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IIDE PUBLIC RELATIONS

お　知　ら　せ　版

医療費の自己負担割合（１割）が１年間据え置かれます
７０～７４歳の国民健康保険加入者の皆さんへ

　現在、窓口負担が１割の70～74歳の方について
は、平成22年４月から２割負担とされていましたが、
平成22年４月から平成23年３月までの１年間、窓
口負担が１割に据え置かれることになりました。該
当する方には、３月末に新たな高齢受給者証を郵送
します。

　なお、すでに３割負担になっている方
や後期高齢者医療制度の対象者となる一
定の障がい認定のある方は対象外となり
ます。
◆問合せ先／役場住民税務課住民室
　　　　　緯72―2111内線122・124

口座振替の手続き方法について

革

　申し込みをすると後日、
口座振替開始通知が送付さ
れますので、口座振替の開
始月を確認してください。
それ以前の月分は納付書で
の納付となります。

噛役場住民税務課住民室
噛振替希望の金融機関
噛米沢年金事務所
※上記のいずれか

臼年金手帳または納付書
渦預金通帳
嘘預金通帳届出印

革

お申し込みは、
振替開始希望月の
前々月までに

申し込み先

申し込む際に
持参するもの

問合せ先
胸米沢年金事務所緯0238－22－4220
胸役場住民税務課住民室緯72－2111内線120・123・127

保険料は、早割と前納がお得です！

　平成22年４月から平成23年３月までの国民年金保険料
は、平成21年度の保険料から月440円引き上げられ、月額
15,100円です。

※平成22年度保険料で算出

噛６カ月前納制度もあります。割引額は、お問い合せく
ださい。

納期限（翌月末）までに納付・引き落とし

１年分は181,200円
（15,100円×12月）

177,400円3,800円割引
 口座振替で１年分を
 前納すると…４

茎と比べると580円お得！

４月末日に引き落とし（申込締切：３月１日㈪）

４月末日までに納付

177,980円3,220円割引
 現金で１年分を
 前納すると…３

180,600円
（１５,０５0円×１２月）

600円割引

（月々50円割引）
 口座振替の早割で
 納付すると…２

早割とは、納付期限より１カ月早く口座振替することです。

当月保険料を当月末に引き落とし

編集・発行
飯豊町総務企画課総務情報室
〒999―0696 山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888
鼓 0238―72―2111 胃 0238―72―3827
E-mail　iide―info@town.iide.yamagata.jp

 現金または口座振替で
 毎月納めると…１
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◆日時／３月10日㈬
◆受付時間／９：30～13：30
◆相談時間／10：00～14：00
◆場所／役場会議室
◆内容
◇『ねんきん定期便』に関する相談や
訂正の手続きなど
◇厚生年金に関する相談全般（厚生年
金加入記録の確認・年金の試算など）
◇厚生年金、遺族年金の裁定請求の手
続きなど
◆問合せ先／役場住民税務課住民室
緯72―2111内線120・123・127

　置賜保健所では、一匹でも多くの動
物が幸せに生きられるよう、引き取り
した犬や猫を希望される方へお譲りし
ています。
◆譲渡までの流れ
①保健所の譲渡講習会を受講
②保健所から犬・猫の譲渡情報の提供
③希望する犬・猫との対面
◆譲渡講習会
◇日時／毎月第３金曜日 15：30～
◇場所／置賜保健所講堂
※事前に電話でお申し込みください
◆問合せ先／置賜保健所生活衛生課
　　　　　緯0238－22―3750

　冬期は献血者が減少する時期ですが、
必要とされる血液の量は同じです。ご
協力をお願いします。
◆日時／３月16日㈫ 15：30～16：30
◆場所／あ～す
◆問合せ先／町健康福祉課健康医療室
　　　　　　緯86―2338

　テレビＣＭでご存知のとおり、これ
までのアナログ放送は平成23年７月に
終了し、デジタル放送に変わります。
　このたび、町内の会場で無料の地デ
ジ放送説明会を行います。テレビの展
示説明のほか、個別相談も受け付けま
すのでお気軽にお越しください。

◆説明内容／地上デジタル放送の受信
のための説明、個別相談受付

◆参加費／無料（事前申込不要）
◆問合せ先／役場総務企画課総務情報
室緯72―2111内線220・224

　おいたま子育てスプリングフェスタ
を下記のとおり開催します。　
◆日時／３月14日㈰ 10：00～12：20
◆会場／米沢伝国の杜
◆内容／親子で楽しむお芝居「碓碓（ま
るまる）おとうさん」、子育てトーク
講演「ささえよう子育てと自分育て」

◆参加費／無料
◆託児／無料（要予約）
◆申込方法／３月５日㈮まで申込書を
郵送、ファックス、e-mailにより下
記申込先へお申し込みください

◆申込・問合せ先／置賜総合支庁福祉課
　 緯  0238―26―6027
　FAX0238―24―8155
e-mail：yokitamafukushi@pref.yamagata.jp

　町では、町営住宅施設の管理を行う
施設管理人を募集します。
◆職種／町営住宅施設管理人
　（町営住宅３団地・いいでハイツ）
◆業務／施設巡視、施設維持管理（簡
易修繕・清掃・草刈・除雪など）、各
種届出受付（書類交付及び説明）、各
種相談受付などの業務

◆募集人数／１名
◆勤務条件
◇賃金／１時間1,000円
◇期間／平成22年４月１日から
　　　　平成23年３月31日まで
◇勤務日／週３日（月・水・金曜日）
及び隔週日曜日（第２・第４日曜日）

◇勤務時間／午前８時から正午までの
４時間（ただし作業内容によっては
午後の勤務を要する）

◇休日／勤務日以外の平日、土曜日、
隔週日曜日、祝祭日、年末年始

◇その他／社会保険・雇用保険なし
◆応募資格
◇普通自動車運転免許を有していること
◇草刈機や除雪機などの機械を操作で
きること

◇その他／性別・住所は問いませんが、
職員と同様に業務上知り得た情報の
秘密保持や公正公平な事務執行を行
うことができることとします。施設
管理経験者を優遇します

◆申込方法／下記問合せ先で交付する
申込用紙に必要事項を記載して提出

◆申込期間／３月１日㈪から３月10日
㈬の午前８時30分から午後５時まで
（土・日・祝祭日を除く）
◆決定方法／申込書により書類選考の
上、雇用通知書を送付します

◆申込・問合せ先／役場地域整備課建
設室緯72―2111内線157

３月の土・日・祝祭日水道修理担当業者
電話番号業　者　名曜日電話番号業　者　名曜日

75－2086髙 橋 工 務 店日2172－2191佐 藤 管 工 業土6

75－2086髙 橋 工 務 店月2275－2086髙 橋 工 務 店日7

75－2086髙 橋 工 務 店土2775－2086髙 橋 工 務 店土13

72－2191佐 藤 管 工 業日2872－2191佐 藤 管 工 業日14

72－2191佐 藤 管 工 業土20

献血へのご協力を
お願いします

犬・猫の新たな飼い主を
探しています

子育て中のパパ・ママの
応援イベントを開催します

開催会場時間期日
西部地区公民館 10：00～ 3月2日

㈫ 東部地区公民館 14：00～ 

中津川地区公民館 
８：30～ 3月3日

㈬ 13：00～ 

中部地区公民館 
10：00～ 3月6日

㈯ 14：00～ 

町民総合センター 
あ～す 

10：00～ 3月7日
㈰ 14：00～ 

町営住宅施設の管理人を
募集します

地上デジタル放送受信の
説明会を行います

３月の年金相談
（年金事務所出張相談）
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　平成21年10月から平成22年１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】
◎ＪＡ山形おきたま・全国共済農業協同
組合連合会山形県本部
カーブミラー（４基）

◎中ノ目南部落／40万円
◎添川財産区管理会／松の木（１本）
◎東芝ライテック㈱
ＬＥＤ防犯灯（10台）
◎㈱ＬＤＦ／ＬＥＤ防犯灯（20台）
◎梅津萬次郎さん／10万円

【町民総合センターへ】
◎長沼新聞店／山形県企業データベー
スＣＤ-ＲＯＭ（２枚）
◎置賜農業高校飯豊分校／花鉢（３鉢）
◎安部運作さん／図書（12冊）
◎中区協議会／中村史（２冊）
◎遠藤止観さん・静岡県／図書（１冊）
◎宇津木牧子さん／図書（２冊）

【西部地区公民館へ】
◎舩山健信さん／どんぶり（22個）
【高齢者介護予防センターへ】

◎中津川中学校生徒会／回転式座椅子
（８脚）、ＤＶＤプレーヤー（１台）

【第二小学校へ】
◎椿若衆会／図書（15冊）
◎白萩会／雑巾（100枚）

【手ノ子小学校へ】
◎ＰＴＡ母親部／図書（４冊）
◎井上かやさん／図書（１冊）
◎白萩会／雑巾（95枚）

【添川小学校へ】
◎白萩会／雑巾（70枚）
◎小松菫嗣さん／大根・ねぎ

【中津川小中学校へ】
◎白萩会／雑巾（43枚）

【飯豊中学校へ】
◎長岡ハナ子さん
雑巾（100枚）、はちまき（90本）

◎二瓶幸浩さん／花鉢（10鉢）
◎セブンイレブン椿店
ペットボトルキャップ

◎セーブオン萩生店
ペットボトルキャップ

【いいで中部幼稚園へ】
◎木村勝男さん／図書（19冊）
◎横澤晃さん／ビデオ（10巻）
◎伊藤昭一さん／正月飾り（一式）
◎舩山庄輔さん／団子の木（１本）

【手ノ子幼稚園へ】
◎西部地区さわやかクラブ
お手玉（70個）
◎寒河江安子さん／みず木（３本）、あ
やとりとリース（一式）

【つばき保育園へ】
◎二瓶幸浩さん／花苗（48個）
◎鈴木春男さん／いちご苗（23個）
◎伊藤昭一さん／正月飾り（一式）
◎梅津松男さん／団子の木（１本）

【さゆり保育園へ】
◎冨永則夫さん／獅子頭（１頭）
◎青木幸一さん／ネギ（15㌔）

【こどもみらい館へ】
◎伊藤昭一さん／正月飾り（一式）
◎長岡幸子さん／和紙人形（一式）

　平成21年10月から平成22年１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。

【町民総合センターへ】
◎図書管理補助／飯豊中１年生
◎生け花の展示／長谷川清さん

【東部地区公民館へ】
◎花壇球根植え／高砂会

【西部地区公民館へ】
◎施設内の清掃・除草作業
町上子ども会育成会、佐村正吉さん

【第一小学校へ】
◎施設内の清掃・側溝泥上げ
樋口建設㈱、㈱ヤマキチ

【手ノ子小学校へ】
◎本読み聞かせ／手塚娃子さん

【添川小学校へ】
◎野菜作り指導／高砂会
◎英語指導／茂木栄子さん
◎本読み聞かせ／手塚娃子さん

【飯豊中学校へ】
◎ひまわり栽培指導／髙橋勝さん

【いいで中部幼稚園へ】
◎施設内の清掃・除草作業／樋口建設
㈱、㈱ヤマキチ、飯豊中１年生

◎雪囲い・除草作業／長井・西置賜シ
ルバー人材センター飯豊地区会員

【さゆり保育園へ】
◎施設内の清掃／飯豊中１年生

【つばき保育園へ】
◎保育助手／井上さやかさん
◎施設内の清掃／飯豊中１年生
【介護老人保健施設「美の里」へ】
◎施設内の清掃
長井工業高校飯豊地区保護者会
◎利用者への慰問活動
ゆりコーラス、伊藤照美さん

【羽前椿駅へ】
◎施設内の清掃／置賜クリーン設備㈱
◎生け花の展示／長谷川清さん

日時：５日㈮・19日㈮ 午後１時～３時
会場：白椿地区公民館
問合せ先：町社会福祉協議会（緯72－3353）

心配ごと相談

日時：12日㈮ 午後１時30分～３時30分
会場：町民総合センター「あ～す」
問合せ先：役場住民税務課（緯72－2111）

人 権 相 談

日時：19日㈮ 午後１時～３時
会場：白椿地区公民館
問合せ先：役場住民税務課（緯72－2111）

行 政 相 談

暮 ら し の 相 談

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。

３月国保税
煙納期限／３月31日㊌
煙問合せ先
役場住民税務課納税
支援室 内線125・126３月

心遣いに感謝します。

窓善 意 の

ありがとうございました。

ボ ラ ン テ ィ ア

【ボランティア活動の紹介に関してのお願い】
　町内の公共施設などに対するボランティア
活動において、漏れているものや今後行われ
る予定のものなどの情報をご存知でしたら、
役場総務企画課総務情報室までお知らせくだ
さい。随時、広報で紹介します。



【お知らせ版】広報いいで　2010/2/254

【建 春の訪れを楽しく歌って迎えよう 建】

　平成22年度も「四季のうたを歌う集い」を年４
回開催します。今回は、春の歌。大好きなあの歌、
思い出の歌を一緒に楽しく歌いましょう。
♪日時　　４月17日㈯ 10：00～12：00
♪会場　　町民総合センター「あ～す」
♪対象　　性別・年齢は問いません。お１人から

でも参加できます。
♪講師　　小松伸子先生、安部里美先生（伴奏）
♪参加料　お１人500円

申込・問合せ先
町民総合センター「あ～す」緯72-3111

持参するもの⇒士国保に加入するとき

こ
ん
な
と
き
は
必
ず
届
出
を
概

転出証明書、印鑑⇒ほかの市町村から転入したとき
職場の健康保険をやめた証明書、印鑑⇒職場の健康保険をやめたとき（※）
扶養でない理由の証明書、印鑑⇒家族の健康保険の扶養からはずれたとき

持参するもの⇒士国保をやめるとき
保険証、印鑑⇒ほかの市町村へ転出するとき
国保と職場の両方の保険証、印鑑⇒職場の健康保険に加入したとき
国保と職場の両方の保険証、印鑑⇒家族の健康保険の扶養になったとき
保険証、死亡を証明するもの、印鑑⇒国保の被保険者が死亡したとき

持参するもの⇒士その他
国保の保険証、印鑑⇒町内で住所が変わったとき
国保の保険証、印鑑⇒世帯主や氏名が変わったとき
国保の保険証、印鑑⇒世帯を分けたり一緒になるとき
国保の保険証、印鑑、在学証明書⇒就学のため別に住所を定めるとき
身分を証明するもの、印鑑⇒保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき

国民健康保険の手続きについて

【届出・問合せ先】役場住民税務課住民室
緯72－2111内線122・124

※家族の健康保険の扶養になる場合や健康保険を任意継続（２年間）する場合などを除く

宇国保加入の届出が遅れると…
　国民健康保険税は、加入の届け出をした
日からではなく、資格を得た月の分までさ
かのぼって保険税を納めなくてはならなく
なります。また、保険証がないためその間
の医療は全額自己負担になります。

宇国保をやめる届出が遅れると…
　国保の資格がなくなったのに、やめる届出が遅れると健
康保険料と国民健康保険税を二重に納めることになります。
　また、国民健康保険証が手元にあるため、うっかりそれ
を使って診療を受けてしまった場合は、国保が負担した医
療費（７割～９割）を後で返していただくことになります。

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

４月１７日穣 10：00～
町民総合センター「あ～す」
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町健康福祉課町健康福祉課のの 健 康 教 室

置賜保健所置賜保健所のの 健 康 相 談

環境にやさしい暮らし
身近な「水」も限りある資源です

　「日本は水と安全はタダ」。みなさ
んよく耳にする言葉だと思います。
日本の国土は、四季に富み、温暖湿
潤な気候で年間の降水量も比較的多
くあります。特に私たちが住む飯豊
町は日本でも有数の豪雪地帯である
ため、「水に困る」ということはほと
んどありません。
　しかし、世界に目を向けてみると、
アジアやアフリカなどでは安全な飲
料水を確保できない人々は約10億人
とされ、世界の人口の1/7に相当す
るほどです。また、不衛生な水しか
得られずに、毎日4,000人もの子ども
たちが亡くなっているのも事実です。
　さらに、地球温暖化やその温暖化
が原因とされている異常気象、また
は土地開発や廃棄物の投棄などによ
る環境の悪化により、「飲める水」が
年を追うごとに減ってきています。
また、世界的な人口増加による水不
足も懸念されています。2025年には
人口増加に伴って世界人口の約2/3
が水不足に陥り、2050年には地球全
体での水不足が予測されています。
　蛇口をひねればきれいな水が出る。
近い将来、私たちが住む日本でも、
その常識が覆る日が来るかもしれま
せん。日ごろから、「節水」を心がけ、
限りある資源を大切に使っていきま
しょう。
◆連絡・問合せ先

役場住民税務課生活環境室
緯72－2111内線132・133

　　　　    　心の相談　　　　　  　

申込・問合せ先／緯0238―22―3015
①精神保健福祉相談（要予約）
煙置賜保健所（米沢市）会場
焔日時／３月11日㈭ 14：30～
焔相談担当者／精神科医師
煙置賜総合支庁西庁舎（長井市）会場
焔日時／３月17日㈬ 10：00～
焔相談担当者／精神科医師
②思春期・青年期こころの相談（要予約）
焔日時／３月24日㈬ 15：00～
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔相談担当者／精神科医師
　　　　子育て、女性の相談　　　　

申込・問合せ先／緯0238―22―3205
①子育て支援相談（要予約）
焔日時／３月９日㈫ 9：00～
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔相談担当者／臨床心理士

②乳幼児発達相談（要予約）
焔日時／３月３日㈬ 13：30～
焔場所／置賜総合支庁西庁舎（長井市）
焔相談担当者／小児科医師
③女性の健康相談（要予約）
焔日時／毎週火曜日 13：00～15：00
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔相談担当者／置賜保健所保健師
　　   　感染症に関する相談 　  　　

申込・問合せ先／緯0238―22―3002
①エイズ・性感染症・クラミジアの検
査と相談
焔日時／毎週月曜日 13：00～14：00
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔内容／無料血液検査など
②Ｃ型肝炎、Ｂ型肝炎検査・相談
焔日時／毎週月曜日 13：00～14：00
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔内容／無料血液検査など

　 　健康医療室担当の健康教室 　　

申込・問合せ先／緯86―2338
会場／健康福祉センター

◆あくてぃぶ倶楽部
　楽しみながら健康づくりをしません
か？　フラダンスやボール運動など
「きつ～い運動が苦手」という方にお
勧めの教室です。軽い運動でも健康づ
くりには充分効果がありますのでぜひ
ご参加ください。
①運動体験コース　９：30～11：00
　（運動初心者大歓迎）
焔開催日／３月２日㈫、23日㈫
※２日㈫は白椿地区公民館になります
②ちびボールコース　９：30～11：00
　（膝痛・腰痛予防と疲れとりに）
焔開催日／３月12日㈮、26日㈮
③フラダンスコース　10：00～11：00
　（ウエストをしぼりたい方に）
焔開催日／３月２日㈫、16日㈫
◇参加費／１回500円
◇持ち物／タオル、飲み物
※健康運動指導士の
小池先生の自主活
動もありますので、
詳しくはお問合せ
ください

 地域包括支援センター担当の健康教室 

申込・問合せ先／緯86―2555
会場／なでしこハウス

◆らくらく筋トレ教室
　簡単な運動を楽しみながら、筋力・
体力アップをしてみませんか
焔対象者／60歳以上の方
焔参加料／施設使用料　１回200円
焔持ち物／内履きズック、飲み物、タ
オル、運動着

※主治医より運動を禁止されている
方・介護保険の認定を受けている方
は利用できません。教室利用時に簡
単な体力測定が必要になります

◆脳活性化教室
焔対象者／65歳以上の方で８回コース
を継続して参加できる方
焔日時／４月１日から５月27日までの
毎週木曜日13時30分～15時

焔参加料／施設使用料200円、テキス
ト代1,050円
焔定員／６名
◆もらさん尿体操教室
焔対象者／おおむね60歳以上の女性
焔日時／３月17日㈬ 13：30～
焔参加料／施設使用料200円
焔定員／６名
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　４カ月・９カ月児健診　
司対象者／臼平成21年５月生まれ

渦平成21年10月生まれ
司日時／３月17日㈬（受付）午後１時～
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
　３歳児健診　
司対象者／平成18年７月～９月生まれ
司日時／３月４日㈭（受付）午後１時～
司場所／健康福祉センター
司持ち物／母子健康手帳、３歳児健康診査セット

（事前にお送りします）、子ども用歯ブ
ラシ、バスタオル

司対象者
臼平成19年２月・５月・７月・10月・11月生まれ
渦平成20年１月・２月・11月生まれ
嘘平成21年２月・３月生まれ

司日時／３月18日昭 午後１時～
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

司期日／３月８日㈪・23日㈫
司時間／午前９時～11時
司場所／健康福祉センター
司内容／妊娠届出時の健康相談
※日程で都合の悪い方はご連絡ください

司日時／３月10日㈬ 午前８時50分～午後０時
司場所／長井市保健センター
司対象者
　平成22年６月・７月出産予定の初妊婦と夫
司持ち物／母子健康手帳、テキスト、筆記用具

　４カ月・９カ月児健診　
司日時／４月21日㈬ 午後１時～
司対象者／臼平成20年６月生まれ

渦平成21年11月・12月生まれ
　１歳６カ月児健診　
司日時／４月22日㈭ 午後１時～
司対象者／平成20年８月・９月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／４月15日㈭ 午後１時～
司対象者
臼平成19年６月・８月・９月・12月生まれ
渦平成20年３月・５月・６月・12月生まれ

月1

地上デジタル放送説明会 10：00～（西部地区公民館）
地上デジタル放送説明会 14：00～（東部地区公民館）
中津川地区むらづくり委員会 19：00～（中津川地区公民館）

火2

地上デジタル放送説明会 ８：30～、13：00～（中津川地区公民館）
子育て講座「ひなまつり」 10：30～（こどもみらい館）水3

３歳児健診 13：00～（健康福祉センター）木4

さゆり保育園・中部幼稚園交流保育 10：00～
（さゆり保育園、中部幼稚園）
心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）

金5

地上デジタル放送説明会 10：00～、14：00～（中部地区公民館）土6
白川湖畔自然観察会 ９：30～（ホテルフォレストいいで）
地上デジタル放送説明会 10：00～、14：00～（あ～す）日7

母子健康手帳交付 ９：00～（健康福祉センター）月8
あそびの広場 10：30～（こどもみらい館）
秋桜倶楽部閉級式 19：00～（白椿地区公民館）火9

白椿地区婦人学級閉級式 ９：30～（白椿地区公民館）
年金相談 ９：30～（役場）
ふるさと学園閉校式 10：00～（西部地区公民館）
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）

水10

木11
子育て講座「交通安全指導」 10：30～（こどもみらい館）
人権相談 13：30～（あ～す）金12

土13
日14
月15
いちごクラブ閉級式 19：30～（白椿地区公民館）
町内各中学校卒業式火16

おはなし広場 10：30～（こどもみらい館）
４カ月児・９カ月児健診 13：00～（健康福祉センター）水17

幼児歯科健診 13：00～（健康福祉センター）
町内各小学校卒業式木18

心配ごと・行政相談 13：00～（白椿地区公民館）
西部地区公民館運営委員会 16：00～（西部地区公民館）金19

ブックスタート広場 10：30～（こどもみらい館）土20
日21
月22
母子健康手帳交付 ９：00～（健康福祉センター）
町内各学童クラブ退所式火23

子育て講座「おしゃべり会」 10：30～（こどもみらい館）
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）水24

いいで中部・手ノ子幼稚園卒園式木25
さゆり・つばき保育園、添川児童センター卒園式金26

土27
日28
月29
火30
水31

３月
問合せ先／町健康福祉課健康医療室

緯86―2338

乳幼児健診

幼児歯科健診

母子健康手帳交付・健康相談

パパママ教室（２回目）

４月の乳幼児健診日程
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