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お　知　ら　せ　版

忘れずに申告の手続きを！

　農業者や事業主の皆さんの償
却資産申告を右記の日程で行な
います。最寄の会場でお手続き
ください。都合がつかない場合
は、直接役場住民税務課税務室までお越しください。
　申告書の提出は、平成24年１月16日㈪までにお願
いします。
　昨年まで申告されている方には、申告書を送付し
ています。また、新たに所有されている方について
は、申告書を送付しますので、ご連絡ください。
　対象となる償却資産とは、平成24年１月１日現在
で所有し、事業用に使用している機械装置や構築物
などで、取得価格が10万円以上、耐用年数が１年以

町関係機関
年末年始休業のお知らせ

「広報いいで」からのお知らせ お知らせ版は１月26日発行号から、横書き・右とじの紙面に変わります。

償 却 資 産 の 申 告 の ご 案 内農業者・事業主の皆さんへ

上のものです。ただし、自動車税や軽自動車税が課
税されているもの（乗用田植機、トラクター、コン
バイン、ホイルローダなど）は除かれます。

会　　　場受 付 時 間期　日
西部地区公民館９：30～11：30

１月６日㈮
中津川地区公民館13：30～15：30
東部地区公民館９：30～11：30

１月10日㈫
白椿地区公民館13：30～15：30
中部地区公民館９：30～11：30１月11日㈬

◆償却資産申告日程表

◆持ち物／①償却資産申告書用紙　②償却資産種類
別明細　③印鑑　④取得した償却資産の領収書

◆問合せ先／役場住民税務課税務室
緯72―2111内線128・129・130

　12月29日㈭～１月３日㈫は、町役場・町民総合セ
ンター「あ～す」・国民健康保険診療所・中津川診療
所・各地区公民館などの町の施設は、年末年始休業

となります。
◆出生・死亡・婚姻などの戸籍事務の受付について
　日直者が午前８時30分～午後５時の間に行います。
役場庁舎北側の玄関からお入りください。
　そのほかの時間帯は、消防署飯豊分署（緯72―2222）
で受け付けていますが、事前に電話で確認ください。

December
2011 １２.２２

胸開催日時と会場

場　　　所開催地区期　日
中津川地区公民館中津川地区

１月17日㈫
高峰多目的集会所高峰地区
西部地区公民館手ノ子地区

１月18日㈬
小白川公民館小白川地区
白椿地区公民館椿地区

１月19日㈭
中部地区公民館萩生地区
勤労者研修センター黒沢地区１月25日㈬
中公民館中地区１月26日㈭
東部地区公民館東部地区１月31日㈫

　広く町民の皆さんへ議会活動状況について報告す
る機会として昨年度に引き続き議会報告会を開催い
たします。議会へ対する意見や町政に対する提言な
どをお聴きし、行政改革に反映させるとともに、町
民に開かれた活力ある議会を目指してまいります。
　多くの町民の皆さんの参加をお待ちしています。
胸開催方法／議員を５人ずつの班編成とし、大字単
位９地区で開催します。ただ
し、添川地区と松原地区は合
同で、中津川地区は１カ所で
の開催となります。

開かれた議会を目指して

町議会報告会のご案内

胸問合せ先／役場議会事務局緯72―2111内線310・311

開催時間は、全会場 19：00～21：00 です。
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　平成24年２月１日を基準日として、
全国全ての事業所・企業を対象に経済
センサス活動調査が実施されます。
　従業員数などの基本的な項目や売上
高などの経理事項を調査します。結果
は各種行政施策や学術研究をはじめ、
商店街の活性化などの地域行政の基礎
資料として活用されます。
　各事業所・企業には１月末までに調
査員が訪問し、調査票を配布します。
調査へのご理解と期日までの調査票の
記入をお願いします。
◆問合せ先／役場総務企画課総務情報
室緯72―2111内線220・225

◆職種・採用人数
①看護師15名　②薬剤師 若干名
③臨床工学技師 若干名
◆受験資格／①は昭和42年４月２日
以降に生まれた方で、職種の資格を
有する方、または平成24年６月30日
までに当該免許を取得する見込みの
方。②・③は昭和52年４月２日以降
に生まれた方で、それぞれの職種の
資格を有する方、または平成24年６
月30日までに当該免許を取得する
見込みの方
◆受付期間／１月10日㈫まで（必着）
◆試験日／１月22日㈰
面接試験も同日に実施します
◆採用予定年月日／平成24年４月１日
◆試験案内／役場総務企画課または置賜
広域病院組合事務局総務企画課で配布
※申込用紙は、置賜広域病院組合の
ホームページからもダウンロード可
◆申込・問合せ先
置賜広域病院組合事務局総務企画課
緯0238―46―5000

　町では、次のすべての要件に該当す
る一人暮らしの高齢者および老人夫婦
世帯に対して、屋根の雪下ろしや住宅
周りの除雪のための除雪ヘルパーを派
遣します。
◆対象要件
①町県民税の非課税世帯であること
②冬期間も町内で生活していて、日常
的に除雪を依頼できる子供や孫、親
類がいない世帯であること（留守世
帯は除く）

③生活保護世帯でないこと
◆助成費／除雪経費の半額

※上限は25,000円まで
◆ヘルパー派遣回数／１世帯３回まで
※申し込みいただいても、除雪経費の
積算や降雪状況などで、即日ヘル
パー派遣できない場合がありますの
で、お早めに申し込みください

◆申込・問合せ先
町健康福祉課福祉室緯86―2233

　役場を会場に年金相談を開催します。
どうぞお気軽にご相談ください。
◆日時／１月11日㈬
◆受付時間／９：30～13：30
◆相談時間／10：00～14：00
（当日受付分相談終了まで）
◆場所／役場談話室（役場１階）
◆内容
◇『ねんきん定期便』に関する相談や
訂正の手続きなど

◇厚生年金に関する相談全般（厚生年金
加入記録の確認・年金の試算など）

◇厚生年金、遺族年金の裁定請求の手
続きなど

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

　町では、下記の公の施設の管理運営
を行う方（指定管理者）を募集します。
◆指定管理者を募集する施設
①農林水産物処理加工施設
　（豆腐工房・添川地内）
指定管理料／上限3,387,000円
②施設園芸ハウス（添川地内）
指定管理料／上限780,000円
③体験農園いちごハウス（松原地内）
指定管理料／なし

※①②とも指定管理料は３年間全体の
上限額です

◆指定期間／平成24年４月１日～平成
27年３月31日（３年間）
◆業務内容／施設の維持管理及び運営
に関すること

◆募集説明・現場見学会
１月10日㈫～13日㈮ ８：30～16：30
※希望の方は、必ず事前に下記までご
連絡ください

◆募集期間／１月16日㈪～31日㈫
８：30～17：00（土・日を除く）

◆申込・問合せ先／役場産業振興課農
業振興室緯72―2111内線260

◆日時／１月20日㈮ 13：00～
◆場所／白椿地区公民館
◆相談料／無料
◆相談内容／金銭や債務、相続、贈与、
消費者問題、民事、刑事など法律問
題全般

※相談内容は、訴訟中、調停中、係争
中のものや同案件の再相談は、ご遠
慮ください

◆担当弁護士／熊谷 誠 氏
◆問合せ先
役場住民税務課生活環境室
緯72―2111内線131

町有施設指定管理者
募集のお知らせ 除雪ヘルパーの派遣について 経済センサス活動調査に

ご協力をお願いします

置賜広域病院組合
職員採用試験のご案内

１月の年金相談
（年金事務所出張相談）

無料法律相談を開催します

１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 店月975－2086髙 橋 工 務 店日1
75－2086髙 橋 工 務 店土1475－2086髙 橋 工 務 店月2
72－2191佐 藤 管 工 業日1572－2191佐 藤 管 工 業火3
72－2191佐 藤 管 工 業土2172－2191佐 藤 管 工 業水4
75－2086髙 橋 工 務 店日2275－2086髙 橋 工 務 店木5
75－2086髙 橋 工 務 店土2872－2191佐 藤 管 工 業土7
72－2191佐 藤 管 工 業日2972－2191佐 藤 管 工 業日8
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　町営住宅（手ノ子団地）の入居者を
募集します。入居には、町税・保険料
等の公的な料金に未納がないことや所
得額などの条件がありますので、お申
込みの際、ご確認ください。
◆募集戸数／１戸
◆所在地／手ノ子1509―9
◆間取り／６畳和室＋７畳洋室＋ＬＤＫ

（14.5畳）
◆家賃／19,000円～28,300円
◆募集期間／１月10日㈫～20日㈮

（土・日曜日は除く）
◆入居可能時期／３月上旬
◆その他／申込資格、敷金などの詳細
については、町のホームページをご
覧いただくか、下記までお問い合わ
せください

◆申込・問合せ先
役場地域整備課建設室
緯72―2111内線157

　多数の医療機関が休診となり、公立
置賜総合病院の救命救急センターが混
雑することが予想されます。緊急や重
症の場合のみ救命救急センターを、風
邪や軽症の場合は休日診療所を受診す
るようにしてください。休日診療所は、
長井・西置賜地区医師会の先生が診察
を行います。

◆診療日／12月31日㈯、１月１日㈰、
２日㈪、３日㈫

◆受付時間
８：30～１１：30、13：00～16：30

◆問合せ先／長井西置賜休日診療所
緯84―5799

　本町が加盟する「日本で最も美しい
村」連合の平成24年版カレンダーを先
着15名様へ無償で差し上げます。ただ
し、受け取りに来ていただける方に限
ります。
◆申込期限／１月16日㈪　※部数がな
くなり次第、締め切りとなります
◆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

　労働局総合労働相談コーナーでは、
労働者と事業主との間における個別労
働紛争（例えば、解雇、雇止め、労働条
件の引下げ、損害賠償、いじめなど）解
決のため、相談や助言・指導、紛争調
整委員会によるあっせんを行っていま
す。お困りの方はぜひご利用ください。
◆相談・問合せ先／山形労働局総務部
企画室緯023―624―8226

職場でのトラブルの解決を
労働局がお手伝いします

日時：６日㈮・20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：20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

税金、水道料などの公共料金のお支払いは、
便利な口座振替を利用しましょう！
口座振替のお手続は希望する金融機関窓口で。

１月国保税
煙納期限／１月31日雨
煙問合せ先
役場住民税務課納税
支援室 内線125・126１月

長井西置賜休日診療所
年末年始の診療について

「日本で最も美しい村」
カレンダーを差し上げます

町営住宅（手ノ子団地）
入居者募集

◆職種
焔役場・町民総合センター
一般事務助手勝若干名

焔町内小中学校
学校技術員勝５名程度
学校支援員勝６名程度

◆受付期間／１月４日㈬～１月23日㈪
※土・日・祝祭日・年末年始を除く
※郵送可。ただし期限日まで必着
◆受付時間／８：30～17：15
◆応募資格
焔性別・住所は問いませんが、行政事
務などが適切にできる方で、職員と
同様に秘密保持や公平公正な事務執
行を行なえること

焔学校支援員は、児童生徒への学習活
動支援や補助業務及び学校図書館の
司書業務となるため、教員、保育士
免許所持者および図書館司書資格所
持者、ケースワーカーや各種相談業
務経験者を優遇します

◆決定方法／学校技術員・学校支援員
については、１月下旬に面接選考を
実施します。そのほかの職種につい
ては、登録申込の記載内容により、
書類選考させていただきます

◆申込書の請求／申込用紙は、役場総
務企画課総務情報室で直接交付しま
す。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
（角型２号）を必ず同封し、請求くだ
さい。なお、申込用紙は、町ホーム
ページからも入手できます

◆申込み方法／申込用紙に必要事項を
記入し、必要書類を総務企画課総務
情報室へ提出してください
◆雇用の通知／町の臨時職員台帳に登
録し、原則平成24年４月から１年間
以内の雇用とします。なお、年度内に
おいて、緊急に必要とする臨時職員も
台帳記載者から雇用します。雇用通
知は、雇用する者へ事前に通知します

◆勤務条件
◇賃金／職種や前歴などにより決定
一般事務助手／5,800～6,000円
学校技術員／7,000～7,500円
学校支援員／5,800～6,000円

◇休日／原則、土曜日・日曜日・祝祭日
◇その他／社会保険、雇用保険加入
◆申込・問合せ先／役場総務企画課総
務情報室緯72―2111内線223

飯豊町臨時職員募集および
雇用予定者登録のご案内

【長井市内】

長井西置賜休日診療所
（市保健センター内）

長井市役所

長井小学校

長井郵便局

自動車店

コンビニ

R287
バイパス
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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
※12月28日㈬は17：00閉館

●問合せ先　緯72―3111

　「ねんきんネット」とは、いつでも自分
の年金加入記録などをインターネットで
確認することができるサービスです。
◆「ねんきんネット」でできること
①最新の年金記録が確認できる
自宅のパソコンで、24時間いつでも毎月更新された
年金記録を確認できます。
②ライフプランに合わせた年金額の試算ができる
「年金を受け取りながら働き続けた場合は」など、
自分の人生設計に合わせた条件にもとづいて、年金
の試算ができます。
③記録の「もれ」や「誤り」の発見が容易に
年金に加入されていない期間、標準報酬額の大きな
変動など、確認したい記録がわかりやすく表示され
ています。

あなたの年金をカンタン確認
「ねんきんネット」をご利用ください

　これからクラシックを聴いて
みたいという方から従来のクラ
シックファンまで楽しめる、　
一流の音楽家を迎えた本格派コ
ンサートです。チケットの売上
金の一部は東日本大震災の被災地へ寄付されます。
◆日時／１月５日㈭　18：00開場　18：30開演
◆会場／町民総合センター「あ～す」多目的ホール　
◆入場料／一般 3,000円（ペア購入 5,000円）

学生 1,000円（高校生以上）小中学生無料
◆チケット取り扱い／町民総合センター「あ～す」

◆出演
☆長原幸太 with フレンズ（ヴァイオリンほか弦楽器）
大阪フィルハーモニー首席コンサートマスター・
長原幸太氏が率いる弦楽演奏

☆杉木峯夫（トランペット）
東京藝術大学音楽部教授、モーリスアンドレ国際
コンクール審査委員ほか

☆レガシー金管五重奏
東京藝術大学の学生により結成

☆文屋小百合（ソプラノ歌手）
白鷹町出身。東京音楽コンクール優勝ほか

興屋外イルミネーション
17：00～22：00の間、１月13日㈮まで開催中

興ＪＡ「農業」絵画コンクール作品展
１月19日㈭まで開催中

興鈴木陽山　新春達磨（だるま）絵展
１月４日㈬から１月31日㈫まで

「あ～す」から各種展示会のご案内

ニューイヤー
スペシャルコンサート

2012. １. ５ 嘱

　インターネットの利用が難しい方は、米沢年金事務
所、役場住民税務課住民室でも年金記録を確認できま
す。詳細は下記へお問い合わせください。

④通知書などをメールで受信
「ねんきん定期便」や「振込通知書」などをメールで
受信でき、自宅のパソコンで確認できます（平成24
年４月開始予定）。

◆「ねんきんネット」を利用するには
　日本年金機構ホームページにアクセスし、「ねんきん
ネット」サービスに利用登録する必要があります。

検索ねんきんネット

http://www.nenkin.go.jp/n_net/

登録・利用のアクセスはこちらから

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

電話でのお問い合わせは、「ねんきん定期便・ねん
きんネット専用ダイヤル」へ 志0570―058―555

東日本大震災チャリティーコンサート

文屋小百合杉木峯夫長原幸太



5

地域ぐるみで高齢者を守り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

 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フラダンスコース
焔健康福祉センター
１月10日㈫、24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
１月10日㈫、24日㈫ 19：00～20：30

焔白椿地区公民館
１月11日㈬、25日㈬ 19：30～21：00

◇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／１月26日から３月15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／１月19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／１月18日㈬ ９：00～
焔参加料／施設使用料200円
焔定員／６名
焔申込締切／１月11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／１月12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／１月18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／１月13日㈮ ９：00～12：00
焔相談担当者／臨床心理士
②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

　高齢者の方は、悪質商法の被害に遭っても「だまされた
ことに気づかない」、「だまされたことがはずかしくて誰に
も相談できない」ということが多くあります。そこで大切
なのが地域ぐるみの見守りです。下記は、置賜消費者セン
ターに寄せられた最近の相談事例です。
事例「訪問販売による被害」
　一人暮らしの高齢者宅へ「布団を買いませんか」と電話
があったので断ったが、その日のうちに男性２人が訪問。
高額な布団を契約してしまった。しかし、早い段階で役場
に相談があり、クーリング・オフができた。
　この事例は、被害に遭った方が近所の人に相談したこと
で、相談者から役場に通報があり、クーリング・オフ制度

を使って返金にまで至ることができまし
た。クーリング・オフ制度とは、訪問販
売や電話勧誘販売などで、申し込みや契
約をした後でも、一定の条件を満たせば、
消費者が一方的に契約をやめることができる制度です。
　悪質商法にひっかかったと思ったら一人で悩まずに、す
ぐに家族や知人に相談することが大切です。もちろん役場
でも相談に応じます。また、身の回りで怪しい訪問販売や
電話勧誘があったら、近所の高齢者の方にも注意を呼びか
けるなどしてあげましょう。
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室

緯72―2111内線131・132・133

クーリング・
オフ？

※すべての相談・検査は匿名やプラ
イバシーを厳守します



1月

　４カ月児・９カ月児健診　
司日時／１月27日㈮（受付）午後１時～
司対象者　４カ月児／平成23年８月・９月生まれ

９カ月児／平成23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、バスタオル、そのほか

お子さんに必要なもの

司日時／１月19日昭（受付）午後１時～
司対象者／臼平成20年12月生まれ

渦平成21年３月・５月・６月生まれ
嘘平成22年９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、こども用歯ブラシ、

健診料金500円

司期日／１月10日㈫・23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／１月11日㈬　午前８時50分～午前12時
司場所／長井市保健センター
司対象者
　平成24年４月・５月出産予定の初妊婦と夫
司持ち物／母子健康手帳、テキスト、筆記用具

　１歳６カ月児健診　
司日時／２月２日㈭　午後１時～
司対象者／平成22年５月～７月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／２月16日㈭　午後１時～
司対象者
臼平成21年１月・４月・８月・９月・11月・12
月生まれ

渦平成22年２月・３月・10月生まれ
嘘平成23年１月生まれ

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338

電話番号担当歯科医院期日
0238－43－2125南陽 桜井歯科医院１月１日㈰
0238－24－2418米沢 みわき歯科クリニック１月２日㈪

87－0878長井 松下歯科医院１月３日㈫
0238－47－3309南陽 斎藤歯科医院１月８日㈰
0238－21－5533米沢 米沢ファミリー歯科矯正歯科１月９日㈪
0238－40－3295南陽 村越歯科医院１月15日㈰
0238－37－3311米沢 中川デンタルクリニック１月22日㈰

62－2452小国 村上歯科医院１月29日㈰

この広報紙は再生紙を使用し、植物油インキで印刷しています。
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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（２回目）

１月の休日歯科診療担当医院

２月の乳幼児健診日程

日1
めざみの里書初め大会 10：00～（めざみの里観光物産館）月2

火3
官公庁御用始め水4
ニューイヤースペシャルコンサート 18：30～（あ～す）木5
償却資産申告 9：30～（西部地区公民館）
心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）
償却資産申告 13：30～（中津川地区公民館）
町スキー指導者講習会 18：30～（手ノ子スキー場）

金6

中津川地区地域づくり座談会 14：00～（中津川地区公民館）土7
消防出初式 9：00～（あ～す）
親子スキー教室 9：30～（手ノ子スキー場）
南房総市七浦小と第一小交歓会 12：00～（飯豊少年自然の家ほか）
西部スキー教室開講式 13：30～（手ノ子スキー場）

日8

月9
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）
償却資産申告 9：30～（東部地区公民館）
償却資産申告 13：30～（白椿地区公民館）

火10

年金相談 9：30～（役場）
かもしかクラブ 9：30～（つばき保育園）
償却資産申告 9：30～（中部地区公民館）

水11

町新春賀詞交歓会 11：00～（いいで旅館） 
卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木12

金13
土14
親子スキー教室 9：30～（手ノ子スキー場）
ふるさといいで里帰りツアー・いいで“Fun”Clubの集い・白川
ダム湖畔冬の自然観察会 13：00～（白川荘ほか）

日15

月16
町議会報告会 19：00～（中津川地区公民館、高峰多目的集会所）火17
町議会報告会 19：00～（西部地区公民館、小白川公民館）水18
かもしかクラブ 9：30～（いいで中部幼稚園）
婦人学級 初釜 10：00～（中部地区公民館）
卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）
幼児歯科健診 13：00～（健康福祉センター）
町議会報告会 19：00～（白椿地区公民館、中部地区公民館）

木19

かもしかクラブ 10：00～（手ノ子幼稚園）
無料法律相談・心配ごと相談・行政相談 13：00～（白椿地区公民館）金20

フィットネス教室 15：00～（町民スポーツセンター）
キララ☆スポーツの日 19：00～（町民スポーツセンター）土21

親子スキー教室 9：30～（手ノ子スキー場）
東部地区地域づくり座談会 13：30～（東部地区公民館）日22

母子健康手帳交付 9：00～（健康福祉センター）月23
趣味の会 9：00～（東部地区公民館）火24
町若者団体の集い 19：00～（農家レストランエルベ）
町議会報告会 19：00～（勤労者研修センター）水25

卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）
町議会報告会 19：00～（中公民館）木26

４カ月・９カ月児健診 13：00～（健康福祉センター）金27
新春将棋大会 9：00～（中部地区公民館）
フィットネス教室 15：00～（町民スポーツセンター）
東部地区ドッジボール大会 18：30～（添川小体育館）
キララ☆スポーツの日 19：00～（町民スポーツセンター）

土28

親子スキー教室 9：30～（手ノ子スキー場）
川柳かるた取り大会・新春川柳大会 10：00～（白椿地区公民館）
手ノ子スキー場感謝デー 11：30～（手ノ子スキー場）
高峰地区地域づくり座談会 13：30～（高峰多目的集会所）

日29

月30
町議会報告会 19：00～（東部地区公民館）火31

※健康教室の日程は、前ページをご覧ください。
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