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医療機関名所在地
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●●●×●●×●さゆり内科歯科クリニック
志86―3056

町　内
××●

16:00～
××●

16:00～
×●

16:00～
×町国保診療所 志72―2300

●●●×●●●吉川記念病院 志87―8000

長井市

●●●×●●×●伊藤内科クリニック 志88―5566
×●●●×●●●さとう小児科医院 志88―2662

●●●×●●●仁陽堂外田医院 志84―2004

●●●×●●●なかさとこどもクリニック
志84―8778

◆近隣の協力医療機関

子ども予防接種週間のお知らせ

◆下記の予防接種で未接種の方は必ず３月までに終了してください
焔ＭＲ（麻しん・風しん）・・・対象／幼児施設の年長さん、中学１年生、高校３年生
焔二種混合・・・対象／小学６年生

問合せ先／町健康福祉課健康医療室 緯86―2338

３月１日状～７日浄

　間もなく就職や入学の季節を迎
えます。町では住宅取得の支援や
小・中学校の入学、結婚、出産と
いった人生の節目にお祝いを贈る
「飯豊町ふるさと定住いいですね
条例」を制定し、町内の定住支援
策を実施しています。利用の対象や申込方法などの
詳細は下記までお問い合わせください。
煙住宅取得奨励
住宅を新築または中古住宅を購入した場合、30万
円（Ｕ・Ｉターン者）または10万円（町内在住者）
を限度に奨励金を贈呈します。町内建築業者が施

工しますとさらに10万円を限度に奨励金を贈呈。
煙めざみっ子入学祝
町内にお住まいの方で、小学１年生、中学１年生
のお子さんを持つ保護者の方へ１万円分の商品券
を贈呈します。

煙ときめき結婚祝 
町内にお住まいの方で、結婚された方へ１組につ
き３万円分の商品券を贈呈します。

煙すこやか出産祝 
町内にお住まいの方で、子どもを出産された方へ
第１子は３万円分、第２子は５万円分の商品券を、
第３子以降は17万円の祝金を贈呈します。

申込・問合せ先／役場総務企画課総合政策室 緯72―2111内線226・227・228

感染症から子どもを守ろう！
　予防接種は順調ですか？　子どもは抵抗力が弱いため、感染症にかかると重症化し
やすい傾向があります。予防接種の受け忘れがないかを母子手帳で確認しましょう。
　接種の際は医療機関へ予約してから受診してください。また下記以外の医療機関で
も接種できますのでお問い合わせください。
　予防接種で予防できる感染症は積極的に予防しましょう！

ご 存 知 で す か ？ 飯豊町ふるさと定住いいですね条例
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国保税
煙納期限／４月２日訟
煙問合せ先
役場住民税務課納税
支援室 内線125・126３月

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。

３月
日時：２日画・16日画・30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：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

◎下椿いきいきサロン／門松（一式）
【町民総合センターへ】

◎田林房子さん／歌集（１冊）
◎村田さち子さん／絵本（２冊）
◎㈳日本獣医師会／図書（１冊）
◎伊藤昭一さん／門松・しめ飾り（一式）

【中部地区公民館へ】
◎佐藤譲治さん／竹（４本）
◎嶋貫亮さん／パソコン周辺機器・音
響ケーブル（一式）

【白椿地区公民館へ】
◎下椿いきいきサロン／門松（一式）

【西部地区公民館へ】
◎井上豊子さん／タオル掛け（１個）
◎佐藤榮子さん／川柳べに花（３冊）

【第一小学校へ】
◎宇津木きみさん／はちまき（35本）
◎南房総市七浦小学校ＰＴＡ
生花（200本）

【第二小学校へ】
◎椿若衆会／図書（３万円相当）

【手ノ子小学校へ】
◎寒河江光竹さん／だんごの木（１本）
◎ＰＴＡ母親委員／図書（４冊）
◎寒河江範明さん／融雪剤（３袋）

【手ノ子幼稚園へ】
◎舩山朝子さん／袋菓子（23個）
◎元木ヒデ子さん／みかん（30個）
◎寒河江光竹さん／だんごの木（２本）
◎寒河江満さん／だんごの木（１本）

【つばき保育園へ】
◎白椿リサイクル会／無農薬野菜
◎椿趣味の会／タオル人形と花
◎梅津松男さん／だんごの木（１本）
◎寒河江満さん／だんごの木（１本）

【こどもみらい館へ】
◎伊藤昭一さん／門松・しめ飾り（一式）
◎寒河江満さん／だんごの木（１本）
　

　

　平成23年11月から平成24年１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】
◎ＪＡ山形おきたま・全国共済農業協
同組合連合会山形県本部
カーブミラー（５基）

　㈳やまがた被害者支援センターでは
ボランティア活動員を募集します。
◆募集人員
　電話相談員・直接支援員　10名
◆要件／25歳以上・性別不問
焔電話相談員…月２回くらい電話相談
に従事可能な方

焔直接支援員…裁判、病院などへの付
き添い可能な方

◆募集期間／４月16日㈪まで
◆応募方法／下記まで電話で申し込み
の上、申込書を入手ください。また
申し込みには、応募の動機の作文の
添付が必要です

◆その他
焔支援活動候補者は、必要な研修を受
講していただきます

焔業務に従事した場合は、役務費・交
通費を支給します

◆申込・問合せ先／㈳やまがた被害者
支援センター緯023―642―3571

◆日時／３月６日㈫～３月21日㈬
10：00～17：00

◆場所／めざみの里観光物産館
◆問合せ先
めざみの里観光物産館緯86―3939

　平成23年11月から平成24年１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。

【飯豊町へ】
◎高齢者宅雪下ろし／那須建設㈱
◎石原ポケットパーク除雪作業
樋口建設㈱

【町民総合センターへ】
◎玄関・図書室清掃／県立置賜農業高
等学校飯豊分校生徒
◎イベント運営補助／高校生ボラン
ティア団体「さんたくろーす」
◎全館清掃／町内音楽団体有志

【中部地区公民館へ】
◎だんごの木飾り
町上ほのぼのサロン

【東部地区公民館へ】
◎花壇球根植え付け／東部地区高砂会

【西部地区公民館へ】
◎屋根雪下ろし／㈱豊川建設

【手ノ子小学校へ】
◎遊具撤去作業・処理／那須建設㈱
◎本読み聞かせ／手塚娃子さん
【さゆり保育園・つばき保育園・
添川児童センター・手ノ子幼稚園・

いいで中部幼稚園へ】
◎クリスマス会サンタクロース・トナ
カイ役の協力／飯豊ライオンズクラブ

【羽前椿駅へ】
◎駅内清掃
　県立置賜農業高等学校飯豊分校生徒
◎生け花展示／長谷川清さん

【 御　礼 】

　この冬の豪雪では、地域の皆さんを
はじめ、多くの団体、法人の方々より
除雪ボランティアがありました。除雪
にご協力いただきました各位に感謝申
し上げます。

ありがとうございました。

心遣いに感謝します。

やまがた被害者支援センター
支援活動員募集

町内園児による
手作りひな人形展のご案内

窓の意善

ボ ラ ン テ ィ ア

暮 ら し の 相 談
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３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1872－2191佐 藤 管 工 業土３
75－2086髙 橋 工 務 店火2075－2086髙 橋 工 務 店日４
72－2191佐 藤 管 工 業土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
75－2086髙 橋 工 務 店土3172－2191佐 藤 管 工 業土17

　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
センサス調査が行われています。
　今回の調査結果は各種行政施策をは
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。
　対象事業所には１月末までに担当調
査員が調査依頼と調査票を配布しまし
たので、調査目的の理解と早めの調査
票の記入・提出をお願いします。なお、
ご記入いただいた調査票は、専用の返
信用封筒（切手不要）で提出してくだ
さい。
◆調査票の記入に関する問合せ先
平成24年経済センサス活動調査コー
ルセンター緯0120－44－1034
（通話無料）
◆調査に関する問合せ先
役場総務企画課総務情報室
緯72－2111内線220・225

◆受験資格
①昭和57年４月２日～平成３年４月１
日生まれの方
②平成３年４月２日以降に生まれた方
で、大学を卒業した方および平成25
年３月までに大学を卒業見込みの方
※人事院が上記と同等の資格がある
と認める方
◆受付期間
①郵送・持参／４月２日㈪～３日㈫
※郵送は消印有効
②インターネット
４月２日㈪～４月12日㈭
◆一次試験／６月10日㈰
◆申込書交付場所・問合せ先
米沢労働基準監督署（米沢地方合同
庁舎内）緯0238―23―7120

◆募集種目・応募資格
①自衛隊幹部候補生（一般・技術）
22歳以上26歳未満の方（大卒見込
含む）

②医科・歯科幹部自衛官
医師免許または歯科医師免許取得者

③予備自衛官（一般）
18歳以上34歳未満の方

④予備自衛官（技術）
応募資格は下記まで問い合わせ

◆受付期間
①・②／４月27日㈮まで
③・④／４月４日㈬まで
◆問合せ先／自衛隊米沢地域事務所

緯0238―23―0011

　ヒップホップダンス体験レッスンを
開催します。興味のある方はこの機会
に参加ください。
◆日時／３月20日（火・祝）
◆会場／置賜生涯学習プラザ（長井市）
◆参加料／500円（会場使用料）
◆時間
①年少児～小学１年生
18：15～19：00

②小学２年生～６年生
19：00～20：00

③中高生～大人
20：00～21：00

◆持ち物
内履きズック、運動着、タオルなど

◆申込方法
直接会場にお越しください

◆問合せ先
JAZZ・HIPHOPダンスサークル（飯
豊・長井）
曽根原・遠藤緯090―6626―1865

◆日時／３月14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１階談話室
◆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

　事前にご予約の上、お気軽にご相談
ください。相談は秘密厳守・無料です。
◆相談日時／３月15日㈭ 10：00～17：00
◆会場／山形財務事務所（山形市）
◆予約受付／平日９：00～17：45
当日の予約は早めにお願いします

◆その他／期日にお越しになれない場
合は、下記でも相談を受け付けます

◆予約・問合せ先／東北財務局金融監
督第三課緯022―266―5703

◆期間／３月４日㈰～６日㈫
　　　10：00～17：00

◆相談方法／電話（フリーダイヤル）
で相談ください

◆相談電話番号／緯0120―39―6029
◆相談料／無料
◆相談内容／法律、多重債務、労働、就
労、家庭など生活に関する悩みごと

◆問合せ先
㈳山形県労働者福祉協議会
緯023―641―6503

３月の年金相談
（年金事務所出張相談）

多重債務巡回無料相談

生活なんでも相談ダイヤル

自衛官など募集のお知らせ

ヒップホップダンス
体験レッスンのお知らせ

経済センサス活動調査を
実施しています

労働基準監督官を
募集します
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　平成24年４月から平成25年３月までの国民年金保険
料は、平成23年度の保険料から月40円引き下げられ、
月額14,980円です。国民年金保険料には口座振替や
前納など、保険料が割引になる納付方法があります
（右欄参照）。
◆口座振替の手続方法
口座振替が開始されるまで申し込み後２カ月程度か
かります。ご希望の方はお早めに申し込みください
◆申込先（下記のいずれか）
焔役場住民税務課住民室　焔振替希望の金融機関
焔米沢年金事務所
◆申し込む際に持参するもの
焔年金手帳または納付書　
焔預（貯）金通帳　焔金融機関届出印　

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

　山形交響楽団と町内の音楽団体による初めての合同
コンサートが開催されます。開館20周年記念事業の
フィナーレをご家族やご友人でお楽しみください。
◆日時／３月20日（火・祝）　14：30開場　15：00開演
◆会場／町民総合センター「あ～す」多目的ホール　
◆入場料（全席自由）
【前売券】一般1,000円　高校生以下500円
【当日券】一般1,200円　高校生以下600円
◆出演／山形交響楽団、飯豊中学校吹奏楽部
コラール・ド・めざみ、プロージットほか
◆演奏プログラム
交響曲「運命」の大解剖（解説付き）
飯豊町民の歌「いつも心に」、ふるさと、大地讃頌など
◆チケット取扱所
あ～す、役場住民税務課会計室窓口、町健康福祉課、
各地区公民館、音楽アズム舘（長井市）

◆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

◆その他
①無料託児所を設置します
（１歳以上・要予約）
②就学前のお子さんの入場は
ご遠慮ください

◆問合せ先
町民総合センター「あ～す」緯72―3111

１年分は179,760円
（14,980円×12月）１

179,160円
（14,930円×12月）

600円割引

（月々50円割引）
 口座振替の早割で
 納付すると…２

176,570円3,190円割引
 現金で１年分を
 前納すると…３

175,990円3,770円割引
 口座振替で１年分を
 前納すると…４

※６カ月前納制度もあります。割引額は、お問い合わせ
ください。   

　「ダンス・ワークショップ」が今年も開催されます。
年長組以上のお子さんから大人の方まで誰でも参加で
きます。リズムに乗ってダンスを楽しみましょう！
◆日時／３月24日㈯　18：30～20：30
◆会場／町民総合センター「あ～す」多目的ホール
◆講師／河下亜紀子先生
◆参加料／１人300円
　　　　　（保険料・飲み物代として）
◆持ち物
　運動のできる服装、くつ、タオル
◆その他／小学校２年生までのお子さ
んは、保護者の方も同伴ください。

◆申込方法
３月16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

※平成24年度保険料で算出

納期限（翌月末）までに納付・引き落とし

５月１日㈫までに納付

早割とは、納付期限より１カ月早く口座振替することです。

当月保険料を当月末に引き落とし

茎と比べると580円お得！

５月１日㈫に引き落とし（申込締切：２月29日㈬）

国民年金保険料の納付は
口座振替が便利でお得です！

 現金または口座振替で
 毎月納めると…

ダンス・ワークショップ
山響とみんなで創る音楽山響とみんなで創る音楽会会

witwithh めざみのめざみの里里
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家庭からの心がけで、川をきれいに住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら

　小川のせせらぎが聞こえる季節はもう少しです。飯豊の
すばらしい自然環境と共生する暮らしのため、清らかな川
の流れを守り続けたいものです。
　川を汚す原因は、家庭の台所、風呂、洗たくなどで出る
「生活雑排水」が大きな割合を占めています。そのうち台
所からの雑排水が半分以上を占めています。
　生活排水処理施設が整備され、川の汚れは改善されてい
ますが、処理施設の負荷を軽減するためにも各家庭での
ちょっとした取り組みが大切です。
【家庭でできる環境にやさしい排水のポイント】
焔天ぷら油などの食用油を捨てる場合は、凝固剤で固める
か、牛乳パックなどに不要な布や紙を入れ、油をしみこ

ませてから可燃ごみとして出しま
しょう
焔食べ残しが出ないように必要量だけ
調理することを心がけ、油やソース、
カレーなど汚れのひどい食器はふき
取ってから洗いましょう
焔洗剤は、適正な量を計って使いましょう。多過ぎても汚
れ落ちは変わらず、すすぎが大変になるだけです
　私たち一人ひとりが、川の水をできるだけ汚さないよう
に心がけたいものです。　
◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室

緯72―2111内線131・132・133

　 　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
３月13日㈫、27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
３月13日㈫ 19：00～20：30

焔白椿地区公民館
３月14日㈬、28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

◆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／３月21日㈬ ９：00～
焔参加料／施設使用料200円
焔定員／６名
焔申込締切／３月14日㈬

町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

　　　　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／３月16日㈮ ９：00～12：00
焔相談担当者／臨床心理士
②子どもの発育相談（要予約）
煙置賜保健所（米沢市）会場
焔日時／３月５日㈪ 13：15～15：00
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

　「おじいちゃん・お
ばあちゃんへの絵手
紙」コンテストは、
祖父母への日ごろの
思いや感謝の気持ち
を手紙につづること
で、子どもたちに家族の絆と豊かな
人権感覚を身に付けてもらうことを
目的にしたコンクールです。町内の
小学生から応募のあった約250点の
手紙を展示します。どうぞご家族で
ご覧ください。
◆期間／３月６日㈫～14日㈬
◆会場／町民総合センター「あ～す」
◆問合せ先／町社会福祉協議会事務
局緯72－3353

健 康 教 室

小学生絵手紙展示のご案内
～高齢者の尊厳を考える～

　　　　    　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／３月８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／３月21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

　　　　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



※健康教室の日程は、前ページをご覧ください。

卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）
３歳児健診 13：00～（健康福祉センター）木1

心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）
NHK山形ラジオ第１公開番組「真打ち競演」 17：30～（あ～す）
いいで未来号Ⅲ研修報告会 19：00～（白椿地区公民館）

金2

土3
スノーモービルレディースキャンプ 10：00～（どんでん平ゆり園）日4

月5
町内園児による手作りひな人形展 （めざみの里観光物産館）～21日
おじいちゃん・おばあちゃんへの絵手紙コンテスト展示 （あ～す）～14日火6

婦人学級閉級式 9：30～（白椿地区公民館）
ふるさと協力隊報告会 18：30～（中津川地区公民館）水7

男の料理教室 9：30～（健康福祉センター）
卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木8

親子交通安全指導 10：30～（こどもみらい館）金9

キララ☆書道教室 8：30～（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）
キララ☆スポーツの日 19：00～（町民スポーツセンター）

土10

日11
母子健康手帳交付 9：00～（健康福祉センター）月12
にぎわい再現プロジェクト委員会活動報告会 19：00～（あ～す）
秋桜倶楽部閉級式 19：00～（白椿地区公民館）火13

年金相談 9：30～（役場）水14
幼児歯科健診 13：00～（健康福祉センター）
卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木15

飯豊中学校・中津川中学校卒業式
心配ごと相談・行政相談 13：00～（白椿地区公民館）金16

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17

第一小学校・第二小学校・手ノ子小学校・添川小学校卒業式日18
月19
山響とみんなで創る音楽会withめざみの里 15：00～（あ～す）火20

水21
しろあと教室閉級式 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）木22

４カ月児・９カ月児健診 13：00～（健康福祉センター）金23

キララ☆書道教室 8：30～（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）
ダンスワークショップ 18：30～（あ～す）
キララ☆スポーツの日 19：00～（町民スポーツセンター）

土24

日25
母子健康手帳交付 9：00～（健康福祉センター）月26
つばき保育園・さゆり保育園・添川児童センター・いいで中
部幼稚園・手ノ子幼稚園卒園式火27

水28
卓球オープンルーム 13：00～（中部地区公民館）木29
心配ごと相談 13：00～（白椿地区公民館）
町パークゴルフ協会通常総会 18：30～（あ～す）金30

土31

３月

　４カ月児・９カ月児健診　
司日時／３月23日㈮（受付）午後１時～
司対象者
①平成23年10月・11月生まれ
②平成23年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、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／３月１日㈭（受付）午後１時～
司対象者／平成20年８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、バスタオル、３歳児健

康診査セット、こども用歯ブラシ

司日時／３月15日㈭（受付）午後１時～
司対象者
①平成21年２月・７月・10月生まれ
②平成22年１月・４月・11月生まれ
③平成23年２月・３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／３月12日㈪・26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／３月７日㈬ 午前８時50分～午後12時
司場所／長井市保健センター
司対象者／平成24年６月・７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

　４カ月児・９カ月児健診　
司日時／４月27日㈮　午後１時～
司対象者／平成23年12月生まれ

平成23年６月・７月生まれ
　１歳６カ月児健診　
司日時／４月26日㈭　午後１時～
司対象者／平成22年８月・９月生まれ
　幼児歯科健診　
司日時／４月19日㈭　午後１時～
司対象者／①平成20年12月生まれ

②平成21年３月・５月・６月生まれ
③平成22年12月生まれ
④平成23年４月生まれ

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338
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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）

４月の乳幼児健診日程

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。


	広報いいでお知らせ版２月２３日号
	Ｐ１　飯豊町ふるさと定住いいですね条例／子ども予防接種週間
	Ｐ２-３　お知らせ
	Ｐ４　医療と年金の掲示板／あ～す発信局
	Ｐ５　健康教室・健康相談／住民税務課生活環境室からのお知らせ
	Ｐ６　３月の保健・行事予定

