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纂保育時間
焔平日／午前８時30分～午後４時30分
焔土曜日／午前８時30分～正午
焔延長保育／午前７時30分～午後６時45分
纂入園基準
焔保護者の方が勤めていたり、家業や内職で保育でき
ない方、妊娠や出産後間もない方、家族に病人がい
て常時介護している方、災害のため保育できない方
☆入所対象は、就学時前の乳幼児
☆年度途中で入所希望の方も申し込み可能
纂保育料
焔保護者の所得（税額）状況、児童の年齢により決定
焔保育料算定のため平成22年中の源泉徴収票の写し、
確定申告をする方は、確定申告書の控えの写しを、
それ以外の方は町民税申告書の写しを22年度中に提
出してください（両親の分が必要）
※延長保育を希望される場合は、別途延長保育料（月
額2,000円）をご負担いただくことになります。

纂保育時間
　月曜日から金曜日の午前８時30分～午後３時30分
焔預かり保育／午前７時30分～午後６時45分
纂入園基準／入園の基準は平成23年４月１日現在で３

歳以上の幼児
纂保育料／月額12,500円（給食費・預かり保育料は別

料金となります）

纂保育時間／月曜日から金曜日の午前８時30分～午後４時
焔延長保育／午前７時30分～午後６時45分
纂入園基準／入園の基準は平成23年４月１日現在で３

歳以上の幼児
纂保育料／月額12,500円（給食費・延長保育料は別料

金となります）

焔施設ごとの募集定員は、下表の通りです。送迎は原
則的に保護者が行いますが、送迎バスの利用を希望
される方は、施設ごとに申し込みください。

焔産休明け保育を希望される場合は、事前に役場教育
文化課子育て支援室までお問い合わせください。

焔いいで中部学童クラブ
焔添川児童センター学童クラブ
焔白椿学童クラブ（新設）
焔手ノ子幼稚園学童クラブ
纂対象／第一小・添川小・第二小・手ノ子小に在学す
る１年生から３年生で、放課後留守家庭の児童

纂使用料／月額5,000円
纂保育時間／月曜日から金曜日の学校終了～午後６時45分

電話番号募 集 定 員施 設 名
72―206750名さ ゆ り 保 育 園
72―362580名つ ば き 保 育 園
74―2305定員なし添川児童センター
72―224185名いいで中部幼稚園
75―220660名手 ノ 子 幼 稚 園

　平成23年度の入園を希望する保護者の方は、各幼児施設と役場教育文化課
に置いてあります申込書に必要事項を記入し、11月１日捷まで入園を希望す
る幼児施設または役場教育文化課子育て支援室へ提出してください。

町内幼児施設入園児募集！ １１月１日条まで受け付けます

◆申込・問合せ先／役場教育文化課子育て支援室緯72−2111内線163・167

September

保 育 園

幼 稚 園 学 童 ク ラ ブ

募集定員・送迎など

児 童 セ ン タ ー
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　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
◆受付期間／９月27日㈪～10月15日㈮
※土・日・祝祭日除く
◆受付時間／８：30～17：00
◆資格要件
大型自動車運転免許・大型特殊自動
車免許を取得し、かつ車両系建設機
械運転技能講習を修了した方（整地・
運搬・積込および掘削用）

◆決定方法
書類および面接による選考により決
定（面接は10月下旬予定）

◆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22年12月1日㈬～
　　　　　　平成23年3月31日㈭
◆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
※天候などの状況に応じて、時間外・
休日に勤務する場合もあります

◇その他／社会保険・雇用保険に加入
◆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
地域整備課建設室へ提出してくださ
い。申込用紙は町ホームページから
もダウンロードできます。

◆提出書類
①飯豊町除雪オペレーター雇用登録申
込書

②運転免許証の写し
③車両系建設機械運転技能講習修了証
の写し

◆申込・問合せ先／役場地域整備課建
設室緯72－2111内線159

　10月１日からこどもみらい館の開
館日、休館日が下記のように変更にな
ります。また、開館日は、午前８時30
分から利用できるようになります。
◆開館日／毎週火曜日～土曜日
◆休館日／毎週月曜日・日曜日、祝祭日
◆利用時間
８：30～12：00、13：00～17：00
◆問合せ先／こどもみらい館
　　　　　緯72－3336

　土地家屋調査士制度60周年記念事
業としまして無料登記相談会を開催し
ます。どうぞご利用ください。
◆日時／10月17日㈰ 10：00～15：00
◆場所／山形地方法務局米沢支局
　　　　（米沢市）
◆内容
登記、相続、離婚、親子、成年後見、
多重債務、土地境界などについて、法
務局職員や土地家屋調査士、司法書
士、公証人が無料で相談に応じます

◆問合せ先／山形地方法務局米沢支局
　　　　　緯0238－22－2148

◆結核の初期症状は風邪と似ています。
せきや痰が２週間以上続いたら必ず
医療機関で受診しましょう。

◆65歳以上の方は年に１回、結核検診
の受診が義務づけられています。

◆まだ受診されていない方は町の検診
でも受けることができます。

◆検診日程／10月６日㈬、12月４日㈯
◆検診会場／健康福祉センター
◆結核検診受付時間／７：30～８：00
◆問合せ先／町健康福祉課健康医療室
　　　　　緯86－2338

　森と川のつながりなど炭焼きを通し
て学びます。親子での参加も可能です。
◆日時／10月10日㈰ ９：30～12：30
◆場所／山形県源流の森
◆対象／小学生および一般の方
◆定員／20名程度（先着順）
◆内容／炭のお話、炭だし、炭運び、

薪詰め、炭のプレゼント
◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆申込・問合せ先／山形県源流の森
　　　　　　　　緯77－2077

　白川ダムビジョン推進会議では、秋
の自然観察会として中津川地区の草木
塔を巡り、巨木を探します。どうぞご
参加ください。
◆日時／10月２日㈯ ９：30～15：00
◆集合場所／山形県源流の森集合
◆コース／源流の森→小屋集落→広河

原集落→源流の森（解散）
◆定員／20名程度（先着順）
◆参加費／500円
◆持ち物／昼食、飲み物、雨具など山

に入る服装
◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆申込締切／９月29日㈬
◆申込・問合せ先／役場総務企画課総
合政策室緯72－2111内線227・228

◆日時／10月２日㈯ 10：00～15：00
◆会場／コロニー希望が丘（川西町）
◆テーマ／『明日に向かって』
◆内容／カラオケのど自慢大会、川西
一中吹奏楽部演奏、紅獅連よさこい
踊り、作品展示・授産製品販売など
◆問合せ先／山形県立総合コロニー希
望が丘広報係緯0238－46－3100

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 業日1775－2086髙 橋 工 務 店土2
72－2191佐 藤 管 工 業土2375－2086髙 橋 工 務 店日3
75－2086髙 橋 工 務 店日2472－2191佐 藤 管 工 業土9
75－2086髙 橋 工 務 店土3072－2191佐 藤 管 工 業日10
72－2191佐 藤 管 工 業日3175－2086髙 橋 工 務 店月11

75－2086髙 橋 工 務 店土16

こどもみらい館の
開館・休館日が変わります

法務なんでも相談室
無料登記相談会

「結核予防週間」
９月24日～30日

白川湖畔炭焼き楽校
参加者募集！

中津川の草木塔と
森林・巨木めぐり

希望が丘祭のご案内

除雪機械オペレーター募集
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日時：１日画･15日画・29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：８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：15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１日迂
煙問合せ先
役場住民税務課納税
支援室 内線125・12610月

　10月18日㈪～24日㈰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
望したいことなどを相談ください。
◆内容／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15日㈮ 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

◆日時／10月21日㈭ 13：15～17：00
◆場所／山形地方・家庭裁判所米沢支部
◆内容／刑事裁判傍聴、裁判手続き説
明、裁判員制度説明、庁舎内見学など

◆定員／30名程度（先着順）
◆参加費／無料
◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆申込・問合せ先／山形地方裁判所米
沢支部庶務課緯0238－22－2165

　あなたの心の中にある大切なものや
人、記憶、物語など、これぞ「置賜の
宝」だ！という情報をお寄せください。
　置賜地域にあるさまざまな資源を、
協働で発掘し、ホームページで全世界
へ発信するプロジェクトに、あなたも
参加してみませんか？　詳細は「置賜
の宝発掘プロジェクト」ホームページ
をご覧ください。
◆問合せ先／置賜文化フォーラム事務
局緯0238－26－6019
ホームページ http://okibun.jp

　置賜森林管理署では、皆さんに森林
に親しんでいただくためのイベントを
企画しました。どうぞご参加ください。
◆日時／10月９日㈯ ８：00～17：40
◆集合場所／飯豊町からの参加者につ
いては、めざみの里観光物産館集合
◆内容／薬師森トレッキング、自然観察
◆行程／小国町→米沢市→姥湯温泉→
薬師森→滑川温泉→米沢市→小国町

◆定員／18名（先着順）
◆持ち物／登山に適した服装と装備
◆参加費／3,000円
◆申込期間／９月27日㈪～10月６日㈬
◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆申込・問合せ先／置賜森林管理署業
務課森林ふれあい係緯62－2246

　思春期・青年期の方（統合失調症ま
たはうつ病で通院中の方を除く）の「ひ
きこもり」にお悩みのご家族などを対
象に家族学習会を開催します。
◆日時
①10月16日㈯ 13：30～15：30
②10月30日㈯ 13：30～15：30
※２回シリーズ（一方のみの参加も可）
◆場所／置賜保健所（米沢市）
◆内容
①臨床心理士による講話「ひきこもり
の理解と対応」

②家族による体験談「家族の思いをき
く」

◆参加費／無料
◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆申込締切／10月８日㈮
◆その他／未就学児の託児サービスあり
◆申込・問合せ先
置賜保健所地域保健予防課
緯0238－22－3015

　母子家庭のお母さんたちの交流会を
開催します。今年も親子一緒のグラウ
ンドゴルフやレクリエーション、情報・
意見交換会などを行います。
◆日時／10月24日㈰ 10：00～15：00
◆場所／南陽市中央花公園・南陽市民

体育館
◆対象／置賜地域の母子（父子）世帯
◆定員／30世帯（先着順）
◆参加費／無料
◆持ち物／運動できる服装、上履き
◆申込期限／10月12日㈫
◆申込方法／下記まで電話で申し込み
◆問合せ先／㈶山形県母子寡婦福祉連
合会事務局緯023－633－0962

◆日時／10月２日㈯ 10：00～16：00
◆場所／すこやかセンター（米沢市）
◆相談料／無料
◆予約／不要
◆電話相談／緯023－615－6199
◆相談例／相続・遺言に関する相談、
土地・建物の売買などの不動産登記
に関する相談、会社の設立・増資・
役員変更などの商業登記に関する相
談など
◆問合せ先／山形県司法書士会
　　　　　緯023－623－7054

　９月９日発行の「広報いいで」に掲
載しました「除雪機械を売払いします」
については、都合により中止とさせて
いただきます。お問い合わせいただき
ました皆様にお詫び申し上げます。
◆問合せ先／役場地域整備課建設室
　　　　　緯72－2111内線158

除雪機械売払いの
中止について（お詫び）

行政相談所開所のお知らせ

「法の日」週間行事
裁判所見学会について

あなたの「置賜の宝」を
教えてください

紅葉の薬師森
滑川の大滝と温泉浴

ひきこもり家族学習会を
開催します

山形県母子寡婦福祉連合会
「お母さん交流会」

法の日、全国一斉
司法書士法律相談会
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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

の里”音楽祭」を開催します！　世代を越えて、音楽を
愛する皆さんの出演をお待ちしています。

捲日時／11月20日㈯ 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／10月２日㈯まで
捲申込・問合せ先／町民総合センター「あ～す」

緯72－3111

第15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

　
　毎月の国民年金保険料（平成22
年度は15,100円）に付加保険料（月
額400円）をプラスして納めると、
将来受け取る老齢基礎年金に付加
年金が上乗せされ、生涯にわたり
受け取ることができる制度です。

　国民年金第１号被保険者または任意加入被保険者の
方は、希望により付加年金制度を利用できます。
　ただし、次の方は利用できません。
焔国民年金基金に加入の方
焔保険料免除を受けている方

 今からでも間に合う！

みんなでつくろう♪素敵なステージ

　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皆さんによるステージ「“めざみ

　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
△4.04,370手ノ子字上段ノ下一1614番4
△3.56,400萩生字岡529番6
△4.05,520添川字下町一667番
△5.17,970椿字町内1935番8

●平成22年度地価調査結果【基準地価格】
（単位：円／㎡　％）

◆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

将来受け取る年金を増やす方法
　～付加年金～

◇定額保険料の納付を行った月分のみ付加保険料を納
付することができます。

◇支払った保険料は、全額社会保険料控除になります。
◇受け取る年金額は、定額のため物価スライド（増額・
減額）しません。

◇基礎年金を65歳前に繰り上げ受給または66歳より後
に繰り下げ受給する場合には、付加年金も老齢基礎
年金の減額率・増額率に応じて減額・増額されます。

　200円×付加保険料を納めた月数
　〈例〉付加年金を10年間納めると…

申込・問合せ先／役場住民税務課住民室 緯72－2111内線120・123・127または米沢年金事務所 緯0238－22－4220

10年間に支払った保険料額
400円×10年（120月）＝48,000円
１年間に受け取る付加年金額

200円×10年（120月）＝24,000円

２年間で支払った付加保険料と同額の年金を受け取
ることができて大変お得です。

792,100円+24,000円＝816,100円が受け取れます。
老齢基礎年金

平成22年度満額

付加年金

利用できる方

付加年金とは

付加年金（年間受け取り額）の計算式

付加年金のポイント
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正しく分けてごみを資源に

　日頃から分別回収をお願いしている
資源ごみは、リサイクルセンターや回
収業者などを通じて再資源化されます。
中でも古紙は、それぞれの種類に適切
に分別・回収されることで買い取りの
対象となり、平成21年度では約748千円

が町の収入になっています。
噛古紙の種類ごとのリサイクル用途
鴨新聞紙／「新聞紙・雑誌類」へ
鴨雑誌／「ボール箱や段ボール類」へ
鴨段ボール／「段ボールなど」へ
鴨紙パック・コピー用紙／「トイレット
ペーパーなど」へ

　このほかに紙箱・包装紙・紙袋など
の「雑がみ」があり、段ボールなどに
再利用されます。「雑がみ」を出すとき
には、次のことに注意してください。
烏食品の付着しているものやアルミ
コーティングされているものは、資
源ごみでなく可燃ごみへ出す

烏感熱紙や防水加工紙はリサイクル対
象になりません
烏紙袋の取手、封筒の窓、テッシュぺー
パー取り出し口のビニール素材の部
分は切り取って出す
　また、ガムテープやビニールひもで
はなく、紙ひもで縛ると古紙と一緒に
そのまま資源となります。しっかり分
別することで「ごみ」が大事な「資源」
になります。ご協力をお願いします。

◆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／10月14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／10月20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／10月28日㈭ 13：30～
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／10月26日㈫ 13：30～16：30
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
②乳幼児の発達相談（要予約）
焔日時／10月７日㈭ 13：15～15：00
焔場所／置賜保健所（米沢市）
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

置 賜 保 健 所置 賜 保 健 所 のの

　 　健康医療室担当の健康教室 　　

申込・問合せ先／緯86−2338
◇あくてぃぶ倶楽部
◆健康づくり運動コース（日中）
①運動体験コース
焔西部地区公民館
10月19日㈫ 13：30～15：00

焔中部地区公民館
10月28日㈭ ９：30～11：00

②ちびボールコース
焔健康福祉センター
10月４日㈪ ９：30～11：00

③フラダンスコース
焔健康福祉センター
　10月12日㈫、26日㈫ ９：30～10：30

◆運動不足解消コース（夜間）
①ちびボールコース
焔東部地区公民館
10月５日㈫ 、19日㈫ 19：30～20：30
焔白椿地区公民館
10月13日㈬、27日㈬ 19：30～21：00
焔中津川地区公民館
10月６日㈬ 19：30～20：30

焔健康福祉センター
10月29日㈮ 19：30～20：30

◇参加費／１回500円
◇持ち物／タオル、飲み物
②ウォーキング教室（実践）
焔町民スポーツセンター
10月27日㈬ 19：00～20：30

◇参加費／１回500円
◇持ち物／タオル、飲み物
 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
焔対象者／60歳から75歳の方
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
◆脳活性化教室
焔対象者／60歳から75歳の方で８回
コースを継続して参加できる方
焔日時／10月14日から12月２日まで
の毎週木曜日13：30～15：00

焔参加料／施設使用料200円、テキス
ト代1,050円

焔定員／６名
焔申込締切／10月７日㈭
◆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20日㈬ 13：30～
焔参加料／施設使用料200円
焔定員／６名
焔申込締切／10月13日㈬

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 教 室

健 康 相 談

※すべての相談・検査は匿名やプラ
イバシーを厳守します

環境にやさしい暮らし



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。

　４カ月児・９カ月児健診　
司日時／10月20日㈬（受付）午後１時～
司対象者　
①４カ月児／平成22年５月生まれ
②９カ月児／平成21年12月・平成22年１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
　３歳児健診　
司日時／10月28日㈭（受付）午後１時～
司対象者／平成19年３月・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、３歳児健康診査セット、

こども用歯ブラシ、バスタオル

司日時／10月14日㈭（受付）午後１時～
司対象者／臼平成19年９月生まれ

渦平成20年３月・６月・８月・９月生まれ
嘘平成21年６月・９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、こども用歯ブラシ、健

診料金500円

司期日／10月12日㈫・25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

司日時／10月13日㈬ 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23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、

運動ができる服装

日時／①10月５日㈫（受付）午後１時～
②10月26日㈫（受付）午後１時～

司対象者／①平成21年７月～12月生まれ
　　　　　前回までの未接種者

②平成22年１月～６月生まれ
司場所／健康福祉センター

　４カ月児・９カ月児健診　
司日時／11月24日㈬　午後１時～
司対象者　４カ月児／平成22年６月・７月生まれ

９カ月児／平成22年２月生まれ
　１歳６カ月児健診　
司日時／11月4日㈭　午後１時～
司対象者／平成21年３月・４月生まれ
　３歳児健診　
司日時／11月25日㈭　午後１時～
司対象者／平成19年５月・６月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／11月18日㈭　午後１時～
司対象者／臼平成19年10月生まれ

渦平成20年１月・４月・12月生まれ
嘘平成21年７月・10月生まれ

心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）
中部地区文化祭実行委員会 19：00～（中部地区公民館）金1

子ども将棋教室 ９：30～（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）土2

日3
あくてぃぶ倶楽部・ちびボール ９：30～（健康福祉センター）月4
５歳児リトミック 10：00～（あ～す）
ポリオ予防接種 13：00～（健康福祉センター）
スポーツ振興審議会 13：30～（あ～す）
あくてぃぶ倶楽部・ちびボール 19：30～（東部地区公民館）

火5

あくてぃぶ倶楽部・ちびボール 19：30～（中津川地区公民館）水6
木7
人権なんでも相談 13：30～（あ～す）金8
中部地区公民館分館連絡協議会グラウンドゴルフ大会
９：00～（すわんぱーく）土9

スポレク祭町民登山 ８：30～（天狗山）
スポレク祭町ゲートボール大会 ８：30～（しらさぎ荘）日10

スポレク祭グラウンドゴルフ大会 ８：30～（スワンパーク）
スポレク祭パークゴルフ大会 13：00～（白川湖パークゴルフ場）月11

母子手帳交付 ９：00～（健康福祉センター）
あくてぃぶ倶楽部・フラダンス ９：30～（健康福祉センター）火12

しろあと教室組立家具製作 ９：30～（中部地区公民館）
おはなしの広場 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13

なかよし広場 10：00～（添川児童センター）
幼児歯科健診 13：00～（健康福祉センター）木14

なかよし広場 10：00～（手ノ子幼稚園）
心配ごと・行政相談 13：00～（白椿地区公民館）金15

子ども将棋教室 ９：30～（中部地区公民館）土16
芸能発表会 13：30～（あ～す）日17

月18
あそびの広場 10：30～（こどもみらい館）
あくてぃぶ倶楽部・運動体験 13：30～（西部地区公民館）
あくてぃぶ倶楽部・ちびボール 19：30～（東部地区公民館）

火19

３歳児リトミック 10：00～（あ～す）
４カ月児・９カ月児健診 13：00～（健康福祉センター）水20

なかよし広場 10：00～（さゆり保育園）木21
ミニミニ運動会 10：30～（こどもみらい館）金22

土23
日24
母子手帳交付 ９：00～（健康福祉センター）月25
あくてぃぶ倶楽部・フラダンス ９：30～（健康福祉センター）
なかよし広場 10：00～（中部幼稚園）
ポリオ予防接種 13：00～（健康福祉センター）

火26

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27

あくてぃぶ倶楽部・運動体験 ９：30～（中部地区公民館）
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28

中部地区婦人学級 ９：30～（中部地区公民館）
心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）
あくてぃぶ倶楽部・ちびボール 19：30～（健康福祉センター）

金29

西部地区文化祭 ８：30～（西部地区公民館）
中部地区文化祭 ８：30～（中部地区公民館）
東部地区文化祭 ９：00～（東部地区公民館）
第二小・白椿地区合同文化祭 ９：00～（第二小、白椿地区公民館）
中津川地区文化祭前夜祭映画上映 18：00～（中津川地区公民館）

土30

中津川小中・中津川地区合同文化祭 ９：00～（中津川地区公民館）日31

問合せ先／町健康福祉課健康医療室緯86−2338

１０月

電話番号担当歯科医院期日
0238－23－4840米沢 漆山歯科医院10月３日蚊
0238－21－6480米沢 山崎歯科医院10月10日蚊
        85－2422白鷹 佐藤歯科医院10月11日俄
0238－47－2075南陽 竹田歯科医院10月17日蚊
0238－22－1121米沢 五十嵐歯科医院10月24日蚊
0238－23－2062米沢 中川歯科医院10月31日蚊

乳幼児健診

幼児歯科健診

母子健康手帳交付

パパママ教室（１回目）

ポリオ予防接種

10月の休日歯科診療担当医院

11月の乳幼児健診日程
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