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しっかりと実りました
西川町産つや姫収穫！
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このほど︑今年度町予算

の上半期︵四月一日〜九月

三十日︶における財政状況

がまとまりました︒一般会

計では歳入で予算額の四

四・四％に当たる二十六億

二千四百三十五万七千円が

収入済み︑歳出では三八・

六％に当たる二十二億七千

六百五十万二千円が支出済

みとなっています︒

一般会計の各項目の執行

☎74‑2117

状況や︑特別会計・企業会

一般会計予算の執行状況
歳

入

町

税

867,127

562,691

64.9 議

会

費

70,238

34,502

49.1

税

210,485

121,690

57.8 総

務

費

1,008,539

341,354

33.8

固定資産税

609,650

407,378

66.8 民

生

費

755,357

242,766

32.1

軽自動車税

13,589

13,764

101.3 衛

生

費

556,258

147,977

26.6

町 たばこ税

22,282

12,567

56.4 農林水産業費

426,301

79,518

18.7

入

税

11,121

7,292

65.6 商

工

費

123,583

52,779

42.7

地方交付税

2,091,998

1,576,792

75.4 土

木

費

387,102

69,894

18.1

使用料及び手数料

52,450

22,773

43.4 消

防

費

222,969

89,039

39.9

国・県支出金

1,146,468

289,605

25.3 教

育

費

1,286,408

773,053

60.1

町

債

1,067,700

0

0.0 公

債

費

1,019,185

435,989

42.8

他

678,512

172,496

25.4 そ

の

他

48,315

9,631

19.9

計

5,904,255

2,624,357

44.4 合

計

5,904,255

2,276,502

38.6

町

そ

民

湯

の

合

収入済額

執行率

分

出

分

予算額

区

歳

区

予算額

支出済額

執行率

（単位：千円、％）

会

計

国 民 健 康 保 険
大井沢歯科診療所
老
人
保
健
簡
易
水
道
路
線
バ
ス
公 共 下 水 道 事 業
農業集落排水事業
寒河江ダム周辺施設管理事業
後 期 高 齢 者 医 療
介
護
保
険
宅 地 造 成 事 業
病院事業
水道事業

収益的収支
資本的収支
収益的収支
資本的収支

歳

予算額

625,266
3,833
4,572
33,234
57,797
390,749
28,999
4,073
74,854
657,594
4,360
766,500
5,000
125,155
90,714

収入済額

289,151
276
2,460
16,451
3,079
32,171
2,675
271
24,836
259,301
0
289,177
0
55,366
0

入

執行率

46.2
7.2
53.8
49.5
5.3
8.2
9.2
6.7
33.2
39.4
0.0
37.7
0.0
44.2
0.0

歳

予算額

625,266
3,833
4,572
33,234
57,797
390,749
28,999
4,073
74,854
657,594
4,360
766,500
59,875
125,155
148,178

支出済額

267,269
1,307
16
11,046
22,184
130,603
11,999
1,692
24,121
242,420
0
337,118
27,950
32,209
37,146

出

執行率

42.7
34.1
0.3
33.2
38.4
33.4
41.4
41.5
32.2
36.9
0.0
44.0
46.7
25.7
25.1

地方債（借金）の残高
一

特別会計・企業会計

2009-11

町民税務課税務係

計の執行状況︑財産および

にしかわ

税金はみんなで支える社会の会
費です。納期内に必ず納めるよう
にしましょう。

地方債の現在高について紹

NETWORK

介します︒

❸

税金で明るい未来を子どもらに

特別会計・企業会計予算の執行状況

写真：菊をイメージした色とり
どりの大輪の花火が間沢上空に
咲き乱れ、集まった多くのお客
様に感動を与えました。

納税100％

問

10月18日には大井沢で、そして24、25日
には間沢の特設会場でそれぞれ秋まつりが
開催され、多くの来場者で賑わいました。
きのこの直売や熱々のきのこ汁の販売な
ど山々の秋の恵みを存分に楽しめた各地の
秋まつり。間沢では2日間にわたって開催
され、前夜祭から見応え十分の催しが目白
押し。見ても食べてもうれしい2日間とな
ったようです。
今月号では大井沢と間沢で行われた秋ま
つりを写真で振り返ります。

西川の楽しい﹃秋﹄
見ぃつけたッ ！

〜各地で秋まつり開催〜

目指そう

町 の上半期財政状況

上半期財政報告

西川の秋まつり!

歳出三八・六％執行済

特 集

合

般

会

計

簡 易 水 道
路 線 バ ス
公 共 下 水 道
農業集落排水
病 院 事 業
水 道 事 業

計

一 時 借 入 金

6,008,942
81,779
31,422
1,733,753
288,155
260,755
544,445
8,949,251
0

（単位：千円、％）

町有財産の状況

土 地（ 面 積 ） 43,586,423㎡
建 物（ 総 面 積 ）
71,230㎡
自 動 車（ 台 数 ）
63台
有 価 証 券
85,988千円
積 立 金（ 基 金 ） 1,757,304千円
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⬆

⬆ ⬆

場～
⬆

きのこの直売には販
のこ汁の販売。その前には

売前からかなりの行

大行列ができていました。

列ができ、販売する

地元の方々も大変そ

第74回菊まつりも大好評!

ったりと大忙し。
まつりには期間中

⬆

だり、きのこ汁を作
日まで開かれた菊

方々。きのこを運ん
同じ会場で11月8

裏方を務める地元の
⬆

⬆睦合囃子（睦愛會）。
間沢田植え踊り。
保育園児の元気なダンス。
西山小５年生が自分たちで栽培した
もち米を販売。即完売するほど大盛
況でした。

り
まつり
～間沢

がり︑約一時間半で完売してしま
うという盛況ぶりでした︒
しかし一方で︑課題もありまし
た︒今年は全県的に見ても︑きの
こが不作だったということもあり︑
地元の方々が﹁お客様に満足して
もらおう﹂と必死にきのこを集め
たものの︑全部で約六百㎏と例年
の二分の一に留まり︑﹁せっかく
来たのに﹂と残念がる声も︒きの
こ集めに奔走した前田さんは︑き
のこが不作だったことについて︑
﹁詳しい原因はわからないが︑言
えるとすれば天候が原因だろう︒
九月の雨が少なかったのが影響し
たのかもしれない﹂と残念そうに
話して下さいました︒
それでも︑きのこ鍋や新そばな
どの食べ物のコーナーには︑常時
十人ほどの人が並び︑熱々のおい
しい大井沢の秋の味覚を味わい︑

りでは︑﹁自然と匠の伝承館﹂が

また︑同時開催された伝承まつ

満足そうなお客様たちの姿が見ら

つりが開催され︑きのこの直売や
無料で開放され︑一般の親子連れ
主催者では︑伝承館も含め︑こ

などで賑わいを見せていました︒

ひと足早く十八日に行われた大

の日の来場者を約三千五百名と発

きのこを買い求めようとする多く

連れが大井沢の秋を満喫していま

本当にお疲れ様でした︒

さらには間沢若い衆会の皆さん︑

られた間沢︑沼山両地区の方々︑

に終了となりました︒運営に携わ

昨年を一千人も上回るなど盛会裏

日間とも天候に恵まれ︑来場者も

こ
―のたびの西川秋まつりは二

いました︒

じぎをして感謝の気持ちを表して

買っていただいた方々に何度もお

﹁ありがとうございました﹂と︑

まう盛況ぶりに︑小学生たちは

準備した五十六袋がなくなってし

〇〇円で販売︒販売開始と同時に︑

リヤカーに並べ︑一・五㎏入︑五

導を仰ぎながら栽培したもち米を

︵海味︶の田んぼをお借りし︑指

では︑西山小五年生が西谷さん

瞬く間に完売︒そして会場の一角

精込めて作ったなめこも販売され︑

した︒さらに︑下堀造林組合が丹

お客様の姿があちこちで見られま

闘しながらも︑秋の味覚を楽しむ

できたての熱々のなめこに悪戦苦

売と同時に長蛇の列ができあがり︑

区の方々が作ったなめこ汁も︑販

また︑沼山地区︑間沢地区両地

盛り上げました︒

など数々の発表が行われ︑会場を

楽部の演奏︑睦愛會の囃子の披露

の太鼓や田植え踊り︑西川中吹奏

児のかわいらしい踊りから小学生

に設けられたステージで︑保育園

二十五日の祭り本番では︑中央

さん︑本当にお疲れ様でした︒

開
―催に携わられた大井沢の皆

した︒

川秋まつりは十月二十四日の
前夜祭から二日間にわたって

った﹂﹁見に来たかいがあった﹂

や歓声が沸き起こり︑﹁きれいだ

菊花火の迫力に︑観客からは拍手

火﹂︒間沢の夜空に咲いた大輪の

前夜祭を締めくくった﹁菊花

たっていました︒

威勢の良い掛け声が夜空に響きわ

見せ︑﹁どっこい﹂﹁そいや﹂の

れると会場は一気に盛り上がりを

會の四つの神輿の競演なども行わ

子供神輿︑海神會︑龍神會︑水龍

鼓の迫力ある演奏︑さらには間沢

よるミニコンサートや吉川権現太

立山形北高校音楽科出身の三人に

を楽しませていました︒また︑県

に広がり︑会場に訪れた人々の目

灯していくと幻想的な光景が一面

小学生らが次々とろうそくの炎を

てたキャンドルタワーに︑地元の

日の前夜祭では︑出羽三山に見立

きれいな星空に包まれた二十四

人の方々で賑わっていました︒

ち並び︑町内外から訪れた約五千

える出店が︑会場を囲むように立

なめこの販売や自慢の一品が味わ

沢の商店が中心になって出店した

封鎖して設営された会場には︑間

開催され︑下堀地区の県道を一部

西

西川秋まつり も
大盛況

け〟を手にする人だかりができあ

の合図とともに〝なめこ〟〝ひらた

のお客様が並んでいました︒開会

開会を前にひと際長い行列が出現︒ 表︒天候にも恵まれ︑多くの家族

井沢の秋まつりでは︑午前十時の

した︒

地元ならではの味覚を目当てに町

りの山々も紅く色づきはじめ

１0/18大井沢秋まつり開催
10/24・25西川秋まつり開催
れました︒

大井沢・間沢の３日間

た十月︑大井沢と間沢で秋ま

見ても食べても楽しい

内外から多くのお客様で賑わいま

周

菊花が彩る西川の秋
と大変満足された様子でした︒

❹
2009-11

にしかわ
NETWORK
2009-11

にしかわ
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特設会
㊨西川中吹奏楽部のコンサ

秋まつ
大井沢
西川秋

特 集 西川の秋まつり!
ートも行われ、日頃の練習
の成果を披露しました。

㊧沼山地区の方々によるき

うでした。

約3,000名の方が

訪れました。

人形が展示されま
約600鉢の菊と菊

した。

お手伝いをがんばらなければ
と思った次第です︒

を交わしながらの準備作業も
楽しいものとなりました︒

は初めてです︒未明に神奈川

た︒私が育った睦合での開催

会は睦合の公民館が会場でし

印象的です︒口コミでこの交

を打っていらっしゃったのが

地元の人情と本場の味に舌鼓

や全国区の芋煮会を体験し︑

の初参加もありましたが︑今

遠くは山陽・山陰出身の方

を発って八時半過ぎ西川入り

のまちづくり応援団︒ことし

発足から十三年になる西川
参加した中学生から立派なあ

われ︑仙台研修・東京研修へ

﹁あいべ﹂向かいの公園で行

記念植樹は間沢の交流会館

交を温めることができ︑懐か
学のあと仁田山牧場のべごっ
しさでいっぱいでした︒当初︑ こ館で手打ちのそばをごちそ

久一郎さんも公民館に見え旧

ておいででした︒区長の渡辺

り︑芋煮会の食材準備を始め

うになりました︒紅葉の山々

筋になればと思います︒

それが交流人口百万人への道

つけ︑大ステージに繰り広げ

える首都圏の応援団員が駆け

演者の同期生など三十人を超

が参加︑地元のみなさんを含

は十三人︑東北ブロック六人
た表情で歓迎の言葉を述べて

たが︑地元でははつらつとし
るからと公民館を使わせてい
町出身者には自分を育んでく
十六人の熱演に盛んな声援を

出で芋煮会の雰囲気を大いに

き付けるという手の込んだ演
二十四日に東京・両国国技館

山形県大会を勝ち抜き︑十月

西川の民謡民舞の輝秀会が

みはこれからも増やしたいと

の折に︑ふれあいを深める試

なイベントなどで上京・帰省

町の人と応援団員がいろいろ

ささいなことが何故かキラ
キラと輝いて見え︑とても
新鮮に感じます︒いつも見
ている景色やあたり前の日
常が︑実はすごく大切で幸
せなことなんだと気づかさ
れます︒
文だけでなく絵の隅々細
かいところまで楽しめます︒
いろんな発
見とたくさ
んの幸せが
詰まった一
冊です☆

❻
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にしかわ

場所を移して開かれた芋煮

加者が少なかったという話で
したのですが︑午前九時には
流会が少しずつでも応援団の

も恒例のふるさと交流会が十
いさつをいただきました︒上
睦合の河川公園で本来の屋外
をバックに悠長な牛の鳴き声

仲間から知人・友人に広まり︑

月十七・十八日の両日地元で
京の際は﹁おとなしすぎる﹂
芋煮会にする予定でしたが︑

め︑総勢九十五人の盛大な交
公演のあと︑出演者やその

送りました︒

て西川を訪れた人には都会の
家族︑応援団が会場入口に集

れたふるさとへの感謝︑初め

広い窓から寒河江川を眺める
喧噪から隔絶された自然のあ

ただくことになったのです︒
ことができましたし︑屋内開
まり︑時ならぬ大交流会にな
りました︒町の出身者だけで
ことのある人達も輪に加わり︑
出演者の健闘を称えたのは意

盛り上げてくれました︒世話
で開かれた全国大会に出場し

感じた一日でした︒

義深かったことだと思います︒

人のみなさんの中には小学生
ました︒応援団の会報に紹介

国技館 三十人の応援団

しに心から感謝いたします︒

なく西川町でお世話になった

つる

時代以来の再会になる方もお

私と息子の最近のお気に
入りは﹁たいようオルガン﹂
です︒絵がとてもステキで
一目惚れした本です︒
朝が来てたいようがオル
ガンを弾くとゾウバスが走
り出します︒せまい道︑で
こぼこ道︑街の中︑畑の中︒
人を乗せたり降ろしたり︒
どこまでもどこまでもゾウ
バスはたいようオルガンと
一緒に走ります︒
読みながら︑私と息子も
ゾウバスと一緒に走ります︒
すると︑行く途中に出会う

志田 京子さん
︵志津︶

作／荒井良二
出版／偕成社

﹃たいようオルガン﹄

︵関東ブロック・設楽淳二︶

して下さり︑木に葛の蔓を巻

くず

んがつるし鍋の木組みを準備

公民館前には吉川の悪七さ

催は正解だったようです︒次
りがたさの再確認︑それぞれ
は暖かい時期にぜひ河原で
に心洗われる思いでした︒
…
との思いを強くしました︒
地元のみなさんのお心づく

いただき︑来年も東京研修の

恵まれ初訪問の仲間も大満足
でふるさとをあとにしました︒
役場の事務局をはじめ今年
から発足した地元世話人会の
みなさんが入念な準備を重ね
き あい あい

て下さったお陰で︑これまで
わ

以上に和気藹々とした〝手作
り交流の場〟になったことを

さそり座生まれ／26歳／間沢

うれしく思います︒仙台では︑
ちょうどこの日が西川と姉妹
関係にある宮町商店街の秋祭

現在、趣味のひとつとして「寒河江吹奏楽
団」と山形市を拠点に活動している「スノー
モンスタージャズオーケストラ」に所属し、
トランぺッターとしてコンサートやイベント
などで演奏しています。トランペットとの出
会いは小学生の時で、気づけば16年ものつ
き合いになりました。
今後も仕事と両立しながら、楽しんで続け
ていければと思っています。

りと重なり︑多数の応援団員

▲盛り上がった睦合公民館での芋煮会。

流会となりました︒晴天にも

二日目は大井沢まつりを見

開かれ︑私たち関東ブロック
くらいに見えたみなさんでし
られた小学生から熟年までの

動の大きな発展の証しといっ
既に世話人会やお手伝いの女
ていいのではないでしょうか︒ 性のみなさんが公民館に集ま

したが︑これもまた応援団活

まちづくり応援団
ネ�トワ�ク通信
大盛況 秋の交流ふたつ
西川で記念植樹と芋煮会
東京・両国では民舞応援

No.145
午後になると川風が冷たくな

百人規模の大芋煮会

.1
2009.11
発
団
応援

︒
を聞きながらのひととき …

▲出演者と応援団が一緒に記念撮影。

されたこともあり︑当日は出

親子編

り︑久しぶりにふるさと言葉

★性格／ポジティブ、社交的
★趣味／音楽（楽器・歌等）、パソコンでの
イラスト・デザイン作成
★理想の男性／思いやりとユーモアのある人

がそちらへお手伝いに参加し

菅 野 知 美

さん

たため︑例年より西川への参

ファイル
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青の

生涯学習の

あいべに展示された作品
の数々︒

▲

第３話

ジョーの

にしかわ日記
▲

①

②

を開催しました︒

今年度は︑作品展示会場を

西川の風土・歴史に育まれた命の輝き

町文化祭が十月三十日から

十一月三日までの五日間︑交

流センターあいべで開催され︑

多くの来場者が芸術文化を通

じた交流を楽しみました︒

今年は︑町芸術文化協議会

︵秋場幸四郎会長︶が創立四

十周年の記念の年を迎えたこ

とから︑さらなる発展・振興

今︑感動のとき〜

を目指そうと﹁豊かな自然に

輝く郷土

歴史を見つめ︑未来を拓くと

でステージ発表が行われ︑出

議会の会員を対象に︑三十〜

これまでの町民体育館一階ス

演した十七組が力強く︑華や

四十周年までの活動のあゆみ

ペースから交流センターあい

かに︑日ごろの練習の成果を

を掲載した記念誌を発行した

べ内に移しての初めての開催

披露したほか︑三階和室では

ほか︑十一月一日には月山銘

となり︑一階ロビーでは志田

翠和会︵細谷栄子会長︶によ

水館で四十周年記念式典・表

周子特別パネル展のほかプラ

るお茶会が開催されました︒

彰式を︑また︑あいべ大ホー

ルでは町制施行五十五周年と

モデル作品の展示︑二階ロビ

④

③

われました︒

十一月三日には︑大ホール

四階では華道・盆栽・陶芸・

体を募集しています︒町教育

問 芸術文化協議会への加盟団

ーでは絵画・書道等の展示︑

写真・俳句・クラフト・ちぎ

文化課生涯学習係︵☎七四

―

り絵・押し花・児童生徒の図

の共催による記念公演として︑

昭和の前半を大井沢で医者と

して地域医療にささげた故志

田周子︵ちかこ︶先生の生涯

をモデルにした﹁ひとり芝居

三一三一︶まで申し込み・問

2009-11

画習字・ケアハイツ西川利用

にしかわ

﹃真知子〜ある女医の物語﹄

NETWORK

い合わせください︒

❾

者の方々の作品等の展示が行

神輿の担ぎ手に挑戦。

︵出演／今田裕美子さん︶﹂

冬は間近に迫っており、最近では多くの人々が
Winter is just around the corner and recently
many people are preparing for its arrival. They
冬到来の準備をしています。スノータイヤを着け
are putting on snow tires, getting out there keroたり、石油ストーブを出したり、そして、毛布を
sene heaters and pilling on the blankets. So I
何枚も出したりしています。それで私は、ミネソ
thought I would inform the
タが一体どれくらい寒くなる
people of Nishikawa on just
かを西川のみなさんに知らせ
how cold it can get in Minたいと思いました。
nesota.
この前の金曜日（10月23
It already snowed nearly
日）、私の故郷で10cm程雪が
10cm in my hometown this
積もりました。気温は既に０
past Friday. The temperature
度以下になっています。まだ
is already reaching below 0 10月23日に雪が降り、
10月なのに！西川では、この
degrees Celsius. Remember 辺り一面が白くなったミネソタの実家。
前の月曜日（10月26日）の気
its still October!
温は６、７度でした。これには多くの方が寒いと
This past Monday in Nishikawa it was about 6 or
7 degrees Celsius. It seems that many people
感じているようです。なぜ分かるかというと、そ
think that this is cold. I know this because the
の日一日中「今日は寒い！」と中学校の職員の方
staff at Nishikawa Junior High School kept
が言い続けていたからです。私は肌寒くは感じま
saying,「今日は寒い！」all day long. I will
したが、そこまで寒いとは思いませんでした。
admit it was chilly, but not cold.
私が調べたところ、1891年に山形県での最低気
I did some research and the lowest ever recorded
温−20度を記録していました。これが一番低い気
temperature in Yamagata Prefecture was -20C
温であることを覚えておいて下さい。最も寒い期
back in 1891. Keep in mind that is the maximum
間は、平均的に５度から−５度の間で推移します。
cold temperature. The average ranges from 5C to
ミネソタでも同様の記録があります。ミネソタで
around -5C during the coldest months. Minnesota
は、1996年に−51度という最低気温を記録しまし
has a similar record. The lowest ever recorded
た。私はその日のことを覚えています。その日は
temperature in Minnesota was -51C back in 1996.
本当に寒かったです！最も寒い期間は、平均気温
I remember that day and that day was COLD! The
average temperature ranges from -5C to as low as
が−５度から−15度の間で推移します。今度「今
-15C during the coldest months. So the next time
日は寒い！」と誰かが言っているのを聞いたら、
you hear someone say, 「今日は寒い！」just
ミネソタには住んでいないことに幸せを感じてく
be glad you aren’t living in Minnesota
ださい。

き﹂というテーマで開催︒協

あなたは寒いと思いますか？

芸文協創立四十周年記念
式典︵十一月一日︶︒

So You Think It’s Cold?

ひろば

①詩吟愛好会によ
る合吟。②むかし語
りの 会による寸 劇
「猿の生肝」③フラ
ダンス
（長登恵子さ
ん）
④ソシアルダン
ス
（ダンスクラブ舞
月）
⑤川土居小６年
生による”わらべ太

⑤

鼓”。
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にしかわ
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❽

ります︒私たちは住んでいる

組んだ地域として知られてお

医療の一体化にいち早く取り

西川町は行政︑福祉および

ことです︒日々の生活の中に

は〝自分の体に興味を持つ〟

行っていますが︑大切なこと

す︒毎年いろいろなテーマで

催している健康教室がありま

ンターと町立病院が共催で開

く担当の医師︑保健師︑さら
には栄養士に〝疑問をぶつけ
る〟場として健康教室を利用
するのはどうでしょう？どの
ような質問も質問を受ける側
世の中から病気を完全にな

としては大変嬉しく感じます︒
くすことは困難ですが︑気を
つければ予防できる病気はた
くさんあります︒そのきっか
けとしての〝健康教室〟とな
るように住民の皆さんを含め
た〝皆〟で取り組んでいきた
いと思っています︒

ジ作りとバーベキュー大会の

一日旅行︑九月にはソーセー

今年も七月には庄内浜への

達には雪囲いの縄の結び方な

しています︒また︑若い父親

ども達とふれあいながら活動

ちつき大会﹂と四季折々に子

ょに草取り作業﹂︑一月﹁も

▼

理解しながらいっしょに楽し

にしかわ保育園の子ども達
五月﹁端午の節句﹂︑七月

の支援をしています︒

お手伝いをし︑十二月にはク

﹁夕涼み会﹂︑九月﹁いっし

さらに︑民生児童委員協議

リスマス会の支援を予定して

合わせ下さい︒

四 三
 二四三までお問い

ター︵健康福祉課︶☎七

問 詳しくは︑町保健セン

援しています︒

の全ての子ども達と家族を支

年間を通し様々な場面で町内

地区子ども会との交流など︑

子育て支援センターへの支援︑

行事への参加︑子ども教室・

保育園・町内全小中学校の

▼主任児童部会

園児たちと一緒にカレー作
り︒包丁の使い方などを教
えながら︑楽しく調理しま
した︒︵児童部会︶

西川町総合保健医療福祉サービスエリア連携機構図

などに舌鼓をうち︑芸達者な

い時を過ごしています︒

心身障害を持つ児・者と親

▼児童部会

歌や踊りに楽しい時を過ごし
ました︒

一人暮らし高齢者や高齢者世

の会﹃ともしび会﹄がありま

▼障害者部会

帯︑障害者︑子育て家庭など
す︒

会では︑﹁高齢者部会﹂﹁障

行っています︒

害者部会﹂﹁児童部会﹂﹁主

ど先人の知恵を伝授したりし

います︒

ています︒

バーベキュー大会

を組織しボランティア活動を
行っています︒その活動を紹
介します︒
▼高齢者部会
年々増加している一人暮ら
し高齢者の楽しみと生きがい
を目的に︑毎年﹃春のつどい﹄
﹃秋のつどい﹄を開催してい
ます︒
今年も十月十五日︑海味公
民館を会場に総勢七十名が集
い﹃秋のつどい﹄が行われま
した︒町長を迎え︑民生児童
委員手作りのいも煮やサラダ

民生児童委員は〝障害〟を

任児童部会﹂の四つの専門部

日常的に見守りや生活支援を

の支援を必要とする方たちに︑

各地区の民生児童委員は︑

民生児童委員
専門部会活動

あなたのそばで活動しています ︒
―
…

▲健康教室で講演をする大河原副院長。

▲

地域に根ざした
保健・医療・福祉のために
大切なのは自分の体に興味を持つこと
〜健康教室を活用しましょう〜

皆さんに〝命ある限り健やか
は一人で考えても解決のつか

晋

に生活できる〟ことを目的と
ない疑問もあると思います︒
〝話を聞きに行く〟だけでな

して各部門が連携して仕事に

西川町立病院副院長 大河原

第２回

あたっています︒

178

健康教室を受講
する皆さん。

ソーセージ作り

その連携の一つに︑保健セ
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保健室から
まちの

高齢者秋のつどい

お元気ですか？

協働通信 vol.43

万一に備えて協力協定を締結
台風︑地震︑豪雨と︑近年︑ められるよう協力していくこ

▲

年生に小学校の先生と中学校

十月七日︑西川中学校の一

ファベットは何︵一週間の曜

ＭＴ□ＴＦＳの□に入るアル

の海谷勝義先生︒冒頭︑﹁Ｓ

関係者︑約四十名が見守る中

近松町長︑国土交通省などの
経済にとっても重要な地点と

客が訪れるなど︑県の観光や

月山などにはたくさんの観光

学習面における﹁中一ギャッ

がら︑﹁二本︑三本 ﹂
…と増

かり﹂︒実際に重さを量りな
えていく釘の重さが﹁二倍︑

プ﹂を解消し︑小中の緩やか
な接続を図っていきたいとい

ていた岩根沢の宿坊などを

視察︒岩根沢三山神社も訪

問し︑国の重要文化財にも

指定されている建造物の説

明を受けました︒
今回参加したのは︑ＪＴ

Ｂや近畿日本ツーリスト︑

びゅうトラベルサービスな

どの大手旅行代理店の企画

担当者七人で︑﹁この街道

の物語をもっと前面に出し

てはどうか﹂﹁シニア世代

向けの商品としてニーズが

見込める﹂など︑旅行商品

開発に向けた意見や感想が
今後町では︑これまで同

聞かれました︒

様︑ほかの四市町との連携

を図りながら︑六十里越街

道を活用した地域の活性化

に取り組んでいくことにし

ています︒

いました︒
今後も町内の学校では︑小
学校と中学校の﹁つながり﹂
を意識したこうした授業や研
究会を実施していくというこ
とです︒

▲

中学生に数学を教える小山
田聡教諭︵西山小︶︒

⓬
2009-11

出羽三山信仰の道として︑
さらには庄内と内陸を結ぶ

の先生が協力して授業をする

日を表す英語の頭文字︒答え

鍬入れなどが行われました︒
位置付けられており︑一刻も

三倍

このたび長登恵子さん（睦合）
が教育委員に新たに任命され、９
月30日に近松町長から辞令が交付
されました。任期は４年間で、今
後、教育行政の分野においてご尽
力いただくこととなっています。
また、固定資産評価審査委員に
佐藤勝男さん（入間）、秋山昌幸
さん（海味）のお２人が再任され、
同じく辞令が手渡されました。任
期は、平成24年９月までです。
―よろしくお願いします。

次々と自分の考えを発表して

例﹂に気づいた生徒たちは

﹂になっていく﹁比
…
う先生方の思いがあります︒

３名の委員を任命

にしかわ

大動脈として栄えた六十里
越街道を旅行商品にできな
いものかと︑十月二十六日
の可能性を見極める視察調

から三日間にわたって︑そ
査﹁六十里越街道ファムト

ととしています︒

発し︑これまで以上に迅速な

命を脅かす大規模な災害が多
対応が求められています︒こ
リップ﹂が︑沿線の山形市

これは東北産業活性化セ

うしたことを受け︑このたび

ンター︵宮城県仙台市︶の

から鶴岡市まで三市二町を

︵渡邊敏博組合長︶の三者間
支援を受けて︑本町を含む

会場に開催されました︒

で︑災害時の応急対策に関す

町では︑町建設クラブ︵佐藤

る協定を締結することとなり︑
五市町と連携して実施して
ロジェクト﹂事業の一環と

十月十五日に町長室で調印式
万一︑今後災害が発生した
して開催されたもので︑街

いる﹁広域連携・交流促進プ

場合︑今回の協定に基づき︑

は行者の宿泊の拠点とされ

寒河江市の慈恩寺︑さらに

発し︑中山町の柏倉住宅や

道の起点となる山形市を出

が行われました︒

重信会長︶と町総合建設組合

町建設クラブ︑町総合建設組
合との三者間で協定が取り交
わされました︒

人材や重機等の提供に協力を
いただくなどの対応がとられ
るようになり︑人命や地域経
済への影響を最小限に食い止

という乗り入れ授業が行われ

授業の課題でもある﹁決まり

は﹁Ｗ﹂︶﹂など︑この日の

西川中︑西山小︑睦合小で

︵法則︶を見つけること﹂を

ました︒
は小学校の統合を見据え︑小

地すべり区域として平成十

早い対策が求められていまし

プを行いながら︑生徒の関心

意識させるウォーミングアッ

九年度から調査が行われてい

た︒今後︑抑制工などの工事
今回授業を行ったのは︑西
が行われることとなっており︑ 山小の小山田聡先生と西川中

十月二十六日︑志津地内に

る月山地区一帯は︑隆起した

地盤の安定化を図っていくこ

こうした取り組みの背景には︑ に用意されたのが︑﹁釘とは

古く固い岩盤の上に火山灰が

教育委員・固定資産評価審査委員

ぜい

堆積して形成された非常に脆

とになります︒

じゃく

らし﹂と題したパネルディス

長︶を迎えて﹁月山地区とく

河江浩二氏︵山形新聞編集局

演や︑コーディネーターに寒

温泉組合長・清野正一氏の講

組む志津の事例を交えた志津

れ︑﹁雪旅籠の灯り﹂に取り

ォーラム﹂があいべで開催さ

もらおうと﹁月山地すべりフ

策の必要性への理解を深めて

さらにこの日︑地すべり対

弱な地質であることが調査結

▲パネルディスカッションでは、これ
からの月山での暮らしについて活発
な意見交換が行われました。

六十里越街道の魅力を全国へ

茸ごはん、ゆべし、玉こん
にゃく、大根の山ぶどう漬
けなど、西川町の材料を使
った手作り料理に、来場者
は、「いい香り！」「おい
しい！」と大変好評で、200
食を完売しました。
大阪での出店は今年で２
回目となり、月山まんまの
定期購入者の獲得にも貢献
しています。

小学校の先生が中学校で授業

西川の伝統の味を
大阪で（ 水沢いき
いき食堂 ）

中連携教育研究に取り組んで

果からわかってきています︒

10月18日に大阪府豊中市
岡町商店街で開催された文
化祭『おかまちで日本を食
べよう！』に水沢いきいき
食堂のお母さんたちが、自
慢の料理で出店しました。
いもこ汁、月山まんまの舞

を集めていました︒そして次

情報の共有をめざして!

おいて月山地区直轄地すべり
この地域は内陸と庄内を結
おり︑これは研究実践のひと
対策事業の起工式が挙行され︑ ぶ大動脈国道一一二号が走り︑ つとして行われたものです︒

いよいよ
工事に着手

NETWORK

Photo:六十里越街道
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鍬入れ（起工式）

カッションが行われました︒

▲辞令を受け取る長登さん。

月山地区直轄地すべり対策事業

西川町の産業探訪

に減少に傾き︑現在ではピーク時
の約半分になってしまったと設楽
社長は厳しい現状を語ります︒
毎年全国の各蔵から︑選りすぐ
りの銘酒が約一千点も出展され開
かれる全国鑑評会では金賞を受賞
するなど高い評価を得る設楽酒造
店の酒︒しかしながら︑設楽酒造
店でもやはり清酒離れの進む時代
の流れに押され︑最盛期の半分の
約三百キロリットル︵一升瓶で約
十六万本︶にまで出荷量は減って
きています︒
﹁酒の売り方については︑これ
までのようにはいかない︒インタ
ーネットや海外に目を向けていか
なければならなくなってきている︒
またラインナップも梅酒などの多
様なものを考えていかなければな
らないのかも知れない﹂という設
楽社長の言葉からは︑酒税法の見
直しなども議論される中で︑今後
さらに厳しくなっていくと思われ
る酒造業界をどう乗り切っていく
べきか︑対応の難しさが垣間見ら
れました︒

今がピークの仕込み作業
設楽酒造店の酒蔵では︑十月か
ら酒の仕込みが始まったばかり︒
施設内には︑ちょうど蒸し上がっ
た酒米の甘い香りが︑部屋いっぱ

睦合674番地2
Ｔ Ｅ Ｌ

74-2020

3,000万円

昭和28年（明治29年創業）

主な製品

清酒・リキュール類

西川町の企業︑産業を紹介
してきたシリーズ﹁西川町の
産業探訪﹂︒第九回の今回は︑
﹁銀嶺月山﹂で知られる蔵元︑
株式会社設楽酒造店をご紹介
します︒

明治二十九年創業の酒蔵
設楽酒造店の歴史は古く︑その
歴史は︑現代表取締役設楽厚三郎
氏から四代前にさかのぼります︒
明治二十九年︑設楽勝衛氏が酒蔵
として創業したのが設楽酒造店の
始まりで︑以来︑規矩三郎氏︑育
太郎氏と続き︑四カ村が合併して
西川町となる一年前の昭和二十八
年に会社組織となりました︒その
後︑育太郎氏がお亡くなりになっ
た昭和四十七年に厚三郎氏が代表
取締役に就任し現在にいたります︒
その後︑昭和四十九年から︑設
楽酒造店は主に酒の製造のみを行

﹁麹﹂は蒸米に麹菌を加えて︑

川町の水はこうした条件をクリア

が少ないことが求められます︒西

さらに変色させる効果がある鉄分
約四十度以上に保ちながら発酵さ

する良い水だという話も聞くこと
設楽酒造店では最近︑社屋の前

ができました︒
りを決定づける大事な工程です︒

に広がる田んぼで県の奨励品種

せ て い く 工 程 で︑
﹁酛 ﹂ と は 酒 母

その後︑できあがった﹁麹﹂と﹁酛﹂

﹁出羽燦々﹂を自社栽培し︑オリ

できないほど種類があるという酵

を巧みに使い︑全ての種類が把握

ここ設楽酒造店では数種類の麹菌

作る酵母は酒蔵によって違います︒

﹁麹﹂を作る麹菌や︑﹁酛﹂を

酒不況とも言えるこの時代へのニ

うした新しい取り組みも含め︑清

抱えるような課題もある中で︑そ

直しなど全国の酒蔵がともに頭を

ワインなどとの競合や︑酒税の見

始まっています︒ビールや焼酎︑

ジナル商品を開発する取り組みも

母の中から厳選したものを﹁酛﹂

蔵で着実に進められています︒

が︑百年の歴史あるこの睦合の酒

ーズに対応しようとする取り組み
そして︑もうひとつ大事な要素

の味を造り上げています︒

の原料として使用し︑設楽酒造店

程が仕込みと呼ばれます︒

に蒸米を合わせて﹁醪﹂を作る工

とも呼ばれるもので︑酒の味や香

いう言葉があると言います︒

のひとつに﹁水﹂があります︒酒

常勤3名／期間雇用3名

ひとつのタンクに１升瓶（1.8L
換算）で約4,000本もの清酒
が醸造されています。

従業員数

は︑﹁一︑麹︵こうじ︶︑二︑酛

設立年月

造りには︑無味無臭でかつ軟水︑

資 本 金

厚三郎
設楽
代表取締役

表
代

︵もと︶︑三︑醪︵もろみ︶﹂と

◆会社の概要

百年の伝統の酒蔵から
こだわりの酒を全国へ

うようになり︑瓶詰めや販売に関
しては︑現在厚三郎氏が代表を務
める西村山管内の酒蔵二社と共同
で設立した月山酒造株式会社が担
うという新たな流通体制ができあ
がりました︒

酒造業界の活路とは
今︑睦合の高台に建つ設楽酒造
店の施設は平成八年に建設された
もので︑その際施設内の設備も一
新され︑作業工程の自動化につな
がる近代的な設備へと移行されま
した︒
しかし︑そうした生産体制の整
備とは裏腹に︑全国的な清酒の販
売量は︑昭和四十年代から五十年

右写真のタンク内で醸造さ
れている酒の様子。
いに広がっていました︒酒造りに

所
住

▲
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社屋前の田で収穫された
自家栽培の酒米。
2009-11

にしかわ
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設楽酒造社屋

代にかけてピークを迎えると同時

設楽厚三郎社長

▲設楽酒造店で製造された清酒は、そ
のほとんどを月山酒造ブランドで瓶
詰め、販売していますが、一部「古
酒一声飛」「大吟醸一声」など設楽
酒造店名で販売している商品もあり
ます。

株式会社 設楽酒造店

それぞれの
道に輝いて
十九名が入賞・入選に輝く
▽入選︻日本画︼＝﹁緑深ま
会となりました︒

会教育関係者が集う盛大な大

▼第五十一回県こども絵画展

▼㊨優良公民館等職員表彰＝

が十月十七日︑県総合交通安

動車安全運転競技大会県大会

前小山公民館長・大泉覺氏▼
に功績があった方に対する表
彰が行われ︑当町から一個人︑ 優良公民館等表彰＝大井沢公
民館︵佐藤耕二館長︶
一団体が受賞しました︒

▲

▲

場︒男子チームは見事予選を

われ︑上位二チ

予選リーグで争

▲

観客が見守る中︑輝秀会は小

ームが決勝トー

術を競い合いました︒
本町からは︑ケアハイツ西
川勤務の土田秀子さん︵睦合︶
と菅野貴臣さん︵間沢︶が寒
河江西村山チームの一員とし
て︑それぞれ出場したクラス
で準優勝と三位という好成績
を収められ︑同Ａチームの優
勝︑Ｂチームの三位入賞に大
きく貢献されました︒

第五十五回町長杯町
民野球大会の決勝戦が
十月二十一日︑町民グ
ラウンドで行われ︑海
味チームが見事町長杯
を手にしました︒
約一カ月間におよん
だ大会は︑まず四チー
ムごとのリーグ戦で争
われ︑上位各二チーム
が決勝トーナメントに
進出︒海味対パートナーの顔
合わせとなった決勝戦は︑互
いに二点ずつを奪い同点のま
ま規定の七回が終了し︑特別
ルールのジャンケンを制した
海味が頂点に輝きました︒
▼最優秀選手・和田健一︵海
味︶▼優秀選手・奥山雅仁
︵パートナー︶ 敬
※称略︒

第五十五回大会を制した
海味チームの皆さん︒
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公民館活動の功績を称えて
第二十回山形県公民館大
会・第十四回山形県社会教育
研究大会が伝国の杜︵米沢
市︶を会場に十月二十二日か
ら二日間にわたって開催され
ました︒この大会は︑東北地
区大会を兼ねた大会とあって︑

る季節︵姥沢︶﹂松田貞雄︵吉

六百名を超す各県公民館や社
品した作品が展示され︑訪れ
川︶﹁待春﹂荒木藤雄︵同︶

第五十一回県こども絵画展／第六十四回県総合美術展
九月五日から山形美術館
た人たちは一つ一つ食い入る

▼第六十四回県総合美術展
▽こども奨励賞＝﹁ぼくのイ

この席上︑公民館活動で特

ように鑑賞していました︒
﹁多層民家﹂池上博︵間沢︶
﹁山気﹂布施美津子︻彫刻︼

▽奨励賞︻工芸︼＝﹁真冬の

＝﹁はじらい﹂布施美津子

寒河江市文化センターで十
太陽﹂布施美津子︵間沢︶

方々は次のとおりです︒

入賞・入選された町内の

︵山形市︶で開幕した第五十

本町から出品された多数の方

月九日から開催された移動展

が入賞︑入選に輝きました︒

には︑西村山管内の方々が出
全センター︵天童市︶で開催
され︑県内各地域から十五チ

高い運転技術で
チームに貢献
県安全運転管理者協議会連
ーム︑四十五名が出場し︑日

モリ﹂白田拓巳︵沼山小四年︶
▽入選＝木名瀬七海︵西山小
合会が主催する第三十三回自

突破し決勝に駒を進めました

学一年生を含め十六名が息の

ナメントに進出

頃培った安全運転の知識と技

二年︶遠藤舜斗︵西山小三年︶
遠藤旭︵睦合小三年︶工藤龍
河︵同︶荒木佳恵︵沼山小四
年︶荒木風花︵同五年︶三宅
佑佳︵西山小五年︶荒木久恵
︵沼山小六年︶吉見尚輝︵西
山小六年︶土田繭︵睦合小六
年︶工藤拓也︵沼山小六年︶
鈴木悠太︵西山小六年︶板花
夏希︵西川中一年︶片倉彩乃
︵同三年︶
順
※不同︑敬称略︒

町剣道連盟が主催する第十

が︑残念ながら一回戦で敗退︒

五百名の剣士が一堂に
五回月山杯剣道大会が十月十

また女子も︑予選突破を目指

合った﹁最上口説﹂という踊

する方式で行わ

海味チームが優勝!!

工芸部門で奨励賞を受賞した布施美
津子さんの作品﹁真冬の太陽﹂︒
こど も 絵 画 展 で 奨 励 賞 を 受 賞 し た 白
田拓巳君の作品﹁ぼくのイモリ﹂︒

輝秀会が全国大会へ出場

一日︑町民体育館を会場に開

して善戦したものの惜しくも

でしたが︑今後のさらなるご

催され︑新潟県や福島県など

民謡や舞踊などの活動をさ
昨年九月に開かれた県民謡民

隣県各地から中学生剣士︑約

活躍を期待しています︒

舞大会で優勝し︑県代表とし

決勝進出はなりませんでした︒

れている輝秀会の皆さんが︑

て︑十月二十四日から国技館

五百人が参加して熱戦が繰り

りを披露しました︒出場した

れました︒町か

今
―後のさらなるご活躍に

︵東京都︶で開催された民謡

子どもからは緊張も感じられ

期待します︒

広げられました︒

ず﹁普段どおりの踊りができ

らは男子一チー

大会では︑一千人を超える

た﹂と大舞台を楽しんだ様子

ム︑女子は中山
中学校との合同

が伝わってきました︒

チームとして出

▲西川中、渋谷樹生選手

試合は団体戦のみで︑まず

民舞全国大会に出場しました︒

▲菅野貴臣さん（左）と土田秀子さん

四回県総合美術展において︑

一回県こども絵画展と第六十

▲荒木佳恵さんの作品
「早くスイカを食べたいな」

―児童虐待とは？
保護者や児童を養育している者
がその児童に対して行う次のような
行為をいいます。
▼身体的虐待
児童を叩く、蹴る、火傷をさせ
るなど児童がけがをしたり、けがを
生じるおそれがあるような暴力をふ
るうこと。
▼ネグレクト
児童の正常な発達を妨げるほど
食事を与えなかったり、長時間放
置したり、病気やけがをしても医者
に診せないなど、児童の世話を著
しく怠ること。
▼心理的虐待
児童に著しい暴言、拒絶的な態
度のほか、家庭内での日常的な暴
力によって、児童の生命や身体が
危険にさらされるような状態。
※まずは虐待から子どもたちを守
ることが先決です。「毎日のように
聞こえる子ども の 泣 き 声」など、
おかしいと感じたら、ご一報をお願
いします。
▼寒河江警察署 83‑0110
▼町健康福祉課 74 5057
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﹁最上口説﹂を披露する
輝秀会の皆さん︒

11月は児童虐待防止
推進月間です。

このたびは残念ながら入
―

62

賞はならなかったということ

西川駐在所

▲

ひと足早く冬の装い
ーの方々が十月二十七日︑に

齢者大運動会が町民体育館で
を集めています︒この川柳

され︑川柳仲間たちの話題

▲

開催され︑町内の高齢者の
碑には佐藤さんご夫妻の句

合わせてボールを運ぶ﹁そっ

バレーボール﹂や二人で力を

ようゴールを目指す﹁うちわ

教室の講師も務められてお

に始まった間沢公民館川柳

民館の意向から平成十八年

動もしていきたいという公

佐藤さんは︑文化的な活

シルバー人材センター

本
―当にありがとうござい

ました︒

した川柳の句碑は﹁県内で

は初めてではないか﹂とい

うことで︑﹁地域の方々に

川柳を楽しんでもらうきっ

かけになれば﹂と︑碑に込

めた思いを話して下さいま
した︒

﹁詩の情景が浮かんでくる
ようなコンサートだった﹂︒
横井さんの演奏が終わると︑
会場に詰めかけた約百人の
方々からは割れんばかりの拍
手が送られました︒

想定したこの訓練は︑岩根沢︑
水沢︑入間各地区の消防団や
地域の皆さんの参加により︑
約百人規模で行われました︒
また日頃︑火を扱うことが多
い主婦の方々を対象に消火器
の使い方などの講習会も行わ
れ︑操作の手順を再確認しま
した︒

⓲
2009-11

にしかわ

スポーツの秋を満喫
西川ライオンズクラブが主催
しかわ保育園と役場北側にあ

西川町シルバー人材センタ

するグラウンドゴルフ大会が
る公園の雪囲い作業を行いま

スポーツの秋にふさわしく︑

十月十日︑睦合河川公園で開
した︒
これは︑十月がシルバー事

催され︑町内外の愛好者約六
十人が︑全十六ホールで腕を
業の普及と啓発を図る活動の

業促進月間となっており︑事

この大会は今年で十三回目
一環として毎年行っていただ

競い合いました︒
を数えます︒競技人口も年々
わらず︑今年も約三十人の

いているもので︑無償にも関

者は五十代から八十歳まで幅
方々が見事な手さばきで雪囲

増加しており︑今大会の参加
広い年代で行われました︒
いを施して下さいました︒
川柳碑がこのたび佐藤昇

十月十三日︑高齢者のスポ

が刻まれており︑普段の生

一さん︵間沢︶宅前に建立
ーツによる健康の保持と相互
方々約五百人が一堂に会し︑
活で得た感動が伝わってく

走った！笑った！大運動会

の親睦を図ろうと︑今年も高
数々のユニークな競技で汗を

と運ぼう﹂などの競技が行わ

るものとなっています︒

れ︑目の前で繰り広げられる

佐藤さんによれば︑こう

しさを伝えて来られました︒

まで幅広い方々に川柳の楽

り︑中学生から七十代の方

ました︒

始笑顔の絶えない大会となり

真剣勝負と思わぬ失敗に︑終

風船をうちわで落とさない

流しました︒

白熱した﹁孫探し競走﹂︒
手をつないで仲良くゴール︒

丸山薫記念館開館から二十年
丸山薫記念館開館二十周年

冬の気配が迫る中︑十月二
を記念して十月二十五日︑岩

▼

横井さんは︑日本はもちろ

十七日に町営仁田山放牧場の

ん︑アイルランドや南アフリ

下牧式が行われ︑夏の間放牧

天候不順の影響などが牛の

カなどでもコンサートを中心

根沢小学校体育館を会場に︑

生育に影響を及ぼさないか懸

に活動されている方で︑丸山

されていた六十四頭の牛が飼

念されましたが︑子牛が十三

薫の詩﹁汽車にのって﹂にオ

歌手の横井久美子さんのコン

頭も生まれるなど事故もなく

リジナルの曲を付けたものな

サートが開催されました︒

順調に生育した牛は︑体重や

ど数曲を熱唱していただきま

い主のもとへ下山していきま

体高などを検査した後︑次々

した︒

とトラックに乗り込み帰路に

した︒

町総合防災訓練開催

時に求められる防災機関や自

そうした大規模な災害発生

人命にも脅威となっています︒

の自然災害が猛威をふるい︑

近年︑異常気象や地震など

万一への備えを再確認

つきました︒

▼

主防災組織が一体となった対
応を改めて確認するため︑十
月十八日︑岩根沢小学校グラ
ウンドを会場に町総合防災訓
練が開催されました︒
午前九時に山形盆地断層帯
を震源とするマグニチュード
七・八と推定される大規模な
直下型地震が発生したことを

▲作業を行う人材センターの方々
▲佐藤さん宅の川柳碑
▲丸山薫の詩を朗読する地元の
小学生たち。

六十四頭の牛たちが下山

十月十五日︑町建設組
合︵渡邊敏博組合長︶が
役場を訪れ︑先に行われ
た西川フェアでの売上金
を保育園の絵本購入に役
立ててもらいたいと寄付
していただきました︒
また︑西川ライオンズ
クラブ︵工藤健一会長︶
からは︑西川フェアで行
ったバザーの売上金を福
祉に役立ててもらいたい
と︑十月二十日に寄付を
いただいたほか︑さらに

町建設組合からもご寄
付をいただきました。

誠
―にありがとうございま
した︒

西川ライオンズク
ラブからご寄付い
ただきました。
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保育園にも絵本を寄贈し
ていただきました︒

大事に使わせていただきます

川柳の楽しさを句碑に

さい。
報をお寄せくだ
身近な話題や情
74 -4 4 0 3
☎
で
ま
係
画
課企
役場総務企画

▲力を合わせて「そっと運ぼう」

佳

作

西川︵六四一号︶ 平成二十一年十一月十六日発行

〜第２回月山の四季フォトコンテスト〜

印刷所

撮 影 者 吉田由紀子氏︵日立市︶
撮影場所 地蔵沼︵志津︶

山形県西村山郡西川町役場

㈱若月印刷

月山の四季フォトコンテスト審査委員長 江口愼一

山形県が十年の歳月をかけ

て開発したお米の新品種﹁つ

や姫﹂の刈り取りが十月八日︑

吉川の髙橋春二さんの圃場で

髙橋さんは︑﹁はえぬきと

行われました︒

同じように育てることができ︑

はえぬきと比べて稲の丈も短

く倒れる心配も少ない﹂とつ

や姫を栽培してみて感じたこ

今年町に配布された種もみ

とを話して下さいました︒

は︑髙橋さんが作付した三十

アール分だけでしたが︑来年

度からは約七ヘクタール分が

町で作付される予定です︒

山形ふるさとＣＭ大賞が今

年も開催されるということで︑

役場職員が中心となって︑多

くの町民の皆さんにご協力い

ただいた作品とドラマ仕立て

の二つのＣＭを制作しました︒

しかし前者の案は︑完璧と言

えるまで作りこむことができ

ず︑残念ながら今回は︑後者

のＣＭで出品することになっ

てしまいました︒ご協力いた

だいた方々︑本当に申し訳ご

町の特産、観光、イベントなどについて詳しく知りたい方は、
町のホームページhttp://www.town.nishikawa.yamagata.jp/をご覧ください。

この広報紙は再生紙を使用しています︒

ざいませんでした︒︵黒田︶

⓴
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今月の表紙
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大江町左沢

人口 男 3,233人 女 3,429人 計 6,662人 世帯数 1,942 （ ）
は前月比
（−3）
（−1）
（＋1）
（−4）

11／１ 現在の人口と世帯数

秋涼し

編集発行

▽選評：足下のキク科の可憐な花を捉えながら、奥の池の秋景ま
でをフレーミングしたことが好結果に繋がりました。とても詩的
な雰囲気を漂わせた画面に仕上がっていますし、静寂に包まれた
その場の穏やかな空気感も感じられます。画面を見ているだけで
心が和み、ほっと癒されるような気がします。

