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お　知　ら　せ　版

　公的年金を受給されて個人住民税の納税義務のある
方は、これまで納付書や口座振替または勤務先の給与
からの引き去りの方法で納付いただいていました。
　しかし、今年10月から公的年金所得にかかる個人住
民税については、公的年金より引き落とし（特別徴収）

させていただくことになります。
　これは、新たな税負担が発生するものでなく、公的
年金所得にかかる個人住民税の納付方法が変更になる
制度です。ご理解とご協力をお願いします。

猿猿対象となる方猿猿猿

　次のすべての要件を満たす方が対象です。
①町民税・県民税の納税義務のある方
②平成21年４月１日現在で年齢が65歳以上の公的年金
受給者
③年額18万円以上の老齢基礎年金などを受給している
方で、介護保険料が年金から引き落とし（特別徴収）
されている方
④平成21年１月１日以後、引き続いて本町に住所を有し
ている方

猿猿対象となる住民税額猿猿猿

　公的年金にかかる年金所得に対する個人住民税のみ
・・

となります。年金所得のほかに、給与所得や農業・営
業・不動産所得などがある場合、これらの所得に係る
個人住民税は、これまで同様、納付書または口座振替
や勤務先からの引き去りによる納付方法となります。
猿猿対象となる年金猿猿猿

　老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金など
※障害年金などの非課税年金は対象になりません。

猿猿引き落としの開始時期猿猿猿

　今年10月支給分の年金からとなります（今年度の年
金所得に係る住民税額のうち、半分については、すで
に６月と８月に、納付書や口座振替で納めていただい
ています）。

対象となる方には、平成21年度町民税・県民税納税通知書でお知らせしています。
年金からの特別徴収制度にご理解とご協力をお願いします。
◆問合せ先／役場住民税務課税務室 緯72―2111内線128・129・130

◆日時／10月18日蚊　７：00～11：30
◆主会場／①第一小学校とその周辺（対象地区：
中、萩生、黒沢地区）②町民総合センター「あ
～す」周辺（対象地区：椿地区）

◆内容／住民避難訓練、避難所設置・運営訓練、
初期消火訓練、水防訓練、救出・救護訓練、火
災防ぎょ訓練など

※早朝からのサイレンなどご迷惑をおかけします
が、ご理解とご協力をお願いします。

※防災ヘリによる救出救助訓練も行われます。
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室

緯72―2111内線131、133
烏訓練を通して防災意識を高め、災害の防止に努
めましょう！

町 総 合 防 災 訓 練 10月18日擾 ７：00～

第１会場／第一小（中・萩生・黒沢地区）　第２会場／「あ～す」周辺（椿地区）

１０月支給分の公的年金から
住民税の引き落としが始まります

65歳以上の年金受給者で、

個人住民税を納税されている方
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　総務省では、経済的な理由などで地
上デジタル放送を見ることができない
世帯に対して、簡易なチューナーを無
償給付するなどの支援を開始します。
◆対象／生活保護などの公的扶助を受
け、ＮＨＫ受信料全額免除となってい
る世帯の方々など。詳細は下記まで
お問い合わせください

※支援の申し込みには、ＮＨＫと受信契
約を結び、全額免除の適用を受ける
ことが必要です。支援は現物給付で
すので、ご自身で購入されたチュー
ナー、アンテナ改修などの費用を清
算することはできません

◆申込受付期間
10月１日牙～12月28日俄

※応募状況によっては支援が遅れるこ
とがあります。12月29日以降の申し
込みについては翌年度実施予定です

◆申込方法／下記までお電話の上、申
込書などを請求ください

◆申込・問合せ先
　総務省地デジチューナー支援実施セ
ンター緯0570―033840

◆テーマ／「進化と発達から知る人の
能力」「子どもの発達と発達障がい」

◆場所／米沢市中央公民館  203研修室
◆日時／10月17日臥 13：00～16：00
◆受講料／無料
◆申込締切／10月２日画まで
◆申込方法／下記まで電話、ファック
スなどで申し込み

◆その他／託児所を設置します。開催日
２週間前までにお申し込みください

◆申込・問合せ先／県立保健医療大学
付属図書館（大久保）緯023－686－
6671 胃023―686―6679

　置賜総合支庁では、皆さんの消費生
活での悩みや問題の解決を目指し、法
律の専門家による法律相談会を実施し
ます。お気軽にご相談ください。
◆日時／10月15日牙、11月19日牙、12
月17日牙、１月28日牙、２月25日牙、
14：00～16：00

◆場所／置賜総合支庁（米沢市）
◆相談内容／悪質商法の契約解除、多重
債務問題、その他の契約問題など消費
生活に関する法律問題などについて
◆料金／無料
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境
室緯72－2111内線133

　10月は不法投棄パトロール強化月間
です。ごみをみだりに捨てると法律で
処罰されます。
焔不法投棄110番電話／置賜総合支庁
環境課緯0238－26－6034

焔町窓口／役場住民税務課生活環境室
緯72－2111

※不法投棄110番電話は、強化月間中
に限らず常時開設しています
◆問合せ先
置賜地区不法投棄防止対策協議会
事務局（置賜総合支庁環境課内）
緯0238－26－6034

　自賠責保険・共済は、原付自転車を含
むすべての自動車に加入が義務付けら
れています。四輪車はもちろんですが、
特に車検制度のない250cc以下のバイク
（原動機付自転車・軽二輪自動車）は有
効期限切れ、かけ忘れにご注意ください。
◆問合せ先／山形運輸支局企画輸送・
監査部門緯023－686－4712

　直営除雪機械オペレーターを下記の
とおり募集します。
◆募集人数／若干名
◆受付日時／９月２8日俄～10月９日画
８：30～17：00（土・日・祝祭日除く）

◆資格要件／大型自動車運転免許・大
型特殊自動車免許および車両系建設
機械運転技能講習を終了した方（整
地・運搬・積込および掘削用）

◆業務内容／公共施設および老人世帯
宅道などの除雪

◆雇用期間／平成21年12月１日峨～
　　　　　　平成22年３月31日我
◆勤務条件
◇賃金／日額11,200円（通勤手当含み）
◇勤務時間／８：30～17：15
◇休日／原則土曜・日曜・祝祭日
◇その他／社会保険に加入
◆申込方法／役場地域整備課建設室に
て交付する申込用紙に必要事項を記
入し、役場地域整備課建設室まで持
参か郵送で提出してください。郵送
申し込みの場合は、当日消印まで有
効とします

◆申込・問合せ先
　〒999－0696　飯豊町大字椿2,888番地
　役場地域整備課建設室
緯72－2111内線158

　衆議院議員総選挙で使用したポス
ター掲示板（ベニヤ板および杭）を無
償で差し上げます。ご希望の方はご連
絡ください。無くなり次第終了します。
※ベニヤ板については、１人につき５
枚までとさせていただきます

◆申込・問合せ先／町選挙管理委員会
（役場総務企画課総務情報室内）
緯72－2111内線222

10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1772－2191佐 藤 管 工 業土3

75－2086髙 橋 工 務 店日1875－2086髙 橋 工 務 店日4

75－2086髙 橋 工 務 店土2475－2086髙 橋 工 務 店土10

72－2191佐 藤 管 工 業日2572－2191佐 藤 管 工 業日11

72－2191佐 藤 管 工 業土3175－2086髙 橋 工 務 店月12

除雪機械オペレーター募集

選挙ポスター掲示板を
差し上げます

地上デジタル放送受信のための
簡易チューナーの無償給付

消費生活に関する
法律無料相談会のお知らせ

不法投棄パトロール強化月間

ご確認ください
自賠責保険・共済の有効期限

健康と福祉を考える
公開講座のお知らせ
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日時：２日画・16日画・30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：９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：16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。

１０月町県民税・国保税
煙納期限／11月２日迂
煙問合せ先
役場住民税務課納税
支援室 内線125・126１０月

　定住促進住宅いいでハイツでは、入
居者を募集しています。
◆受付期間／随時
◆入居日／受付から３週間程度
◆申込資格／同居する親族があり、飯
豊町に対する公共料金に未納がない
世帯。また１月あたりの所得額が家
賃の３倍以上あること。ただし、高
齢者世帯やＩターン就農者世帯につ
いてはこの限りではない

◆住宅所在地／大字萩生3623-3
◆募集戸数／２階３戸、３階１戸

４階２戸
◆間取り／６畳和室（２部屋）および

４.５畳和室、DK
◆家賃／38,000円（１～３階）
　　　　34,200円（４階）
　　　　30,400円（５階）
　　　　※別途駐車場代2,100円/台
◆その他の費用
　上下水道、電気、ガス、自治会費
◆敷金／家賃の２カ月分
◆申込・問合せ先／役場地域整備課建
設室緯72－2111内線159

　県最大の花のイベント「やまがたフ
ラワーフェスティバル2009」が開催
されます。県内の生産者が栽培した最
高級の花が展示・販売されるほか、18日
蚊には東北６県の生花商やデザイナー
によるフラワーデザインコンテストも
開催されます。ぜひ、ご来場ください。
◆場所／米沢市営八幡原体育館
◆日時／10月17日臥13：00～16：00

10月18日蚊10：00～15：00
◆入場料／無料
◆問合せ先／県農林水産部生産技術課
園芸振興担当緯023－630－2487

　町では、下記の施設の管理と運営を
行う方（指定管理者）を募集します。
◆募集する施設／飯豊町木質バイオマ
ス製造施設（宇津沢地内）
◆指定管理料
　施設の管理業務に要する経費は、指
定管理者の運営による事業収入に
よってまかなうものとします
◆期間／平成21年11月１日～
　　　　平成24年３月31日
◆業務内容
焔木質ペレット、オガ粉製造
焔木材産業を促進するための啓発
焔施設および設備の維持管理
焔そのほか設置目的達成のための業務
◆資格要件／焔町内に主たる事務所を
有する法人そのほかの団体であるこ
と　焔飯豊町バイオマスタウン構想
に添って、ダム流木や支障木および
町内の間伐材や林地残材の資源化や
利活用できること　焔破砕・リサイ
クル施設技術管理士の資格を有する
こと　焔乾燥設備作業主任者の資格
を有すること
※そのほか資格要件がありますので、
必ず下記まで事前にご確認ください
◆募集期間／９月24日牙～10月５日俄
◆申込・問合せ先／役場産業振興課農
林整備室緯72－2111内線271

◆日時／10月18日蚊 10：00～15：00
◆場所／テクノプラザ米沢敷地内
◆内容／食育活動のパネル展示、野菜・
料理の試食体験など参加費無料
※米沢市産業まつり、フラワーフェスティバ
ル2009、県発明くふう展との同時開催
◆申込・問合せ先／置賜総合支庁産業
経済企画課緯0238－26－6042

　10月19日俄～25日蚊は、「行政相談週
間」です。行政についてお困りになっ
ていること、納得のいかないこと、要
望したいことがありましたら、お気軽
にご利用ください。秘密は厳守します。
◆内容／焔年金の受給手続きについて
聞きたい焔高齢者介護のことで困っ
ている焔道路に穴があいている、ま
たは段差があって通行に支障がある
ので改修してほしいなど

◆日時／10月16日画 13：00～15：00
◆場所／白椿地区公民館
◆料金／無料
◆行政相談員／五十嵐眞（手ノ子）
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境
室緯72―2111内線131

　モンテディオ山形を町民あげて応援
するため、町に在住または在勤の方へ
半額の『応援デーチケット』を販売し
ます。このチャンスをお見逃しなく。
◆試合日／10月３日臥 試合開始14：00
　　　　　大分トリニータ戦
◆会場／NDソフトスタジアム山形
　　　　（天童市）
◆座席／バックスタンド南席（指定）
◆販売チケット
①一般1,500円（通常3,000円）
②小中高生無料（通常1,000円）
◆販売期間／10月１日牙まで
◆販売窓口／①役場町教育委員会教育
文化課生涯学習振興室②町民スポー
ツセンター（月・木曜日休館日）

※試合当日も会場応援デーテントにて
半額チケットを販売します

◆問合せ先／役場教育文化課生涯学習
振興室緯72―2111内線162、町民ス
ポーツセンター緯72―3086

町有施設指定管理者募集の
お知らせいいでハイツ入居者募集

やまがたフラワー
フェスティバル2009開催

行政相談所開所のお知らせ

モンテディオ山形
【飯豊町応援デー】のお知らせ

おきたま食育フェア開催
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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

音楽祭」を開催します！ 音楽と町を愛する皆さんの
 奮 っての出演をお待ちしています。
ふる

捲日時／11月21日臥 開演13：30
捲会場／町民総合センター
　　　「あ～す」多目的ホール

捲対象／町内で音楽活動をされて
いる方または団体

　①声楽（独唱、重唱、合唱）　
　②器楽（独奏、重奏、合奏 ※楽器は和洋を問いません）
捲構成／二部構成（休憩あり）
捲申込締切／９月30日我まで
捲申込・問合せ先／町民総合センター「あ～す」

緯72―3111

第１４回“めざみの里”音楽祭

出出演演者者・・出出演演団団体体大大募募集集鎧鎧

　障害基礎年金は、国民年金加
入中に初診日のある病気・けが
で１級または２級の障がいの状
態になったときに支給されます。
ただし、60歳以上65歳未満で国
内に住んでいる間に初診日があ
れば、加入をやめた後の病気・
けがによるものでも受けられます。
　障がいの程度は病名によって決定されるものではな
く、定められた「障害等級表」によって決定されます。
　障害基礎年金の額は１級が990,100円（平成21年度の
年額・以下同じ）、２級が792,100円です。
　障害基礎年金を受ける方に子（生計を維持されてい
る18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で１
級、２級の障がいの子に限られます）がいるときは「子
の加算額」があり、その額は、２人目まで各227,900円、
３人目以降は各75,900円です。

　障害基礎年金を受けるためには、初診日のある月の
前々月までの「国民年金に加入しなければならない期
間」のうち、３分の２以上の期間が、①保険料を納め
た期間または②保険料を免除された期間であるという
「保険料の納付要件」を満たす必要があります。

　障害基礎年金を受けるためには、裁定請求の手続き
が必要です。窓口は役場で、請求に必要な用紙を用意
しています。用紙の中には「診断書」もあり、それに
ついては、医師に記載を依頼することになります。
　なお、障害基礎年金を支給するか否かの審査は、社
会保険事務所で行われます。
※厚生年金に加入中に初診日のある病気・けがで障が
いになったときには、障害基礎年金とは別に「障害
厚生年金」が支給されますが、その場合の請求先は、
現在または最後に勤めていた事業所を管轄する社会
保険事務所となっています。

◆申請・問合せ先／役場住民税務課住民室
緯72―2111内線122・124・127

裁定請求の手続き

保険料納付要件

あなたの音楽を多くの方に聴いてもらうチャンスです

　今年度も町内の幼児施設や小中学校、そして地域で
活躍される音楽団体のステージとして「“めざみの里”

　土地は、限られた貴重な資源
であり有効利用が大切です。
　国土利用計画法では、土地の
投機的取引や地価の高騰を抑制
するとともに、適正かつ合理的
な土地利用の確保を図るため、

土地取引について届出制を設け
ています。一定面積（本町は１
万㎡）以上の大規模な土地の取
引などを行う場合は、契約を結
んだ後、２週間以内に買い主が
必ず届け出なければなりません。

変動率本年価格基準地の所在
△5.24,550手ノ子字上段ノ下ー1614番４
△4.26,630萩生字岡529番６
△4.55,750添川字下町ー667番
△5.88,400椿字町内1935番８

●平成21年度地価調査結果【基準地価格】
（単位：円／愛　％）

◆届出先・問合せ先／役場総務企画課総合
政策室緯72―2111内線227

土 地 月 間10月は

国民年金には障がい
・ ・ ・

への保障があります

知っていましたか？
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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

◆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。
臼運動体験コース　９：30～11：00
（運動初心者大歓迎）
焔開催日／10月６日峨、20日牙
渦ちびボールコース○昼   ９：30～11：00
（膝痛・腰痛予防と疲れとりに）
焔開催日／10月９日画、23日画
嘘フラダンスコース  10：00～11：00
（ウエストをしぼりたい方に）
焔開催日／10月13日峨、27日峨
唄ちびボールコース○夜   19：00～20：30
（内側から体脂肪を燃やしたい方に）
焔開催日／10月13日峨、27日峨
欝エクササイズボールコース
（汗をかきたい方に）
焔開催日時／10月１日牙、29日牙
　　　　　19：00～20：30

◇参加費／１回500円
◇持ち物／タオル、飲み物
※小池先生の自主活動もありますので、
詳しくはお問い合わせください。

 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／10月８日から11月26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／10月21日我 13：30～
焔参加料／施設使用料200円
焔定員／６名

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／10月８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／10月21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／10月22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／10月９日画、30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
太陽光発電の

新たな買取制度が始まります

　太陽光により発電された電力は、
自然由来の環境にやさしいエネル
ギーです。地球温暖化にストップを
かけるため、クリーンなエネルギー
である太陽光発電の普及は急務と
なっているところですが「発電装置
が高額である」「電力の買い取り金額
が安く設置費用の回収ができない」
などの理由により、一般家庭ではあ
まり普及していません。
　それを受け、国では、平成21年11
月より余剰電力の新たな買取制度を
始めることとしました。
　新たな制度では、法律により電力
会社に余剰電力の買い取りを義務付
け、全国統一の価格で電力の買い取
りを行います。買取価格を約２倍（一
般住宅用では１kwhあたり48円）と
することにより、設置費用を回収す
る期間が今までより格段に短くなり
ます。あわせて、装置設置補助の申
請を行うと、10年ほどで設置費用を
回収できるとの試算がされています。
　自分の家で電気を作ることにより、
家計にも環境にもオトクな制度と
なっています。この機会に太陽光発
電の導入を検討してみてはいかがで
すか。

参考：太陽光発電の新たな買取制度
ポータルサイト
（http://www.enecho.meti.go.
jp/kaitori/index.html）

◆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



　４カ月・９カ月児健診　
士対象／臼平成21年５月生まれ

渦平成20年12月・平成21年１月生まれ
司日時／10月21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、その他お
子さんに必要なもの
　３歳児健診　
士対象／平成18年３月・４月生まれ
司日時／10月29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）、子ども用歯ブラシ、バスタオル

士対象
①平成18年９月生まれ
②平成19年３月・６月・８月・９月・12月生まれ
嘘平成20年６月・９月生まれ
司日時／10月22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／10月13日昇・26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／10月14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22年２月・３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

　４カ月・９カ月児健診　
司日時／11月18日昌 午後１時～
司対象者／臼平成21年６月・７月生まれ

渦平成21年２月生まれ
　１歳６カ月児健診　
司日時／11月26日昭 午後１時～
司対象者／平成20年３月・４月生まれ
　幼児歯科検診　
司日時／11月19日昭 午後１時～
司対象者／臼平成18年10月生まれ
　　　　　渦平成19年１月・４月生まれ
　　　　　嘘平成20年７月・10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。

木1
かもしかクラブ ９：00～（添川児童センター）
小学校児童と高齢者グランドゴルフ交流会 10：30～（手ノ子小）
心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）

金2

土3
コラール・ド・めざみ定期演奏会 13：00～（あ～す）日4

月5
趣味の会 ９：00～（東部地区公民館）
リトミック（５歳児対象） 10：00～（あ～す）火6

白椿地区文化祭実行委員会 19：00～（白椿地区公民館）水7
かもしかクラブ ９：30～（つばき保育園）木8
人権相談 13：30～（あ～す）金9

土10
スポレク祭 町民登山 ５：50～（役場集合・飯豊連峰御坪）
スポレク祭 町ゲートボール大会 ８：30～（しらさぎ荘）
食彩しろつばき野菜販売 ９：30～（白椿地区公民館）

日11

スポレク祭 町グラウンドゴルフ大会 ８：30～（すわんぱーく）
スポレク祭 町柔道大会 ９：00～（町民スポーツセンター）
スポレク祭 町パークゴルフ大会 14：00～（白川湖パークゴルフ場）

月12

趣味の会 ９：00～（東部地区公民館）
母子健康手帳交付 ９：00～（健康福祉センター）
秋桜倶楽部手芸教室 19：00～（白椿地区公民館）

火13

かもしかクラブ 10：00～（いいで中部幼稚園）
おはなし広場 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14

かもしかクラブ 10：00～（さゆり保育園）
なかよし広場 10：00～（添川児童センター）木15

なかよし広場 10：00～（手ノ子幼稚園）
心配ごと相談・行政相談 13：00～（白椿地区公民館）金16

中部地区公民館分館連グラウンドゴルフ大会 ８：30～
（すわんぱーく）土17

町総合防災訓練 ７：00～（第一小グラウンド、あ～す周辺）
飯豊町芸能発表会 13：30～（あ～す）日18

月19
趣味の会 ９：00～（東部地区公民館）
かもしかクラブ 10：00～（手ノ子幼稚園）
あそびの広場 10：30～（こどもみらい館）
いちごクラブ健康教室 19：30～（白椿地区公民館）

火20

ゆりコーラス音楽鑑賞 10：30～（こどもみらい館）
４カ月・９カ月児健診 13：00～（健康福祉センター）
エクササイズボール教室 19：00～（中津川地区公民館）

水21

なかよし広場 10：00～（さゆり保育園）
幼児歯科健診 13：00～（健康福祉センター）木22

ミニミニ運動会 10：30～（こどもみらい館）金23
西部地区文化祭 ９：00～（手ノ子小、西部地区公民館）～25日
中部地区文化祭 ９：00～（中部地区公民館）～25日
飯豊かやぶき講 14：00～（宇津沢かやぶき民家）

土24

町駅伝競走大会 ９：00～（つばき保育園前スタートゴール）
東部地区子ども会育成会いも煮会 ９：00～（松岡公園）
食彩しろつばき野菜販売 ９：30～（白椿地区公民館）

日25

母子健康手帳交付 ９：00～（健康福祉センター）月26
なかよし広場 10：00～（いいで中部幼稚園）火27
なかよし広場 10：00～（つばき保育園）
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）水28

かんがるー広場 10：30～（こどもみらい館）
３歳児健診 13：00～（健康福祉センター）木29

心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）金30
白椿地区文化祭 13：00～（白椿地区公民館）土31

10月

11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

6

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（１回目）
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