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新型コロナウイルスの影響により、掲載内容に変更が生じる場合があります。最新の情報は問い合わせ先にご確認ください。

町のホームページ・ツイッター・フェイスブックをご覧ください町のホームページ・ツイッター・フェイスブックをご覧ください
●ホームページ
https://www.
town.yamanobe.
yamagata.jp/

●フェイスブック
https://www.
facebook.com/
yamanobe.town/

●ツイッター
https://twitter.
com/yamanobe_
town

令和3年度（令和２年分）
所得・課税証明書の交付

　令和３年度（令和２年分）所得・課税証明書は
６月15日㈫から交付します。ただし、令和３年度
町県民税全額が勤務先の給与から差し引かれてい
る（特別徴収）方には５月17日㈪から交付します。
対象者／原則として令和３年１月１日に山辺町へ
住民登録していた方
※令和３年１月２日以降に山辺町へ転入した方は、
以前お住まいの市区町村での交付となります。
申請に必要な物／本人確認書類（運転免許証など）
※本人や同世帯の家族以外
の方が申請する場合は、委
任状も必要になります。

申請・問合せ
税務課　収納管理係
☎（667）1105

町職員のクールビズを
実施しています

　地球温暖化対策として継続的な節電に取り組み、
省資源・省エネルギーの推進を図るため、町職員
のクールビズを実施しています。
期間／５月１日㈯～10月８日㈮
服装／ノーネクタイ、半袖ポロシャツ着用

問合せ
総務課　庶務係　☎（667）1111

行政相談所を開設します

　国や町の仕事についての苦情や要望を受け付け、
みなさんと役所などとの間に立って、その解決を
進めるよう相談に応じています。相談無料で、秘
密は厳守します。
日時／５月20日㈭　午前10時～正午
場所／役場１階　町民談話室
相談員／長谷川吉則さん（行政相談委員）
～次の相談窓口もご利用ください～
総務省山形行政評価事務所（山形市緑町一丁目５
－48）　☎0570－090110（行政苦情110番）

問合せ
総務課　庶務係　☎（667）1111

困ったら 一人で悩まず 行政相談

総務省の行政相談委員に長谷川吉則さん

　４月１日付けで総務大臣
から長谷川吉則さん（東町）
が山辺町担当の行政相談委
員に委嘱されました。行政
相談委員は、地域住民の相
談相手として、行政サービ
スに関する苦情・意見要望、行政の仕組みや
手続きに関する問い合わせなどの相談を受け
付け、相談者と関係行政機関などとの間に
立って、その解決が図られるよう働きかける
活動をしています。
問合せ／総務省山形行政監視行政相談セン
ター　☎（632）3113

税  務  課
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◆役場庁舎のご案内　＊○の数字は窓口の番号
　１階 … ①町民生活課、②保健福祉課、③産業課・農業委員会事務局、④税務課、会計課
　２階 … 総務課、防災対策課、政策推進課、建設課、教育委員会事務局（教育課）　３階 … 議会事務局

【 〒990-0392 山辺町緑ケ丘５番地　代表　TEL（667）1111　FAX（667）1112 】

執務時間／月～金曜日（祝日、12月29日～１月３日を除く）
　　　　　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　※火曜日は一部の証明業務を午後７時まで延長しています。

障がい福祉計画を策定しました

　このたび、「第６期山辺町障がい福祉計画・第２
期山辺町障がい児福祉計画」を町民のみなさんな
どから意見をいただきながら策定しました。
　障がいのある方が自立した日常生活と社会生活
を営み地域で安心して暮らすことができるよう、
必要な障がい福祉サービスと相談支援などの提供
体制の確保を図るため、障がいのある方の地域移
行や一般就労などに関する目標や、各年度におけ
る障がい福祉サービスなどの見込量などについて、
３年ごとに策定している計画です。
　町ホームページで公開していますので、ぜひご
覧ください。印刷したものを希望する場合は、保
健福祉課までご相談ください。
計画期間／令和３年４月１日～令和６年３月31日

問合せ
保健福祉課　福祉係　☎（667）1107

不法投棄パトロール強化月間不法投棄パトロール強化月間
不法投棄は犯罪です！

　５月１日㈯から６月８日㈫までの期間は、「不法
投棄パトロール強化月間」です。
　町と県では「不法投棄110番」を設け、多くの方
から廃棄物の不法投棄や不適正処理に関する情報
を受け付けていますので、不法投棄を見かけた場
合にはご連絡ください。その際、投棄の特徴や車
両番号をお知らせいただければ、早期解決につな
がります。みんなで不法投棄を撲滅しましょう。

連絡・問合せ
▼町民生活課　生活環境係　☎（667）1109
▼村山総合支庁　環境課
　廃棄物対策担当　☎（621）8427

　町では家庭から出される新聞紙、ダンボール、雑誌、雑がみ、古着、古布を資源回収しています。
特に雑がみへの分別を徹底すれば『もやせるごみ（有料ごみ）』を減らせます。雑がみ分別袋は、
役場・支所、お近くの公民館で、無料で配布しています。
回収日・時間／５月８日㈯・９日㈰　午後５時～８時
場所／旧役場跡地（地図に★で示した場所です。）

資源物の回収にご協力ください！

問合せ 町民生活課　生活環境係　☎（667）1109

経済センサス–活動調査を
実施します

　調査へのご協力をお願いします。
調査期日／令和３年６月１日現在
調査対象／全ての事業所・企業
調査内容／名称、所在地、経営組織、開設時期、
従業者数、主な事業内容、売上および費用の金額、
事業別売上金額など
調査方法／県知事が任命する調査員が直接うかが
い調査票を配布します。
※支社などを有する企業には、国が調査票を郵送
します。
回答方法／できるだけオンライン回答をお願いし
ます。

問合せ
政策推進課　情報統計係
☎（667）1110

みんなで楽しく介護予防みんなで楽しく介護予防
いきいき教室

　元気で自分らしく、いきいきと自立した生活を
送るための教室です。タオルを使った運動、音楽
に合わせた体操など、心と身体の健康増進をお手
伝いします。
対象者／おおむね65歳以上の方
服装／動きやすい服装
持ち物／水分補給用の飲み物、タオル、運動靴
申込み開始／５月７日㈮～

【山辺北部公民館】
開催日／５月18日～11月２日（月２回・火曜日）
時間／午後１時30分～２時30分
参加費／1,500円（全13回）
定員／先着20人

【根際中央公民館】
開催日／６月２日～８月18日（月２回・水曜日）
時間／午後１時30分～２時30分
参加費／700円（全６回）
定員／先着10人

【畑谷公民館】
開催日／６月14日～８月23日（月２回・月曜日）
時間／午後１時30分～２時30分
参加費／700円（全６回）
定員／先着10人

申込み・問合せ
山辺町包括ケア推進室　☎（666）6565
※今年度は、各公民館での受け付けは行いません。

ファミリー・サポート・センター
をご利用ください

　子育てのお手伝いをしてほしい人（利用会員）
と子育てのお手伝いをしたい人（援助会員）が会
員として登録し、助け合いながら子育てをする相
互援助活動です。
支援内容／
・保育施設などへの送迎と預かり
・保護者の冠婚葬祭による子どもの預かり
・上の子の学校や幼稚園行事の子どもの預かり
・その他、仕事と育児の両立のための援助
支援対象／生後６カ月から小学生までのお子さん
の保護者の方
利用方法／直接、町ファミリー・サポート・センター
に申し込んでください。
※登録してからの利用となります。
※登録料は無料です。
利用料金／
▽平日の午前８時～午後７時…１時間700円
▽上記以外の時間および土・日曜日、祝日…１時
間800円
補助金／町内に住所がある利用会員へ、１時間あ
たり300円を町が補助します。

申込み・問合せ
町ファミリー・サポート・センター事務所
☎（687）1720

５月は消費者月間５月は消費者月間
“消費”で築く新しい日常

　５月は消費者月間です。社会の変化に対応した
消費行動について考えてみませんか。
●一人ひとりが自分のことだけを考えずに、社会
　全体を考える消費行動をしましょう。
●デジタル化の進展に伴い、さまざまな情報が氾
　濫する中、正しい情報の発信と選択する力（倫
　理観と自立）を高めていきましょう。
●「新しい日常」において、社会情勢の変化に適
　切に対応できる「消費行動力」を身につけてい
　きましょう。

問合せ
消費生活相談窓口（政策推進課　情報統計係）
☎（667）1110

■つくってみよう！　マイナンバーカード
　　カード交付について　町民生活課 住民係 ☎（667）1109
　　マイナンバーについて　総合フリーダイヤル ☎0120-95-0178
　　　　　　　　　　　　　　申請方法（マイナンバーカード総合サイト）→
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お子さんと一緒に
「遊びの会」に参加しませんか？

　「遊びの会」は、お子さんの発達に合わせた遊び
を学んで、お子さんの成長を応援する教室です。
親子で一緒にできる運動や手遊びなど、さまざま
な遊びをみんなで行います。
　講師の先生は、町の３歳児健診などにも来てい
ただいている言語聴覚士の片桐先生です。
　みなさんの参加をお待ちしています。
日時／５月16日㈰　午前10時～正午
場所／保健福祉センター
対象者／平成29年７月～平成30年６月生まれのお
子さん
定員／先着３組
※感染症予防のため、お子さん一人につき保護者
は一人のみの参加でお願いします。
服装／動きやすい服装
持ち物／飲み物、タオル

申込み・問合せ
保健福祉センター
☎（667）1177

　おたふくかぜ予防接種を希望する方に接種費
用の一部を助成します。
対象者／町内に住所があり、接種日に１歳にな
る方から令和３年度に年長児期（平成27年４月
２日～平成28年４月１日生まれ）になるお子さん
※過去に山辺町または他市町村から助成を受け
ている場合は助成対象にはなりません。
接種期間／４月１日～令和４年３月31日
※申請は令和４年４月８日㈮まで受け付けます。
助成額／3,000円（一人につき１回限り）
助成の受け方／
▼町内の医療機関で接種する場合
　助成額を差し引いた金額で接種することがで
きます。
▼町外の医療機関で接種する場合
　医療機関で接種料金を支払った後、町に申請
することで助成を受けられま
す。「おたふくかぜワクチン」
と明記された領収書・母子手
帳・印かん・預金通帳を持参し、
保健福祉センターへ手続きし
てください。

申請・問合せ 保健福祉センター　☎（667）1177

　次の条件に当てはまる方に高齢者肺炎球菌感
染症予防接種費用の一部を助成します。接種を
希望する方は、早めに医療機関に予約のうえ、
今年度中に接種を受けましょう。
対象者／次のいずれかに当てはまり、過去に肺
炎球菌予防接種を受けたことがない方
①次の年齢に当てはまる方
・65歳となる方（昭和31年４月２日～昭和32年
　４月１日生まれの方）
・70歳となる方（昭和26年４月２日～昭和27年
　４月１日生まれの方）
・以降、100歳までの５歳刻みの年齢の方
②60歳から65歳未満の方で、心臓、腎臓などの
障がいにより日常生活がほとんど困難な方（身
体障害者手帳１級に準じる）
接種期間／４月１日～令和４年３月31日
※申請は令和４年４月８日㈮まで受け付けます。
助成額／4,000円
※町内医療機関で接種を受ける場合、自己負担
金は4,000円です。町外の医療機関で接種を希
望する場合は、保健福祉センターへ問い合わせ
ください。

おわびと訂正
　４月15日発行『広報やまのべ』の掲載内容に誤りがありました。
　深くおわびし、次のように訂正します。

●「令和３年度当初予算」の記事中、５ページ「令和２年度繰越事業」

事業名 繰越金額
（正） （誤）

農業政策総合対策事業 135万円 1,350万円
防災備蓄品等整備事業   84万円     34万円

●９ページ「令和３年度地区委員のみなさんです」　（敬称略）

《相模ブロック》　大塚２　　（正）会田智巳　　（誤）会田智己

認定こども園認定こども園　　やまべ幼稚園やまべ幼稚園

ノンタン教室
　子育て支援教室として開催しています。申し込み、
参加費は必要ありません。直接、やまべ幼稚園へ
おいでください。
日時／５月20日㈭　午前10時～11時30分
場所／やまべ幼稚園
対象者／就学前のお子さんとその保護者
持ち物／お子さんと付き添いの方の上履き

問合せ
やまべ幼稚園　☎（664）6020

ゆりかご幼稚園　ちびっこひろば Part１ゆりかご幼稚園　ちびっこひろば Part１

「幼稚園で遊ぼう！」
　おうちの人と一緒に、ごっこ遊びやスタンプ遊
びを楽しみましょう。参加希望の方は、電話でお
申し込みください。
日時／５月21日㈮　午前９時50分～11時
場所／ゆりかご幼稚園
対象者／就学前のお子さんとその保護者
定員／先着15組の親子
服装／親子とも、動きやすい服装
持ち物／着替えのほか、各自で必要な物
参加費／無料
申込み開始／５月12日㈬　午前９時～

【各幼稚園からのお願い】
●保護者の方はマスクの着用、来園時には
玄関で手指の消毒をお願いします。
●お子さんやご家族で、発熱やかぜの症状
がある方はご遠慮ください。

申込み・問合せ
ゆりかご幼稚園　☎（664）5355

村山保健所村山保健所
ひきこもり相談を実施しています

　ひきこもりに悩んでいる本人や家族の方を対象
に、精神科医師がひきこもり相談に応じます。相
談無料ですが、電話での予約が必要です。
相談日／毎月１～２回（予約制）
場所／村山保健所（山形市十日町１－６－６）
対象者／ひきこもり（長期間、仕事や学校に行け
ないなど）に悩む、本人や家族
※家族だけの相談もお受けしています。
その他／精神科医師による相談は上記の日程で実
施しますが、保健師による相談は随時受け付けて
います。

予約・問合せ
村山保健所　精神保健福祉担当
☎（627）1184

高齢者肺炎球菌感染症予防接種 おたふくかぜ予防接種

～ 予防接種の費用を助成します ～
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　計量法に基づく検定期間が満了する水道
メーターの交換を実施します。実施期間中は、
受託施工業者が宅地内（メーターと止水栓な
ど）へ立ち入って作業を行いますので、ご協
力をお願いします。
実施期間／５月20日㈭～６月15日㈫
実施地区／最上川中部水道企業団の給水区域
※個々に、メーター取り付け年が違いますので、
該当するご家庭だけの作業となります。
※交換作業前に、日程などの書いてある「お
知らせ」で通知します。
費用／交換費用の個人負担はありません。
※メーター以外の給水装置の故障などにより
メーター交換ができない場合は、該当物の交
換費用が発生する場合があります。
施工業者および連絡先／最上川中部水道企業
団工事指定店組合（組合長：㈱EXCEED中山
本店）　☎（662）3459

最上川中部水道企業団
業務係　☎（662）2163

水道メーターの交換を実施します

どんぐりクラブどんぐりクラブ

ふるさと交遊事業
　独立行政法人国立青少年教育振興機構の、子ど
もゆめ基金助成活動です。
内容・期日／
①白鷹山ハイキング　　５月15日㈯
②親子キャンプ春　　　６月５日㈯～６日㈰
③夏はゼッタイ海　　　７月31日㈯
④川あそび　　　　　　８月21日㈯
⑤親子キャンプ秋　　　９月11日㈯～12日㈰
⑥湧水ウォークラリー　10月２日㈯
※②⑤は１泊２日となります。
対象者・定員／各回とも小学生20人
※新型コロナウイルス感染防止対策は、厚生労働
省と文部科学省などの指針に基づき、適切に実施
します。

申込み・問合せ
どんぐりクラブ　佐藤さん　☎080（3320）6768

いろどりの会いろどりの会

一緒に絵を描いてみませんか？
　コロナ禍で家にこもっている時間が多くなって
いますが、こんな時こそ絵を描いて楽しみませんか。
どなたでも大歓迎！　ぜひご参加ください。
日時／毎月第２、第４水曜日　午前９時～正午
場所／山辺南部公民館
講師／吉田輝夫さん

申込み・問合せ
いろどりの会
代表　石沢さん　☎（622）2452
※連絡は、午後からお願い
します。

山形県労働委員会山形県労働委員会
労働に関するお悩みは

●労働悩みごと相談会を開催します。

　労働問題に詳しい労働委員会委員が、解雇など
労使間トラブルでお悩みの方の相談に応じます。
相談無料で、秘密は厳守します。
期日／５月13日㈭、６月23日㈬、７月８日㈭、８
月20日㈮、９月９月㈭
場所／県庁
※６月23日㈬は会場が鶴岡市となりますので、ご
注意ください。
予約／前日の正午まで予約してください。
※詳細は、山形県労働委員会事務局にお問い合わ
せいただくか、ホームページをご覧ください。

●労使間のトラブル解決に向けて
　お手伝いします。

　解雇や賃金などの問題で、お困りではありませ
んか？　山形県労働委員会は、個々の労働者と事
業主間の労働関係トラブルについて、「あっせん」
を行っています。
　「あっせん」は、公益・労働者・使用者代表の三
者委員が当事者双方の主張を詳しくお聴きし、話
し合いにより解決を図る制度です。無料で秘密は
厳守しますので、お気軽にご相談ください。

予約・問合せ
山形県労働委員会事務局　☎（630）2793

やまのべ温泉

作品展示のお知らせ
　山辺温泉保養センターでは、町内７つの文化
芸術団体の作品（絵画・すみ絵・写真など）を
展示しています。５月は、「山辺美術クラブ」
のみなさんの作品です。温泉においでの際は、
ぜひご覧ください。

問合せ
山辺温泉保養センター　☎（664）7777

令和３年度自動車税種別割（県税）
の納期限は５月31日㈪です

　自動車税種別割の納期限は５月31日㈪です。
　お近くの金融機関、郵便局、各総合支庁税務担
当課、コンビニエンスストアの窓口で納められる
ほか、クレジットカードを利用して自宅から納め
ることもできます。
　忘れずに納期限まで納付くださるよう、お願い
します。

問合せ
村山総合支庁　課税課
☎（621）8256

山形県交通安全母の会連合会山形県交通安全母の会連合会
交通遺児激励事業のご案内

　交通事故でお父さんやお母さんが亡くなり交通
遺児となったお子さんたちを励ますために、昭和
46年から、県民のみなさまからの１戸あたり20円
以上の募金や寄付をもとに、県内の交通遺児たち
が逆境にめげずに勉学に励み健やかに成長するこ
とを願って、激励見舞金や勉学等奨励金などの給
付を行っています。
対象者／県内に居住する満18歳まで（18歳に達し
た日の属する年度の末日まで）のお子さんで、
▽交通事故のため当該交通事故発生の日から１年
以内に父母または実質的に当該遺児を扶養してい
たと認められる方を失くしたお子さん
▽当該事故のため父母などが生計を維持できない
程度の心身障がいとなった方のお子さん
給付内容・金額／
①激励見舞金（事故時に１回）
　１世帯50,000円
　※遺児が複数の場合、二人目以降は一人につき
　50,000円を加算
②勉学等奨励金（毎年１回）
　・年度末の年齢が12歳以下…一人  60,000円
　・年度末の年齢が15歳以下…一人  80,000円
　・年度末の年齢が18歳以下…一人120,000円
③入学祝金
　・小学校入学…一人50,000円
　・中学校入学…一人70,000円
④卒業等祝金
　・中学校卒業　　　…一人  70,000円
　・年度末で18歳到達…一人120,000円

問合せ
山形県交通安全母の会連合会事務局（県庁消費生
活・地域安全課内）　☎（630）2462
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山辺町教育委員会・各地区公民館 　 　問合せ／教育課 社会教育係（中央公民館内）　☎（664）6033

社会共育のひろば社会共育のひろば社会共育のひろば社会共育のひろば

　郷土の童謡詩人「武田勇治郎」が生み出した素
朴であたたかい童謡詩を原点に、毎年開催してい
る『やまのべ童謡音楽祭』。昨年度は新型コロナウ
イルスの影響で開催を見送りましたが、次回へ想
いをつなげるため、また、ふるさと山辺から多く
の方へ歌を届けたいという思いから、実行委員会
でＰＲ動画を作成し、YouTube上で公開しました。
　町内で活動している合唱・合奏サークルのみな
さんや幼稚園・保育所の子どもたちが参加し、ゲ
ストに町出身の声楽家、シュガーシスターズのお
二人をお迎えしています。童謡音楽祭をご存じの
方も、はじめての方も、ぜひご覧ください。
　動画のURLは次のとおりですが、町のホームペー
ジ・Twitter・Facebookの該当記事からもアクセス
できます。

【届け!!　ふるさとの歌声つなげよう16章へ　やま
のべ童謡音楽祭】
https://www.youtube.com/watch?v=I_
mrtdGqT-8&t=1046s

やまのべ童謡音楽祭
ＰＲ動画を作成しました

　ひな祭りやお正月のイメージがある縁起物の吊
るし飾りですが、お盆のお迎え飾りとしてアレン
ジした吊るし飾りを作ってみませんか？
　縫物が苦手な方、初心者の方、大歓迎！　ぜひ
ご参加ください。
日時／５月19日㈬・26日㈬、６月２日㈬　各日と
も午前10時～11時30分　※３回で完成させます。
場所／山辺北部公民館
講師／松田照美さん（布小物・雑貨のハンドメイド）
持ち物／裁縫道具、マスク着用
参加費／▽１回目、２回目…各1,000円（材料費）
　　　　▽３回目… 1,500円（材料費）
募集人数／先着６人　※原則３回とも参加できる方
申込み期限／５月12日㈬
※定員になり次第、募集を締め切ります。
※材料準備の関係で、申し込み期限を過ぎてから
のキャンセルはお受けできない場合があります。
※マスクの着用をお願いします。また当日発熱や
かぜの症状がある場合は参加をお控えください。
※新型コロナウイルス感染症拡大状況などにより
講座が中止または延期となる場合は、電話でご連
絡いたします。

モンテディオ山形ホームゲーム
「市町村応援デー」のお知らせ

　モンテディオ山形が実施する「市町村応援デー」
をご案内します。
　Ｊ２で熱戦を繰り広げるモンテディオに、あな
たの熱い声援を送ってみませんか。
日時／５月16日㈰　午後２時キックオフ予定
場所／NDソフトスタジアム山形（天童市山王1－1）
対戦チーム／愛媛ＦＣ
応援デー実施概要／バックスタンド席（一般）の
当日券（価格3,000円）を、特別価格（1,500円）で
購入できます。
対象者／山辺町にお住まいの方、または町内の事
業所に勤務している方
応援デーバックスタンド席券購入方法／モンテ
ディオチケット、楽天チケットのＷＥＢ販売、ま
たは試合当日の当日券売り場で販売します。
※試合日の当日券売り場での購入の際、山辺町に
お住まい、または町内の事業所に勤務しているこ
とを証明できる証明書（免許証・保険証・社員証
など）を提示くださるようお願いします。

社会共育のひろば社会共育のひろば社会共育のひろば社会共育のひろば

手づくりの吊るし飾りでお盆をお迎えしませんか？手づくりの吊るし飾りでお盆をお迎えしませんか？

吊るし飾りづくり講座

申込み・問合せ
山辺北部公民館　☎（667）0551

　五月人形、豪華な兜、幕末の子ども用甲冑、石
川確治作「鍾馗」の掛け軸などを展示します。
期間／４月24日㈯～５月23日㈰
※月曜・祝日（こどもの日を除く）休館
場所／ふるさと資料館
開館時間／午前９時30分～午後４時30分
入館料／▽大人200円　▽高校生・大学生100円
　　　　▽小中学生50円（未就学児は無料）

問合せ
ふるさと資料館　☎（664）5033

ふるさと資料館ふるさと資料館

五月人形展を開催します

問合せ
教育課　社会教育係　☎（664）6033

イメージです。

問合せ
教育課　スポーツ振興係☎（667）1115

第31回第31回

山辺町グラウンド・ゴルフ春季大会
日時／５月12日㈬　午前８時30分開会
場所／山辺町民グラウンド
参加資格／山辺町にお住まいの方、または町内の
事業所に勤務している方
種別／一般の部
競技方法／個人対抗戦
参加費／一人500円
※申し込み締切日まで、山辺町グラウンド・ゴル
フ協会事務局へ納入してください。
申込み／５月６日㈭正午まで、所定の申込書で山
辺町スポーツ協会事務局（町民総合体育館内）ま
たは山辺町グラウンド・ゴルフ協会事務局へお申
し込みください。

申込み・問合せ
山辺町スポーツ協会事務局（町民総合体育館内）　
☎（664）7263

▼競技内容の問合せ
山辺町グラウンド・ゴルフ協会
事務局　長岡庄一郎さん　☎090（3645）1834

第34回第34回 山辺町ゲートボール協会長杯
ゲートボール大会
日時／５月30日㈰　午前９時開会
場所／屋内ゲートボール場
参加資格／山辺町に住所がある方
参加費／一人300円
※申し込み締切日まで、山辺町ゲートボール協会
事務局へ納入してください。
申込み／５月６日㈭午後４時まで、所定の申込書
に参加費を添えて山辺町ゲートボール協会事務局
へお申し込みください。

問合せ
山辺町スポーツ協会事務局（町民総合体育館内）　
☎（664）7263

▼申込み・競技内容の問合せ
山辺町ゲートボール協会
事務局　齋藤邦彦さん　☎（666）2138
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お知らせカレンダーお知らせカレンダー
●町の保健事業（健診・検診など）の問合せ／保健福祉センター　☎（667）1177

日曜・祝日・年末年始の急病のときは　山形市休日夜間診療所（山形市香澄町2-9-39）　☎（635）9955

　新型コロナウイルスの影響により、掲載内容に変更が生じる場合が
あります。最新の情報は問い合わせ先にご確認ください。

24 月 山辺温泉保養センター休館日

25 火
シルバー人材センター入会希望者説明会
　13：30～　町シルバー人材センター　☎（667）1055

26 水
●パパママ教室（母子手帳・筆記用具持参）
　時間…13：30～16：00　保健福祉センター
　対象…令和３年８月～11月出産予定者・育児担当者

27 木

28 金

29 土

30 日
日曜当番医　９：00～12：00（受付11：30まで）
　鈴木医院　☎（664）5345

31 月

6/1 火 交通安全の日（黄色い小旗を掲げ交通安全に努めましょう）

2 水

●母子手帳交付・妊婦健康相談（妊娠届出書・印かん・マ
　イナンバーカードまたは通知カード・身分証明書持参）
　受付…10：00～11：00　保健福祉センター
●３カ月児健診（母子手帳・バスタオル・ハガキ持参）
　受付…13：00～13：10　保健福祉センター
　対象…令和３年２月生まれのお子さん
●９カ月児健診（母子手帳・バスタオル・ハガキ持参）
　受付…13：10～13：20　保健福祉センター
　対象…令和２年９月生まれのお子さん
●ママとベビーの健康相談（助産師相談）
　乳児健診時に開催（要予約）

３ 木

４ 金

５ 土

１ 土 交通安全の日（黄色い小旗を掲げ交通安全に努めましょう）

２ 日 日曜当番医　休診

３ 月 ＜憲法記念日＞

４ 火 ＜みどりの日＞

５ 水 ＜こどもの日＞

６ 木

７ 金

８ 土 資源回収日　17：00～20：00　旧役場

９ 日
日曜当番医　９：00～12：00（受付11：30まで）
　やまのべ整形外科　☎（665）8900
資源回収日　17：00～20：00　旧役場

10 月

11 火
シルバー人材センター入会希望者説明会
　13：30～　町シルバー人材センター　☎（667）1055

12 水

●母子手帳交付・妊婦健康相談（妊娠届出書・印かん・マ
　イナンバーカードまたは通知カード・身分証明書持参）
　受付…10：00～11：00　保健福祉センター
●３カ月児健診（母子手帳・バスタオル・ハガキ持参）
　受付…13：00～13：10　保健福祉センター
　対象…令和３年１月生まれのお子さん
●９カ月児健診（母子手帳・バスタオル・ハガキ持参）
　受付…13：10～13：20　保健福祉センター
　対象…令和２年８月生まれのお子さん
●ママとベビーの健康相談（助産師相談）
　乳児健診時に開催（要予約）

13 木

14 金

15 土 交通安全の日（黄色い小旗を掲げ交通安全に努めましょう）

16 日
日曜当番医　９：00～12：00（受付11：30まで）
　やまのべ藤田クリニック　☎（665）7003

17 月

18 火

19 水

●母子手帳交付・妊婦健康相談（妊娠届出書・印かん・マ
　イナンバーカードまたは通知カード・身分証明書持参）
　受付…10：00～11：00　保健福祉センター
●３歳児健診（健診票・採取した尿・母子手帳・
　バスタオル・症状聞き取り問診票持参）
　受付…13：00～13：20　保健福祉センター
　対象…平成29年７月～９月生まれのお子さん

20 木

21 金

22 土

23 日
日曜当番医　９：00～12：00（受付11：30まで）
　山辺こどもクリニック　☎（664）8488

  【５月の納税】　固定資産税１期

　納期限／５月31日㈪
　問合せ／税務課　収納対策室　☎（667）1105

めんごっこ広場・子育て広場（５月）

場　所 期　日
安達峰一郎記念保育所

（月・水・金  ）   ☎(664)5066
７、10、12、14、17、19、
 21、24、26、28、31

山辺南部公民館（火）
☎(665)7305 11、18、25

山辺北部公民館（木）
☎(667)0551 ６、13、20、27

＜時間＞＜時間＞保育所……午前９時～正午、午後１時～３時保育所……午前９時～正午、午後１時～３時
　　　　公民館……午前９時30分～11時30分　　　　公民館……午前９時30分～11時30分
※就園前のお子さんとその保護者が対象です。※就園前のお子さんとその保護者が対象です。
※無料で利用できます。申し込み不要です。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、体温を測って
からおいでください。


