
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

September
2011 ９.２２

保　育　園

纂保育時間
焔月曜日から金曜日／８：30～16：30
焔土曜日／８：30～12：00
焔延長保育／７：30～８：30、16：30～18：45
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。
焔入所対象は、就学前の乳幼児
※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。
纂保育料
焔保護者の所得状況、児童の年齢により決定します。
焔保育料算定のため保護者の所得を確認できる書類が
必要になり、平成23年中の源泉徴収票の写しなどを
後日提出していただくことになります。
　詳細は保育園募集要領に記載しています。
※17：30以降の延長保育には、別途延長保育料（月額
2,000円）をご負担いただきます。

幼　稚　園

纂保育時間
焔月曜日から金曜日／８：30～15：30
焔預かり保育／７：30～８：30、15：30～18：45
纂入園基準／入園の基準は平成24年４月１日現在で３

歳以上の幼児
纂保育料／月額12,500円（給食費は別料金）
※預かり保育料は、朝1,000円、夕方5,000円（共に月額）

児　童　セ　ン　タ　ー

纂保育時間
焔月曜日から金曜日／８：30～16：00
焔延長保育／７：30～８：30、16：00～18：45
纂入園基準／入園の基準は平成24年４月１日現在で３

歳以上の幼児
纂保育料／月額12,500円（給食費は別料金）
※延長保育料は、朝1,000円、夕方5,000円（共に月額）

募集定員・そのほか

焔施設ごとの募集定員は、下表の通りです。

焔年度途中での入所申し込みも可能です。
焔延長・預かり保育は、保護者の仕事などの理由によ
り家庭での保育が困難な乳幼児が対象になります。

焔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。

学　童　ク　ラ　ブ

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　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６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～18：45

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24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㈫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。

◆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

町内幼児施設入園児募集！
11月１日杖まで受け付けます
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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26日㈪～10月14日㈮
※土・日・祝祭日除く

◆受付時間／８：30～17：00
◆業務内容／公共施設、高齢者などの

宅道除雪ほか
◆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者（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）

◆雇用期間／平成23年12月１日～
平成24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／指定の申込用紙に必要事
項を記入し、役場地域整備課建設室
へ提出してください。申込用紙は同
室に準備しています。また町ホーム
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

　雇用・就業機会の創出を目的に町で
は下記の臨時職員を募集します。
◆職種・募集人員／一般事務助手１名
◆業務内容
上下水道施設台帳整備業務

◆雇用期間／平成23年10月11日～
平成24年３月31日

◆勤務条件
焔勤務時間／８：30～17：00
焔賃金／5,800～6,000円

※通勤費別途支給
焔休日／土・日曜日、祝祭日、年末年

始休業日
焔その他／社会保険、雇用保険加入
◆申込期限日／９月30日㈮
※郵送の場合は30日まで必着
◆受付時間／８：30～17：00
※土・日・祝祭日を除く

◆応募資格／性別・住所は問いません。
行政事務などが適切にでき、秘密保
持や公平公正な事務執行などは職員
と同様です。ワードおよびエクセル
の一般的操作が可能な方とします

◆決定方法
書類および面接により決定します

◆面接実施予定日／10月５日㈬
◆申込書の請求／申込書は、役場総務
企画課総務情報室で直接交付。郵便
で請求する場合は、120円切手を貼っ
た宛先明記の返信用封筒（角２号）を
同封し、請求ください

※申込書は、町ホームページからも入
手することができます

◆申込方法／申込書に必要事項を記入
し、必要書類を添付して下記の申込
先まで提出ください

◆申込・問合せ先／役場総務企画課総
務情報室緯72－2111内線223

◆日時／10月23日㈰ ７：30～
◆集合場所／西部地区公民館
◆日程／８：30（落合地蔵尊）→10：20
（宇津峠）→12：40（西部地区公民館・
芋煮会）
◆服装・持ち物／軽登山姿、運動靴、
雨具、帽子、飲料水、食糧など
◆参加費／芋煮会費・保険・資料代込
み大人1,500円
◆申込方法／下記まで電話・FAX・E
メールでお申し込みください。ただ
しFAX、Eメールの場合は、芋煮会
の参加の有無、保険加入のため氏名・
生年月日を必ず明記してください
◆申込締切／10月19日㈬
◆申込・問合せ先／手ノ子地区協議会
宇津峠部会・髙橋緯75－2832（兼胃）
Ｅメール  jun-tk@orion.ocn.ne.jp

◆日時／10月２日㈰ ９：00～12：00
◆場所／西置賜防災センター（長井市）
◆内容／焔レスキュー隊の訓練を見よ
う　焔消火器で消火体験　焔煙から
の脱出体験　焔ミニ消防車に乗って
みよう　焔防災グッズ展示　ほか
◆問合せ先／西置賜防災センター

緯88－1839

◆日時／10月16日㈰ 10：00～15：00
◆会場／米沢市すこやかセンター
◆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

宇津峠を歩こう会
参加のご案内

緊急雇用創出
臨時職員を募集します

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
75－2086髙 橋 工 務 店日1672－2191佐 藤 管 工 業土１
72－2191佐 藤 管 工 業土2275－2086髙 橋 工 務 店日２
72－2191佐 藤 管 工 業日2375－2086髙 橋 工 務 店土８
75－2086髙 橋 工 務 店土2972－2191佐 藤 管 工 業日９
75－2086髙 橋 工 務 店日3072－2191佐 藤 管 工 業月10

75－2086髙 橋 工 務 店土15

法務なんでも相談所
のご案内

除雪機械オペレーター募集

西置賜防災フェスタ2011
のご案内
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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

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／10月31日迂
煙問合せ先
役場住民税務課納税
支援室 内線125・12610月

◆実施期間／９月21日㈬～30日㈮
◆運動の基本
　子どもと高齢者の交通事故防止
◆重点／①夕暮れ時と夜間の歩行中・
自転車乗用中の交通事故防止　②全
ての座席のシートベルトとチャイル
ドシートの正しい着用の徹底　③飲
酒運転の根絶　④道路横断時、交差
点における交通事故防止
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境
室緯72－2111内線132

◆日時／10月８日㈯ 13：00～16：30
◆会場／川西町農村環境改善センター
◆内容／「東日本大震災後の日本の自
然保護を考える」をテーマに新聞社
社会部記者、週刊誌企画委員、ジャー
ナリストによる講演やシンポジウム
◆参加費／１人500円、高校生以下無料
◆その他／申し込みは不要です
◆問合せ先／吾妻の自然研究会・金子

緯0238－21－3691

◆日時／10月16日㈰ 14：00～16：00
◆場所／川西町農村環境改善センター
◆内容
◇テーマ／「ココロの元気のつくり方」
◇講師／NPO法人笑いと幸せ研究所

理事長 大谷由里子氏
◆定員／200名
◆参加料／無料
◆その他／焔託児サービスが利用でき
ます。事前に予約ください　焔当日
は入場整理券が必要です。下記まで
お問い合わせください
◆問合せ先／川西町まちづくり課

緯0238－42－6668

◆第１回「ここが知りたい」Ｑ&Ａ
◇日時／10月13日㈭ 14：00～16：00
◇内容／焔医療スタッフが患者さんの
質問に答えます　焔患者さん同士の
集い　焔下着やウィッグの展示

◆第２回むくみ予防のリハビリ
◇日時／11月24日㈭ 14：00～16：00
◇内容／焔リンパマッサージ法を学び
ましょう　焔患者さん同士の集い　
焔下着やウィッグの展示

◆対象／乳がんの既往がある方
◆場所／公立置賜総合病院大研修室
◆申込方法／９月30日㈮まで下記へ
電話で申し込み

◆申込・問合せ先／公立置賜総合病院
相談支援センター緯0238－46－5000

　県内各地の生産者が栽培した最高級
の花が出品される品評会など各種イベ
ントが催されます。本町の花も出品さ
れますので、ぜひお出かけください。
◆日時／10月15日㈯ 13：00～16：00

10月16日㈰ 10：00～15：00
◆会場／山形市霞城セントラル
◆問合せ先／山形県農林水産部生産技
術課緯023－630－2487

◆日時／10月１日㈯ 10：00～16：00
◆相談方法／面談および電話相談
◆相談料／無料（予約不要）
◆面談相談会場／アクティー米沢
◆電話相談電話番号
緯023－615－0287（当日のみ）
◆相談例／相続・遺言、土地・家屋の売買、
賃貸借、震災被害に関することなど

◆問合せ先／山形県司法書士会
緯023－623－7054

　山形県では、東京・銀座の山形県ア
ンテナショップ「おいしい山形プラザ」
でトライアル販売を実施します。
◆トライアル販売とは／県内の事業所
から募集した県産品を、アンテナ
ショップで３カ月間販売し、そこで
得られたお客様の反応を事業所へ情
報提供することで、県内企業の売れ
る商品づくりを支援するものです

◆販売期間／平成24年１月～３月
◆申込方法／指定の申込書に必要書類
を添付の上、下記まで提出ください

◆募集期間／10月３日㈪～31日㈪
◆その他／販売条件、商品の要件、販
売方法などの詳細は下記までお問い
合わせください

◆申込・問合せ先
山形県商工観光部商業・まちづくり
振興課緯023－630－2542

◆日時／10月29日㈯ 10：00～13：00
◆会場／めざみの里観光物産館
◆内容／焔健康相談（血圧測定・体脂
肪測定・骨密度測定など）　焔介護・
育児相談

◆料金／無料
◆問合せ先／公立置賜総合病院看護部
長・多田緯0238－46－5000

　テーマは「共に生きる～皆で楽しく
がんばろう！がんばれ東北！」です。
◆日時／10月１日㈯ 10：00～15：30
◆会場／コロニー希望が丘（川西町）
◆内容／作品展示、生産品販売、各種売
店、のど自慢大会、フラダンスショー

◆問合せ先／コロニー希望が丘こだま
寮・佐藤緯0238－46－3100

乳がん患者のつどい
のご案内

おいしい山形プラザ（東京）
トライアル販売商品募集

山形県看護協会置賜支部
「まちの保健室」のご案内

「希望が丘祭」のご案内

山形県自然保護団体協議会
講演・シンポジウム

置賜地域男女共同参画講座
ココロの元気の作り方

秋の交通安全県民運動

やまがたフラワー
フェスティバル2011

法の日、全国一斉
司法書士法律相談会

暮 ら し の 相 談
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VOICE PARTY IN IIDE

　来生たかおさんが12年ぶりに本町にやって来ます。
復興応援を込めた熱いステージをお聴き逃しなく！
◆入場料／全席指定 前売5,000円 当日5,500円
◆チケット予約・販売
①10月１日㈯／電話予約開始【飯豊町在住の方のみ】
②10月２日㈰より／電話予約受付【町内外の方】
◆受付時間／９：00～17：00（月曜日・祝日を除く）
◆お願い
焔来館の上でのご予約はできません
焔未就学児の入場はご遠慮願います
焔チケットは、お１人様最大４枚を上限とします
焔託児所を設けますので、ご希望の方はチケットをお
求めの際にお申し出ください（無料）

◆チケット予約電話番号
「あ～す」イベント企画・推進スタッフ（町民総合センター内）

志72-3161

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

　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
必ず町に届ける必要があります。

変動率本年価格基準地の所在
△3.94,200手ノ子字上段ノ下ー1614番4 外1筆
△3.66,170萩生字岡529番6 外1筆
△4.05,300添川字下町ー667番
△5.37,550椿字町内1935番8 外2筆

●平成23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

来生たかおコンサート

会場：町民総合センター「あ～す」

18：00 開場
18：30 開演

健診最終日１１月１９日穣 忘れずに受診しましょう！

◆問合せ先／役場住民税務課住民室緯72―2111内線122・124または町健康福祉課健康医療室緯86―2338

◆対象／今年度、町の健診を申し込み、まだ受診していない方
（申し込みをしなかった方も受診できます）

◆会場／健康福祉センター
◆日時／11月19日㈯　受付７：30～９：00

※結核検診のみの方は８時まで
◆持ち物／すでに送付されている問診票、検診料金、保険証、
国民健康保険以外の方で特定健診を希望の場合は受診券

　脳卒中や糖尿病などの生活習慣病のもととなるメタ
ボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の早期発見・
改善を目標とした検査のことを特定健康診査といいま
す。がん検診と結核検診を除いた血圧、血糖値、肝機

能、腎機能などを調べる検査は、医療保険者（国民健
康保険や社会保険など）が実施します。国民健康保険
の被保険者にかかる特定健康診査費用は、国民健康保
険で一部を負担します。

【特定健康診査とは】

○特定健診（国保加入の方）
25～64歳 2,500円
65～74歳 2,000円
75歳以上は無料

○胃がん検診／1,600円
○大腸がん検診／600円

○肺がん検診
400～1,600円

○前立腺がん検診／800円
○肝炎ウイルス検診／受診
券をお持ちの方のみ無料

○結核検診／無料

実 施 項 目 と 料 金

※子宮がん、乳がん検診は実施していません

１２月１７日穣
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みんなで不法投棄を無くしましょう住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら

不法投棄は法律で厳しく罰せられます

　地上デジタル放送に切り替わり、懸念されるのがアナロ
グテレビの不法投棄です。今年６月の町内パトロールでは、
３台のテレビの不法投棄がありました。また多量の古タイ
ヤやガラスくずなども確認されました。定められたルール
に従わず、ごみを山林や原野、道路などに捨てていく行為
は、絶対に許されないことであり、法律により厳しく禁止
されています。不法投棄の罰則は「５年以下の懲役もしく
は1,000万円以下の罰金又はこれの併科」となります。
　正しい処理方法を行わずに不法投棄された廃棄物からは、
有害物質が漏れ出し、環境破壊を引き起こすこともありま

す。地域の土壌や水質に重大な被害を与えかねま
せん。捨てるのは簡単ですが、撤去回収するのは
とても大変です。元の美しい自然を回復するには、
多大な費用と労力がかかります。飯豊町が誇る自
然環境を皆さんの手で守っていきましょう。

◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室
緯72―2111内線131、132

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／10月13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19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）
煙置賜保健所（米沢市）会場
焔日時／10月21日㈮ 14：00～17：00
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14日㈮ 14：00～16：00
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
◆申込・問合せ先／置賜保健所 保健
支援担当緯0238－22－3205

置 賜 保 健 所置 賜 保 健 所 のの

健 康 相 談

　 　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
10月17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31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11日㈫、25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

10月４日㈫、18日㈫ 19：30～21：00
焔白椿地区公民館
10月12日㈬、26日㈬ 19：30～21：00
焔中津川地区公民館
10月５日㈬ 19：30～21：00

◇参加費／１回500円
◇持ち物／タオル、飲み物
◆親子ヒップホップ
焔健康福祉センター
10月１日㈯、15日㈯ ９：30～10：30
焔中部地区公民館
10月８日㈯、22日㈯ 10：00～11：00
◇参加費／大人400円、子ども200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／10月13日から12月８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／10月６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19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12日㈬

　　　　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

※すべての相談・検査は匿名やプラ
イバシーを厳守します

☆空き瓶の出し方のお願い☆
　空き瓶は中身を捨ててサッと水洗いし、王冠や
キャップを取り除き収集所の専用ボックスに横に寝
かせて入れてください。ご協力をお願いします。



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・９カ月健診　
司日時／10月28日㈮（受付）午後１時～
司対象者　①４カ月児／平成23年５月生まれ

②９カ月児／平成23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27日㈭（受付）午後１時～
司対象者／平成20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／①10月11日㈫（受付）午後12時30分～
　②10月25日㈫（受付）午後12時30分～

司対象者／①平成22年７月～12月生まれ
前回までの未接種者

②平成23年１月～６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、予防接種予診票

司日時／10月20日㈭（受付）午後１時～
司対象者／臼平成20年８月・９月・12月生まれ

渦平成21年３月・５月・６月生まれ
嘘平成22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11日㈫・24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12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24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

　４カ月児・９カ月児健診　
司日時／11月25日㈮ 午後１時～
司対象者　４カ月児／平成23年６月・７月生まれ

９カ月児／平成23年２月生まれ
　１歳６カ月児健診　
司日時／11月24日㈭ 午後１時～
司対象者／平成22年２月～４月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／11月17日㈭ 午後１時～
司対象者／臼平成20年10月生まれ
渦平成21年１月・４月・８月・９月・11月・12月生まれ
嘘平成22年７月・10月生まれ

山形県グラウンドゴルフ協会置賜ブロックレディース大会
8：30～（すわんぱーく）
フィットネス教室 15：00～（町民スポーツセンター）
ステップアップ！陸上教室 15：00～（飯豊中グラウンド）

土1

秋桜杯パークゴルフ交流大会 8：45～（白川ダム湖岸公園）
親子自然ふれあい体験 9：45～（飯豊少年自然の家）日2

月3
趣味の会 9：00～（東部地区公民館）火4
総合健診 7：00～（中部地区公民館）
白椿地区文化祭実行委員会 19：30～（白椿地区公民館）水5

総合健診 7：00～（中部地区公民館）
親子エクササイズ教室 10：00～（こどもみらい館）
卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）
東部地区文化祭実行委員会 19：00～（東部地区公民館）

木6

金7
書道教室 8：30～（中部地区公民館）
中部地区分館連グラウンドゴルフ大会 9：00～（すわんぱーく）
フットネス教室 15：00～（町民スポーツセンター）
ステップアップ！陸上教室 15：00～（飯豊中グラウンド）
キララ☆スポーツの日 19：00～（町民スポーツセンター）

土8

食彩しろつばき 9：00～（いいで旅館前）日9
月10
火11

中部地区公民館 シアタールーム 15：30～（中部地区公民館）水12
親子エクササイズ教室 10：00～（こどもみらい館）
手ノ子幼稚園かもしかクラブ 10：00～（手ノ子幼稚園）木13

いきいき教室視察研修 9：00～（白椿地区公民館）
生け花教室研修 9：00～（東部地区公民館）金14

たんぽぽクラブ研修 11：00～（東部地区公民館）
ステップアップ！陸上教室 15：00～（飯豊中グラウンド）
キララ☆スポーツの日 19：00～（町民スポーツセンター）

土15

東部子供育成会芋煮会 9：00～（松岡公園）
町芸能発表会 13：00～（あ～す）日16

月17
趣味の会 9：00～（東部地区公民館）火18
つばき保育園かもしかクラブ 9：30～（つばき保育園）水19
しろあと教室 9：00～（中部地区公民館）
いいで中部幼稚園かもしかクラブ 9：30～（いいで中部幼稚園）
親子エクササイズ教室 10：00～（こどもみらい館）
卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）

木20

金21
書道教室 8：30～（中部地区公民館）
わら細工教室 8：30～（飯豊少年自然の家）
全国山野草摘み草料理町おこしサミットinいいで 13：30～（あ～す）～23日
ステップアップ！陸上教室 15：00～（飯豊中グラウンド）
キララ☆スポーツの日 19：00～（町民スポーツセンター）

土22

宇津峠歩こう会 7：30～（西部地区公民館前）
手ノ子スキー場「ふれあい動物」 9：00～（手ノ子スキー場）
食彩しろつばき 9：00～（いいで旅館前）
八神純子チャリティーコンサート 14：00～（源流の森）

日23

月24
火25

たんぽぽクラブ 9：30～（東部地区公民館）
親子エクササイズ教室 10：00～（こどもみらい館）水26

卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木27
金28

西部地区文化祭 8：15～（西部地区公民館）～30日
中部地区文化祭 8：30～（中部地区公民館）～30日
東部地区文化祭 9：00～（東部地区公民館）～30日
白椿・第二小合同文化祭 13：00～（白椿地区公民館・第二小）～30日
中津川地区文化祭・映写会 18：00～（中津川地区公民館）～30日
キララ☆スポーツの日 19：00～（町民スポーツセンター）

土29

日30
月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
0238－43－6229南陽 坂本歯科医院10月２日蚊
0238－22－1121米沢 五十嵐歯科医院10月９日蚊
0238－52－4855高畠 むらかみ歯科医院10月10日俄

85－1873白鷹 わたなべ歯科医院10月16日蚊
0238－23－2062米沢 中川歯科医院10月23日蚊
0238－47－2075南陽 竹田歯科医院10月30日蚊

※暮らしの相談や運動教室などの日程は、前ページを参照ください。
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乳幼児健診

ポリオ予防接種

幼児歯科健診

母子健康手帳交付

パパママ教室（１回目）

10月の休日歯科診療担当医院

11月の乳幼児健診日程


	平成２３年９月２２日号お知らせ版
	P１　町内幼児施設入園児募集
	P２-３　お知らせ
	P４　医療と年金の掲示板／あ～す発信局／土地月間
	P５　健康教室・健康相談／住民税務課生活環境室から
	P６　１０月の保健・行事予定

