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韓国を相手国としてホストタウンに登録
2020年開催の東京五輪・パラリンピックに出
場する選手を受け入れ交流するホストタウンの
登録に向け、６月22日から３日間にわたりオリ

の視察団を招請、寒河江スケートパークを見学
した他、選手らが試走を行いました。
また、７月７日にはホストタウン登録が決定、

ンピックスケートボード競技韓国代表候補選手

今後は代表候補選手の受け入れや文化交流事業

３人（写真）を含む韓国ローラースポーツ連盟

などを積極的に進めていきます。

ゆめはーと寒河江だより
夏野菜で元気に！ヘルスメイトさんの食育教室
夏野菜について、親子で楽しく学びましょう。
●日時／８月２日㈬午前10時30分～11時
●対象／就学前のお子さんと保護者

●内容／アンパンマンの人形劇を見たり、旬の
野菜に実際に触れたりして、野菜の栄養につ
いて学びます。申し込みは不要です。
●問合せ／ゆめはーと寒河江☎83-3225へ。
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さくらんぼと歴史が育む

消防さがえ
平成28年度消防関係功労者表彰

寒河江市消防団
Sagae Volunteer Fire Corps

新入団員研修会

春季消防演習

４月23日に行われた市消防団春季消防演習の席上、平成28年度に功績のあった消防関係者に対する表彰が行われました。

主な受彰者を抜粋して紹介します。（階級は平成28年度の階級・敬称略）

《消防庁長官表彰》【永年勤続功労章】本部付分団長・菊地正広
《山形県知事表彰》【金条章】第５分団第４部【特別功労章】本部付分団長・佐藤隆／第１分団副分団長・渡辺満／第３分団
副分団長・小野良文／第７分団副分団長・菅貴之【功労章】第１分団第１部団員・大沼順二／第２分団自動車部部長・菊地
剛／第３分団第１部団員・阿部貴弘／第４分団第１部団員・佐竹伸太郎／第５分団第２部団員・阿部豊／第６分団第１部部
第５部団員・井上剛／第２分団第２部部長・田中康平／第３分団第１部団員・小野信元／第４分団第３部部長・兼子貴行、同
第４部班長・逸見広信／第５分団第４部班長・相原幸仁、同自動車部班長・川越和耶／第６分団第４部部長・菖蒲洋一、同
第５部部長・宮林冬樹／第７分団第１部部長・佐藤太／第８分団第２部班長・土田実【精練章】本部付音楽隊団員・佐藤美
紀／第１分団第３部団員・椎名哲也、同自動車部団員・佐藤弘康／第２分団第１部部長・荒木大輔／第３分団第４部団員・荒
木秀一／第４分団第１部部長・安孫子晃、同第６部班長・松田貴之／第５分団第３部部長・奈良崎元大／第６分団第２部部
長・木下雄太、同第６部部長・布川峰久／第７分団第２部班長・鈴木昭利／第８分団第１部団員・田中龍【永年勤続退団
者】元本部付分団長・加藤昭／元本部付分団長・阿部誠／元第１分団第１部部長・菊池繁徳／元第５分団自動車部部長・佐
藤和則
《日本消防協会長表彰》【精績章】本部付分団長・菊地正広

第５分団第３部・木村隆一
４月２日に新入団員研修会が行われました。
地元に貢献するボランティアという和やかなイ
メージがありましたが、整列や敬礼、細かな動
作についてきっちり訓練し、規律の厳しさを感
じました。また、消防ポンプを使用しての水出
し訓練も行い、水圧に負けないようホースを持
つ必要性や、消防ポンプの操作手順についても
学びました。有事の際は、迅速な消火活動で市
民の生命・財産を守るため、今回の研修内容を
忘れず消防団活動に取り組んでまいります。

《山形県消防協会長表彰》【竿頭綬】第１分団【優良章】本部付音楽隊団員・大沼知那／第１分団第３部班長・椎名徹、同第
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４部団員・石山悟／第２分団第２部班長・佐藤洋、同第３部部長・丹野直浩／第３分団第１部団員・高橋正次、同第１部団

沼勲／第８分団第１部団員・後藤裕一【永年勤続章25年】本部付音楽隊団員・菊池克幸／第１分団第２部団員・武田新二／第
６分団第６部団員・渡辺裕司、同第６部団員・増沢晴喜
※以下【永年勤続章20年、15年】は省略
《山形県消防協会西村山支部長表彰》【優良消防団】第６分団【優良団員】本部付音楽隊団員・安孫子綾／第１分団第２部班
長・加藤一好、同第４部団員・佐藤洋輔、同自動車部団員・後藤重喜／第２分団第１部班長・荒木正史、同第３部班長・丹
野誠司／第３分団第１部団員・安達晃也、同第２部団員・国井大輔／第４分団第１部団員・木村龍一、同第２部団員・柏倉
圭佑、同第３部班長・渡辺強／第５分団第５部班長・佐渡仁、同第５部団員・布施拓也／第６分団第２部班長・横山和人、同
第４部班長・大沼春彦、同自動車部班長・高橋徳孝／第７分団第１部団員・佐藤善博、同第２部班長・奥山正人／第８分団
第２部団員・鈴木昭彦、同第２部団員・土田吉秀
《寒河江市長表彰》【顕功章】本部付音楽隊分団長・佐藤隆／第６分団分団長・菊池邦弘／第８分団分団長・渡邉賢一【特別
功労章】第１分団第３部部長・安孫子英司、同第５部部長・明石哲也／第５分団自動車部部長・鈴木智／第６分団第４部部
長・菖蒲洋一、同第５部部長・宮林冬樹、同第６部部長・布川峰久／第７分団第１部部長・佐藤太、同第２部部長・林仙和／
第８分団副分団長・菊地勝、同第１部部長・木村洋一、同第２部部長・土田正人【特別功績章】第１分団第１部班長・奈良
崎秀和、同第３部班長・安孫子敏和／第３分団第１部部長・安達明／第６分団第２部班長・横山和人、同第５部班長・菖蒲
宏、同第６部班長・大沼幸喜／第７分団第２部班長・鈴木昭利／第８分団第１部班長・渡邉健太郎
※以下【功労章】【功績章】【精練章】は省略
《寒河江市消防団長表彰》【優良分団】第８分団【優良団員】第１分団自動車部部長・池田英治／第２分団自動車部班長・渋
谷勇介／本部付音楽隊団員・大沼知那／第３分団第４部団員・芳賀諭
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員・軽部潔／第４分団第２部部長・柏倉謙司、同第３部班長・大泉徹／第５分団第２部部長・大沼幸司、同第４部班長・相
原幸仁／第６分団第１部班長・土屋雄司、同第３部部長・黒田作馬、同自動車部部長・高橋一則／第７分団第２部団員・大

消防

第２分団第３部・黒田裕樹
４月23日、市消防団による「春季消防演習」
が行われました。陵東中学校グラウンドでの消
防演習、中央通りでの一斉放水や防火パレード、
そして昔使用していた腕用ポンプを用いた記念
放水を実施。団員たちの掛け声とともに放水を
披露すると、消防団の日頃の活動の成果に対し
て、観客の皆さまから温かい拍手と大きな声援
をいただきました。その後、市民文化会館で、
平成28年度に功績のあった消防関係者に対し、
表彰が行われました。

音楽隊・安食望
私たち消防音楽隊は現在２４人の団員が活動し
ています。消防行事や地域イベント等で演奏を
行い、音楽を通した防災啓発をしています。
音楽隊員も他の団員同様普段は仕事をし、毎
週水曜日の夜に集まって練習をしていますので、
全員がそろって演奏するのはなかなか難しいの
ですが、手薄なパートを他のパートが音をつな
いだり、楽器を持ち替えたりしながら、少しで
も聞き応えのある演奏を目指して練習に励んで
います。
練習はとても楽しく和やかです。音楽隊では、
活動力を高めるため、隊員を募集しています。

ト

長・武田勉／第７分団第２部団員・長谷川修一／第８分団副分団長・菊地勝【功績章】第１分団第１部団員・伊藤直樹、同

住宅火災を未然に防ぐ！！
今年5月に市内で、住宅用火災警報器を設置
していたため住宅火災に至らなかった事案があ
りました。
このケースは、住民の方が台所で鍋をかけた
まま外出してしまいましたが、過熱による煙を
感知した住宅用火災警報器（他室連動タイプ）
が鳴動し、その音に気付いた近所の方が、消防
署へ通報し住宅火災を未然に防ぐことができた
ものです。住宅用火災警報器の設置が義務化さ
れてから10年がたちましたが、市内の設置率は
まだ89.0％です。また、設置済の中には、耐用
年数が過ぎて鳴らない警報器があるかもしれま
せん。いざという時に
警報器が鳴らなかった
のでは意味がありませ
ん。適切に維持管理を
行い、作動確認をしま
しょう。未設置の住宅
は早急な設置をお願い
します。
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覧ください。
市立病院職員採用試験
●任期／平成 年８月から審議会の審
平(成 年度採用予定）
議終了までの約３カ月（３回の会議
を予定）
●試験区分／看護師２人、作業療法士
●応募方法／申込書に記入の上、８月
１人、作業療法士（社会人経験者）
２日 午後４時まで市水道事業所へ
１人
●受験資格／試験区分により、年齢要
郵送（〒
- 寒河江市大字西根字
件があります。他にも要件がありま
上川原 番地 、
) ファックス ８
(６ )
すので、詳細は受験案内、市または
８５１１、電子メール suido@city.
市立病院のホームページをご覧くだ
、電子申請、持
sagae.yamagata.jp
さい。
参のいずれか。申込書は市水道事業
●試験日時／９月 日 午前９時～
所で交付する他、市ホームページか
らダウンロードもできます。
●試験会場／市立病院
●問合せ／市水道事業所☎ ８(６ ８)５
●試験種目／ 看護師］作文試験、適
[
性検査、人物試験（個別面接 、 作[
１１へ。
)
業療法士（社会人経験者を含む ］
)
作文試験、社会人基礎試験、人物試
験（個別面接 )
市営住宅入居者募集
●受験申込／受験申込用紙に記入の上、
８月８日 まで市立病院事務室へ提
●募集住宅／ひがし団地（中耐４階建、
出（土・日曜日を除く午前８時 分
３ＤＫ）５戸、高田団地（中耐４階
～午後５時 分。郵送の場合は８月
建、３ＤＫ）２戸
８日消印有効 。
●入居資格／同居（予定）する親族が
) 用紙は市立病院事
おり、住宅に困窮している方。なお、
務室、市総務課で交付する他、市ま
歳以上の方は単身でも可。他にも
たは市立病院のホームページからダ
条件がありますので、詳細は問い合
ウンロードもできます。
わせ先に確認してください。
●問合せ／ 市立病院☎ ８(６ ２)１０１へ。
●申込方法／申込書に記入の上、８月
９日 まで市建設管理課へ持参（開
市水道事業経営問題審議会
庁日の午前８時 分～午後５時 分 。
)
委員を公募
申込書は市建設管理課で交付する他、
市ホームページからダウンロードも
●公募数／３人 応(募多数の際は抽選 )
できます。
●応募資格／平成 年４月１日現在で
●問合せ／市建設管理課建築住宅係
歳以上の方。他にも要件がありま
☎ ８(６ ２)１１１内線 へ。
すので、詳細は市ホームページをご

歳以上の方、 人程度
●内容／花笠音頭に合わせた体操
●持ち物／飲み物、タオル
●申込／市高齢者支援課地域包括支援
係☎ ８(６ ２)１１１内線 へ。

市立病院 午後外来診療
泌尿器疾患専門・消化器内科
泌尿器疾患専門
■日時／毎週木曜日、午後１時 分～
３時（受付は午後２時 分まで）
■医師／久保田洋子事業管理者
■対象患者／尿漏れ、排尿障害、前立
腺がん保存治療等
消化器内科
■日時／毎週木曜日、午後３時～４時
■医師／服部悦子内科医長
■対象患者／要精密検査の患者等
●その他／事前予約が必要です。
●問合せ／市立病院地域医療連携室
☎ ８(６ ２)１０１へ。

社会を明るくする運動、
日本赤十字社の活動にご協力を

991

署、市社会福祉協議会等、全 団体の
代表者で構成された「寒河江市社会を

15

明るくする運動推進委員会」は、中学・

高校生への街頭広報や啓発物品の配布
等、さまざまな活動を展開しています。
これらの活動は、皆さんのご協力に
よる「愛のきょ金」によって成り立っ
ています。昨年は１０８万２３５９円
をご協力いただきました。今年も各ご
家庭に「愛のきょ金袋」が回りますの
で、ご協力をお願いします。
日本赤十字社会費納入のお願い
日本赤十字社寒河江市地区では、８
月末までに各町会や婦人会を通じて、
本年度の会費納入（７００円以上）の
お願いをしますので、ご協力をお願い
します。
●問合せ／市健康福祉課福祉総務係
☎ ８(６ ２)１１１内線 へ。

地下水は大切に使用しましょう

県内一斉空き家相談会
●日時／ ７月 日 午前９時～午後３時
●会場／ハートフルセンター
●内容／ 空き家の利活用（売買・賃貸）
や適正な管理方法の相談
●問合せ／県宅地建物取引業協会寒河
江☎ ８(６ ４)３４１へ。

市美術館ギャラリー情報
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さくらんボーナス申請は
お忘れなく
●対象／市内のサクランボ農家で雇用
され、作業の研修を受けた上で 時
間以上働いた方（雇用主から３親等
以内の親族は対象外）
●申請方法／申請書に必要事項を記入
し、雇用主から証明を受けた上で、
７月 日 まで市農林課に提出して
ください。申請書は雇用主が配付し
ます。
●問合せ／市農林課農業振興係
☎ ８(６ ２)１１１内線 へ。

水道管の漏水調査を実施

日

（２期）
（１期）
（１期）
（１期）

月

漏水音確認のため宅地へ立ち入る場
合がありますので、ご協力をお願いし
ます。
●期間／ 月 日 まで
●区域／ 幸生・田代地区を除く市内全域
●委託調査会社／フジ地中情報㈱
●問合せ／市水道事業所☎ ８(６ ８)５
１１へ。

今月の納税等
納期限は

固定資産税・都市計画税
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料

（月）

(水)

(金)

17

社会を明るくする運動「愛のきょ金」
のお願い
これは、全ての国民が犯罪や非行の
防止と罪を犯した人たちの更生につい
て理解を深め、それぞれの立場におい

25

31
18

(火)

30

(火)

て力を合わせ、犯罪や非行のない安全・

(月)

開館時間は、午前 時～午後７時で
す。 休(館日７月 日 、８月２日
)
■郷間正観ギャラリートーク／８月６
日 午後２時～４時、８月 日 午
後３時～５時
■市民ギャラリー／ 山
[ 遊食参快作品
展］８月 日 ～９月５日
●問合せ／市文化センター☎ ８(６ ５)
１１１へ。
(水) 10

60

８月１日は「水の日 、
｣ ８月１日～７
日は「水の週間」です。地下水は、四
季を通じて水温の変化が少なく水質も
良いため、生活や農工業、消雪など、
地域社会の中でいろいろな用途に使用
されています。この貴重な資源を豊富
できれいなまま後世に引き継ぐのは、
われわれの役目です。節水等による地
下水の適正利用を心掛け、限りある資
源を守りましょう。
●問合せ／市政策企画課政策調整係
☎ ８(６ ２)１１１内線 へ。

324

７

(水)

(土)

26

20

安心な地域社会を築こうという全国的
な運動で、７月が強化月間です。この
運動に賛同する寒河江市、寒河江警察

31

12

29

0003

30

(水)

10

(水)

2017.7.20
2017.7.20 市報さがえ

5

６月末の市人口、６月届出の出生数

お知
らせ

行政相談／９日㈬13:00～16:00

29

市職員採用試験
（平成 年度採用予定）

登記相談／22日㈫13:00～16:00

20

29

(日)

30

法律相談／１日㈫13:30～16:30

10

(日)

●試験区分／上級行政４人、初級行政
１人、建築技師１人、保育士２人、
保育士経験者１人
●受験資格／試験区分により、年齢や
居住地の要件があります。詳細は受
験案内、または市ホームページをご
覧ください。
●採用試験／ １
[ 次試験］９月 日
午前 時～（会場・ハートフルセン
ター 。
) ２
[次試験］１次試験合格者
を対象に、 月下旬実施予定。
●受験申込／受験申込用紙に記入の上、
８月８日 まで市総務課へ提出（開
庁日の午前８時 分～午後５時 分。
郵送の場合は８月８日消印有効 。
)
用紙は市総務課、文化センター、フ
ローラ・ＳＡＧＡＥで交付する他、
市ホームページからダウンロードも
できます。
●問合せ／市総務課職員係☎ ８(６ ２)
１１１内線 へ。

一般相談／毎週水曜日13:00～16:00

630

17

15

65

421

ふれあい相談所
［ハートフルセンター2階社会福祉協議会☎86-7867］

人 口
世帯数
18,609
6,503
4,983
1,665
4,700
1,489
4,973
1,557
2,844
852
1,203
359
2,703
937
1,509
517
41,524
13,879
－4
＋46
男：12人、女：8人

20

寒河江駅前
ふれあい盆踊り大会

人権相談／平日８:30～17:15、法務局寒河江支局☎86-3258

地区名
寒河江
南 部
西 根
柴 橋
高 松
醍 醐
白 岩
三 泉
総 計
前月比
出生数

(日)

(月)

教育相談ダイヤル／平日8:30～17:00、市学校教育課☎86-1700

30

30

30

●日時／ ８月４日 午後６時 分～（縁
日は午後５時～）
●会場／寒河江駅前みこし公園
●問合せ／市商工創成課商工労政室
☎ ８(６ ２)１１１内線 へ。

消費生活相談／平日9:00～16:00、市市民生活課☎86-2111内線234

(日)

３０

30

(金)

介護 予 防
花の 山 形 ！ し ゃ ん し ゃ ん 体 操

法律相談／17日㈭13:15～16:35、市市民生活課☎86-2111内線234

30

10

(火)

405

●日時／８月７日 午後１時 分～２
時 分
●会場／ハートフルセンター
●定員／要介護認定を受けていない

８月の相談日（法律相談・登記相談は要申込）

15

30

10

30

市長相談／24日㈭９:00～11:30、市市民生活課☎86-2111内線233

333

612

409

お知らせ

SAGAE CITY INFORMATION

お知らせ

月 日
８／29㈫
８／10㈭
８／23㈬
８／18㈮
８／９㈬

対 象
平成29年４月生
平成28年10月生
平成28年１月生
平成27年１月生
平成26年１月生

離乳食後期教室・育児相談（前日まで要申込、20組程度)

▶

●日時／８月22日㈫午前10時～11時（その後、希望者には
個別の育児相談を実施）
●会場／ハートフルセンター
●内容／栄養士の話「離乳食後期の進め方｣、離乳食の試食
●持ち物／母子健康手帳、筆記用具

20

28

60

(木)

30

21

(火)

23

(水)

30

29

12

(月)

30

(土)

(日)

2017.7.20

市報さがえ

6

SAGAE CITY INFORMATION

2017.7.20 市報さがえ

10

●問合せ／最上川ふるさと総合公園
☎ ８(３ ５)１９５へ。

①（１回戦）
②（１回戦）
③（２回戦）
④（２回戦）
⑤（２回戦）

潟)
岡)
京)
阪)

19

22

さがえ写友クラブ
瞬
｢間（とき 」)写真展

良)×
巻
(新
葉)× 東 福 岡 (福
森)× 東 亜 学 園 (東
島)× 大
塚 (大
×
（⑧の敗者）
×
（⑩の敗者）

10

(土)

●日時／８月 日 午前９時～午後４
時 分
●会場／山形ビッグウイング
●受講料／５千円（テキスト代込み）
●申込／８月７日 まで県猟友会☎０
２３ ６(２４ ０)３８２へ。

添
上 (奈
習 志 野 (千
弘 前 工 (青
城
東 (徳
（⑦の敗者）
（⑨の敗者）

決勝トーナメント１、２回戦（５試合）※抽選は７月29日㈯午後６時３０分

●問合せ／市生涯学習課スポーツ振興室☎84-1877へ。

7

⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

(金)

障害者を対象とした
ふれあい合同面接会

９：30
10：40
11：50
13：00
14：10

足利工大附 (栃 木)
川 内 商 工 (鹿児島)
東海大札幌 (北海道)
相
馬 (福 島)
（②の敗者）
（④の敗者）

30

11

●日時／９月 日 午後１時～４時
●会場／山形ビッグウイング
●参加予定企業／ 社
●問合せ／ハローワーク寒河江
☎ ８(６ ４)２２１へ。

７月30日㈰

安
来 (島 根)×
開
智 (和歌山)×
海
星 (三 重)×
崇
徳 (広 島)×
（①の敗者）
×
（③の敗者）
×

(金)

30

清拭 せ
(いしき タ)オル縫製
ボランティア募集

①
②
③
④
⑤
⑥

施設で利用者に使用する清拭タオル
の縫製をしていただく方を募集します。
二つ折りしたフェイスタオルをミシン
で縫っていただく簡単な作業です。詳
細は申し込み先に確認してください。
●申込／地域密着型特別養護老人ホー
ムさがえ☎ ８(５ １)３２１へ。

９：30
10：40
11：50
13：00
14：10
15：20

(日)

37

私たちが育った寒河江市の素晴らし
●参加資格／４人１組
さを学びます。
●参加費／１万２千円
■開催日／８月 日
●申込期限／７月 日
■ 送迎地区 ／西根・三泉・高松・白岩・
●問合せ／同大会事務局・安孫子さん
醍醐地区
☎０９０ ３(１２３ １)２４５へ。
●会場／市老人福祉センター
●施設利用料／１日３００円（別途材
平成 年度狩猟免許
料費が必要です）
初心者講習会
●申込／市老人福祉センター☎ ８(７ )
１３２８へ。

＜寒河江市会場・市民体育館の試合（２日間）＞
７月29日㈯ 予選グループ戦および敗者復活戦（12試合）

27

30

アスポートさがえ
ゴルフ教室（後期）

高校生アスリートにとっての憧れの舞台「インターハイ」が、南東北三県（山形・宮城・福島）で開催され、
県内では７月28日から16日間、14市町の会場で９競技10種目が行われます。
男子バレーボール競技は、全国から都道府県代表56校が出場し、山形市、寒河江市、天童市
の３会場で７月29日から４日間開催されます。
皆さんで、全国から訪れる多くの方をおもてなしの心で温かくお迎えし、競技会場で高校生
アスリートの熱戦を応援しましょう。
本市で行われる予選グループ戦の抽選結果は以下のとおりです。

14

20

●日時／８月 日～ 月 日の毎週土
曜日、全 回で次のいずれかの時間。
①午後３時 分～５時、②午後５時
～６時 分、③午後６時 分～８時
●会場／サガエゴルフクラブ
●定員／高校生以上の市民 人
●参加費／１万６５００円、アスポー
トさがえ会員は１万４５００円（コ
ースに出る場合は、別途料金が必要
です）
●申込／８月 日 まで市民体育館
☎ ８(６ ５)１１３へ。

男子バレーボール競技

回寒河江市民ゴルフ大会

南東北総体２０１７

第

はばたけ世界へ

(日)

30

(水)

申込方法等の詳細は問い合わせ先に
確認してください。
●開催日／８月 日
●会場／ニューブラッサムガーデンゴ
ルフクラブ（河北町）

平成29年度全国高校総合体育大会［インターハイ］

(日)

15

●日時／８月５日 ～ 日 の午前９
時～午後６時
●会場／さくらんぼ会館
●問合せ／さくらんぼ会館☎ ８(６ １)
８１８へ。

個別の相談です。本人が来られない場合は、家族の方のみ
でも可能です。
●日時／８月８日㈫午後２時～４時
●会場／ハートフルセンター

(水)

(日)

回長生園盆踊り大会

精神科医による、こころの健康相談（要申込）

▶

(日)

23

第

多くの市民の皆さんが参加されるイベントにおい
て、参加者の安全を確保し迅速に救命措置ができる
環境を整備するため、ＡＥＤを無料で貸し出します。
●対象行事／①市内で開催し、市民が参加する体育
行事等、②営利目的でない、③政治的・宗教的目
的を有しない。他にも要件があり、全て満たすも
の。行事には、医師や看護師、保健師、ＡＥＤを
使用した救命講習の修了者が従
事していること。詳細は市ホー
ムページをご覧ください。
●問合せ／市健康福祉課市民健康
係☎86-2111内線620へ。

●日時／８月８日㈫午前10時～正午
●会場／ハートフルセンター
●対象／市内に住む小学生と父母（祖父母）
●内容／栄養士の話、調理実習等
●持ち物／エプロン、筆記用具
●参加費／１組200円

20

30

●日時／ ８月４日 午後６時 分～８時
●会場／特別養護老人ホーム長生園北
側駐車場
●問合せ／特別養護老人ホーム長生園
☎ ８(６ ８)８６８へ。

親子で楽しい食育教室（８月４日㈮まで要申込、20組)

▶

50

市老人福祉センター
催し案内

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を
貸し出します

(火)

自家用車等で来場できる方は、いず
れの催しにも参加できます。また、地
区によりマイクロバスによる送迎を行
っています。
木製ピンチ 洗(濯ばさみ に)絵描き
思い思いの絵を描いたり、絵紙を貼
り付けします。
■開催日／８月２日 ・９日
■送迎地区／ ８
[ 月２日］寒河江地区、
８[月９日］南部・柴橋地区
寒河江市の歴史・史跡講座

●受付／午後１時～１時30分
●会場／ハートフルセンター
●持ち物／健診票、母子健康手帳、バスタオル
●その他／体調が悪い場合は電話連絡の上、翌月の健診日
程をご利用ください。また、転入等でお済みでない方も
早めに受診してください。

●ハートフルセンターへの来所相談／８月10日㈭・24日㈭
の午前９時～11時30分
●電話相談／開庁日の午前８時30分～午後５時

さんで～すて～ じ ・ さ が え
インフローラ 催 し 案 内

種 別
３～４カ月児健診
９～10カ月児健診
１歳６カ月児健診
２歳６カ月児歯科検診
３歳児健診（３歳６カ月児）

命と愛の記録「翼は心につけて」上映
ＰＴＡ全国協議会特選。鈴木亜里は
ある日、学校で突然腕の激痛に襲われ
病院で骨肉腫と診断される。転移を防
ぐため腕の切断を宣告される。高校入
試を前に、 歳の少女の命を燃やした
涙の記録。共感と励ましを与えてくれ
る保護者必見の映画。フランキー堺、
香川京子、石田えり出演。
■日時／７月 日 午後２時～４時
■提供／ボランティア赤帽志
歌謡曲と演歌、男声合唱のステージ
■日時／ ７月 日 午後２時～３時 分
■出演／大江歌謡会、男声コーラス隊
チェリー
謡曲、混声合唱のステージ
■日時／ ８月６日 午後２時～３時 分
■出演／喜多流羽謡会、合唱団さくら
んぼ
●会場／フローラ・ＳＡＧＡＥ地下
●問合せ／実施フォーラム事務局長・
五十嵐さん☎０９０ ７
( ０６８ ３
)９
９０へ。

保健師・栄養士による、心や体の健康相談(全年齢対象)

▶

最上川ふるさと総合公園
ボタニカルアート展

乳幼児健診

▶

保健だより

●日時／８月１日 ～ 日 の午前９
時～午後６時
●会場／最上川ふるさと総合公園
●内容／植物を原寸大で描いた、より
本物に近い水彩画約 点を展示。

問い合わせ・申し込み・相談は、市健康福祉課市民健康係☎86-2111へ。

市報さがえ

総合健診・レディース検診・がん検診の問い合わせは、山形県成人病検査センター☎85-1198へ。
問い合わせは、市健康福祉課市民健康係☎86-2111へ。
上記以外の問い合わせ・申し込み・相談は、市健康福祉課市民健康係☎86-2111へ。

総合健診（特定健診、がん・骨粗鬆症検診）

▶

2017．7．20 No.1682

月

日

８／26㈯

対 象 地 区
20、西の町、駅前１・２、25の甲、幸町、
十日市場、27、道場小路、南町、丸内、
矢の目
丑町１・２、横町、新町１、新町（寒河江)、
21、中町
陣ケ峯、新町（白岩）

８／29㈫

上町（白岩)、麓、宮内

８／18㈮
８／22㈫

●受付／午前６時50分～７時30分
●会場／山形県成人病検査センター
●対象／30歳以上の方
●料金／健診票送付時に料金表を同封

対

象

地

区

８／９㈬

落衣１、落衣南町、内の袋

８／23㈬

木の沢、松川東、松川西、金谷１～３

８／30㈬

金谷４・５、中郷１～８

●受付／午後１時～１時30分
●会場／山形県成人病検査センター
●対象／子宮頸がん…20歳以上、乳がん…30歳以上で前年
度未受診者、骨粗鬆症…30歳～70歳で５歳刻み年齢の方
●料金／子宮頸がん1,400円、乳がん30歳～40歳代1,700円、
乳がん50歳以上900円、骨粗鬆症700円

肺がん・胃がん・大腸がん検診

▶

月

日

８／９㈬

〒

■印刷／寒河江印刷株式会社 この広報誌は自然保護のため再生紙を利用しています

■発行／寒河江市政策企画課広報広聴係

２１１１
- 寒河江市中央一丁目９番 号 ☎（８６）

991
8601

45

対

象

地

区

洲崎、六供町１～３、３、緑町１～４、
仲田、西寒河江、４、５、６、８、上町、
八幡町、長岡町、山岸南、山岸、石持、
石持２、末広町１～４、栄町１・２、
さくら町、日の出町、みずき

●受付／午前９時～９時30分
●会場／山形県成人病検査センター
●対象／30歳以上の方
●料金／肺がん400円（Ｘ線撮影のみ)、胃がん1,600円、大
腸がん500円

乳がん個別検診

▶

月

日

７月～10月

対

象

地

区

全地区

●会場／市内の指定医療機関
●対象／前年度受診していない30歳以上の女性
●料金／視触診・マンモ２方向（30歳～40歳代）2,800円、
視触診・マンモ１方向（50歳以上）1,900円

子宮がん個別検診

▶

月

日

７月～10月

対
全地区

●会場／市内の指定医療機関
●対象／20歳以上の女性
●料金／1,700円

象

地

感染症予防法により、昭和28年４月１日以前生まれの方が
対象です。
日

時

会

場

対象地区

13:30～13:45 西根南部公民館

西根地区

14:05～14:20 柴橋地区公民館

柴橋地区

８
／ 14:45～15:00 中町公民館
１
ＪＡさがえ西村山
㈫ 15:15～15:45
高松支所
ＪＡさがえ西村山
16:00～16:15
醍醐支所

白岩地区
高松地区
醍醐地区

パパママスクール妊娠・出産編（前日まで要申込）

レディース検診（子宮頸がん・乳がん・骨粗鬆症検診)
日

結核検診（胸部レントゲン撮影）

▶

▶

▶

月

保健だより

区

お父さん、お母さんになる方のための教室です。
●日時／８月24日㈭午後１時30分～４時
●会場／ハートフルセンター
●内容／助産師の講話「おっぱいのこと・お産のこと｣、栄
養士の講話「ママと赤ちゃんのための栄養｣、妊婦体操
●持ち物等／母子健康手帳、筆記用具、動きやすい服装

祖父母学級（前日まで要申込）

▶

祖父母になる方（なった方）のための教室です。
●日時／８月24日㈭午後２時40分～４時
●会場／ハートフルセンター
●内容／最近の子育てについて、祖父母の役割、赤ちゃん
のお風呂
●持ち物／筆記用具、エプロン

疲労回復！ 自分で出来るストレスケア(要申込、30人程度)

▶

専門の講師をお招きして、ストレス解消法を学びます。
●日時／８月28日㈪午後７時～８時
●会場／ハートフルセンター

母子健康手帳交付（妊婦健康相談）

▶

都合が付かない場合は、電話等で相談してください。
●日時／開庁日の午前９時～11時30分
●会場／ハートフルセンター
●持ち物／医療機関交付の妊娠届出書、個人番号（通知カ
ード等）および本人確認（免許証等）ができるもの

休日当番医（診療時間は午前９時～午後５時）

▶

日曜日や祝日に病気、けがをしたときは、まずかかりつけ
のお医者さんへ連絡しましょう。休診や留守等でやむを得
ないときのみ、休診当番医で受診してください。受診する
際は、忘れずに健康保険証を持参してください。
月

日

医

療

機

関

電話番号

７／30㈰

渡辺外科胃腸科医院

☎86-6408

８／６㈰

あきば医院

☎86-4395

８／11㈮

あびこ耳鼻咽喉科クリニック

☎86-3026

８／13㈰

大原医院

☎86-8600

８／20㈰

豊岡整形外科

☎86-4331

８／27㈰

菊地胃腸科内科医院

☎86-2301

■次号の市報８月５日号は、８月４日㈮に発行します。
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