの

機会に、楽しく手軽にできるトレーニ

会話も盛り上がり、脳の活性化にも

ングを始めてみませんか？

なります。
筋トレ教室に来ると、
あっ
という間に半日がすぎ、充実した時

◇対象者／おおむね60歳から

間を過ごすことができます。まだ利

※初めての方は事前にご連絡ください

用したことがない人にお勧めします。
心の相談

置 賜 保 健 所 の
健
康
相
談

あ～す

町社会福祉
協議会
◆申込・問合せ先

・社会福祉協議会内専用緯86－2555

・町健康福祉課会内専用緯86－2233

○場所／保健所

１人で悩んでいませんか。つらい時は
精神科医師にご相談ください（要予約）

３月末までは米沢市金池3丁目1－26
４月からは米沢市金池7丁目1－50

煙置賜保健所（米沢市）会場

感染症に関する相談

焔日時／４月19日昌 ９：30～

エイズ・性器クラミジア・梅毒・B

焔日時／４月13日昭10：00～

焔日時／毎週月曜日 10
：00～11
：00

◆申込・問合せ先／置賜保健所 精神保
健福祉担当緯0238―22―3015

焔場所／置賜保健所（米沢市）

女性の相談

焔内容／無料血液検査など
※結果は直接本人にお知らせしますの
で、保健所においでください

焔日時／毎週火曜日 13
：00～17
：00
焔場所／置賜保健所（米沢市）

焔電話相談／平日８：30～17：15

焔相談担当者／置賜保健所保健師

◆申込・問合せ先／置賜保健所 感染症

◆申込・問合せ先／置賜保健所 保健支

予防担当緯0238―22―3002

JA

煙置賜総合支庁西庁舎（長井市）会場

型・C型肝炎の検査と相談（予約不要）

援担当緯0238―22―3205

最
上
川

郵便局
ハロー
ワーク

市営体育館
図書館

置賜保健所（３月末まで）
※すべての相談・検査は匿名やプラ
イバシーを厳守します

新年度はすぐそこ

住民税務課生活環境室から
住民税務課生活環境室か
ら

サンマル

イチマル

30・10運動で宴会の食品ロス削減

宴会の食べ残し（食品ロス）量は、ランチや定食の５倍に上ります。
春には地域の総会・職場の顔合せ・花見、一年の節目には暑気払い・芋煮会・忘新年会と、宴会は付き物です。
新年度のスタートにあたり、ご家庭・ご親戚・地域・職場で、食品ロスを考えましょう。
■ “たべきり作戦” 30・ 10運動
乾杯前
↓

／ 確認タイム

30・ 10運動を幹事から紹介【心を一つに】

乾杯後30分間／ 味わいタイム できたての料理を味わう【自席を離れない】
↓

その後
↓

／ お楽しみタイム

会場内で親睦を深める【料理も忘れない】

お開き前10分間／ 食べ切りタイム もう一度、料理を味わう【自席の料理も】
世界では、約９人に１人が栄養不足です。世界全体の年間食料援助量320万鞍に対し、日本の年間食品ロス発生量は632
万鞍トン。命の恵みである食べ物を大切に。
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室緯87－0514

４月
1
2
3
4
5
6
7

土
日
月
火
水
木
金

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338

飯豊ロードレース大会 8
：30～（スポーツセンター前）

乳幼児健診

キララ☆陸上クラブ 18
：30～（スポーツセンター前集合）
町内幼児施設入園式（各園）
町内小中学校入学式（各学校）

キララ☆書道教室 8
：30～（中部地区公民館）
8 土 四季の歌“春うた”を歌う集い 14
：00～（あ～す）
キララ☆スポーツの日 19
：00～（スポーツセンター）
9 日

町消防団辞令交付式 9
：00～（あ～す）
町スポーツ少年団合同入団式 ９：30～（スポーツセンター）

10 月
11 火 婦人学級開級式 9
：30～（中部地区公民館）
12 水 キララ☆陸上クラブ 18
：30～（スポーツセンター前集合）
13 木
14 金
飯豊町部落長等総会 9
：00～（あ～す）
15 土
キララ☆スポーツの日 19
：00～（スポーツセンター）
16 日
17 月
いきいき教室開級式 10
：00～（白椿地区公民館）
18 火
いちごクラブ開級式 17
：30～（白椿地区公民館）
19 水 キララ☆陸上クラブ 18
：30～（スポーツセンター前集合）
20 木 統計調査員協議会総会 19
：00～（中津川地区公民館）
21 金
キララ☆書道教室 8
：30～（中部地区公民館）
飯豊分署完成見学会 14
：00～（飯豊分署）
：00～（東部地区公民館）
22 土 飯豊町スポーツ振興賞授与式 16
飯豊町体育協会理事会 17
：00～（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）
23 日
24 月
25 火
26 水
27 木
28 金
29 土
30 日

飯豊分署完成見学会 ９：00～（飯豊分署）
バイオマス産業都市構想策定検討委員会 14
：00～（役場）
キララ☆陸上クラブ 18
：30～（スポーツセンター前集合）

１歳６カ月児健診

司日時／４月27日昭 13
：00までおいでください
司対象者／平成27年８月・９月・10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、４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

幼児歯科健診
司日時／４月20日昭 13
：00までおいでください
司対象者
①平成26年２月・３月生まれ
隠平成27年５月・12月生まれ
韻平成28年４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（祝日を除く）
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／４月12日昌 ８：50～15：30
司対象者/平成29年８月・９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）

５月の乳幼児健診日程
４カ月児・９カ月児健診

司日時／５月12日晶 13
：00までおいでください

第40回其柳杯川柳大会 ９：30～（白椿地区公民館）

司対象者／４カ月児／平成28年11月・12月生まれ
９カ月児／平成28年６月・７月生まれ
幼児歯科健診
司日時／５月18日昭 13
：00までおいでください
司対象者
①平成26年１月・５月・８月・９月生まれ
②平成27年３月・４月生まれ
③平成28年１月・５月生まれ

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。
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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。

