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冬季観光促進に向けてスタートダッシュ
今年で３年目となる「やまがた雪フェスティ

初日は芋煮鍋など、山形県の名産特産をあし

バル」が２月２日～４日の３日間、最上川ふる

らったシンボル雪像のステージで関係者らによ

さと総合公園を中心に開催。会場には連日多く

るテープカットを行い、イベントの開会を祝い

の家族連れらが訪れ、来場者数約20万３千人の

ました。また、イベント中はさまざまな豪華ア

大盛況ぶりでした。

ーティストが会場を盛り上げました。

ゆめはーと寒河江だより
「小学生の日」ポーセラーツ教室へどうぞ！
白い磁器に転写紙を貼って焼き上げ、オリジ
ナルカップを作ってみませんか。
●日時／３月３日㈯午前９時45分～11時30分

●会場／ハートフルセンター
●対象／小学生20人（申し込みは、ゆめはーと
寒河江設置の用紙に記入し、同所へ提出)
●問合せ／ゆめはーと寒河江☎83-3225へ。

検索

検索

SAGAE CITY PUBLIC RELATIONS

さくらんぼと歴史が育む

雪フェスフォトアルバム

県内雪まつりのトップ
バッターとして開催され
た「第３回やまがた雪フ
ェスティバル 。｣
今回もメ
インステージを兼ねた雪
像に東北芸術工科大学の
学生が協力。サクランボ、
芋煮、ラーメン等、山形
の魅力を詰め込んだデザ
インのシンボル雪像が作
られたほか、飯豊町中津
川と西川町志津温泉の方
々がそれぞれ制作した雪
のタージ・マハルと雪旅
籠など、大型の雪像が各
所に設置されました。
メインステージでは「最

上川司 ｣
井
｢上苑子」「岡本
真夜」による豪華アーテ
ィストのライブが行われ
たほか、雪と着物のファ
ッションショーや地域芸
能を披露。また、やまが
た愛の武将隊による演武
が行われ、会場を盛り上
げました。
２日目には約２千発の
花火が冬の夜空を美しく
彩り、ライトアップされ
た雪像やＬＥＤで最上川
をイメージした「シャイ
ニング・リバー」が幻想
的な夜を演出しました。
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消防さがえ

寒河江市消防団
Sagae Volunteer Fire Corps

地域のみんなでしっかり防災 市防災訓練

防災活動車を寄贈していただきました

無火災を祈願



12月22日に日本消防協会より防災活動車１台を寄
贈していただき、市役所で交付式が行われました。
県消防協会渡辺茂治会長より市消防団伊藤力団長へ、
車のレプリカキーが手渡されました。
新車両はワンボックス型８人乗りの四輪駆動車で、
消防団の広報活動や火災現場への急行の際などに幅
広く活用されます。



第８分団第２部 土田真澄
１月14日、寒河江市役所前で「市消防団出初式」
が行われました。新しい年を迎え団員一同、防火・
防災の決意を新たにしました。佐藤市長による観閲
の後、中央通りにて消防音楽隊の演奏に合わせ団員、
消防車両の勇ましい分列行進を実施。最後に市役所
駐車場で記念放水を披露しました。天候にも恵まれ
大勢の市民の皆さまからおいでいただき、団員の雄
姿を見守っていただくことができました。今年も地
域の防災リーダーとして安全・安心の街づくりのた
め団員一同、防災活動に取り組んでまいります。



火点もピンもストライク！ 活性化大会

山形県消防協会西村山支部消防操法大会





第７分団第２部 久保田健介
10月１日に、寒河江市防災訓練が醍醐小学校を会
場に開催され、醍醐地区民をはじめおよそ400人が
参加しました。火災発生時の避難訓練や消火器によ
る初期消火訓練などを通じ、地域全体で防災に対す
る意識をより強固なものとしました。
また、同会場では自衛隊と地域のご婦人との協働
の炊き出しが地区民に振る舞われました。災害時に
使用する簡易設備や給水車などの車両も展示され、
非常時における防災対策を知ることで、地区民の安
心感も高まったようです。

第１分団

昨年市内で発生した火災状況
月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

件数

１件

０件

０件

５件

２件

１件

月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

件数

０件

０件

１件

０件

１件

１件

昨年の火災発生件数は12件。内訳は建物火災が７
件、河川敷や畑などの火災が５件でした。
火災の原因は、ちょっとした不注意によるものが
ほとんどです。消防団による予防消防活動も実施し
ていきますが、まだ寒い日が続きますので、火の取
り扱いには十分に注意しましょう。

市消防団出初式

防災力の向上を―

火災防御訓練

第６分団第６部 山田明人
秋の全国火災予防運動に合わせて11月５日、市内
各所で大規模火災を想定した火災防御訓練が一斉に
行われました。
各分団が地域の実情に合った訓練計画を策定し、
自主防災組織や町内会の協力を得ながら、避難訓練
や初期消火訓練、団員による放水訓練を行いました。
地域での防火、防災意識の向上が図られたとともに、
火災防御活動の重要性を学びました。

さわやかリレー報告



第１分団第２部 石川有作
私たち第１分団は市の中心部を管轄しています。
第１部から第５部と自動車部で構成され、分団長以
下136人の団員が消防団活動をしています。
寒河江地区は世帯数が約6,500世帯、居住者が約
18,700人と市内で一番多く、駅前を中心とする繁華
街や密集した住宅地があることから、常に緊張感を
持ちながら、毎月２回の広報による予防消防や日頃
からの地域防災活動推進に努めております。
消防団員は、それぞれ仕事をしながらも、火災や
水害などの有事の際にはいち早く災害現場へ駆けつ
けて消火や救助活動等をしなくてはなりません。普
段から家族や仲間を大切にするのと同じように、地
域の皆さまへの思いやりの心と感謝を忘れずにこれ
からも頑張っていきます。

住宅用火災警報器を確認してください！！

第４分団第３部 佐藤賢
市消防団活性化大会が東根市の空港ターミナルボ
ウルで８月27日に開催されました。消防訓練や点検
活動だけでなく、他の地域の団員とレクリエーショ
ンを通じて交流と、さらなる団結を図る目的で行わ
れています。普段は自然災害や有事に備えて訓練を
している消防団ですが、この日は笑いのある和やか
な雰囲気でピンを倒すことに集中していました。消
防団員はそれぞれ職は違いますが、有事の際は力を
あわせて市民の生命・財産を守ることに力を尽くし
ます。終了後は、ＪＡさがえ西村山本所での表彰
式・懇親会で、団員同士親睦を深めました。

第３分団第４部 芳賀諭
「山形県消防協会西村山支部消防操法大会」が８
月６日、大江町で開催されました。この大会は、西
村山１市４町の各消防団から代表２隊が出場し、ポ
ンプ操法の速さと正確さを競うものです。本市から
は第３分団第２部（日田）・第３部（宝）が出場し
ました。結果は見事、総合優勝を果たすことができ
ました。春からの練習の成果と団員が一致団結した
チームワークの結果だと思います。これもひとえに
ご指導くださった皆さま、サポート・応援をいただ
いた皆さまのおかげであり、誠に感謝いたします。

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89.3％です。未設
置の住宅では、早急な設置をすることにより、大切な
人命や財産を守ることができます。
設置済の中には、電池が切れ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ので、作動確認をしまし
ょう。
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今月の納税等
日

（８期）
（８期）
（８期）

納期限は２月

国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料

(土)

30

万一の備えに
交通災害共済

616

●仕事内容／ふすまや障子張り、清掃、
グループ、５組（１組８人まで）
除草、軽易な農作業、植木の手入れ、 ●料金／大人（高校生以上）６千円、
雪囲い、施設管理、筆耕等
中学生以下４千円（宿泊・食事・体
●申込／市シルバー人材センター
験料込み）
☎ ８(３ ３)２２４へ。
●申込／２月 日 まで市観光物産協
会☎ ８(６ ８)８６６へ。

へ。

●閲覧場所／市役所２階、ハートフル
いつまでも元気に
センター、フローラ・ＳＡＧＡＥ、
高齢期の健康づくり教室
文化センター、市立図書館、各地区
公民館。市ホームページでも公開
いずれも、要介護認定を受けていな
●意見の提出方法／２月 日 まで閲
い 歳以上の方が対象です。動きやす
覧場所にある所定の用紙に記入の上、 い服装でご参加ください。
膝・腰らくらく体操教室
市商工創成課へ郵送（〒
寒河江
■日時／ ３月９日 午前 時～ 時 分
市中央１丁目９番 号 、
)ファックス
８６ ７２２０、電子メール
■内容／理学療法士による膝痛・腰痛
(
)
scis@
予防のための講話と体操
、電子申請、
city.sagae.yamagata.jp
楽しく脳トレ教室
持参のいずれか。
■日時／３月 日 午後１時 分～２
●問合せ／市商工創成課商工労政室
☎ ８(６ ２)１１１内線 へ。
時 分
■内容／認知症予防のための体操、レ
クリエーション
人工透析 血(液透析 )
●会場／ハートフルセンター
通院交通費を助成
●定員／各 人程度
●持ち物／飲み物、タオル
人工透析治療のため医療機関に通院
●申込／市高齢者支援課地域包括支援
している方へ、通院に要した交通費の
係☎ ８(６ ２)１１１内線 へ。
一部を助成します。
●対象／①～④を全て満たしている方。
①腎臓機能障害で身体障害者手帳を
平成 年度
所持している、②人工透析を受ける
農業実践者セミナー
ため自家用車を含む交通機関を利用
している、③人工透析を受けている
稲作・果樹・野菜・花き・畜産の基
方の属する世帯の生計中心者の市民
本的な栽培技術、農産加工、農業簿記
税所得割が非課税である、④他の制
を習得するセミナーを開催します。
度で通院交通費の支給（タクシー券、 ●開催期間／４月～平成 年３月
給油券を除く）を受けていない。
●対象／新たに農業を始めた方、新し
●持ち物／①身体障害者手帳、②はん
い部門を導入する方、農業の基本を
勉強したい方等
こ（朱肉を使うものに限る 、
) ③通帳、
●その他／現地研修経費、教材費が必
④通院証明書（市健康福祉課に指定
の用紙あり）
要です。
●申請／３月 日 まで市健康福祉課
●申込／３月 日 まで西村山農業技
術普及課☎ ８(６ ８)２４８へ。
(水)

生活福祉係☎ ８(６ ２)１１１内線

65

さがえカップリングパーティ

例年、暖房機器の使用が多くなる冬期間に、一般家庭や事業場から灯油等が漏れ出
し、河川へ流出する事故が増加します。河川等に油が流入した場合、その除去等に要
する多額の費用は、原因者が負担しなければなりません。このような事故を防ぐため
に、以下の５項目は必ず守りましょう。
①ホームタンクから給油中は絶対に離れないこと。
②除雪等による配管の破損を防ぐために配管の場所に目印をつけること。
③万一に備え、防油堤（ぼうゆてい）を設置すること。
④落雪による配管の破損やホームタンクの転倒に注意すること。
⑤配管やホームタンクの定期点検を行うこと。
万一事故を起こしたり、油流出を確認した時は、必ず下記に連絡してください。
●連絡先／市市民生活課環境保全推進室☎86-2111内線232へ。

(水)

28

国民年金保険料の
前納申し込みは２月末まで

30

28

11

30

630

25

人 口
世帯数
18,654
6,550
4,953
1,660
4,720
1,500
4,944
1,552
2,806
843
1,184
368
2,687
947
1,495
514
41,443
13,934
－20
0
男：15人、女：9人

30

25

(水)

(日)

油流出に注意！
１月末の市人口、１月届出の出生数

10

31

(金)

(金)

(金)

16

30

30

28

11

交通災害共済は、加入者が国内で自
動車やバイク、自転車、身体障がい者
用車いす等による道路交通法上の交通
事故で被害にあった時に、見舞金が支
給される制度です。
●会費／大人４００円、中学生以下３
００円
●加入方法／町会長を通して配付する
申込書に記入の上、会費を添えて市
市民生活課、または町会長へ提出。
●問合せ／市市民生活課生活安全係
☎ ８(６ ２)１１１内線 へ。

行政相談／14日㈬13:00～16:00

30

25

中心市街地活性化センター利活用

登記相談／27日㈫13:00～16:00

30

35

)

法律相談／１日㈭13:30～16:30

991
8601

50

(

一般相談／毎週水曜日13:00～16:00

37

(金)

(水)

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］

421

(日)

口座振替には、当月分の保険料を当
月末に引き落とすことで月々 円割引
●日時／ ３月４日 正午～午後２時（受
される早割制度、現金納付より割引額
付・午前 時 分～）
が多い６カ月前納・１年前納・２年前
●会場／イーストゲートサガエ
納があり大変お得です。なお、現金や
●定員／ 歳～ 歳の独身男性、 歳
さくらんぼ会館・臨川亭
クレジットカード納付でも、２年前納
～ 歳の独身女性、各 人
イベント情報
が可能です。
●参加費／ 男性４千円、女性２５００円
●持ち
●申込／３月１日 まで市観光物産協
さくらんぼ会館
 物／年金手帳、通帳、通帳届け
出のはんこ
会☎ ８(６ ８)８６６へ。
■ 切り絵人・佐藤康夫「切り絵展 ／｣３
●申込／２月 日 まで寒河江年金事
月 日 ～ 日 の午前９時～午後
５時（初日は午後１時から、最終日
務所☎ ８４ ２５５１音声案内後５へ。
(
)
ゆめはーと寒河江
は午後３時まで）
イベント情報
臨川亭
■キルトフリーＹＡＭＡＧＡＴＡ出前
春のお楽しみ会
東部地区公民館写真展
■日時／３月６日 午前 時 分～
アトリエ「パッチワークキルト相談
室 ／
■会場／ハートフルセンター
●期間／３月 日 まで
｣ ３月 日 ・ 日 の午前
■内容／４月から幼稚園や保育園へ通
●会場／文化センター
時～午後３時 分。期間中、体験教

●問合せ／東部地区公民館☎ ８６ ５
室を開催（定員・各 人、参加費・
うお友だちを、みんなでお祝いしま

(
)
す。入園・入所予定者のみ要申込。
１１１へ。
１２００円～ 。
) 弁当を予約可（千円
子育てサロン・エンジェル「おわかれ
程度、３月 日 まで受付）
会（ムーミンママクラブ読み語り 」)
■表千家月釜／３月 日 （受付・午
学びの里ＴＡＳＳＨＯ
■日時／３月９日 午前 時～正午
前 時～午後３時）
モニターツアー
■立礼席呈茶／３月 日 （受付・午
■会場／西部地区公民館
■対象／就学前のお子さんと保護者
前 時～午後３時）
●問合せ／ゆめはーと寒河江☎ ８(３ ) ●問合せ／さくらんぼ会館☎ ８(６ １)
８１８へ。
３２２５へ。
(水)

●期日／ ３月 日 ・ 日 の１泊２日
●会場／学びの里ＴＡＳＳＨＯ
●定員／小学生以下の方を含む家族や

(金)

促進計画 改訂版 案への意見を募集

教育相談ダイヤル／平日8:30～17:00、市学校教育課☎86-1700

2018.2.20
2018.2.20 市報さがえ

7

(土)

14

人権相談／平日８:30～17:15、法務局寒河江支局☎86-3258

12

60

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

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

10

10

10

30

今後５年の中心市街地活性化センタ
ー（フローラ・ＳＡＧＡＥ）利活用の
指針となる利活用促進計画（改訂版）
案への意見を募集中です。詳細につい
てはお問い合わせください。

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

45

28

シルバー人材センター
会員募集

３月の相談日（法律相談・登記相談は要申込）

(金)

16

234

企業や公共団体、家庭等から仕事を
引き受け、会員の希望に応じた仕事を
提供し、仕事を通じて自分の知識や経
験を生かすことができます。
また、仕事の募集もしています。ぜ
ひご利用ください。
●入会説明会／３月 日 午後１時
分～、４月～ 月の第三水曜日（変
更の場合あり）
●資格／原則 歳以上の健康で働く意
欲がある市民
●会費／入会費５００円、年会費３千
円、互助会費千円

市長相談／27日㈫９:00～11:30、市市民生活課☎86-2111内線233

16

10

11
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4,000

5,000

営業用

1,000

1,900

2,900

自家用

1,300

2,500

3,800

二輪小型自動車（250cc超)

6,000

被けん引車

3,600

8
市報さがえ

SAGAE CITY INFORMATION

3,600

特別養護老人ホームいずみ
職員募集

5,900

詳細は申し込み先に確認してください。

その他

軽二輪（125cc超250cc以下)

●募集区分／看護師、介護員、調理員
●申込／特別養護老人ホームいずみ
☎ ８(６ ８)８８０へ。

2,400

伝統行事
幸生病 や
(んまい 送)り

農耕作業用

●日時／３月 日 午前９時～９時
分受付
●会場／幸生ふれあい友遊館
●参加費／５００円（だんご木、納豆
汁の振る舞いあり）
●問合せ／ 郷野さん☎ ８(７ ３)３６４へ。

3,700

寒河江子ども劇場
演劇 と
｢っぴんぱらりん座 上｣演

2,400

ミニカー

30

●日時／３月３日 午後２時～
●会場／ハートフルセンター
●料金／高校生以下無料、大人は協賛
金として千円～。ゆめはーと寒河江、
にとう小児科医院で入場整理券を配
布しています。
●問合せ／寒河江子ども劇場・佐藤さ
ん☎ ８(６ ８)７６１へ。

125cc以下

第 回
寒河江とんと昔のつどい

●内容／涙や笑いの民話、寒河江の伝
説、寸劇や童謡等
●問合せ／寒河江昔語りの会事務局・
早坂さん☎ ８(６ ９)２０２へ。

１回だけのつもりが、定期購入に！？
原動機付自転車、
小型特殊自動車等

2,000

小型特殊自動車

2,000

90cc以下

原動機付自転車

50cc以下

●日時／２月 日 午後１時～
●会場／ハートフルセンター

ホームページやテレビ、新聞折り込みチラシ等で、通常より大幅に安い価格にひかれて１回だ
けのつもりで購入したところ、実際は定期購入が条件だったという相談が寄せられています。ま
た、解約を申し出ようと事業者に電話をかけてもつながらないというケースもみられます。
◆トラブルにあわないために
・インターネット通販やテレビショッピング等の通信販売にはクーリングオフ制度がありません。
商品を注文する前に「定期購入が条件になっていないか｣｢定期購入期間内に解約が可能か｣｢解
約の申し出先や方法」等、契約内容や解約条件についての表示を確認しましょう。
・スマートフォンでは、画面をスクロールした最後の方に小さい文字で条件等が書かれている場
合があるので、注意が必要です。
・｢定期購入と気付かずに契約してしまった｣｢解約方法が分からない」等、不安に感じたり対処に
困った場合は、市消費生活センターに相談してください。
●問合せ／市消費生活センター☎86-2111内線234へ。
税額（円）

ことを知り、強引にも家に連れ戻す。
しかし、世間の目は冷たく、やがてき
えは去って行ったが…。山田洋次監督
作品。永瀬正敏、松たか子出演。
■日時／ ２月 日 午後２時～４時 分
■提供／ボランティア赤帽志
謡曲、演歌と歌謡曲のステージ
■日時／ ３月４日 午後２時～３時 分
■出演／観世流歓謡会、大江歌謡会
●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。

8,100

車両区分

軽自動車税は毎年４月１日現在の所有者（所有権留
保の場合は使用者）に課税されますので、廃車や譲渡
をした場合は、忘れずに３月末日まで手続きをしてく
ださい。月割り課税ではありませんので、４月２日以
降に廃車や譲渡をした場合でも、その年度分の軽自動
車税が課税されます。
●手続き場所・持ち物／車種により
異なりますので、お手数ですがお
問い合わせください。
●問合せ／市税務課市民諸税係☎86-2111内線311へ。

アスポートさがえ
フラダンス体験会

5,400

車両区分ごとの税率

軽自動車の廃車や変更の手続きをお忘れなく

普段着でおこしください。
●日時／ ３月 日 午前 時 分～正午
●会場／市民体育館
●定員／市民 人
●参加費／５００円
●申込／３月 日 まで市民体育館
☎ ８(６ ５)１１３へ。

2,700

30

認知症ハートフルカフェえがお

自家用

(日)

グリーン化特例の税率（軽課）
［表２］
平成 年度地方税制改正により、
現 行 の グ リ ー ン 化 特 例 に つ い て、
重点化を行った上で２年延長され
ます。
平成 年度のみ、次のＡ～Ｃそ
れぞれの燃費基準を満たす車両が
対象となります。燃費基準の状況
は、車検証の備考欄をご確認くだ
さい。なお、平成 年度に軽課対
象となっていた車両は、平成 年
度から表１③の税率となります。
Ａ／電気自動車・燃料電池自動車・
天然ガス軽自動車（平成 年排
ガス基準ＮＯ
パーセント以
上低減、または平成 年排ガス
基準適合）
Ｂ／平成 年排出ガス基準 パー
セント低減、または平成 年排
ガス基準 パーセント低減達成
かつ平成 年度燃費基準プラス
パーセント達成の乗用車、も
しくは平成 年度燃費基準プラ
ス パーセント達成の貨物車
Ｃ／平成 年排出ガス基準 パー
セント低減、または平成 年排
ガス基準 パーセント低減達成
かつ平成 年度燃費基準プラス
パーセント達成の乗用車、も
しくは平成 年度燃費基準プラ
ス パーセント達成の貨物車
30

●日時／３月２日 午後１時 分～３
時 分
●会場／デイサービスあなたとえがお
●内容／認知症や介護に関する相談、
身体を動かす脳トレ等
●問合せ／デイサービスあなたとえが
お☎ ８(４ ０)２０１へ。

5,200

21

30 75

30 75

27

29

3,500

31

1,800

13

営業用

(土)

最上川ふるさと 総 合 公 園
イベント情報

6,000

(土)

君子蘭展
■日時／３月 日 ～４月１日 の午
前９時～午後５時
絵織教室
■日時／毎月第一・第三水曜日の午前
９時 分～正午（６回参加）
■内容／裂き織り作品を作ります。
■参加費／６千円（６回分）
●会場／最上川ふるさと総合公園
●問合せ／最上川ふるさと総合公園
☎ ８(３ ５)１９５へ。

自家用

29

x
10

10

10

市美術館ギャラリー情報

3,800

11

30

３０

30

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

3,000

24

32 50

27

さんで～すて～じ・さがえ
インフローラ 第 ・ 回公演

4,500

29

藤沢周平の「隠し剣・鬼の爪」上映
庄内・海坂藩の平侍の宗蔵は、かつ
て自分の家に女中奉公していたきえが
嫁入り先でむごい仕打ちに遭っている

営業用

30

35

(日)

年度の軽自動車税

10,800

30

3,000

平成

7,200

17

25

2,000

三輪および四輪の
軽自動車

12,900

2018.2.20
2018.2.20 市報さがえ

9

自家用

17

1,000
軽三輪

17

17

32 50

27

6,900

31

額（円）
税

車両区分

30

10

15

5,500

27

Ｃ

軽四輪

8,200

30

Ｂ

乗用

営業用

貨物

3,900

軽四輪

3,100

当します。また、被けん引車は
重課対象外です。
②平成 年４月１日～平成 年３
月 日に新車新規登録の車両
初度検査年月から 年を経過す
るまでは、この税率です。
③平成 年４月１日以後に新車新
規登録の車両
平成 年度に限り、平成 年４
月１日～平成 年３月 日に新
車新規登録し、かつ一定の燃費
基準を満たす車両は、表２のグ
リーン化特例の税率（軽課）が
適用されます。

【表２】グリーン化特例の税率（軽課)

30
4,600

31

③

乗用

Ａ

貨物

16

21

20

１３

(月)

(日)

(水)

(水)

(金)

(金)

15

14

189

14

(火)

(水) 10

188

19

②
軽三輪

13

額（円）
税
車両区分

30

(日)

(水)

30

(日)

(木)

新車で新規登録を行った年月（車
検証記載の初度検査年月）により、
適用税率が異なります。
車両区分ごとの税率［表１］
①平成 年３月 日以前に新車新
規登録の車両（新車新規登録か
ら 年を経過した車両）
重課の税率となります。ただし、
電気・燃料電池・天然ガス・メ
タノール・ガソリンハイブリッ
ド自動車は、②の車両区分に該

【表１】車両区分ごとの税率
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乳幼児健診

▶

2018．2．20 No.1696

種

別

月

日

対

象

３～４カ月児健診

３／13㈫

平成29年11月生

９～10カ月児健診

３／２㈮

平成29年５月生

１歳６カ月児健診

３／14㈬

平成28年８月生

２歳６カ月児歯科検診

３／９㈮

平成27年８月生

３歳児健診（３歳６カ月児） ３／７㈬

平成26年８月生

●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。

パパママスクール出産・育児編（前日まで要申込）

お父さん、お母さんになる方のための教室です。
●日時／３月３日㈯午後１時～３時30分
●会場／ハートフルセンター
●内容／赤ちゃんのお風呂（実習)、パパも妊婦体験等
●持ち物／母子健康手帳、筆記用具、エプロン

保健師・栄養士による、心や体の健康相談(全年齢対象)

▶

●ハートフルセンターへの来所相談／３月８日㈭・22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

精神科医による、こころの健康相談（要申込）

▶

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／３月13日㈫午後２時～４時
●会場／ハートフルセンター

離乳食前期教室（前日まで要申込、20組程度)

▶

●日時／３月16日㈮午前９時30分～正午
●会場／ハートフルセンター
●内容／栄養士の話「離乳食の進め方｣、離乳食実習・試食
●持ち物／母子健康手帳、筆記用具、エプロン、おんぶ用
の帯等

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

〒

■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）
8601

45

命が救える身近なボランティア「献血」

▶

月

日

３／８㈭

平成29年度さがえ市民100日健康づくり
ポイント特典の交付受付は２月28日㈬まで

▶

▶

991

保健だより

問い合わせは、市健康福祉課市民健康係☎86-2111へ。
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。

時

間

９：30～11：30
13：00～15：30

会

場

寒河江自動車学校

●対象／17歳～64歳の健康な方。ただし、65歳～69歳の方
でも60歳～64歳の間に献血を行っていれば、ご協力いた
だけます。
●持ち物／献血カードまたは献血手帳。初めての方は免許
証など、本人と確認できる証明書が必要です。

健康づくりメニューを実践し付与されたポイントに応じて
特典が受けられる「さがえ市民100日健康づくり事業」に、
多くの皆さんから取り組んでいただきありがとうございま
す。15ポイント・100ポイントの特典の交付受付は２月28
日㈬で終了します。現在取り組まれている記録票をハート
フルセンター内の市健康福祉課へお持ちになり、特典の交
付受付を済ませてください。次年度以降へのポイントの持
ち越しはできませんので、ご了承ください。

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、休日当番医で受診してください。受診する
際は、健康保険証を忘れずに持参してください。
月

日

医

療

機

関

電話番号

２／25㈰

南さがえ医院

☎85-6611

３／４㈰

さとうクリニック

☎83-3300

３／11㈰

陵南さとう整形外科

☎85-5511

３／18㈰

中正堂髙橋医院

☎87-1001

３／21㈬

鈴木眼科

☎86-6900

３／25㈰

横山耳鼻咽喉科医院

☎86-6188

＝各検診ワンコイン500円で受けられる＝

健康教室と検診・検査

●日時／２月27日㈫午後６時～７時（受付・午後５
時30分～６時)、３月７日㈬・15日㈭の午後１時30
分～２時30分（受付・午後１時～１時３０分）
●会場／山形検診センター（山形市）
●対象／県内在住の20歳～39歳の方
●内容／大腸がん検診（便潜血反応検査)、胃リスク
検査、肺がん検診（胸部Ｘ線撮影、３月７日㈬を
除く)、乳房超音波検査（女性のみ）
●料金／各検診500円
●申込／やまがた健康推進機構山形検診センター
☎023-688-6511へ。

グリーフケア講演会

●日時／３月15日㈭午後２時～３時30分
●会場／霞城セントラル３階（山形市）
●定員／大切な人を亡くされた方やグリーフケアに
関心がある方、130人
●内容／講演「死別の悲しみと共に生きる～悲嘆に
寄り添うグリーフケア～」(講師・上智大学グリー
フケア研究所副所長伊藤高章氏）
●申込／３月７日㈬まで県精神保健福祉センター
☎023-674-0139へ。
■次号の市報３月５日号は、３月５日㈪に発行します。
2018.2.20
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