
1

IIDE PUBLIC RELATIONS

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

お　知　ら　せ　版

May
2011 ５.２６

◆役場でも更新の手続きができます
　左表の日程で都合の合わない方は、６月17日以降は、
役場住民税務課住民室でも手続きができます。
※役場住民税務課では毎週月・金曜日に窓口の延長を
実施しています。当日の午後１時までに申し込みを
することで、午後６時30分まで受付が可能です。

※１5日㈬・16日㈭の更新期間中は、役場での医療証更
新受付はできませんのでご了承ください。
◆平成23年１月２日以降転入された方へ
　前住所地より児童手当用の「平成22年分の所得証明
書」をご持参ください。ただし、６月15日以降でない
と発行できない場合があります。
◆今回の手続きでは、「子ども手当」にかかる現況届の
提出は必要ありません。

問合せ先／役場住民税務課住民室緯72－2111内線122、124

◆　　　医療証の更新について
　現在、「重度心身障がい（児）者医療証」、および「ひ
とり親家庭等医療証」をお持ちの方は、有効期限が６
月30日になっています。以前申請された方について再
判定後、該当者には事前に通知しますので、下記のい
ずれかの会場で更新手続きを行ってください。なお、
持ち物については、届いた通知書をご覧ください。
◆手続き日程表（６月）

場　所時　間期日
東部地区公民館９：30～11：00

６月15日
㈬ 中津川地区公民館13：00～14：00

西部地区公民館15：00～16：30
中部地区公民館９：30～11：30６月16日

㈭ 白椿地区公民館14：00～16：00

　 町議会議員選挙の標語を募集します！

　平成23年８月５日の任期満了に伴う飯豊町議会議員
選挙が７月21日㈭に告示され、７月26日㈫に投開票が
行われます。
　そこで町選挙管理委員会では、町議会議員選挙にあ
たって投票総参加と明るく正しい選挙を呼びかける標
語を募集します。
◆応募資格／町内にお住まいの方
◆応募方法／はがきに住所・氏名・年齢・職業・電話
番号を記入の上、１枚に１点の標語を記載して応募
ください。１人何点でも応募できます

◆締切日／６月17日㈮必着
◆発表／広報いいで７月号で発表します
◆表彰／特選１点、入選２点

※特選・入選者には記念品を贈呈
◆申込先／〒999－0696　飯豊町大字椿2888番地

飯豊町選挙管理委員会

問合せ先
町選挙管理委員会緯72－2111内線223

○身 ・○親 医療証の更新のお知らせ 手続きをお忘れなく！

親身

　 農業委員会委員選挙立候補予定者説明会

　平成23年７月19日の任期
満了に伴う農業委員会委員
選挙が６月24日画に告示さ
れ、６月29日我に投開票が
行われます。
　つきましては、下記の日
程で農業委員会委員選挙立
候補予定者説明会を行いま
す。
◆日時／６月10日㈮  13：30～15：00
◆場所／役場３階 委員会室
※立候補を予定している方、または代理人の方は必ず
出席してください。
※立候補予定者１名につき２名までとさせていただき
ます。

飯豊町選挙管理委員会からのお知らせ
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６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 店土1875－2086髙 橋 工 務 店土４

75－2086髙 橋 工 務 店日1975－2086髙 橋 工 務 店日５

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

72－2191佐 藤 管 工 業日2672－2191佐 藤 管 工 業日12

◆日時／６月４日㈯ 10：00～15：00
◆場所／山形県遊学の森（金山町）
◆内容／森づくり活動、木工体験コー
ナー、絆の森チャリティーオーク
ション、山菜汁などふるまいコー
ナー、山菜・キノコなど物販コーナー

◆参加方法／参加費無料でどなたでも
参加できます。ただし、森づくり活
動のみ、事前申込みが必要です
◆問合せ・申込先／最上総合支庁森林
整備課緯0233―29―1348

　県が伐採した木を無償で提供します。
ただし、無くなり次第終了します。
◆対象／自ら持ち帰られる個人
◆引渡し場所
　野川上野川橋下流（長井市平山地内）、
白川飯豊橋下流（飯豊町添川地内）
◆提供開始／５月28日㈯ 10：00～
◆問合せ・申込先／置賜総合支庁西置
賜河川砂防課緯88―8233

　エネルギーの自立に取り組む人たち
を描く、映画「ミツバチの羽音と地球
の回転」を上映します。
◆会場・日時
①置賜生涯学習プラザ（長井市）
６月18日㈯ 
10：00～、13：00～、16：00～、18：30～
②山形大学工学部４号棟（米沢市）
６月19日㈰
10：00～、13：00～、16：00～
◆定員／各回200名
◆料金／大人1,000円、高校生以下
500円（前売り・当日とも）
◆チケット購入／八文字屋長井店ほか
◆問合せ先／ぽたじぇ・嶋貫緯72―3915

◆日時／６月14日㈫ 14：30～15：30
◆会場／置賜総合支庁（米沢市）
◆説明内容／昨年10月に施行された
「米トレーサビリティ法」について
◆対象／米飯を提供する外食業者およ
び消費者

◆申込方法／６月13日㈪まで下記へ電
話で申し込み

◆申込・問合せ先／東北農政局山形農政
事務所地域第三課緯0238―43―4210

◆日時／６月６日㈪
９：00～11：30、13：00～20：00
◆場所／置賜保健所（米沢市）
◆内容／エイズ検査（血液検査）
※結果は採血から約40分後にお伝えし
ます

※一緒に性器クラミジア抗体検査、Ｃ
型肝炎検査、Ｂ型肝炎検査・相談も
受けることができます。検査結果は
１～２週間後になります

◆その他／検査・相談は無料・匿名で
受けられます

◆問合せ先／置賜保健所地域保健予防
課感染症予防担当緯0238―22―3002

　『みがこうよ　未来へつながる　じょ
うぶな歯』。６月４日～10日は歯の衛生
週間です。目標は、60歳で24本、80歳
で20本の歯を残すこと。
　むし歯になると、自然治癒はなく、
歯を失うことになります。むし歯予防
には、毎日の歯みがき習慣がとても大
切です。家族ぐるみ、地域ぐるみでむ
し歯を予防しましょう。
◆問合せ先／町健康福祉課健康医療室

緯86―2338

　町では、東日本大震災により町内の
一般家庭に避難されている方の人数と
状況の把握に努めています。目的は支
援体制の充実と被災地からの情報の伝
達です。まだ町に報告されていない方
は、下記までご連絡をお願いします。
◆連絡先／飯豊町地震対策本部

緯72―2111内線132

　中学・高校の新規学卒者採用予定の
事業所を対象に説明会を開催します。
◆日時／６月９日㈭ 14：00～16：00
◆会場／タスパークホテル（長井市）
◆問合せ先／長井公共職業安定所

緯84―8609

◆日時／６月26日㈰
　　　　19：00 キックオフ
◆会場／ＮＤソフトスタジアム山形
◆対戦／横浜・Ｆ・マリノス
◆販売チケット
焔一般／1,500円（当日券の半額）
焔小中高生／無料入場券
◆チケット販売窓口
役場教育文化課生涯学習振興室、町
民スポーツセンター

◆販売期間／６月24日㈮まで
◆問合せ先／役場教育文化課生涯学習
振興室緯72―2111内線162

◆日時／６月11日㈯ ９：00～18：00
６月12日㈰ ９：00～16：00

◆会場／めざみの里観光物産館
◆入場料／無料
◆問合せ先／飯豊町園芸愛好会・安部

緯75―2022

一般家庭に避難されている
方の情報をお寄せください

やまがた森の感謝祭2011
森に遊びに来ませんか

米トレーサビリティ制度
説明会のご案内

事業主の皆様へ
求人事業所説明会のご案内

モンテディオ山形
飯豊町応援デーのお知らせ

飯豊町園芸愛好会
さつき展示会のご案内

ＨＩＶ検査普及週間
エイズ終日相談・検査

歯の衛生週間のお知らせ

河川の支障木を
利用してみませんか

環境に思いを馳せる
ドキュメンタリー映画上映
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　平成23年２月から４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】
◎東京飯豊会／サラク苗木（30本）、12万円

【町民総合センターへ】
◎佐藤明男さん（宮城県）／図書（１冊）
◎青おに童話の会／図書（１冊）
◎飯豊史話会／図書（２冊）
◎羽越しな布振興協議会／図書（１冊）
◎長井植物愛好会／図書（１冊）
◎大川浩司さん（群馬県）／図書（１冊）
◎齋藤徹さん／町内風景写真（２点）
【中部・白椿・東部・西部・中津川地区公民館へ】
◎飯豊史話会／図書（２冊）

【中部地区公民館へ】
◎宇津木久子さん／手ぬぐい（10枚）
◎伊藤武雄さん・秋恵さん
お茶（１袋）、お菓子10個
【第一・第二・手ノ子・添川小学校へ】
◎町交通安全推進協議会
ランドセルカバー（入学児童分）

◎ＪＡ山形おきたま飯豊支店
ノート（入学児童分２冊ずつ）
◎町交通安全協会連絡協議会
反射キーホルダー（入学児童分）

◎町交通安全母の会
文房具セット（入学児童分）

【第一小学校へ】
◎長井地区交通安全協会中部支部
黄色の帽子（28個）

◎あかね会／小物入れ（27個）
◎平成22年度卒業生一同／デジタルビデ
オカメラ、ＤＶＤライター（各１台）
◎千葉県南房総市
卒業記念マグカップ（44個）
◎町防犯協会中部支部／防犯ブザー（27個）
◎大道寺髙明さん（長井市）
スポーツタイマー（１台）

◎大村奈保子さん（白鷹町）／図書（30冊）
【第二小学校へ】

◎二瓶幸浩さん／花鉢（８鉢）
◎アグリメントなか／啓翁桜

◎長井地区交通安全協会中部支部
黄色の帽子（19個）

◎大冨洋子さん
　交通安全手毬お守り（19個）
◎保険会社各社／ワッペン（19個）
◎町防犯協会白椿支部／防犯ベル（19個）
◎土田達雄さん／布巾（50枚）

【手ノ子小学校へ】
◎手ノ子小ＰＴＡ／ノート（56冊）
◎手ノ子小後援会／図書カード（8,000円
分）、ヘルメット（10個）

◎長井地区交通安全協会西部支部
ヘルメット（４個）、ワッペン（14個）

◎町防犯協会西部支部／防犯ブザー（15個）
◎酒井かね子さん（長井市）／図書（48冊）
◎新野忠司さん／堆肥（トラック１台分）
◎樋口恭仁子さん／布巾（100枚）

【添川小学校へ】
◎長井地区交通安全協会東部支部
黄色の帽子（４個）

◎町防犯協会東部支部／防犯ブザー（４個）
◎新野忠司さん／堆肥（トラック１台分）
◎井上園芸／花苗（100株）
◎添川小学校後援会
クロスカントリースキー（１セット）

【中津川小中学校へ】
◎長井地区交通安全協会中津川支部
ヘルメット（４個）、黄色の帽子（２個）

【飯豊中学校へ】
◎平成22年度卒業生保護者一同
扇風機（６台）
◎二瓶幸浩さん／花鉢（12鉢）
◎佐藤政市さん／花鉢（200鉢）
◎アグリメントなか／啓翁桜
◎新野忠司さん／堆肥（トラック２台分）
◎土田達雄さん／布巾（50枚）

【いいで中部幼稚園へ】
◎平成22年度卒園児保護者一同
ミニコンポ（１式）

◎齋藤みどりさん／蘭（１鉢）
◎渡部順子さん／オルゴール時計（１台）
◎アグリメントなか／啓翁桜

【手ノ子幼稚園へ】
◎平成22年度卒園児保護者一同
ラジカセ（１台）、ピアニカ（２台）
◎二瓶幸浩さん／花鉢（３鉢）

◎アグリメントなか／啓翁桜
◎後藤恒雄さん／絵本（２セット）

【つばき保育園へ】
◎二瓶幸浩さん／花プランター（６鉢）
◎平成22年度卒園児保護者一同
ＭＤコンポ（１台）

◎後藤恒雄さん／絵本（３セット）
◎アグリメントなか／啓翁桜
◎新野忠司さん／堆肥（トラック１台分）

【さゆり保育園へ】
◎佐藤政市さん／花苗（50個）
◎後藤農園／花苗（４個）
◎横沢ちや子さん／手作り人形（８点）
◎アグリメントなか／啓翁桜
◎平成22年度卒園児保護者一同
鏡（３台）、マイクスタンド台（１台）

◎新野忠司さん／堆肥（トラック１台分）
【添川児童センターへ】

◎平成22年度卒園児保護者一同
ＣＤラジカセ（１台）
◎新野忠司さん／おやつ菓子
◎アグリメントなか／啓翁桜

　平成23年２月から４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。

【町民野球場へ】
◎側溝清掃／豊川建設㈱

【中部地区公民館へ】
◎屋外テーブル・イス設置作業
萩生西部長生会

【西部地区公民館へ】
◎屋根雪下ろし／豊川建設㈱
【町内保育園・児童センター・幼稚園へ】
◎節分行事参加／飯豊ライオンズクラブ

【つばき保育園へ】
◎保育のお手伝い／竹田奈央子さん

【手ノ子幼稚園へ】
◎保育のお手伝い／井上美穂さん
【介護老人保健施設「美の里」へ】

◎慰問活動／男声合唱団「プロージェット」

ありがとうございました。

ボ ラ ン テ ィ ア

日時：３日㈮・17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：３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：17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

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。

住民税
煙納期限／６月30日鵜
煙問合せ先
役場住民税務課納税
支援室 内線125・126６月

心遣いに感謝します。

窓善 意 の

６月

【東日本大震災への義援金・救援物資・ボランティア活動のお礼】
この度の震災において、町内外の多くの個人・団体・法人の皆さんから町に対し義援金（寄付金）、救援物資
の提供、ボランティア活動がありました。皆さんの善意に感謝申し上げます。
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　学生の方で保険料を納めること
が困難なときは、本人が申請し、
日本年金機構の承認を受けると、
承認された期間は保険料を納める
ことが猶予されます。
◆対象となる学生
大学（大学院）、短大、高等学校、高等専門学校、専
修学校、一部の各種学校に在学する20歳以上の学生
で、学生本人の前年所得が基準以下の方
◆申請に必要なもの
在学証明書または学生証の写し、年金手帳、認め印

学生の皆さんへ

学生納付特例の申請をお忘れなく！

◆申請・問合せ先／米沢年金事務所 緯0238―22―4220
役場住民税務課住民室 緯72―2111内線120・123・127

◆学生納付特例の承認期間
平成23年４月（または20歳誕生月）から平成24年３月
までです。　※申請は、毎年必要です。

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

宇症状
　潜伏期間は通常２～７日程度。わずかな菌量で発症
します。水様便、血便（しばしば鮮血）、激しい腹痛、
おう吐、小児や高齢者が重症化すると溶血性尿毒症症
候群を併発する場合があります。
宇感染経路
　腸管出血性大腸菌は、牛などの反すう動物の大腸に
生息していることがあり、それらの糞便で汚染された
食品（生肉、土のついた野菜など）や水を介して経口
感染します。また、動物に直接触れて感染したり、家
庭や施設の中で人から人への二次感染もあり、集団的
に拡大することがあります。

宇予防方法
　夏は細菌性の感染症や食中毒が多発
します。以下について注意ください。
焔特にトイレの後、調理・食事前、動
物に触れた後、外遊びの後の手洗い
を励行

焔食品を衛生的に取り扱い、十分な加熱（食品の中心
部まで75℃、１分以上）を行う

焔手は石けんで、調理器具は洗剤と流水で十分洗い、
まな板、包丁、食器等は熱湯などで十分消毒する

焔井戸水や受水槽の衛生管理には十分注意する
宇問合せ先／町健康福祉課健康医療室緯86―2338

出 血 性 大 腸 菌 感 染 症 に 注 意 鎧食中毒の起こりやすい季節になりました

　めざみの里カンタートが７月９
日・10日の２日間にかけ開催され
ます。この場でしか耳にできない
素敵な演奏・お話が満載です。こ
の絶好の機会をお聴き逃しなく！

めざみの里カンタートのご案内

町民の皆さんの参加をお待ちしています♪

◆プログラムと日程
【初日】 ７月９日穣
◇講演　13：15～（30分）
「我が心のアルカディア」を 詩 う前に

うた

◇発声　13：45～（45分）　発声レッスン
◇講演　16：20～（60分）　○秘 作曲のうち幕
【最終日】 ７月10日擾
◇発声　９：30～（75分）　ヴォイストレーニング
◇鑑賞　13：00～（120分）参加団体コンクール

15：15～（30分）　「合唱団響」コンサート
◆会場／町民総合センター「あ～す」
◆受講料／１講座1,000円（高校生以下無料）
◆申込方法／７月１日㈮まで下記へ電話で申し込み
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」緯72―3111　

焔学生納付特例の承認期間は、障害基礎年金や
遺族基礎年金の受給資格期間に含まれますの
で、万が一のときも安心です。

焔老齢基礎年金の受給資格期間に参入されます
が、年金額の計算に入りません。

焔学生納付特例承認期間は、10年以内であれば
納付が可能です(追納)。
※追納する保険料の額については、承認された
期間の翌年度から起算して３年度目以降は、
当時の保険料に加算がつきます。

学生納付特例の承認期間はどう扱われるの？
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交通災害共済の加入のご案内住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら

　６月１日から申し込みを受け付けます

　交通災害共済は、町民の皆さんが会費を出し合って、交
通事故に遭ったときに見舞金を贈るなど、お互いに助け合
う制度です。自転車の事故も支給の対象となります。１日
の治療でも見舞金が支給されますので、ぜひお申し込みく
ださい。
◆加入できる方／
平成23年７月１日現在、本町の住民基本台帳に登録され
ている方、または外国人登録をしている方（ただし、学生
については他市町村に住所を有する場合も加入できます）

◆申込期間／６月１日㈬～30日㈭まで
※申込期間が過ぎても随時加入可能
◆共済期間
平成23年７月１日～翌年６月30日まで

※７月１日以降に町外に転出しても期間
内は有効です
◆共済会費／１人当たり400円
◆その他
どんなに軽いけがでも、必ず警察に届けてください
◆申込・問合せ先
役場住民税務課生活環境室緯72―2111内線132

　 　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
◇日中コース
①運動体験コース
焔健康福祉センター
６月13日㈪ ９：30～11：00

②ちびボールコース
焔健康福祉センター
６月27日㈪ ９：30～11：00

③フラダンスコース
焔健康福祉センター
６月23日㈭、28日㈫ ９：30～10：30

◇夜間コース
①ちびボールコース

焔東部地区公民館
６月14日㈫、28日㈫ 19：30～21：00

焔白椿地区公民館
６月８日㈬、22日㈬ 19：30～21：00
焔中津川地区公民館
６月１日㈬ 19：00～20：30

②親子ヒップホップ
焔健康福祉センター
６月15日㈬、18日㈯、29日㈬ 
18：00～19：00

◇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歳までの方
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／６月16日から８月４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
焔申込締切／６月９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／６月15日㈬ ９：00～
焔参加料／施設使用料200円
焔定員／６名
焔申込締切／６月８日㈬

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 教 室

　　　　    　心の相談　　　　　  　

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／６月９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／６月15日㈬ 10：00～
焔相談担当者／精神科医師
◆申込・問合せ先
置賜保健所 精神保健福祉担当
緯0238―22―3015

　　　　子育て、女性の相談　　　　

①子育て支援相談（要予約）
焔日時／６月24日㈮ 14：00～17：00
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／６月６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
◆申込・問合せ先／置賜保健所 保健支
援担当緯0238―22―3205

　　　　感染症に関する相談　　　　

①エイズ・性器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
②Ｂ型肝炎・Ｃ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
◆申込・問合せ先
置賜保健所 感染症予防担当
緯0238―22―3002

置 賜 保 健 所置 賜 保 健 所 のの

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



　３歳児健診　
司日時／６月23日㈭ （受付）午後１時～
司対象者／平成19年10月～12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
（事前に送付）、子ども用歯ブラシ、バスタオル

司日時／６月16日㈭（受付）午後１時～
司対象者／①平成20年４月・５月・11月生まれ

②平成21年２月生まれ
③平成22年２月・５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

司期日／６月13日㈪・27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／６月８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10月・11月出産予定の初妊婦と夫
司持ち物／母子健康手帳、エプロン（パパ用も）、
筆記用具、体操ができる服装

　４カ月児・９カ月健診　
司日時／７月22日晶 （受付）午後１時～
司対象者／①平成23年２月・３月生まれ

②平成22年９月・10月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／７月21日㈭ （受付）午後１時～
司対象者
　①平成20年６月・８月・９月・12月生まれ
②平成21年３月・５月・６月生まれ
③平成22年３月・６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。

たんぽぽクラブ ９：30～（東部地区公民館）
おはなし広場 10：30～（こどもみらい館）
ちびボール教室 19：00～（中津川地区公民館）

水1

さわやかクラブ・ガーデニング教室 ９：30～（西部地区公民館）
婦人学級開級式 10：00～（中部地区公民館）
子育て講座 10：30～（こどもみらい館）

木2

心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）
人権相談 13：30～（あ～す）金3

さつき展 ９：00～（東部地区公民館）　～５日
ブックスタート 10：30～（こどもみらい館）土4

町消防演習及び消防関係表彰式 ９：00～（あ～す駐車場）日5
月6
火7
あそびの広場 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8

木9
農業委員会委員立候補予定者説明会 13：30～（役場）金10
書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
どんでん平ゆり園開園セレモニー ９：00～（どんでん平ゆり園）
町園芸愛好会さつき展示会 ９：00～（めざみの里観光物産館）～12日
ＭＳＧチャリティーライブ 18：30～（中津川地区内）

土11

町ソフトボール大会 ８：00～（町民野球場）日12
母子健康手帳交付 ９：00～（健康福祉センター）
あくてぃぶ倶楽部運動体験 ９：30～（健康福祉センター）月13

あくてぃぶ倶楽部ちびボール 19：30～（東部地区公民館）火14
もらさん尿体操教室 ９：00～（なでしこハウス）
たんぽぽクラブ ９：30～（東部地区公民館）
かんがるー広場 10：30～（こどもみらい館）
親子ヒップホップ 18：00～（健康福祉センター）

水15

幼児歯科健診 13：00～（健康福祉センター）木16
行政相談・心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）
中津川婦人会「陶芸教室」 18：00～（中津川地区公民館）金17

手ノ子地区地域づくり座談会 ９：00～（西部地区公民館）
「中津川森と暮らしの学校」開講式・記念講演 13：30～
（中津川小学校旧小屋分校）
親子ヒップホップ 18：00～（健康福祉センター）

土18

白川湖畔チャリティーマラソン ９：00～（白川ダム湖岸公園）
フェット・ド・ラ・ミュージック 10：30～（どんでん平ゆり園）日19

月20
町議会議員選挙立候補予定者説明会 13：30～（役場）火21
しろあと教室開級式 ８：30～（中部地区公民館）
エクササイズボール教室 19：30～（白椿地区公民館）水22

あくてぃぶ倶楽部フラダンス ９：30～（健康福祉センター）
３歳児健診 13：00～（健康福祉センター）木23

農業委員会委員選挙告示
ふるさと祭り実行委員会 19：30～（東部地区公民館）金24

書道教室 ８：30～（中部地区公民館）
子育て合同研修会 ９：45～（あ～す）土25

町消防操法大会 ８：30～（あ～す駐車場）日26
母子健康手帳交付 ９：00～（健康福祉センター）
あくてぃぶ倶楽部ちびボール ９：30～（健康福祉センター）月27

あくてぃぶ倶楽部フラダンス ９：30～（健康福祉センター）
あくてぃぶ倶楽部ちびボール 19：30～（東部地区公民館）火28

農業委員会委員選挙投票日 ７：00～（町内各投票所）
親子ヒップホップ 18：00～（健康福祉センター）水29

幼稚園とさわやかクラブの交流会 10：00～（西部地区公民館）木30

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338

６月

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）

７月の乳幼児健診日程

電話番号担当歯科医院期日

85－2075白鷹 五十嵐歯科医院６月５日蚊

0238－58－0814高畠 高畠歯科クリニック６月12日蚊

0238－22－8110米沢 長谷部歯科医院６月19日蚊

0238－42－5152川西 長十歯科医院６月26日蚊

6

休日歯科診療担当医院
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