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三十人︵町立病院のほか各機関か

フルエンザ感染者数は︑延べ約百

十二月八日現在︑町の新型イン

では︑一時︑新型インフルエンザ

態となりました︒その後︑保育園

人が休むというこれまでにない状

く︑一時︑園児百五十七人中約百

に十一月末と十二月始めに予定さ

はマスクが全員に配布され︑さら

義務付けたり︑昇降口には手消毒

て︑学校などではマスクの着用を

新型インフルエンザへの対応とし

低年齢層での感染が目立つこの

手の平をよくこする。 甲は伸ばすように。

対処法は？

効果的な手洗

いは？

今年四月︑メキシコで最初に発

秒
各５

親指も忘れずに。

最後に手首も。

ということです︒
また報道等で︑さも感染力の強
いウイルスのように言われていま

を引き起こすウイルスはＡ型と呼

実は︑新型インフルエンザの症状

ンザの違いは何なのでしょうか︒

全国で約五千人︑死亡例が約五十

では︑入院が必要になった患者は

十一月始めの厚生労働省のまとめ

インフルエンザの流行はＡ香港型
の流行から四十一年ぶりのことで︑

すが本当なのでしょうか︒今回の

ばれるもので︑季節性のＡソ連型

人となっています︒新型のウイル

目してみると︑人体にくっつこう

何なのでしょうか︒その構造に着

これまでのＡソ連型と違う点は

はしっかりと予防することが大切

います︒必要以上に恐れず︑まず

〇か若干上回る程度と報告されて

せてしまうか︶は同程度の約二・

染力︵感染者一人が何人に感染さ

スは︑季節性のものと比べても感

とするヘマグルチニンや︑細胞を

です︒

れています︒

破壊して外に出ていこうとするノ

に口や鼻から体内に入ります︒し

インフルエンザウイルスは︑主

イラミニダーゼの形が微妙に変異
していることが知られており︑こ
うしたことから︑従来のワクチン
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症した豚から人へのインフルエン
ザ感染でしたが︑その後の遺伝子
解析から新型インフルエンザウイ
ルスであることがわかりました︒
その後︑﹁新型インフルエンザ﹂
と呼ばれ︑今なお世界中でその猛
威を奮っています︒
西川町では︑山形県で最初の感
染者が報告された七月から二カ月
後に最初の感染例が報告されまし
た︒そして︑これまで延べ約百三
十名の方が感染したとみられてお
り︑感染者数は今後さらに増加す
ることが想定されます︒
先月から町立病院においても基
礎疾患のある方など︑感染した際
に重症化しやすいといわれる方々
を対象としたワクチンの接種が始
まり︑今後乳幼児や小学生から六
十五歳以上の高齢者などまで対象
を広げ︑順次接種が可能になる予
定です︒
これ以上の感染を抑制するため
に﹁私たちができる予防法は？﹂
﹁感染したら何をすれば？﹂﹁ワ
クチン接種はした方が良いの？﹂
など︑今月号では西川町立病院・
伊藤淳一内科医長の話をもとに︑
新型インフルエンザへの対応につ

秒
各５

いて特集します︒

指の間も挟むように。

の効果も得られず流行してしまう

爪の間は念入りに。

＝Ｈ１Ｎ１と同じ型のものといわ

実際︑季節性と新型インフルエ

※さらに、伊藤医師の話では、手洗
いの最後に30秒以上流水で流すこと
が重要だということです。

たふく風邪に三十人近く感染した
中で新型インフルエンザの感染が
広がり︑ピーク時で十五人が感染

らの報告者数︶となっています︒
の感染者はゼロとなったものの︑

現状を知ろう
し︑感染する恐れがあるとして園

これまで︑新型インフルエンザ
現在五人が新たに罹患し︑一クラ

児の登園を見合わせる保護者も多

の感染が懸念されることから︑町
スが閉鎖されています︒

れていた壮年︑家庭婦人の各バレ

り

民の皆さんを対象とした公演会で

ーボール大会が開催を見合わせる

用の薬品を備え付けるなどして︑
な対策がとられています︒

少しでも感染を予防しようと様々

などの影響が出ています︒
また︑生徒や児童の感染を受け︑
町内の各学校でも閉鎖などの措置
が取られました︒西川中学校では︑
三年生一クラスが十月二十八日か
ら一週間の学級閉鎖になり︑その
後︑十一月二日から二年生の一ク
ラスも同様の措置がとられ︑さら
に十一月四日からは学校全体が閉
鎖されました︒また︑西山小学校
三年生も十一月七日から学年閉鎖
の措置が取られ︑一時︑感染の広
がりの阻止に一定の効果が見られ
ましたが︑その後︑睦合小学校や
西川中学校で再び学級閉鎖が行わ
れ︑学校運営に多大な影響を及ぼ

５秒
く
を描
うず
に
よう

秒
各５
５秒
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しています︒
また︑にしかわ保育園では︑お

県内のインフルエンザ発生状況（※）

検証２
２

検証１

※山形県感染症動向調査[平成21年12月1日現在]参照。

上写真：川土居小学校1年生
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かし︑体内にウイルスが入りこん
でも全員が発病するわけではあり

はなくて︑発病時の重症化を防ぐ
ワクチンは接種してから効果が

ために行われます︒

ても︑直後であれば洗い流すこと

また︑口や喉にウイルスが入っ

まれています︒

できる確率は七〇％くらいと見込

る確率五〇％以下︑重症化を阻止

その効果としては︑発病を阻止す

対象者とその順番を決めて︑県を

ものです︒感染を防ぐことはでき

きはあくまで重症化を防ぐという

始まっていますが︑ワクチンの働

らっています︒ワクチンの接種も

ルやリレンザを処方し服用しても

する薬と︑抗ウイルス薬のタミフ

る消炎鎮痛剤といった症状を緩和

対処としては︑解熱や腫れを抑え

フルエンザの治療を始めています︒

ザの疑いがあれば︑診断してイン

い︒現状は︑所見でインフルエン

切れないので覚えておいてくださ

ルエンザではないと言い

で反応がなくてもインフ

ないのが現状です︒検査

すが︑百％の診断はでき

おり︑迅速検査もありま

などの所見を重要視して

るか﹂﹁発熱があるか﹂

﹁周囲で感染した人がい

については︑今のところ

インフルエンザの診断

させないような対応をお願いしま

チケット等を励行し︑感染しない︑

チやそでで口元を覆うなどの咳エ

やうがい︑咳をするときにハンカ

です︒町民の皆さんにも︑手洗い

とは︑予防にとっても大切なこと

トがあるのかということを知るこ

があります︒どういった感染ルー

飛沫感染のほか空気感染も可能性

大きく分けて三つあり︑接触感染︑

インフルエンザのうつり方には

方が良いのではないかと思います︒

方はできれば接種していただいた

で五年間有効ですので︑高齢者の

の肺炎球菌ワクチンは一回の接種

ができると考えられています︒こ

症化︑死亡をかなり抑制すること

チンも接種することによって︑重

種が有効で︑インフルエンザワク

には︑肺炎球菌ワクチンなどの接

肺炎の併発です︒これを予防する

ないことが︑肺炎球菌などによる

の方が特に気を付けなければなら

このインフルエンザで︑高齢者

れるということです︒万が一それ

に腹痛などの症状が多く見受けら

今回の新型インフルエンザでは特

三八度以上の高熱や頭痛のほか︑

していきたいと考えています︒

報収集をこまめに行い︑お知らせ

しでも解消できるよう︑町でも情

で同様︑町民の皆さんの不安を少

心配をお掛けしています︒これま

学校や保護者の皆さんにも大変な

直前でないと決められないなど︑

予約ができないので︑接種日程が

を行っています︒

ともに︑十二月七日から集団接種

一回目の三六〇〇円を助成すると

がった後でも︑五日間程度は人に

ることが大切です︒さらに熱が下

診し︑十分な水分補給と休養を取

療機関に連絡したうえで早めに受

インフルエンザの症状としては︑

一人ひとりが
できること

しかし︑希望通りにワクチンの

ません︒そのほか稀に脳症などの

小学４年から６年生

うつしてしまう可能性があるため︑
できるだけ外出せず︑その必要が

中学生・高校生

65歳以上の高齢者

を目指しましょ

負けない西川町

ンフルエンザに

みんなで新型イ

いことを心掛け︑

しない︑させな

人ひとりが感染

知れません︒一

助成後

通

常

ことによって得られる効果は計り

小さなことでもみんなで取り組む

ているかも知れません︒しかし︑

一人ひとりができることは限られ

新型インフルエンザに対して︑

場を持たれてはいかがでしょうか︒

ないよう家族みんなで話し合いの

認したり︑もしもの場合にあわて

染した場合の役割分担などを再確

たり︑常に家事をしている方が感

かりつけ医の連絡先を一覧表にし

することが必要です︒例えば︑か

染してしまった場合のことを考慮

がい﹂の習慣を点検し︑万が一感

す︒家族でもう一度﹁手洗い︑う

るのではないかと懸念されていま

ら︑インフルエンザの感染が広ま

これからさらに寒くなることか

励行していくことが重要です︒

せず︑これまで同様一人ひとりが

ことに変わりはなく︑今後も油断

できる予防法として効果的である

手洗いとマスクの着用が︑個人で

現状では︑健康な体の維持や︑

食い止めることにつながります︒

１歳未満の乳児の保護者

う！
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ません︒免疫力のある人や健康状

もできます︒そのために︑次のよ

るワクチンですので︑正確なこと

表れるまで二週間以上を要し︑そ

うなことを実行してください︒

はわからないというのが実情であ

態が良い人は発病しないこともあ

１． こまめに﹁手洗い﹂と﹁うが
り︑副反応の報告も︑従来のイン

の後約五カ月間の効果が見込まれ︑

い﹂を行い︑インフルエンザ

ります︒

ウイルスが体内に入らないよ
フルエンザの予防接種の時より詳

のワクチンを用意することができ

残念ながら︑国は︑国民全員分

ば誰もが受けられるのでしょうか︒

それでは︑予防接種は希望すれ

しかし︑何しろ初めて使用され

うな対応をしましょう︒
細な事例が多く報告されています︒

を着用しましょう︒

２． 人ごみの中に出る時はマスク
３． 咳やくしゃみの出る方が人前
に出る場合には︑マスクを着
用するようにしましょう︒

通して医療機関にワクチンを配布

ませんでした︒そのために︑国は︑

ンザウイルスに負けない体力
しています︒県が発表しているワ

４． 健康に留意して︑インフルエ
づくりを行いましょう︒
クチン接種スケジュール表を見る

︵一︶翌日に疲れを残さないように︑
十分な休養と睡眠をとりまし

健康な小児
（6歳から小学３年生）

ある場合には必ずマスクを着用す

費用の返還を請求できます。
費用の

２，
５５０円

と︑対象となっているのは︑妊娠

健康な小児
（1歳〜5歳）

るなどの対応が︑感染を最小限に

したことが証明できるものがあれば、
接種し
助成

２，
５５０円

のある方で、
すでに接種済みの方でも
のある

２回目

１歳
１歳から中学３年生までの基礎疾患

１歳から中学３年生までの接種費用

3月
2月
1月
12月

０円
３，
６００円

している方︑基礎疾患を有する方︑

基礎疾患を有する方（最優先）

副反応が出る場合もあり︑リスク

検証３

１回目

ょう︒
一歳〜高校生︵十八歳︶︑六十五
妊娠している方

らの症状を感じたり︑感染してし

伊藤淳一内科医長

11月

︵二︶栄養バランスの良い食事を︑
毎日三食きちんと食べましょ
歳以上の方となっており︑健康な
人工透析患者

まったと思われる場合は︑必ず医

中学三年生までの予防接種二回分

受けてもらうようにと︑一歳から

たちにできるだけ早く予防接種を

町では︑優先順位の高い子ども

わからないという状況です︒

成人はいつ予防接種ができるのか

う︒
︵三︶適度な運動を行い︑体力をつ
けましょう︒
もう一つの対策としては︑予防
接種があります︒
予防接種は︑感染を防ぐためで

基礎疾患を有する小児
（1歳〜小学3年生）

に要する費用六一五〇円のうち︑

山形県のワクチン接種スケジュール

す︒

もあるということを理解してもら
う必要があります︒

町立病院
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医療の現場から

※町民税非課税世帯については、２回目の費用も助成対象となります。※１回目と２回目の接種場所が異なる場合は、2回目も3,600円となります。

アザミやキキョウからはご苦
労さまと癒された思いでした︒

様々の岩石を一歩ずつ登らね
ばならず︑急勾配で息は切れ

ンバッテ﹂と励まして追い越

﹁もう少しで牛首ですよ︑ガ
総身にたぎらせて︑遂に頂上

力を振り絞り︑意地と忍耐を
安堵感と達成感で﹁ようやっ

ペアリフト上駅に着いたら︑

丈夫という自信を貰ったので

から気力・体力ともにまだ大

そのことを妻に話したら︑

登山からと心に決めました︒

一歩は我が故郷の霊峰﹁月山﹂

な出発をしたい︒八十路の第

これを機会に我が人生の新た

強風︑さすが麓とは違うと身

フト上駅を降りた途端︑霧と

気は晴れの予報でしたが︑リ

八十歳代は私だけでした︒天

ました︒登山者名簿を見たら

しても登るんだ︑もう一息﹂

ここまで来たからにはなんと

けられて﹁あそこが頂上だ︑

ぬ感動を覚え︑それに勇気づ

その崇高な情景にいいしれ

しますとお祈りしました︒

れからの人生を宜しくお願い

第一歩を報告し︑私たちのこ

早速月山神社に八十路への
行こうと話し合っています︒

生の糧にして︑元気で生きて

の貴重な宝物をこれからの人

夏に山頂で拝んだ御来光の感
した︒これで第一関門は突破

なんとか姥ヶ岳に辿りつきま

追い越され︑濃霧と冷風で夏
所︑もう感覚がなくなったよ
とは思えぬ寒さに震えながら︑ うな足を引きずりながら大小
りながら周囲を見渡し︑感慨

た︒妻も美味しそうにほおば

と月山水での昼食は格別でし

姥沢小屋で貰ったおにぎり

のたびの貴重な体験を活かし

誉な名刺を頂戴しました︒こ

観光大使﹄というたいへん名

応援団﹂の事務局から﹃月山

﹁人生を強く明るく生きぬ

で︑よろしくお願い致します︒
◇ ◇ ◇

ながら︑応援団員として少し
に耽っていました︒
時刻は既に午後一時を過ぎ︑ でも役に立てるよう協力して
いきたいと思っておりますの
昼食を済ますと下山にかかり

ましたが︑これがまた難渋︑
転ばぬように杖につかまりな
がら慎重に岩から岩へと渡り︑

ッコウキスゲやチングルマか

色々な高山植物に見惚れ︑ニ

詠んでくれた短歌です︒

祖父の弟︶が私達の結婚式で

農民歌人結城哀草果︵妻の

くに なに憚︵はばか︶らん
牛首に降りた時︑思わず山頂
を見上げ手を振ったのでした︒ 月山︵やま︶に對︵むか︶い
言う﹂
牛首からの遊歩道に入り︑

らは頑張ったねと褒められ︑

﹃おおきなかぶ﹄
著者／Ａ．トルストイ

久美さん
︵海味︶
十一年で︑今から四十年以
上も前の作品です︒私も幼
いころにこの絵本で育った
世代で︑まさか我が子に読
み聞かせをするとは思って
もいませんでした︒いずれ
我が子が大きくなり︑子ど
もに恵まれたら︑この素敵
な絵本を語り継いでもらい
たいと思います︒

藤原
この本は︑二歳になった
長男拓海︵たくみ︶がとて
も気に入っている絵本です︒
有名なロシア民話で昔から
ある絵本ですので︑ご存知
の方も多いと思います︒
大きなかぶをみんなで力
を合わせて抜くという単純
な物語ですが︑力強さとユ
ーモアが溢れています︒何
度も繰り返される﹁うんと
こしょ どっこいしょ﹂の
掛け声は拓海のお気に入り
で︑私が読むと一緒になっ
て叫びます︒
この絵本の初版は昭和四

❻
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ら︑﹁吸い込まれてしまいそ
う﹂と妻は杖にしがみつきな
深閑とした中を帰りましたが︑

いわれても仕方がない︒とに
た﹂と瞼がうるみました︒

天も味方してくれたのか山
した︒併せて︑私達にとって

案の定︑予想していたとおり︑
を引きしめ︑金剛杖を頼りに

動が忘れられず︑月山こそオ
したと胸をなでおろしました

この春﹁西川のまちづくり

高齢の身でムリだと反対され
登り始めました︒

レの心の原点なんだ︒それに
が︑頂上を目指すにはここか

しかしそこからが最大の難

と妻と自分に叫びました︒

月山は一名﹁臥牛山﹂とも呼

後から来る登山者に次々と

ばれて牛と御縁がある︒今年
らが大変︑妻に大丈夫かと声

★性格／のめり込みやすい
★趣味／映画鑑賞
★理想の女性／明るく一緒にいて楽しい人

歌で歌い︑旧制中学五年生の

は丑年で︑お前は年女だから
霧が流れ去る度に幾重にも

をかけたら私より元気でした︒
重なる山々の雄大な姿が現れ︑
﹁雲の峰幾つ崩れて月の山﹂

得しました︒

縁起がよい︒一緒に登って二

夕な四季折々の山を仰ぎ︑校

ました︒でも幼い頃から朝な

▲月山登山に挑戦した山口さん夫妻

親子編

それにしても老夫婦が標高

寒河江中央工業団地内の企業に勤めており、
現在は鋳造部門の中の、型から製品を取り出
す仕事に携わっています。職場には西川町の
方も多く、気軽に相談もできる良い雰囲気で
す。
地元では公民館活動などにも参加していま
す。参加する中で、それまで知らなかった新
しい経験や、地域の方々との交流などの機会
にも恵まれ、これからも積極的に関わってい
きたいと思っています。

ƝƉŽǁ

もう山には人影は見えず︑

がら言いました︒
十歩登っては立ち止まり︑五
その時︑中年のカップルが︑ 歩登ってはまだかと気力と体

八十路の一歩は月山から
に立ちました︒思わず妻と固

頂は風も穏やかで青空が広が

と七十三歳の老夫婦は︑月山

このようにして私達八十歳

して行きました︒両膝はガク
を喜び合いました︒

ガク︑絶え間なく吹き渡る風
に押し戻されそうになり︑も

かく世間様に迷惑かけないよ
う絶対無理しないという約束
奇しくも突然霧が晴れてひと
り︑雲海に浮かぶ山々を見渡
生涯忘れられない思い出と誇

正彦
そして私の誕生日の翌八月
きわ高い山に白装束の行者の
した時︑成就感と満足感でま

をしました︒
宮城県に住んで六十年︑こ
二十二日午前八時︑宿泊先の
列が見え︑ホラガイの音が荘
りを戴いたのでした︒これら

うここで限界かと観念した時︑

の夏︑傘寿を迎えましたが︑
姥沢小屋からリフトに向かい
厳にこだましました︒
さに感無量でした︒

山口

沼の平出身宮城県名取市在住

No.146

い握手を交わして無事の登頂

.1
2009.12
応援団発

人の新たな門出にしようと説

やぎ座生まれ／25歳／沼山

と芭蕉の句をつぶやきながら

荒 木 雄 太

さん

﹁すごい眺めだね﹂と言った

あら

き

ゆう

た

約二〇〇〇メートルの岳峰に

ファイル

登ろうというのだから無謀と

青の
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生涯学習の

第４話

ǝȌ½Ơ

ひろば

▶

ƝƉŽǁඁ۴
渡辺えりさん（中央奥）を囲んで。

2009-12

や子どもたちが遊んでいるの

をじっと見つめていた﹂など︑

丸山薫の人柄をじかに聞くこ

ƝƉŽǁ

二十年を記念し
詩のプレート設置

とができました︒﹁自然散策

▶

丸山薫記念館開館二十周年を迎えて

風景を見ながら丸山薫の詩

と詩を読む会﹂の参加者から

NETWORK

を味わってもらえるように詩

感じることができてよかった

のプレートを設置しています︒ は︑より一層丸山薫を身近に

二十周年を記念し新たに三基

という感想が寄せられました︒

訪れる人をやさしく
迎える記念館

丸山薫記念館には︑県外か

ら訪ねてくれる方や何回も来

てくださる方も多くおり︑交

代で当番をしている地元の人

との交流が生まれています︒

︵来館者ノートより抜粋︶

設置し︑全部で八基になりま

した︒昭和二十年代に作られ

た詩ですが︑詩から読み取れ

る風景の感動は今も昔も変わ

ってはいません︒

思い出を語り合う
教え子たち

十月二十四日に︑丸山薫の

教え子たちが思い出を語りあ

知れぬ感動を覚えます︒自然

﹁岩根沢に来ると︑言い
―

﹁丸山薫先生はおっとりし

いました︒

しさを感じ︑心が広く豊かに

〜広がる交流の輪〜

平成二年に丸山薫記念館が

開館し︑今年で二十年目を迎

えました︒今年度たくさんの

記念事業を行いましたが︑一

人の詩人が岩根沢に住んだこ

とによって︑人と人との交流

は広がり続けています︒

渡辺えりさん
来館
横井久美子さん

渡辺さんは︑講演会の翌日

に記念館を訪れてくれました︒

なります﹂

﹁美しい山々の清らかな
―

詩に接してファンになりまし

今年は十一月十五日に閉館

た︒心洗われる思いです﹂

しましたが︑来年は四月末に

二十一年目を迎える来年も

開館します︒

新たに展示替えを行い︑みな

にも人にも底知れないなつか

地元の皆さんとの懇談では︑

自然散策と詩を読む会での詩の朗読。
ていて怒らなかった﹂﹁風景

地域で記念館を守っているこ

とや丸山薫の詩に感銘して︑

時間を忘れて和やかな時間が

過ぎました︒

また︑二十周年記念コンサ

ートで来町された横井久美子

さん︵丸山薫の詩にも曲をつ

けて歌っているシンガーソン

グライター︶も︑コンサート

2009-12

さまをお待ちしています︒丸

ƝƉŽǁ

丸山薫の教え子の伊藤さん（左）
と東海林さん（中央）。

山薫の詩の世界をどうぞ味わ

NETWORK

の前日に記念館を訪れて︑岩

❾

根沢の自然を詠んだ詩に深く

アメリカ人はフットボールがとても好きです。
ファンは試合の始まる６時間も前に着いて、駐車
場でソーセージを食べたり、たくさんビールを飲
んだりして過ごしているというようなスポーツで
す。これらの試合は、正にアメリカの文化的行事
です。関心のある方には、アメリカ中西部に行く
ことを強く薦めます。
日本に来てから、私はアメリカンフットボール
が日本人にほとんど馴染みのないスポーツだとわ
かりました。フットボールを知らない方のために、
幾つかの基本知識をお伝えします。アメリカン
フットボールはアメリカで最も人気のあるスポー
ツです。テレビ観戦者は野球よりも多いほどです。
全米プロフットボールリーグは、年間レギュラー
シーズンで16試合をこなす32チームで構成されて
います。シーズンの終わりには、上位12チームが
プレーオフに進出し、残り２チームになるまで戦
います。そして、その２チームは２月にスーパー
ボールとして知られている決勝戦へ駒を進めます。
特にミネソタバイキングスファンにとっては、
この最後の数ヶ月間がとても盛り上がる時期です。
私は、小さいときからミネソタバイキングスが一
番好きなチームでした。バイキングスはこれまで
４回スーパーボールに出ましたが、まだ一度も
チャンピオンになったことがありません。今シー
ズンは、プレーオフまで６試合を残して10勝２敗
です。多くの専門家は、バイキングスが全リーグ
の中で最も強いチームだと認めています。バイキ
ングスは評論家に批判を言わせることなく、絶え
ずプレーを向上させ続けています。私は、今年彼
らのスーパーボールでのプレーが観れるのを楽し
みにしています。がんばれ、バイキングス!!

ってみてください︒

Americans love football. It’s the kind of sport
where fans arrive at the game 6 hours early just to
sit in the parking lot while eating brats and drinking as much beer as you can. These games are
true American cultural events. For anyone interested, I would recommend taking a trip to the
American Midwest.
Since arriving in Japan, I have come to realize
that American football still remains a mystery to
most Japanese people. For those of you who don’t
know about football here are some basics. American football is the most popular sport in the US. It
even attracts more television viewers than Baseball. The National Football League is comprised
of 32 teams that play 16 regular season games a
year. At the end of the season, the 12 strongest
teams enter the playoffs and battle it out until
there are only 2 remaining teams. Then in February the last 2 teams go head to head in the championship game known as the Super Bowl.
These last few months have been very exciting
for football fans everywhere, especially for Minnesota Vikings fans. Ever since I was a child the
Minnesota Vikings have been my favorite team.
They have been to the Super Bowl 4 times in the
team’s history, but have never won the championship. This season they have a record of 10-2 with
6 games remaining until playoffs. Many experts
agree they are the strongest football team in the
entire league. They continue to
silence the critics and improve
their game play week after
week. I am looking forward
to watching them play in the
Super Bowl this year. GO
VIKES!!

感動してくださいました︒

西川町にフットボールファンはいますか？

▶展示物の説明を受ける横井
久美子さん︵中央︶︒

Any Football fans out there?

❽

知子〜ある女医の物語〜﹂が

年を記念し︑ひとり芝居﹁真

町芸術文化協議会創立四十周

町制施行五十五周年および

で県内を中心に十四回の公演

初公演を行ってから︑これま

井沢﹁自然と匠の伝承館﹂で

まれ︑平成十三年十二月に大

舞台で︑志田周子さんをモ

を行って来られました︒
デルにした〝阿部真知子〟が

療に邁進する様子など︑一人

内外から訪れた約三百名の観

の女性の生き方を迫真の演技

大井沢に戻るまでの心境や︑

このひとり芝居は︑無医村
で演じきった今田さん︒公演

客が天童市在住の俳優・今田

だった大井沢に医者として戻
が終わると満員の客席から割

戻ってからの村人の偏見に苦

り︑生涯を大井沢の医療に捧
れんばかりの盛大な拍手が今

悩する姿︑そして献身的に医

げた志田周子︵ちかこ︶さん
田さんに送られました︒

裕美子さんの迫力ある舞台を

をモデルに今田さんが企画し

ひと

公演終了後︑今田さんは﹁こ

周子さんのことが書かれた記

に戻って︑偶然出会った志田

ていきました︒その後︑山形

演劇の舞台で活躍の場を広げ

団に入団︒自分の夢であった

高校を卒業と同時に上京し劇

いました︒

にかける思いを話してくださ

きたい﹂と︑これからの活動

よう多くの方の前で演じてい

子〟を通じて知ってもらえる

の女性の生き方を〝阿部真知

らも志田周子さんという一人

んだよということを︑これか
ひと

事からこのひとり芝居﹁真知

報誌﹁県民のあゆみ﹂のあ

くして︑偶然手にした県広

今田さんは︑その後しばら

平成十年に山形に戻った

と思う︒そうした中で︑自

らばなおのこと大変だった

はないと思うんです︒昔な

とはそんなに簡単なことで

ん︒﹁女性が生きていくこ

覚を覚えた﹂と話す今田さ

をモデルにオリジナルの作

田さんは〝女医・志田周子〟

い﹂そうした思いから︑今

ことを私が舞台で代弁した

が内に秘めて言えなかった

ている︒そして︑周子さん

き返るんじゃないかと思っ

でしゃべることによって生

療所も特別開放され︑観光で

また大井沢にある当時の診

つも展示され︑無医村

で生まれる︒大正六年四月︑

の姿を見ることができました︒ 郎と母せいの長女として左沢

だった大井沢で活躍する女医

父荘次郎の故郷でもあり︑校

動を与えました︒

訪れた多くの方々に感

ターあいべで開催され︑

ったり館﹂と交流セン

ル展が大井沢温泉﹁湯

志田周子さんのパネ

子〜ある女医の物語〜﹂が生

界にあこがれがあったといい︑ ういうすばらしい女性がいた

田さんは︑幼少の頃から芸能

たオリジナルの作品です︒今

楽しみました︒

いべ大ホールで開催され︑町

十一月一日︑交流センターあ

ひとり芝居﹁真知子〜ある女医の物語〜﹂より

と想像する中で︑その周子
さんの思いを︑私が阿部真

る記事に衝撃を受けたと言
分の人生を大井沢での医療

品﹁真知子〜ある女医の物

﹁その一人の女性として

今の世に志田周子さんが生

知ってもらいたいと思う︒

方をできるだけ多くの方に

て来られたということでし

の初公演からこれまで演じ

三年十二月一日の大井沢で

語〜﹂を完成させ︑平成十

があり︑昔の面影が感じられ

んが使っていた机や椅子など

薄暗いその部屋には︑周子さ

寄る姿が見られました︒少し

で初めての女学生誕生と話題

︵現山形西高校︶に進学︒村

年四月︑山形第一高等女学校

尋常小学校に入学︒大正十三

長として赴任していた大井沢

左沢で教員をしていた父荘次

の生き方︑そして周子さん

きていたならば︑様々な活

周子さんの写真がいく

大のパネルや往診する

展示会場には︑等身

います︒それは︑ひとり芝
に捧げ︑一人の女性として

志田周子の生涯

居を始めるきっかけとなっ
生きた周子さんのその生き

（上写真＝故志田周子さん）

明治四十三年十月二十八日︑

た志田周子さんの記事との

も東京から山形に戻り︑ま

プロフィール

んを患い永眠︒享年五十三歳︒

彰を受賞︒昭和三十七年︑が

師会︑県知事らから数々の表

賞を皇居で受賞︒その他︑医

し︑昭和三十四年に保健文化

上に尽力︒そうした活動に対

の要職を歴任し︑村の生活向

後︑婦人会長︑村会議員など

児童らの検診にあたる︒その

た大井沢の村医として診療や

て大井沢へ帰り︑無医村だっ

学︒昭和十年七月︑医師とし

︵現東京女子医科大学︶へ入

もあり東京女子医学専門学校

た自分も東京から戻った現

▲公開された大井沢診療所（＝大井沢）

に︒昭和三年四月︑父の進め

出会いでした︒

大井沢を訪れた人たちが立ち

知子という役を演じ︑舞台

志田周子展を開催
ました︒

天童市出身。高校を卒業と同時に
演劇の世界に入り、平成10年拠点を
山形へ移す。
ひとり芝居をメインに、語り劇、
講演、山形短期大学人間福祉学科演
劇課非常勤講師のほか、演劇手法を
用いた“夢こやワークショップ”を主
宰。また、テレビ・ラジオ・ＣＭ等
でも幅広く活躍中。最近では、ＮＨ
Ｋドラマ「スキップ」に大森文江役
として出演されました。

た︒

Profile

動をしていたんじゃないか

Y umiko K onta

❿
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大井沢に輝いた志田周子の生涯

志田周子さんをモデルに
した 阿部真知子 を演じ
る俳優・今田裕美子さん。
医師であり、それ以前に一
人の女性である志田周子さ
んの生涯を迫真の演技で魅
せてくださいました。

内に秘めた思いを代弁したい

町制施行55周年
町芸術文化協議会創立40周年

状に人生が重なるような感

今田裕美子さん

NETWORK
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記念公演
Interview

インタビュー

特別職の報酬等
区

分

給 料月額 等

料

報

歳出額（A）

6 3 5 , 0 0 0 円（ 5 7 1 , 5 0 0 円 ）

人件費（B）

教育長

5 7 5 , 0 0 0 円（ 5 4 6 , 2 5 0 円 ）

人件費比率（B/A）

20.25％

議

3 1 0 , 0 0 0 円（ 3 0 0 , 0 0 0 円 ）

昨年度の人件費比率

22.39％

平均給料月額

2 5 0 , 0 0 0 円（ 2 4 2 , 0 0 0 円 ）

住民基本台帳人口

6,716人

328,700円

長

議

員

町

長

2 3 5 , 0 0 0 円（ 2 2 8 , 0 0 0 円 ）
給与（報酬）月額の
40%以下の加算額に、

教育長
長

６月期
12月期

副議長

計

議

※人件費には、特別職に支給される給料、報酬
等を含みます。また住民基本台帳人口は平成
21年4月1日現在のものです。

3.30月分

を乗じた額

職員給与の状況［平成21年度一般会計予算］

給 与

国
13,000円

○一般の扶養親族

6,500円

町と同じ

（配偶者がいない場合、そのうち
一人については11,000円）
○特定扶養親族

費

［平成21年4月1日現在］

西川町
○配偶者

借家

限度額 27,000円

持家

3,000円

交通機関利用

町と同じ

借家

持家 （※1）2,500円

限度額 55,000円
（※2）町と同じ

※1 新築または購入の日から起算して5年を経過していないもの。
※2 支給額の計算については、町と異なります。

退職手当

自己都合

支給額

一人当たりの
平均支給額

⓭
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勧奨・定年

23.50月分
30.55月分
33.50月分
41.34月分
47.50月分
59.28月分
59.28月分
59.28月分
定年前早期退職特例措置（2〜20％加算）
なし
（一般行政職） （全体）
24,666千円
20,524千円

ƝƉŽǁ
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職員手当

55,516千円

期末勤勉手当

168,607千円

計

638,492千円

般

行

課別職員数
企

画

課

１４人

町

民

税

務

課

１９人

産

業

振

興

課

１３人

健

康

福

祉

課

２６人

自己都合 勧奨・定年

教

町と同じ

議

保 健 福 祉 担 当

（１２人）

保

育

担

当

（１４人）

設

水

道

課

１５人

室

3人

課

２１人

納
育

文

化

学 校 教 育 担 当

（１４人）

生 涯 学 習 担 当

（7人）

会

事

務

局

農業委員会事務局
町
大
合

立
井

病
沢

技

能

労

務

職

平均年齢 平均給料月額 平均年齢
43.7歳

275,900円

40.6歳

経験年数・学歴別平均給料月額 ［平成21年4月1日現在］
分
大学卒

10年以上
15年未満

15年以上
20年未満

20年以上
25年未満

276,700円

318,600円

332,100円

―

276,600円

211,400円

255,900円

高校卒

技能労務職 高校卒

職員の期末、勤勉手当

職員定数と職員数
区

実際の職員数

町長の事務部局の職員

１６８人

１４０人

314,000円

議会の事務部局の職員

2人

2人

306,600円

教育委員会事務部局の職員

３１人

２１人

農業委員会事務部局の職員

3人

1人

２０４人

１６４人

12月期

計

期末手当

1.40月分

1.60月分

3.00月分

勤勉手当

0.725月分

0.725月分

1.45月分

分

計

※非常勤（臨時、嘱託）の職員は含みません。

6月期

区

時間外勤務手当
区

支

分

一般行政職の級別職員数

［平成21年4月1日現在］

給

総

支

2人

額 職員一人当たりの支給年額

４９人

所

1人

計

１６４人

［平成21年4月1日現在］

標準的な職務内容

職員数

構成比

主事補・技師補・主事・技師

8人

9.64％

2 級

主事・技師

8人

9.64％

3 級

主任・係長

３４人

40.96％

1 級

平成19年度

19,364,086円

126,563円

4 級

主任・係長・課長補佐

１４人

16.87％

平成20年度

18,704,417円

124,696円

5 級

課長補佐・課長

１１人

13.25％

8人

9.64％

８３人

100％

6 級

課長
計

［平成21年4月1日現在］

区 分

一般行政職

技能労務職

大 卒

172,200円

―

高 卒

140,100円

131,500円

中 卒

―

131,500円

※平成18年4月1日より級別職務分類が改正され、
８級制から６級制になっています。

過去３年間の職員数の推移

［平成21年4月1日現在］

年

度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

人

数

１６９人

１６８人

１６４人

ラスパイレス指数の推移

97.1

96.6
94.2

Ｈ元

２

94.4

93.6

94.8

96.2

95.8

95.4

95.2

1人

院

分

［平成21年4月1日現在］

条例上の職員定数

［平成21年4月1日現在］

職員の初任給

務

出

職

［平成21年4月1日現在］

総

国

政

区 分
5,967千円

※給与費は当初予算に計上された額で特別職
を除きます。

建
西川町
勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度額
その他の加算措置
退職時の特別昇給

414,369千円

職員一人当たりの
給 与 費

［平成21年4月1日現在］

分

料

5,000円加算

自動車等の使用者 限度額 20,900円

区

一

107人

職 員 数
給

今号では、西川町職員の給与についてお知ら
せします。
町の職員の給与は、国家公務員の給与水準を
基本に民間企業などと比較し、職務の内容を考
慮したうえで、議会の審議を経て、町の条例で
定められています。

職員の平均給料月額、平均年齢［平成21年4月1日現在］

区

員

分

通勤手当

937,108千円

一般行政職

扶養手当・住居手当・通勤手当（月額）

住居手当

44,643千円

1.60月分
1.70月分

※平成15年4月1日から減額して支給しています。
（ ）内の額は平成21年4月1日からの支給額です。

扶養手当

町職員の給与のあらまし

副町長

議

区

4,627,968千円

実質収支

副町長
期末手当

［平成20年度一般会計決算］

8 2 0 , 0 0 0 円（ 6 5 6 , 0 0 0 円 ）

副議長

酬

人件費の状況

長

町
給

［平成21年4月1日現在］

95.8

95.3

95.8

95.2

93.8

94.42

94.3
３

４

５

94.21
94.42

94.31
６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 年度

※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与を100とした場合の町職員（一般行政職）の給与水準を数値化したものです。
なお、平成20年度の山形県内市町村の平均値は96.4となっています。
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の生活習慣の改善が必要なこ

は︑できるだけ若いうちから

伊藤淳一

大河原晋

大河原晋

伊藤淳一
午前

須貝昌博

武田

武田

須貝昌博
午後

武田

須貝昌博

須貝昌博
武田 隆

科 外

科

ているということが︑高く評
価されました︒

賞の受賞は︑地区の方が中心

今回のチヨダ地域保健推進

はとても大変なことです︒し

ですが︑一人で継続すること

一人ひとりの取り組みが大切

健康づくりや介護予防は︑

となり︑地域ぐるみで介護予

かし地域のみんなで取り組む

四四〇五ま
―
でお問い合わせ下さい︒

ー係︶☎七四

ター︵地域包括支援センタ

問 詳しくは︑町保健セン

町に広めていきましょう︒

し︑介護予防の輪をさらに全

の介護予防の取り組みを継続

今回の受賞を機に︑地域で

とができます︒

いながら︑楽しく継続するこ

ことで︑お互いに声を掛け合

防に長年取り組み︑効果を得

ボランティアの方と健康づくり︒

⓮
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コントロールし︑肉体的︑精
神的にいきいきと生活できる
健康とは︑最終的な目的で

大河原晋

ƝƉŽǁ

人は健康だといえるでしょう︒
はなく︑いきいきと豊かな人
生をおくるための手段です︒
健康を手にいれるため︑機
会があれば︑ぜひ町の健康教

午後

室をうまくご利用ください︒

大河原晋

〜健康とは何なのでしょうか〜

等のごく一般的な病気につい

そこで︑お勧めしたいのが
とはいうまでもありません

伊藤淳一

地域
域域域域域域域域域ににににににににににににに
域域域域域域域域域域域域
域域域
域域域域域
域域域域域域
域域域域域域域
ににににににに根
にににににににににににににににに
に
にににに
根根根根根ざ
根根根
根根根根
根根
ざざざざした
ざざ
保保保保健
保
健健健・医
医医医医医医医療
療療療療・福福
療療
福祉のために
健康教室

個人の責任のひとつとして︑ その健康を維持するために大
ても一年といわず︑考え方︑

淳一

切なことは︑正しい知識を持

健康教室です︒西川町では保
︵正しい知識が必要︶︒また︑

伊藤淳一

隆

西川町立病院内科医長 伊藤

健康であることは重要な要素
治療︑予防方法などは︑どん

ことが︑健康な生活をおくる

健センターが主体となり︑い
病気をもっておられる方でも︑

大河原晋

武田

健康とは何でしょうか︒
―

健康とは目的でしょうか︒手
どん変わっています︒健康教
室の時には︑そのような内容

ち︑いかに実践していけるか
するあふれんばかりの様々な
についても最新の情報を伝え

ということ︒巷には健康に関
情報︵食品︑用具等︶があり

のひとつといえるでしょう︒

◆

上で最も重要なことでしょう︒

ろいろな健康教室を開催して

伊藤淳一

須貝昌博

段でしょうか︒もう一度考え

◆
させていただいています︒

手を出したくなると思いませ
年を重ねてもできるだけ病気

まずは︑正しい知識をもつ

ます︒特に︑できるだけ苦労

んか︒でも︑実際そうそうう

なく効果がでそうなものなら

まい話はありません︒よく考

います︒そのとき︑西川町立
うまく病気とつきあっていく
午前
内

金

隆

てみませんか︒
◆
少子高齢化の時代を迎え︑
社会のありようは大きく変わ
右肩上がりの成長から安定︑

病院内の医師がそれぞれのテ
方法を身につけることは重要

えてみる必要がありそうです︒ にならないようにするために

ーマを持って講師をつとめさ
です︵正しい知識が必要︶︒
病気があってもうまく病気を

せていただいております︒
たとえば︑高血圧︑糖尿病

っては︑延べ六百十四人の役
職やボランティアの方により

木

隆

ろうとしています︒
成熟の時期を迎えようとして
います︒特に︑ここ西川町は

つまでもはつらつとした
生活を送るために︑平成

水

隆

高齢化率も高く︑これからの
日本あるいは︑他先進国のこ
れからさらに高齢化が進む地
域のモデルとなるべき地域で
す︒成熟の時期の社会︑生活
を支えていくためには︑個人

い

運営されています︒
町では︑開催ごとの助成と︑
健康講話や運動指導のための
職員の派遣等を行っています︒
﹁ミニデイには毎回楽しみ
でもなかなか一緒にならない

に参加している﹂﹁同じ地区
ので︑みんなに会うのが何よ
らは大変喜ばれています︒

りも楽しみだ﹂と︑参加者か

火

のが
に会う
みんな しみだ!
楽
何より

▲毎回、健康に関心のある多くの方に
受講いただいています。

評価された地域での
介護予防の取り組み

月

よ。

の責任︑協働の意思が重要と

179

※出張診療＝午後1時30分〜午後2時30分［隔週］
（水曜日：岩根沢、金曜日：小山、水曜日：大井沢）

吉川第3町内会ミニデイ参加者

十四年度から﹁ミニデイ﹂や
﹁お茶飲み会﹂﹁ふれあいサ
ロン﹂などの名称で︑各区や
町内会ごとに地区介護予防教
室が開催されています︒
この地区介護予防教室の取
り組みが︑﹁地域保健の推進
において顕著な成果を上げて
いる﹂ということで︑﹁チヨ
ダ地域保健推進賞﹂を受賞し
ました︒

地区介護予防教室で
楽しく健康に
地区介護予防教室は︑区や
町内会が中心となって開催さ
れています︒同じ地区内の高

二十八地区で一一五回︑延べ

昨年度︵平成二十年度︶は︑

れています︒

趣向を凝らした内容で開催さ

りや寝たきり予防のために︑

の会話や会食など︑閉じこも

動かしたり︑歌や参加者同士

レクリェーションでからだを

いての話を聞いたり︑体操や

齢者が一堂に会し︑健康につ

〜地区介護予防教室（ミニデイ）の取り組み〜
二千五百五十二人の方が参加

町立病院診療体制

んだな

第３回
▲健康教室で講演をする伊藤内科医長（右）。
▲町保健師による健康教室の様子。

なってくるでしょう︒

PART
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ߵকから
まちの

チヨダ地域保健推進賞を
受賞しました！
しています︒また開催に当た

▼

▼

﹁チヨダ地域保健推進賞﹂を
受賞︒︵保健センターにて︶

お元気ですか？

それぞれの
道に輝いて

され︑西村山一市四町から全
九チームが出場し︑朝日町創
遊館から寒河江市民体育館ま
での七区間︑六十・六㎞で健
脚を競い合いました︒

二度目の栄誉となり︑昨年度

︵総務大臣表彰︶﹂に続いて

ームをとらえ︑見事な二人抜

に先行する河北︑大江の両チ

げを見せ︑ゴール目前でつい

したが︑終盤に驚異の追い上

ら毎年１月１０日を「１１０番の日」

とし、住民の皆さんに通報制度の

今年は管内一市四町から五百
三十九編もの作文が寄せられ
ました︒
菅野さんは﹁まさか入賞す
るとは思わなかったので︑う
れしかったです﹂と受賞の喜
びを話してくれました︒

品評会の結果は次のとおり
です︒︵特賞︑最優秀賞の方
のみ掲載させていただきます︒
ご了承ください︒︶

輪立の部など九部門に︑町内

西川町商工会長賞︑月山朝日

協会長賞︑㈱山形新聞社長賞︑

▽佐藤勇雄︵山 形 県 観 光 物 産

■競技花︵国華強大︶の部

▽松田義一︵農林水産大臣賞︶

⓰
2009-12

年に﹁美しい街並み賞﹂とし
て始まったもので︑途中名称

西川Ａが第三位に
第五十六回西村山地区駅伝
競走大会が十一月八日に開催

の雪旅籠の灯り実行委員長を
きで総合第三位に輝きました︒

第七十四回西川菊まつり

の「１１０」にちなんで昭和61年か

ƝƉŽǁ

等を改めながら︑約二十年に
わたって開催されているもの

務めた志田昭宏さんは﹁今ま
また︑Ｂチームも一カ月の練

︵期間＝十月二十四日から十

■厚物三輪立の部

第七十四回西川菊まつり
菊花品評会入賞者

▽松田政男︵内閣総理大臣賞︶

に大きく寄与しています。１１０番

NETWORK

です︒

で協力していただいた全ての
習の成果を発揮し︑八位と健

当町からはＡ︑Ｂの二チー

方々に心から感謝しています︒
闘しました︒

﹁雪旅籠の灯り﹂について

主体となって開催してきた

これからも自然がくれた雪と
▼大会結果／①寒河江Ａ②朝

ムが出場︒Ａチームは中盤︑

﹁雪旅籠の灯り﹂が見事最高

いう宝物に感謝し︑人との繋

五位まで一時順位を落としま

賞の県知事賞を受賞し︑十一

がりを大切にして︑環境に優

は︑今年三月に受賞した﹁第

山形経済同友会が主催する

月十一日に表彰式が行われま

しいイベントであることを発

日Ａ③西川Ａ ⑧
…西川Ｂ
丸数字は順位︒
※

十三回ふるさとイベント大賞

第二回﹁地域づくりのやまが

この賞は︑次
信していきたいです﹂と︑受

雪旅籠の灯りが県知事賞に

た景観賞﹂において︑志津で

代に残していく
賞された気持ちと︑これから

平成十八年から地元青年部が

べき景観や︑地
の﹁雪旅籠の灯り﹂開催に向

した︒

域おこしに尽力
月十六日︑表彰式が西川中学
このコンクールは︑税につ

校で行われました︒
いて関心を持ってもらおうと

このたび﹁税の作文﹂コン

江税務署長賞を受賞し︑十一

されている方や
けた意気込みを話してくださ

菅野汐里さんが入賞

団体を顕彰しよ
いました︒

税の作文コンクール

うと昭和六十三
クールで西川中学校三年生の
西村山地区納税貯蓄組合連合

太郎さん︵大井沢︶︑菅野良

会が毎年開催しているもので︑

菅野汐里さん︵海味︶が寒河

内閣総理大臣賞に松田政男さん

さん︵間沢︶︑佐藤祐一さん

峰を出品した松田政男さん

芸術文化の振興に尽力
町芸術文化協議会の表彰式
一月八日︶に出品された菊花

︵吉川︶が二年連続となる内
西川町長賞には工藤竹三さん

の菊作り愛好者が丹精込めて

▽工藤竹三︵西川町長賞︶

作り上げた約三百二十点の菊

観光協会長賞︶
町内各事業所の協力を得て多

▽設楽一雄︵山形県知事賞︶

■管物三輪立の部

花が出品されました︒

今年の品評会には︑厚物三

一月九日に玉貴︵間沢︶で開

厚物三輪立の部で新太平銀

が十一月一日︑月山銘水館で
︵間沢︶の四名に秋場幸四郎

閣総理大臣賞を受賞したほか︑

かれました︒

開かれた同協議会の創立四十

の出来栄えを評する菊花品評

「１１０番通報制度」は昭和23

︵吉川︶が選ばれました︒

事件 事故 等 各種事 案の早 期解決

新宮さんは︑西川町みんわ
研究会・西川むかし語りの会・
月山夢会議の代表として民話
の伝承・映画の普及に尽力︑
志田さんは大井沢楽書会の代

１月10日は「１１０番の日」です。

また企業の部には︑今年も
数の出品をいただき︑その中

■六本花壇の部

敬
※称略︑順不同︒

▽サトウ商事㈱

▽黒坂理容所

■事業所の部︵最優秀賞︶

▽伊藤正︵西川町議会議長賞︶

■小菊盆栽新木の部

▽工藤竹三︵厚生労働大臣賞︶

■小菊盆栽古木の部

▽伊藤正︵文部科学大臣賞︶

■小菊懸崖の部

▽松田義一︵ ㈱山形放送社長賞︶

■福助三本組の部

から最優秀賞二点を含む︑十

＃９１１０

表として︑菅野さんは菅野生

冷静に

▽松田政男︵ 山形県議会議長賞︶

かけて安心

花会の代表として︑佐藤さん

０

五点の菊花が入賞作品に選ば

悩むより

は間沢田植え踊り保存会の代

いそがず慌てず

れました︒

ています。

表として︑それぞれ書道︑華

広く知ってもらえるようPRに努め

道の普及進展︑伝統芸能の継

１

▲内閣総理大臣賞を受賞された
松田政男さん。

仕組みや機能、利用方法について

承に優れた指導力を発揮し︑

警察への緊急通報として定着し、

た︒

会が行われ︑その表彰式が十

▲受賞された（右から）新宮さん、志田
さん、菅野さん、佐藤さん。

63

当町の芸術文化の振興に大き

いちはやく

く貢献されました︒

8 3 ‑ 0110
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昨年度の雪旅籠の灯り

周年記念式典の席上で行われ︑ 会長から表彰状が贈られまし

年から運用が開始され、現在では

▲県知事賞を受賞した志津地区の方々（左側）と東北芸術
工科大学の松本教授（中央右）と学生の皆さん。

１

新宮隆さん︵吉川︶︑志田堅

ଟउਰ

一本の杖の感触を頼りに数メ

学校を訪れ︑一︑二年生に図

ている安部貴之先生が西山小

は西川中学校で美術を指導し

れており︑十一月二十七日に

中学校と小学校との間で行わ

現在︑小中連携教育研究が

れまでにもたくさんの絵本を

に役立ててもらいたいと︑こ

とのことから︑子どもの成長

ました︒
﹁絵本は心の栄養源﹂

円相当︶を寄贈していただき

にしかわ保育園に絵本︵三万

︵束松實代表︶から︑今年も

西川月山ロータリークラブ

早速︑ロータリークラブの会

チケットの販売が始まると同

もたちは絵本の世界を楽しん
でいました︒

した︒

ていました︒

った﹂と︑授業の感想を話し

めて知ったことがたくさんあ

なことに使われているのか初

いうことだと思った﹂﹁どん

﹁税金はみんなで助け合うと

ることを知った児童たちは︑

にも多くの税金が使われてい

自分たちが通う学校や教育

行いました︒

変わるかなどについて授業を

税がなくなったら生活がどう

税務課の職員が講師となり︑

るもので︑今年は役場の町民

に合わせ︑毎年開催されてい

た︒これは﹁税を考える週間﹂

と税の関係について学びまし

六年生十七名が日々の暮らし

西山小学校で十一月十日︑

税は必要なの？

た︒

誠にありがとうございまし

次設置される予定です︒

全協会や地域の要望により順

ーブミラーは︑今後︑交通安

今回寄贈していただいたカ

基を寄贈していただきました︒

十一月二日︑カーブミラー四

同組合連合会山形県支部から

業協同組合と全国共済農業協

らいたいと︑さがえ西村山農

町の交通安全に役立てても

町の交通安全のために

時に買い求めるお客様で賑わ

い︑異例の即日完売となりま

モ〜っと食べたい西川牛

西村山管内一市四町のごみ
今年も﹁西川牛モウモウま

今回で十三回目となるこの

つり﹂が十一月六日から二十

催しは︑すき焼き定食が一五

収集業者や汚水汲取業者など

沼︑大沼周辺で行いました︒
〇〇円で味わえるという価格

一日までの十六日間︑町内飲

毎年︑本協議会が西村山管
設定や︑提供される肉が高品

で組織する寒河江地区衛生協

内で行っているボランティア
質であることなども相まって︑

食店の協力を得て開催されま

活動のひとつで︑会員約二十
年々認知度も増してきていま

した︒

人が約二時間︑長沼周辺の道

議会︵設楽光利会長︶が十一

路や大沼公園などのゴミ拾い

ートルほど歩き︑その難しさ

分の牛肉が準備されましたが︑

す︒今年も四千二百食︑六頭

その後︑アイ
を感じていました︒

見えないことの大変さを体験︒

をして汗を流しました︒

月七日︑清掃活動を沼山の長

ふるさとの自然を守るために

劇を披露しました︒この劇は︑

助け合うことの大切さを考えよう
人権擁護委員の皆さんが十
ところを通りかかった親子が

一月九日︑水沢小学校を訪れ︑ 目の見えない人が困っている
一︑二年生十四人に﹁教えて
助けてあげるという内容で︑
児童たちに親切

くれてありがとう﹂と題した
することの大切
さや︑人を助け

る優しい気持ち

をもってもらい

たいという願い

が込められたも

マスクをした児

のです︒

童たちは︑目が

画工作の授業を行いました︒

寄贈していただいています︒

絵本で心豊かな子どもに

﹁ゆめのどうぶつ﹂と題し

夢のある授業で小中連携

て行われた今回の授業では︑

員︑十一名によって園児に読

寄贈していただいた絵本は︑

つけたうさぎ〟など︑思い思

〝翼のある象〟や〝リボンを
いに自分だけの動物を粘土で

み語りをしていただき︑子ど

操法などを行い︑万一の体制

あるとの想定のもと︑水出し

近隣に延焼が拡大する恐れが

田代地内で住宅火災が発生し︑

訓練は︑午後一時半に沼山

した︒

を訓練場所として開催されま

が十一月八日︑沼山田代地内

団︶独自の秋季火災防御訓練

︵海味︑間沢︑沼山の各消防

の高揚を目的とした第二分団

消防団員の技術向上と意識

住民の生命と財産を守るために

作り︑粘土の扱い方や物を作
る楽しさを体験しました︒

きれいな住宅で新年を
西川ライオンズクラブ︵工
藤健一会長︶の会員約三十名
が十一月二十一日早朝から︑
介護施設ケアハイツ西川に隣
接する高齢者住宅に付いたク
モの巣や窓の汚れを取り除く
などの清掃活動を行いました︒
工藤会長によれば︑﹁この
清掃は奉仕活動の一環として︑
六年前から︑入居者にきれい
な住宅に住んでもらいたいと

や役割について再度確認を行
いました︒
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いう思いから実施している﹂
ということでした︒

高齢者住宅の清掃を行う
ライオンズクラブの皆さん。

▲目録を手渡すＪＡ今田組合長。
▲絵本をくいいいるように
見つめる園児たち。

▲杖で辺りを探って歩く児童。

▲おじいちゃんたちも西川牛に舌鼓。
▲「予想以上の重さにビックリ！」。
１億円の重さを体験した児童たち。

安部先生と夢中になって取り組む児童。

▲劇を披露する人権擁護委員の皆さん。

第２分団合同の訓練の様子
（沼山地内）

さい。
報をお寄せくだ
身近な話題や情
74 -4 4 0 3
☎
課企画係まで
画
企
務
総
場
役

佳 作

西川︵六四二号︶ 平成二十一年十二月十五日発行

〜第２回月山の四季フォトコンテスト〜

編集発行
山形県西村山郡西川町役場

盛

夏

印刷所

撮 影 者：佐藤健敏氏（寒河江市）
撮影場所：月山

㈱若月印刷

▽選評：可憐なチングルマの花が、幻想性を漂わせた情
景の中で印象深く表現されています。構成が実に上手く
て、絵としてのまとまりを感じさせる作品です。やや青
みを帯びた岩の表情も魅力的ですし、たなびく霧の情景
も雰囲気を盛り上げています。しっとりとした湿潤な風
や山の空気を覚える光景です。
月山の四季フォトコンテスト審査委員長

江口愼一

今月の表紙

十二月二日︑役場駐車場で

除雪安全祈願祭並びに出動式

が行われ︑委託業者ら関係者

五十人が出席し︑今冬の作業

の無事故を願いました︒

今季は︑昨年更新したロー

タリー一台を含む十三台の重

機で︑九十一㎞にも及ぶ道路

の除雪を行うことになってお

り︑その費用には約六千万円

式終了後︑除雪機を保育園

の予算を確保しています︒

に移動︒早速︑園児たちを乗

せてせせらぎ団地内を周回し︑

普段体験できない迫力を楽し

んでもらいました︒

先日の山形ふるさとＣＭ大

賞はご覧になられたでしょう

か︒なんと︑当町の作品が優

秀賞に選ばれ︑来年百八十回

も放送されることになりまし

た︒これは︑第一回の時に大

賞を受賞して以来九年ぶりの

入賞です︒ぜひご覧になった

感想や︑来年に向けた新しい

︵黒田︶

この広報紙は再生紙を使用しています︒

アイデアなどをお寄せいただ

ければ幸いです︒

大江町左沢
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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。
12／１ 現在の人口と世帯数 人口 男 3,229人 女 3,431人 計 6,660人 世帯数 1,942 （ ）
は前月比
（−4）
（＋2）
（−2）
（±0）
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