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◆問合せ先
役場住民税務課住民室
緯87―0511

９月１日から 国民健康保険
被保険者証が新しくなります

August
2015 ８.２７

現在使用されている国民健康保険被保険者証（緑
色）の有効期限は，平成27年８月31日となっていま
す。そこで、新しい被保険者証（茶色）を各世帯に郵送

しましたので、氏名などの記載内容をご確認くださ
い。また、古い被保険者証（緑色）は、９月１日以降に
各自で破棄してください。

閣
（
旧
）
緑
色

（
新
）
茶
色

記号 飯豊 番号 ○○○○〇
平成28年８月31日国民健康保険

被保険者証
有効期限 平成27年8月31日
記号 飯豊 番号 ○○○○〇

氏 名

生 年月日

住 所

飯豊 太郎
イ イ デ タ ロ ウ

昭和○○年○○月○○日 性別 男

山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888番地

保険者名 飯豊町

民健康
険者

太
○○

町大字

飯豊

民健康
険者

太
○○月

町大字椿

飯豊

27年8
番号

郎
○年

西置賜郡

年○年○

年8月
号

年○

賜郡

○○

27
番

郎
○年

西置

職場の健康保険や家族の健康保険に加入したときは
14日以内に役場へお届けください

職場の健康保険や家族の健康保険に加入したとき
は国民健康保険の資格を喪失することになりますの
で、飯豊町役場住民税務課住民室（１階窓口）へお
届けください。
国民健康保険は届出しないと抜けることができず、
税金も賦課され続けてしまいます。役場への届出は

ご家族の方もできますので、職場の健康保険に加入
した場合には速やかに届出をお願いします。
《届出に必要な物》
・国民健康保険の被保険者証 ・職場の被保険者証
・はんこ ・年金手帳（60歳未満の方のみ）

支払う医療費窓口に提示する物年齢

３割
飯豊町は中学生まで無料被保険者証７０歳未 満

高齢受給者証に示す割合被保険者証
高齢受給者証７０歳以 上

古い被保険者証（緑色）と高齢受
給者証（うす緑色）は色や大きさが
似ています。間違って高齢受給者証
を捨てないようにご注意ください。

70歳以上の方へ
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医療機関を受診する時は

≪国民健康保険加入の方へ≫
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●【お知らせ版】広報いいで 2015/8/27

【つばき保育園へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん
◎除草、合唱披露／飯豊中１年生

【添川児童センターへ】
◎装飾作成、除草、合唱披露／飯豊中１年生

【手ノ子幼稚園へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん

【こどもみらい館へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん
◎演奏／コンチェルティーノアミーチ

【羽前椿駅へ】
◎除草・樹木剪定／椿長生会

【どんでん平ゆり園へ】
◎園内除草／中区協議会、中地区墓地
管理組合、中地区農業集落排水管理組
合、萩生区協議会、萩生町西部落、町
西ゆりの会、東部地区活性化協議会、
飯豊町商工会役職員、飯豊町建設業組
合、㈱ホリエ、㈳長井・西置賜地域シ
ルバー人材センター飯豊会員

平成27年５月から７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】
◎広域 歌友会／寄付金（155,000円）

【町民総合センターへ】
◎長谷川清さん／生け花（１式）
◎丸川信浩さん（白鷹町）／図書（２冊）
◎池辺晋一郎さん（東京都）／図書（１冊）
◎女どんでん平ゆり園／ゆりプランター（14鉢）

【中部地区公民館へ】
◎高橋みえさん／笹巻き用笹（300枚）
◎嘉藤里司さん／紅花（１式）
◎飯豊町婦人会／タオル（20枚）

【東部地区公民館へ】
◎佐藤しほ子さん／図書（１冊）
◎齋藤徹さん／風景写真（多数）

【西部地区公民館へ】
◎飯豊史話会／機関紙（１冊）

【第一小学校へ】
◎飯豊町婦人会／タオル（１0枚）、雑巾（20枚）

固定資産税・国保税
煙納期限／９月30日㈬
煙問合せ先
役場住民税務課税務室
緯87―0512、87―0513９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。

談 ９月
日時：４日㈮･18日㈮ 13：00～15：00
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：18日㈮ 13：00～15：00
会場：白椿地区公民館
問合せ先：役場住民税務課（緯87－0514）

行 政 相 談

【手ノ子小学校へ】
◎手ノ子小学校祖父母学級／雑巾（124枚）

【飯豊中学校へ】
◎新野忠司さん／堆肥（トラック２台分）
◎飯豊町婦人会／タオル（１0枚）、雑巾（25枚）
◎ゆり調剤薬局／朝日写真ニュース
（１年間購読分）
【幼稚園・保育園・児童センターへ】
◎緑のふるさと公社／クワガタムシ（数匹）

【いいで中部幼稚園へ】
◎伊藤秋恵さん／お菓子（35個）
◎飯豊町婦人会／タオル（10枚）、雑巾（20枚）

【さゆり保育園へ】
◎佐藤仁史さん／花プランター（４鉢）
◎大谷部とみさん／ぬいぐるみ（６個）

【つばき保育園へ】
◎二瓶幸浩さん／花プランター（10鉢）
◎原田みち子さん／花苗（10本）
◎セブンイレブン飯豊椿店／菓子（90袋）、
ファイル（70枚）

【手ノ子幼稚園へ】
◎川﨑喜美さん／手作りぬいぐるみ（13個）

【こどもみらい館へ】
◎二瓶幸浩さん／花プランター（４鉢）
◎髙橋節子さん／笹竹（２本）

【羽前椿駅へ】
◎長谷川清さん／生け花（１式）
◎九里学園高等学校保護者会／花プラ
ンター（３鉢）

【美の里へ】
◎飯豊町婦人会／タオル（20枚）、雑巾（10枚）
◎女どんでん平ゆり園／ゆりプランター（４鉢）

【中津川診療所へ】
◎伊藤幸作さん／花笠（特大１個、中１個）
◎髙橋ヒメさん／花苗（50本）

「いいでめざみの里応援寄附金」

町に「ふるさと納税」として寄附
をいただきました。
◎平成27年５月～７月
1,523件／25,179,000円

斬平成27年度合計
2,372件／37,945,000円

平成27年５月から７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。

【町民総合センターへ】
◎イベントスタッフ／佐藤智穂

【中部地区公民館へ】
◎笹巻き作り講師／飯豊町婦人会

【東部地区公民館へ】
◎花植え／東部高砂会

【西部地区公民館へ】
◎除草、盛土整備／㈱豊川建設
◎花植え／寿クラブ

【第一小学校へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、石山幸子
さん、梅津智子さん、梅津久美子さん、
小松沙緒里さん、樋口あゆみさん

【第二小学校へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、原田みち子
さん、梅津久美子さん、梅津智子さん

◎昔語り／伊藤信子さん
【添川小学校へ】

◎読み聞かせ／手塚娃子さん、梅津智子さん
◎昔語り／勝見政子さん
◎英語活動指導／茂木栄子さん
◎畑活動指導／高砂会さん

【手ノ子小学校へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、伊藤にしき
さん、原田みち子さん、梅津久美子さん

【飯豊中学校へ】
◎畑耕運作業／佐原源一郎さん

【いいで中部幼稚園へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん、梅津久
美子さん

◎ガラス磨き、除草、合唱披露／飯豊中１年生
◎除草、砂場の日よけ／㈱三ツ柳道路

【さゆり保育園へ】
◎読み聞かせ／手塚娃子さん
◎除草、遊具などの修理／㈱三ツ柳道路
◎施設修理／舟山建築
◎ガラス磨き、清掃、合唱披露／飯豊中１年生
◎除草、園内整備／中長生会
◎獅子舞指導／若宮神社若連中

○友

ありがとうございました。

ボ ラ ン テ ィ ア

心遣いに感謝します。

窓善 意 の
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９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2172－2191佐 藤 管 工 業土５
75－2086髙 橋 工 務 店火2272－2191佐 藤 管 工 業日６
72－2191佐 藤 管 工 業水2375－2086髙 橋 工 務 店土12
72－2191佐 藤 管 工 業土2675－2086髙 橋 工 務 店日13
75－2086髙 橋 工 務 店日2772－2191佐 藤 管 工 業土19

72－2191佐 藤 管 工 業日20

国勢調査は、平成27年10月1日現在、
日本に住んでいるすべての人と世帯が
対象です。今回の調査では、先にイン
ターネットでの回答を受け付け、イン
ターネットで回答のなかった世帯は紙
の調査票を記入いただきます。
詳しい回答方法は９月上旬に調査員
がご自宅にお伺いして説明します。
◆インターネット回答受付期間
９月10日㈭～20日㈰

◆詳細・問合せ先／キャンペーンサイト
http://kokusei2015.stat.go.jp/
国勢調査飯豊町実施本部
（役場総務企画課内）緯87―0520

◆日時／９月12日㈯13：00～16：00
◆場所／米沢市すこやかセンタ―
◆募集／未婚女性40名（事前申込制）
◆内容／講演「恋愛力&結婚力アッ
プ！異性間コミュニケーション術」。
女子力を磨く講座。スイーツ試食
◆参加費／無料
◆申込・問合せ先／置賜広域行政事務
組合総務課緯0238―23―3246

◆日時／９月19日㈯10：30～14：00
◆会場／川西ダリヤ園（川西町）
◆内容／焔プレゼント（数量限定）：サ
ザンカ苗木 、きのこ汁の振舞い

焔実演：高性能林業機械、チェーン
ソーアート

焔体験：木工体験（数量限定）、ネイ
チャーゲーム（事前申込必要）

焔置賜農業高校生による販売 など
◆参加料／無料
◆申込・問合せ先／置賜総合支庁森林
整備課緯0238―35―9053

スマート国勢調査！
インターネット回答できます

おきたま女子会～恋愛力&
結婚力アップセミナー

おきたま森の感謝祭2015

◆対象者／町内米生産者
※平成27年産で認定された方も申請が必要
◆申請書の交付／申請書を役場農林振
興課または米集荷業者（JA飯豊支店、
マルシチ米穀）に用意しています
◆申請書提出期間／８月31日㈪から
10月９日㈮まで米集荷業者に提出

◆認定要件
焔稲作を経営の柱とし、水田経営面積
が３㌶以上であること

焔つや姫をおおむね60㌃以上作付すること
※その他各種要件があります。詳細は
下記にお問い合わせください
◆問合せ先／役場農林振興課農業振興
室緯87―0525

◆職務内容／県内の商工会における地
区内事業所の経営指導補助業務
◆採用予定数／若干名
◆応募資格／昭和61年４月２日～平
成10年４月１日までに生まれた方

◆１次試験日時・場所／10月４日㈰・
霞城セントラル（山形市）
◆受付期間／９月７日㈪～14日㈪
◆応募先／山形県商工会連合会
◆問合せ先／飯豊町商工会72―3000

◆日時／９月11日㈮13：30～15：30
◆会場／置賜総合支庁（米沢市）
◆内容／山形大学医学部附属病院今田
恒夫先生による講演会と座談会
◆対象者／強皮症、皮膚筋炎・多発性
筋炎治療中の方とそのご家族
◆参加費／無料
◆申込締切／９月４日㈮
◆申込・問合せ先／置賜保健所地域保
健予防課緯0238―22―3205

山形県商工会等
（初級）職員採用試験

強皮症、皮膚筋炎・多発性
筋炎の療養相談会

平成28年産「つや姫」
生産者募集

事前の予約申し込みが必要です。
◆日時／９月９日㈬ 9：30～12：30
◆場所／役場２階談話室
◆内容／厚生年金に関する相談全般、厚
生・遺族年金の裁定請求の手続きなど
◆申込期間／８月31日㈪～９月7日㈪
※土日を除く
◆申込・問合せ先／役場住民税務課住
民室緯87―0511

放送大学では第２学期（10月入学）
の学生を募集中です。テレビ放送やイ
ンターネットなどを通して学ぶ通信制
の大学です。心理学・福祉・経済・歴
史・文学など、幅広い分野を学べます。
◆出願期限／９月20日㈰
◆申込・問合せ先／放送大学山形学習
センター緯023―646―8836

プレミアム付商品券お買い求め時の
抽選券（青色）１枚で１回、協同組合ゆ
りスタンプ加盟店での中元セール中に
配布された抽選補助券（ピンク）３枚で
１回抽選できます。空くじなしです。
◆日時／９月５日のめざみの里まつり
会場で10：00～15：00
◆問合せ先／飯豊町商工会72―3000

◆日時／９月６日㈰ 開演14：00～
◆会場／あゆーむ（白鷹町）
◆内容／焔土屋氏の独唱：シューベル
トやシューマン、ヴェルディの歌曲

焔賛助出演：大野木はるか氏のピアノ
演奏、プロージットの合唱
◆その他／入場無料。整理券必要
◆問合せ先／土屋和彦080―5224―6034

９月の年金相談
（年金事務所出張相談）

放送大学
第２学期生募集

プレミアム付商品券などの
大抽選会

土屋和彦リサイタル
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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
●申込み・問合せ先 緯72―3111

今からでも間に合う！
将来受け取る年金を増やす方法

～付加年金～

申込・問合せ先／役場住民税務課住民室緯87―0511
米沢年金事務所 緯0238―22―4220

焔国民年金第１号被保険者
焔任意加入被保険者（65歳以上の方を除く）

※国民年金基金に加入の方、保険料免除を受けている
方は除きます。

納めることができる方

◇付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなりま
す。

◇付加保険料の納期限は、翌月末日です。納期限を経過
した場合でも、期限から２年間は納めることができま
す。
◇月末が土曜日、日曜日、休日などにあたる場合と年末の
納期限は、翌月最初の金融機関などの営業日となります。

付加年金のポイント

〈例〉付加年金を10年間納めると…
焔10年間に納める保険料額
400円×10年（120カ月）＝48,000円

焔１年間に受け取る付加年金額
200円×10年（120カ月）＝24,000円

２年間で納めた付加保険料と同額の年金を受け取る
ことができます。

200円×付加保険料納付月数
付加年金額（年間受け取り額）の計算式

毎月の国民年金保険料（平成27年度は
15,590円）に付加保険料（月額400円）
を上乗せして納めることで、受給する年
金額を増やせる制度です。

付加年金とは

のダンスのお姉さんをしていた『きよこお姉さん』が
ファミリーコンサートに出演してくれます♪
ぜひ、ご家族で聴きに来てください。

♪日時／９月5日㈯ 開場13：30 開演14：00
♪会場／町民総合センター「あ～す」 多目的ホール
♪参加料／無料・全席自由

めざみの里まつりにおいて、図書室の古くなった本や
ＤＶＤ、また、雑誌（過年度分）を無料で配布いたしま
す。どうぞご利用ください。
◆日時／９月5日㈯10：00～

※なくなり次第終了
◆場所／図書室入口前
◆問合せ先／町民総合センター「あ～す」図書室
☎72―3111

「あ～す」図書室からのお知らせ

めざみの里まつりでは、ＮＨＫ教育テレビの音楽番組
「まちかどド・レ・ミ」に出演していた『おかのあやお姉
さん』と、ＮＨＫ子供番組「おかあさんといっしょ」

いいで“めざみの里”まつり2015
ファミリーコンサートのお知らせ

◆日時／10月31日㈯ 開場13：30 開演14：00
◆会場／町民総合センター「あ～す」 多目的ホール
◆チケット／全席指定：前売4,000円、当日4,500円
※前売券が完売した場合、当日券の販売はありません
◆チケット発売
①８月29日㈯ 電話予約開始【飯豊町の方限定】
②８月30日㈰より 電話予約受付【町内外の方】
※来館の上でのご予約はできません
※チケットのお求めは、お一人最大４枚までです
※未就学児の入場はご遠慮願います
◆チケット購入・問合せ先
町民総合センター「あ～す」内コンサート事務局
緯72―3161（９：00～17：00㊊㊗を除く）
捌72―3163
◆主催／「あ～す」イベント企画・推進スタッフ

VOICEPARTY2015鳥羽一郎コンサート



●

感染症に関する相談

エイズ・性器クラミジア・B型肝炎・
C型肝炎の検査と相談（予約不要）
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
※結果は直接本人にお知らせしますの
で、保健所においでください

焔電話相談／平日８：30～17：15
◆申込・問合せ先／置賜保健所 感染症
予防担当緯0238―22―3002

○保健所／米沢市金池3丁目1-26
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

心の相談

１人で悩んでいませんか。つらい時は
精神科医師にご相談ください（要予約）
煙置賜保健所（米沢市）会場
焔日時／９月10日㈭ 14：30～
煙置賜総合支庁西庁舎（長井市）会場
焔日時／９月16日㈬ 10：00～
◆申込・問合せ先／置賜保健所精神保
健福祉担当緯0238―22―3015

女性の相談

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

米沢市役所

市営体育館
郵便局

ハロー
ワーク

図書館

JA

最
上
川

【らくらく筋トレ】
トレーニングマシンを使って介護予
防のためにゆっくりと運動を行うト
レーニングルームです。介護予防運動
指導員がおりますのでトレーニングマ
シンを安全に使用でき、体力に合わせ
て無理なく運動が続けられます。足腰
を丈夫にしたい方や筋肉量を維持した
い方など、ぜひご活用ください。らく
らく筋トレで、夏の暑さと疲れに負け
ない体力づくりをしていきましょう。

焔対象者／おおむね60歳から
（初めての方はあらかじめご連絡下さい）
焔持ち物／内履き、飲み物、タオル
焔会場／町社会福祉協議会建物内
焔料金／１回200円
焔開催日時／毎週月・火・木・金曜日
９：00～12：00 13：00～16：30
（祝日は休館となります）

◆申込・問合せ先
社会福祉協議会内専用緯86－2555
町健康福祉課緯86－2233

●会場／町社会福祉協議会建物内
町 健 康 福 祉 課町 健 康 福 祉 課 のの

健 康 づ りく

あ～す

健康福祉センター
健康福祉課

つばき保育園

町社会福祉
協議会

◆問合せ先／役場住民税務課生活環境室緯87―0514、置賜消費生活センター緯0238―24―0999

最近、置賜では訪問販売によるトラブルが多く発生し、
右記のような相談が消費生活センターに届いています。
クーリング・オフにより解決したケースもありますが、訪
問販売のクーリング・オフ期間は契約書を受け取ってから
８日以内のため、消費生活センターなどの休みが続く大型
連休前に訪問販売を行って、連休明けに被害者がセンター
に相談しても、８日を超えていることを理由にクーリング・
オフをさせない悪質なケースも予想されます。
特に、一人暮らしや日中一人で留守番をしている高齢者
が狙われています。被害を未然に防いだり、拡大させない
ためには家族や周りの方の協力が不可欠です。家に見知ら
ぬ人が出入りしていないか、家の中に大量の不要な商品や
不審な契約書などないかなど、日頃から気を配りましょう。

住民税務課生活環境室か住民税務課生活環境室からら

トラブル例
●住宅リフォーム工事のトラブル

高齢の女性宅に突然業者が来て、家の周りを歩き回り
断りもなく家の工事を始めた。声をかけられたが耳が遠
いため何を言っているのか聞き取れなかった。１週間後
に140万円の請求書を置いて行った。
●高齢者が布団などを買わされる「次々販売」

つぎつぎ

一人暮らしの家庭で、訪問販売で布団など次々と買わ
され、１年間で230万円も支払った。

大型連休（9/19～23）前の
悪質な訪問販売に注意

◆クーリング・オフ／契約した後、頭を冷やして冷静
に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれ
ば無条件で契約を解除することができる特別な制度



キララ☆スピードミントンナイト19：00～（スポーツセンター）火1
おはなし広場 10：30～（こどもみらい館）
キララ☆陸上クラブ18：30～（スポーツセンター前集合）水2

総合検診７：30～（西部地区公民館）
総合検診（単独）７：30～（高峰多目的集会所）
中部地区婦人学級 ９：30～（中部地区公民館）
なかよし広場10：00～（手ノ子幼稚園）

木3

合検診 ７：30～（西部地区公民館）
いきいき教室研修８：00～（未定）
タッチケア10：00～（こどもみらい館）
心配ごと相談13：00～（白椿地区公民館）

金4

いいで“めざみの里”まつり2015 ９：00～（あ～す）土5
日6
レディース検診13：15～（南陽検診センター）月7
民生委員会９：30～（中津川地区公民館）
第３回食生活改善推進員養成講座９：30～（健康福祉センター）
キララ☆エアロビクス教室 19：00～（西部地区公民館）
秋桜倶楽部役員会19：30～（白椿地区公民館）

火8

年金相談９：30～（役場）
あそびの広場・避難訓練10：30～（こどもみらい館）
キララ☆陸上クラブ18：30～（スポーツセンター前集合）

水9

白椿リサイクル会（直売会議）９：00～（白椿地区公民館）
キララ☆ピラティス教室19：00～（中津川地区公民館）木10

夢きらら元気っ子広場10：00～（あ～す）金11
キララ☆書道教室８：30～（中部地区公民館）
キララ☆スポーツの日19：00～（スポーツセンター）土12

添川小・東部地区合同運動会８：30～（添川小学校）
中津川地区運動会８：30～（旧中津川小中学校グラウンド）日13

月14
ララ☆スピードミントンナイト19：00～（スポーツセンター）
いちごクラブ役員会19：30～（白椿地区公民館）火15

かんがるー広場10：30～（こどもみらい館）
キララ☆陸上クラブ18：30～（スポーツセンター前集合）水16

人間ドック７：00～（南陽検診センター）木17
なかよし広場10：00～（添川児童センター）
心配ごと相談・行政相談13：00～（白椿地区公民館）
第２回文化部会19：00～（白椿地区公民館）

金18

キララ☆ピラティス教室18：30～（中部地区公民館）
キララ☆スポーツの日 19：00～（スポーツセンター）土19

中津川地区敬老会11：00～（ホテルフォレストいいで）日20
月21
火22
水23
なかよし広場10：00～（さゆり保育園）木24
飯豊町農業委員会９：30～（役場）
中部地区婦人学級 グラウンドゴルフ大会・芋煮会９：30～
（スワンパーク）

金25

キララ☆書道教室８：30～（中部地区公民館）
キララ☆スポーツの日19：00～（スポーツセンター）土26

町総合体育大会パークゴルフ大会８：30～（白川湖パークゴルフ場）日27
中部地区婦人学級洋裁教室 9：30～（中部地区公民館）月28
第３回食生活改善推進員養成講座９：30～（健康福祉センター）
なかよし広場10：00～（いいで中部幼稚園）
レディース検診13：15～（南陽健診センター）

火29

キララ☆陸上クラブ18：30～（スポーツセンター前集合）水30

９月

１歳６カ月児健診
司日時／９月24日㈭13：00までおいでください
司対象者／平成25年12月、平成26年１月・２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、バ
スタオル、９月上旬にお送りする問診票、その
ほかお子さんに必要なもの

司日時／９月17日㈭13：00までおいでください
司対象者／①平成24年６月・７月生まれ

②平成25年１月・６月・７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／９月14日㈪・28日㈪
司時間／９：00～11：00
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／９月２日㈬ ８：50～11：40
司対象者／平成27年12月・平成28年1月出産予定
の初妊婦と夫

司場所／長井市保健センター
司持ち物／母子健康手帳、１回目の時に配布した
テキスト、筆記用具、動きやすい服装

４カ月・９カ月児健診
司日時／10月２日㈮13：00までおいでください
司対象者／４カ月児／平成27年４月・５月生まれ

９カ月児／平成26年11月・12月生まれ
３歳児健診

司日時／10月29日㈭13：00までおいでください
司対象者／平成24年４月・５月生まれ
幼児歯科健診

司日時／10月15日㈭13：00までおいでください
司対象者
①平成24年10月・11月・12月生まれ
②平成25年２月・３月・８月・10月・11月生まれ
③平成26年６月・９月生まれ

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）

10月の乳幼児健診日程

電話番号担当歯科医院期日
88-2218長井 赤間歯科医院９月６日㈰

0238-24-0118米沢 あさひ歯科医院９月13日㈰
0238-21-0331米沢 笹生歯科医院９月20日㈰
0238-27-8241南陽 さくら歯科クリニック９月21日㈪

87-0878長井 松下歯科医院９月22日㈫
0238-22-5118米沢 ながまち歯科医院９月23日我

0238-40-8248高畠顎口腔クリニック根岸山９月27日蚊

休日歯科診療担当医院

問合せ先／町健康福祉課健康医療室
緯86―2338

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。 見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。
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