
●1

◆申込・問合せ先／役場住民税務課住民室緯72―2111内線120、123、127

１年分６カ月分１カ月分
平成21年度

割引額保険料額割引額保険料額割引額保険料額

―175,920円―87,960円―14,660円
毎月納付 

納付書による現金納付
翌月末の口座振替

600円175,320円300円87,660円50円14,610円
毎月納付【早割】
（口座振替）
当月末引落し

1,420円175,500円710円87,250円――６カ月前納
（現金納付）

2,000円173,920円1,000円86,960円――
６カ月前納
（口座振替）
４・10月末引落し

3,120円172,800円――――１年前納
（現金納付）

3,690円172,230円――――
１年前納
（口座振替）
４月末引落し

平成21年度の国民年金定額保険料は、月額14,660円です。
便利でお得な口座振替による前納や毎月納付【早割】をご利用ください。

国民年金保険料納付は「口座振替」が、便利で、お得。

国民年金保険料早見表

殺申し込みに必要なもの
☆年金手帳　☆預金通帳　☆金融機関届出印
殺申し込み方法
☆役場住民税務課住民室または金融機関でお申し込
みください。

☆口座振替での前納（下期６カ月前納）をご希望の
場合は、８月31日捷がお申し込み期限となります。

☆すでに口座振替されている方でも毎月納付【早割】
で納付する場合は、再度お申し込みが必要です。

口座振替は、
とっても
お得なんだ！

　ご家族の方が病気やケガのためにお医者さんで診
療を受けた際に、医療機関で支払った金額と国民健
康保険で支払いをした分を合わせた「医療費の総額」
を７月中に郵送でお知らせします。
　皆さんに医療に対するコストを知っていただくと
共に、家族の受診状況を振り返ることができ、健康

国民健康保険へ加入の方へ
医療費をお知らせします

づくりの大切さを再認識する
ことにも役立ちます。貴重な
保険税を有効に使うためにも、
健康管理に十分心がけてくだ
さい。

◆問合せ先／役場住民税務課住民室
緯72―2111内線122、124、127
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　国の政策として現在の経済情勢を乗
り切るために、次のような雇用対策が
拡充されています。
焔雇用保険制度の充実
　雇止めにより離職した方について、
解雇・倒産などの場合と同様に、６カ
月の被保険期間で受給資格を得られる
ようになりました。
焔職業訓練と生活保障の充実
　雇用保険を受給していない方を対象
に多様な職業訓練メニューを用意。さ
らに、訓練期間中の生活保障のための
給付・貸付制度が創設されます。
◆相談・問合せ先／ハローワーク長井
緯84－8609

　全国水源の里連絡協議会では、集落
再生に向けた取り組みを行っており、
「水源の里フォトコンテスト」を計画
しました。清らかな水や緑に触れ、日
本のふるさとの原風景を１枚の写真に
収めてください。
◆テーマ／水源の里の四季折々の自然
風景、人々の生活や祭事、その地域
を象徴する風物など、水源の里の魅
力が表現された作品
◆受付期間／８月31日俄まで
◆応募料／１点につき1,000円
※応募は町を含め、全国水源の里連絡
協議会参画市町村において撮影され
たものに限ります。そのほか、応募要
領の詳細は下記まで
◆応募・問合せ先／〒623－1122
京都府綾部市八津合町上荒木５番地
上林いきいきセンター内
全国水源の里連絡協議会事務局
綾部市水源の里振興課
緯0773－54－0095

　県議会では、各総合支庁において、
地元議員による地域の課題や施策につ
いての審議を行う地域議員協議会を開
催します。県議会の審議を身近で傍聴
する機会ですので、傍聴を希望される
方は、当日会場でお申し込みください。
◆日時／８月10日俄　13:00～
◆場所／置賜総合支庁講堂
◆問合せ先／県議会事務局政策調査室
緯023－630－2846

　県では、一定の要件に該当される新規
就農者に対して、以下のような支援事
業を行います。助成を希望する方は期
限内に申請されますようお願いします。
陰新規就農条件整備支援事業
◆事業内容／平成20年７月から22年３
月までに営農を開始する40歳から65
歳未満の新規就農者が、経営を開始
するときに機械・施設を導入する際
に助成金を支給して初期費用を軽減

◆助成額／事業費の３分の１以内
　　　　（上限200万円）
隠新規就農定着サポート事業
◆事業内容／平成20年７月から21年９
月までに営農を開始する新規就農者
（農家の後継者を除く）が早期に自立定
着できるよう、営農費用の一部を助成
◆助成額／年間36万円以内
陰、隠共通事項
◆募集期間／平成21年７月21日峨か
ら８月21日画まで

※認定就農者になっていただくなどの
要件があります

◆問合せ先
　役場産業振興課農地管理室緯72－
2111内線267または、苛やまがた農
業支援センター緯023－641－1117

水源の里フォトコンテスト
のお知らせ

新規就農者を支援します

８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
72－2191佐 藤 管 工 業土1572－2191佐 藤 管 工 業土1
75－2086髙 橋 工 務 店日1675－2086髙 橋 工 務 店日2
75－2086髙 橋 工 務 店土2275－2086髙 橋 工 務 店土8
72－2191佐 藤 管 工 業日2372－2191佐 藤 管 工 業日9
72－2191佐 藤 管 工 業土2972－2191佐 藤 管 工 業木13
75－2086髙 橋 工 務 店日3075－2086髙 橋 工 務 店金14

　食中毒発生の原因施設は、飲食店に
ついで家庭での発生が多く、特に夏は
細菌性食中毒の発生が増加する季節で
す。山形県では今月を「食中毒予防月
間」とし、飲食店や販売施設など食品
を取り扱う施設に対する監視指導を強
化します。家庭でも食品の取り扱いに
注意して、食中毒を予防しましょう。
宇特に次のことにご注意ください
◇買い物・保存
焔特に生鮮食品の期限表示を確認する
焔冷蔵庫・冷凍庫には詰め過ぎない
焔肉や魚などは、ビニール袋に入れて、
汁がもれないようにする

◇下準備・調理
焔調理前や生の肉・魚や卵を扱った後
は、手を薬用せっけんで洗う
焔冷凍した食材は、冷蔵庫や電子レン
ジで解凍
焔加熱は中心まで十分におこなう
焔使用した調理器具は洗剤でよく洗い、
生の肉や魚を取り扱った後は、洗浄だ
けでなく熱湯をかけるなどして消毒

◇食事前・食事後
焔食事の前に手を洗う
焔調理した食品は、常温で放置しない
焔残ったら、容器に入れて冷蔵庫で保存
◆問合せ先／県総務部危機管理室食品
安全対策課緯023-630-2621、町健
康福祉課健康医療室緯86-2338

　８月は、行方不明者捜索強化期間で
す。プライバシーは厳守しますので、
ご家族の方で連絡のとれない方がおら
れましたら、警察署または交番・駐在
所までご相談ください。
◆連絡・問合せ先／長井警察署生活安
全課緯84－0110

食中毒にご注意ください

長井警察署からのお知らせ

ハローワークから
雇用対策拡充のお知らせ

地元県議会議員による
地域議員協議会の開催



●3

【町民総合センター「あ～す」へ】
◎生け花の展示／長谷川清さん
◎施設周辺の清掃／飯豊中１年生

【中部地区公民館へ】
◎除草作業・花植え／萩生花の会、樋
口善一さん

◎除草剤散布作業／萩生区協議会
【白椿地区公民館へ】

◎施設内の清掃／飯豊中1年生
【東部地区公民館へ】

◎施設内の清掃／飯豊中1年生
【西部地区公民館へ】

◎花植え／寿クラブ
【中津川地区公民館へ】

◎施設付近の県道花壇除草作業／樋口
建設㈱（地元婦人会と共同作業）

【第二小学校へ】
◎登下校見回り、あいさつ運動、防犯
活動／白椿子どもネット

◎英語指導／茂木栄子さん
◎野菜作り・稲作指導／小川雅憲さん、
土田達雄さん、疋田力さん

◎花植え／伊藤文雄さん
【添川小学校へ】

◎野菜作り指導／高砂会
◎稲作指導／JA青年部添川支部
◎英語指導／茂木栄子さん

【手ノ子小学校へ】
◎施設内の除草・清掃／手ノ子小PTA

【さゆり保育園】
◎施設内の清掃／飯豊中１年生

【つばき保育園】
◎施設内の清掃／飯豊中１年生

【いいで中部幼稚園】
◎プール清掃／飯豊中１年生
【介護老人保健施設「美の里」へ】
◎利用者への慰問活動／遠藤喜一さん

（川西町）、五十嵐きみ子さん（同）、
加藤みち子さん（同）、藤柳美香次さ
ん（同）、藤柳美寿次さん（同）、山口
和子さん（同）、勝見てる子さん（同）、
高橋美智代さん（同）、菊地幸子さん
（同）、伊藤みちるさん（米沢市）
【高齢者介護予防センター（ひまわり館）へ】
◎施設前県道の草刈作業／上原部落
◎施設内の除草作業／ゆうゆうクラブ

【めざみの里観光物産館へ】
◎施設内の清掃／飯豊中１年生

【どんでん平ゆり園へ】
◎除草作業／町西部落、飯豊町議会、
長井・西置賜シルバー人材センター
飯豊地区会員、飯豊町建設組合、萩
生花の会、中部地区公民館しろあと
教室、東部地区活性化協議会、高峰
地区協議会
◎支障木伐採作業／飯豊ライオンズク
ラブ
◎売店助手・清掃／飯豊中１年生

【町民球場へ】
◎グラウンド整備／飯豊中１年生

【町民プールへ】
◎施設周辺の清掃／飯豊中１年生
◎プールの清掃／中津川小中全校生

【大日杉小屋へ】
◎施設周辺草刈作業／那須建設㈱、共
栄建運㈱、山形緑化㈱

【羽前椿駅へ】
◎施設内の清掃／飯豊中１年生

【山形県飯豊少年自然の家】
◎施設内の清掃／飯豊中１年生

【石原ポケットパークへ】
◎除草作業／飯豊中１年生

【置賜白川おらだの川へ】
◎周辺のごみ拾い／飯豊中１年生

ありがとうございました。

ボ ラ ン テ ィ ア
４月１日から６月30日までの間に、町
内の公共施設などでボランティア活動
をしてくださった皆さんを紹介します。

日時：７日画･21日画  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：14日画　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：21日画　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

　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。

８月町県民税･国保税
煙納期限／８月31日迂
煙問合せ先
役場住民税務課納税
支援室 内線125・126８月

　昨今、高齢者を狙ったリフォーム契
約や次々販売などの悪質商法による被
害、また高齢者への虐待などが社会問
題化しております。こうした被害を根
絶するためには、判断能力の不十分な
方々を保護する「成年後見制度」を知っ
ていただき、また有効活用していくこ
とが必要です。この度、成年後見無料
相談会を開催しますので、お気軽にご
参加ください。
◆日時／８月８日臥  10：00～15：00
◆会場／置賜会場：アクティー米沢（米
沢市西大通一丁目５番５号）

◆相談形態／面談による無料相談
　　　　　　（予約不要）
◆問合せ先
花成年後見センター・リーガルサ
ポート山形支部緯023－623－3322

　山形県中高一貫教育校設置構想の概
要の説明と質疑応答を行います。事前
申し込みは不要ですので、多くの方の
ご参加をお待ちしております。
◆日時／８月４日峨  19：00～20：10
◆会場／伝国の杜ホール（米沢市）
◆問合せ先／県教育庁高校教育課高校
改革推進室緯023－630－3067

　　　　協力御礼　　　　

「きれいな川で住みよいふるさと運動」
へのご協力ありがとうございました。
　７月５日蚊の活動に、朝早くから多
くの皆様に作業へご参加いただきまし
た。その結果、河川や道路の清掃など
身近な場所の美化活動により、地区全
体がきれいで気持ちのよい環境になり
ました。
　ご協力ありがとうございました。

中高一貫教育校設置構想
説明会のご案内

成年後見無料相談会の
お知らせ

【この記事に関してのお願い】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、
上記に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。



●4 【お知らせ版】広報いいで　2009/7/23

　長寿（後期高齢者）医療保険や国民健康保険では、
お医者さんや薬局などで支払う医療費の窓口負担割合
について、平成20年中の所得の状況により、再判定を
行います（国民健康保険に加入されている方について
は、70歳以上が対象となります）。
煙長寿医療保険の方には・・・
閣「後期高齢者医療被保険者証」（水色）
煙国民健康保険の方（70～74歳）には・・・
閣「国民健康保険高齢受給者証」（水色）
を、それぞれ７月中に郵送します。どちらも平成21年
８月１日から有効ですので、お
医者さんにかかるときは、ご注
意ください。今までお使いのも
のは、有効期限が過ぎましたら、
ご家庭で破り捨てるなどして処
分をお願いいたします。

「後期高齢者医療被保険者証」
「国民健康保険高齢受給者証」

をお送りします

「ジェネリック医薬品お願いカード」を同封します

　長寿医療保険に加入されている方について、今回
「ジェネリック医薬品お願いカード」を同封します。
　ジェネリック医薬品とは後発医薬品のことで、新薬
の特許期間が終了した薬について、同じ成分同じ効き
目の薬をほかの医薬品メーカーが開発コストを抑えて
つくることができるために、安価で設定されています
（詳しくは、被保険者証に同封するパンフレットをご
覧ください）。　
　ジェネリック医薬品をご希望する方は、「ジェネリッ
ク医薬品お願いカード」を、お医
者さんの受診の際に保険証や診察
券と一緒に提示するか、または薬
局で提示して下さい。
※国民健康保険に加入されている
方についても、８月中に新しい
被保険者証とともに送付します。

◆問合せ先
役場住民税務課住民室 

緯72―2111内線122、124、127

●講師／小松伸子先生
●伴奏／安部里美先生
●参加費／お一人500円
●申込締切／７月28日峨
●申込方法／町民総合センター「あ～す」までお電話
でお申し込みください

　深い緑の薫る「夏」を一緒に歌って過ごしましょう。
●日時／８月１日臥　10：00～12：00
●会場／町民総合センター「あ～す」多目的ホール
●内容／夏の歌、大好きな歌、思い出の歌を一緒に楽
しく歌いましょう
●対象／どなたでも大歓迎です。
ご家族、お友達同士、もちろん
お一人からでもお気軽に参加で
きます

四季の歌「夏うた」
一緒に歌ってみませんか

８月１日穣は「あ～す」に行こう！

　映画は、大阪の小学校で新任教師が
実践した「小学校６年生のクラスで、
ブタ１頭を育てて、食べる」という実
話に基づく作品です。食べることの大切さと「いのち」
の尊さを学びます。ぜひ、ご家族でご覧ください。
●日時／８月１日臥　２回公演

１回目　14：00上映（13：30開場）
２回目　19：00上映（18：30開場）

●会場／町民総合センター「あ～す」多目的ホール
●前売券／煙ペア券1500円（当日1800円）煙大人1000円

（当日1200円）煙子ども 800円（当日1000円）
※ペア券は、年齢制限なし、お二人分の入場券です。

●前売券取扱施設／各地区公民館、町民総合センター
「あ～す」、役場住民税務課会計室、町健康福祉課

上映会「ブタがいた教室」
ご家族でご鑑賞ください

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
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　 　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

◆はつらつ教室
　おなか周りが気になる方、メタボ予
防を真剣にお考えの方、食事と運動を
主にした健康教室を開催します。
焔対象者／おおむね75歳までの方
焔内容／採血や体組成計等での測定、
食事や運動の講義と実技など
焔期日／８月25日峨、９月１日峨、10
月７日我、１1月19日牙、12月９日我
焔時間／８月25日峨、12月９日我は
８時30分より、そのほかは９時30分
より

　詳細は後日連絡します
◆あくてぃぶ倶楽部
臼運動体験コース　９：30～11：00
焔開催日／８月11日峨、25日峨
渦ちびボールコース　9：30～11：00
焔開催日／８月14日画､28日画
嘘フラダンスコース　10：00～11：00
焔開催日／８月11日峨、18日峨
唄ちびボールコース
焔開催日時 毎週火曜日19：00～20：30
欝エクササイズボールコース
焔開催日時 毎週木曜日19：00～20：30
◇参加費／１回500円
◇持ち物／タオル、飲み物

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

　　　精神保健福祉担当の相談　　　

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／８月20日牙  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／８月19日我  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／８月27日牙 13：30～
焔場所／置賜保健所（米沢市）
焔相談担当者／精神科医師
　　　　保健支援担当の相談　　　　

申込・問合せ先／緯0238―22―3205
①子育て支援相談（要予約）
焔日時／８月28日画 13：30～
焔場所／置賜総合支庁西庁舎（長井市）
焔相談担当者／臨床心理士

渦乳幼児発達相談（要予約）
焔日時／８月12日我 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
嘘女性の健康相談（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
　　　 感染症予防担当の相談 　　　

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

環境にやさしい暮らし
「めざせ１人１日１kg削減」

CO2 排出をみんなで減らしましょう！

　京都議定書で約束した６%削減目
標。それを実現するための家庭での
二酸化炭素（CO2）削減目標は、年
間約3,800万ｔ（※）と試算されていま
す。削減目標を達成するために、全
国で１人１日１茜削減を目安に様々
な取り組みが行われており、山形県
でも地球温暖化防止家庭のアクショ
ンとして、昨年に引き続きキャン
ペーンを行っています。
◆参加方法
①登録用紙に家庭でできる取り組み
を記入して登録
②省エネなどの行動を開始
③報告用紙にできた取り組みを記入
して報告
④登録して報告いただいた方に抽選
で素敵な商品が当たります！
◆期間／平成22年３月まで
◆申込・問合せ先／山形県地球温暖
化防止活動推進センター緯023－
679－3340 ホームページ http://eny.jp
◆例えば…
焔冷房の温度を28℃にする…83g
焔車発進時はゆっくりスタート…207g
焔風呂は間隔をあけずに入る… 86g
　
　このように、ほんの少し意識をす
るだけで、家庭からのCO2 排出を減
らすことができます。キャンペーン
の応募用紙は、上記のホームページ
か、役場住民税務課の窓口にありま
す。また、今年は「家電アクション」
「エコドライブアクション」「地産地
消アクション」も同時に開催してい
ます。あわせてご応募ください。
　現在、国民１人あたりが家庭から
排出するCO2 量は、１日平均で約６
茜です。各家庭で様々な温暖化防止
の取り組みを実践し、皆さんも、1人
１日１茜のCO2 削減を目指し、家庭
から地球を守る！という意気込みで
頑張りましょう。
※京都議定書目標達成計画（2008年）
の目標値と2007年度排出量速報値
との比較

 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／８月６日から９月24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／８月19日我　13：30～
焔参加料／施設使用料200円
焔定員／６名



　４カ月・９カ月児健診　
士対象／４カ月児：平成21年３月～４月生まれ

９カ月児：平成20年11月生まれ
司日時／８月19日昌　（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　
士対象／平成18年１月～２月生まれ
司日時／８月６日昭　（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
前に送付します）、子供用歯ブラシ、バスタオル

士対象／①平成18年７月・10月生まれ
②平成19年１月・４月生まれ
嘘平成20年４月・７月生まれ

司日時／８月20日昭（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、子ども用歯ブラシ、健

診料金500円

司期日／８月10日捷・24日捷
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／８月26日昌 午前８時50分～午後３時30分
司場所／長井市保健センター
司対象者／平成21年12月・平成22年１月出産予定

の初妊婦と夫
司持ち物／母子健康手帳、筆記用具、エプロン、

運動できる服装

　１歳６カ月児健診　
司日時／９月３日昭　午後１時～
司対象者／平成20年１月・２月生まれ
　幼児歯科検診　
司日時／９月24日昭　午後１時～
司対象者
①平成18年８月・11月・12月生まれ
②平成19年２月･５月・７月・10月・11月生まれ
③平成20年５月･８月生まれ

この広報誌は再生紙を使用し、大豆インキで印刷しています。

夏うた 10：00～（あ～す）
子ども将棋大会 10：00～（中部地区公民館）
ブックスタート広場 10：30～（こどもみらい館）
上映会「ブタがいた教室」（１回目） 14：00～、（２回目）19：00～
（あ～す）

土1

町長杯パークゴルフ大会 ８：30～（白川パークゴルフ場）日2
月3
夏休みお楽しみ子ども教室 ９：00～（中部地区公民館）～５日
趣味の会 ９：00～（東部地区公民館）
かもしかクラブ ９：30～（つばき保育園）
あそびの広場 10：30～（こどもみらい館）

火4

絵本読み聞かせ・子ども映画まつり（第１回） ９：15～
（白椿地区公民館）
かもしかクラブ ９：30～（添川児童センター）

水5

かもしかクラブ ９：30～（さゆり保育園）
３歳児健診 13：00～（健康福祉センター）木6

絵本読み聞かせ・子ども映画まつり（第２回）  ９：15～
（白椿地区公民館）
心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）

金7

子ども将棋教室 10：00～（中部地区公民館）土8
食彩しろつばき野菜販売 ９：30～（白椿地区公民館）日9
母子手帳交付・健康診断 ９：00～（健康福祉センター）月10

火11
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）水12

木13
添川温泉ふるさと祭り・さぎ草展 13：00～（しらさき荘前）
人権相談 13：30～（あ～す）金14

成人式 10：00～（あ～す）土15
日16
月17
趣味の会 ９：00～（東部地区公民館）
子育て講座「ほのぼの講座」 10：30～（こどもみらい館）火18

おはなし広場 10：30～（こどもみらい館）
４カ月・９カ月児児健診 13：00～（健康福祉センター）
小池先生ボール教室 19：00～（中津川地区公民館）
白椿地区子ども会育成会役員会 19：00～（白椿地区公民館）
西部地区スポーツレクリエーション大会実行委員会  19：30～
（西部地区公民館）

水19

幼児歯科健診 13：00～（健康福祉センター）木20
心配ごと相談・行政相談 13：00～（白椿地区公民館）金21
めざみの里かかし祭り ８：30～（中部地区公民館）土22
西部地区スポーツレクリエーション大会 ８：00～
（手ノ子小グラウンド）
食彩しろつばき野菜販売 ９：30～（白椿地区公民館）

日23

母子手帳交付・健康診断 ９：00～（健康福祉センター）月24
趣味の会 ９：00～（東部地区公民館）火25
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）水26
かんがるー広場 10：30～（こどもみらい館）木27

金28
土29
白椿地区健康体力作りレクリエーション大会 ８：00～
（第二小グラウンド）日30

心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）月31

8月

幼児歯科健診

９月の乳幼児健診日程

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338

母子健康手帳交付・健康相談

パパ・ママ教室（１回目）
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乳幼児健診
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