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５月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は６月２日(月)です。
　期限内に完納しましょう。
▽　固定資産税１期
▽　水道料、下水道料及び保育料

役場からのお知らせ

「さがえドック」の対象地区の訂正について

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課健康推進係 TEL 74-5057

　先に配布した各種健診日程の「さがえドッ
ク」の対象地区について、誤りがありました
ので、下記のとおり訂正し、お詫びいたしま
す。
▽　さがえドック(成人病検査センター)

期　　日 対　象　地　区

７月３日(木) 吉川第１～３、吉川第６

８月27日(水)
熊野、石田、梅沢第１～２、綱取、

コーポ睦合

９月10日(水)
横岫、本道寺、月岡、弓張平、

大井沢全地区、小山第１～３

10月29日(水) 原、沼山第１～４、海味第２～４

11月19日(水)
海味第１、間沢川、宝沢、西間沢

岩根沢、西岩根沢、桂林、沼の平

12月10日(水) 小沼、下堀、上間沢

１月22日(木)
吉川第４～５、水沢、志津

入間第１～３、月山沢

２月10日(火)
町国保以外の同時健診希望者及び

町民総合がん健診受診希望者

期 日 休日当番医名
市町(地区)名
　　(電話番号)

５月３日(土) 町立病院
西川町海味
　(TEL 74-2211)

５月４日(日)
渡辺外科胃腸科
医院

寒河江市寒河江
　(TEL 86-6408)

５月５日(月)
あびこ耳鼻咽喉
科ｸﾘﾆｯｸ

寒河江市南町
　(TEL 86-3026)

５月６日(火) 大原医院
寒河江市西根
　(TEL 86-8600)

５月11日(日) 町立病院
西川町海味
　(TEL 74-2211)

５月18日(日) 大原医院
寒河江市西根
　(TEL 86-8600)

５月25日(日) 町立病院
西川町海味
　(TEL 74-2211)

５月の「休日当番医」

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課健康推進係 TEL 74-5057

「栄養教室」の開催

【問合･申込】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課健康推進係
TEL 74-5057

　健康づくりに必要な栄養について、調理実
習を通して学びます。
　健康は毎日の食事の積み重ねが大切であり、
正しい知識は強い味方です。
　しっかり学んで、「エイエイオー！」と元
気な人生を送りませんか。
▽　開催日時
　第１回　５月27日(火)
　第２回　９月４日(木)
　第３回　11月20日(木)
　第４回　３月19日(木)
　※いずれも午前10時から午後１時30分まで
　になります。
▽　場所　　西川町保健センター
▽　参加料　無料
▽　持ち物　エプロン、三角巾
▽　申込方法　教室の１週間前まで、上記へ
　電話でお申込みください。
　※定員15名で定員になり次第締め切ります。

「楽楽(らくらく)運動教室」の開催

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課健康推進係 TEL 74-5057

　「運動しないと…。」と思っているけれど、
なかなかできないという方や、「いつも三日坊
主…。」という方におすすめの「楽楽(らくら
く)運動教室」を開催します。
　無理なく気持ちよく体を動かしませんか。
▽　開催日時

14:00～15:30開催 19:00～20:30開催

1 ５月15日(木) 1 ７月31日(木)

2 ６月24日(火) 2 ９月24日(水)

3 ８月28日(木) 3 11月27日(木)

4 10月28日(火) 4 １月29日(木)

5 12月11日(木) 5 ３月25日(水)

6 ２月26日(木)

▽　場所　西川町保健センター
▽　参加料　無料
▽　その他　
　○　申込みは不要です。当日直接お越しくだ
　　さい。
　○　動きやすい服装でお越しください。

お知らせお知らせ
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「はつらつ元気教室」の開催

【問合･申込】ケアハイツ西川[担当/荒木] TEL 74-4065

　筋力向上トレーニング機器を使った体力づ
くりや、参加者同士が楽しく交流できるレク
リエーション、料理教室などを行い、元気で
自立した生活をいつまでも送れるように「は
つらつ元気教室」を開催します。ぜひご参加
ください。
▽　期日　５月～７月までの毎月第２、第４
　日曜日
▽　時間　午前９時～午後１時(昼食あり)
▽　場所　ケアハイツ西川
▽　対象者　介護保険サービスを利用してい
　ない概ね65歳以上の方であればどなたでも
　参加できます。
▽　定員　20名
▽　利用料　1,000円(おやつ、昼食代)
▽　申込方法　５月８日(木)まで上記へ電話
　でお申込みください。
▽　その他　自宅まで送迎いたします。

「町報無料配布」のご案内

【問合･申込】総務企画課企画係 TEL 74-4403
FAX 74-2601/Eﾒｰﾙ info@town.nishikawa.yamagata.jp

　町では、高校を卒業し、大学などの進学の
ために、家を離れて暮らす方々に対して、町
報を毎月無料でお届けする事業を始めます。
　インターネットが普及し、離れていても情
報は得られる時代ですが、こんな時代だから
こそ、皆さんと町とをつなぐ手渡しの情報の
やりとりはいかがでしょうか。
　希望される方は、電話、FAX又は電子メール
に必要事項を記入のうえ、上記へお申込みく
ださい。
▽ 対象　町外へ転出された学生(18歳から22
　歳まで)
▽　申込みの際に必要な事項
　①氏名、②年齢(生年月日)、③住所(転出先)、
　④学校名･学年、⑤電話番号･FAX番号
▽　その他　ご家族の方が代わってお申込み
　をする場合は、本人に希望する意志がある
　ことを事前にご確認ください。

｢第37回町壮年親善ソフトボール大会｣の開催

【問合】開発ｾﾝﾀｰ内教育文化課ｽﾎﾟｰﾂ振興係
TEL 74-3131

▽　期日　５月25日(日)小雨決行
▽　時間　開会式　午前８時30分から
▽　場所　町民グラウンド
▽　参加資格　原則として町内に居住する30
　歳以上(平成20年４月１日現在)の方
▽　チーム編成　各地区で編成されたチーム
　としますが、同一地区より２チーム以上出
　場する場合は町内会単位としてチームを構
　成することとします。
　　なお、複数の町内会で１チームとするこ
　とも認めます。
▽　試合方法　全試合トーナメント方式
▽　参加料　１チーム3,000円
　※監督会議の際に徴収します。
▽　監督会議及び抽選会
　○　期日　５月20日(火)
　○　時間　午後７時から
　○　場所　町民体育館内会議室
▽　申込方法　監督会議の際に、参加料を添
　えてお申込みください。(申込書は各公民館
　体育部長へ郵送しています。)
▽　その他　大会に参加する選手は必ず傷害
　保険に加入してください。

「水道・下水道使用料金の精算」及び「水道

【問合】建設水道課管理係 TEL 74-4120

　冬期間、水道のメーター検針ができないため、
冬期認定料金にしていましたが、５月からメー
ター検針を再開します。この検針値により冬期
間の料金の精算を行います。
　町から委託された検針員が毎月１日から５日
までの間に各家庭、事業所の検針を行います。
検針を迅速かつ正確に行うために、次のことに
ご協力をお願いします。
★　メーターボックスの上に物や車を置かない
　ようにしてください。
★　メーターボックス周辺の草を刈るなど、き
　れいにしておいてください。
★　検針期間中は、特に飼い犬などメーター　
　ボックスから離れた場所につないでおいてく
　ださい。
　※積雪の状況等により、５月の検針ができな
　い場合は、６月に精算します。
◎　水道の開栓･閉栓の申込みについては事前
　に届出書の提出が必要です。
▽　手続き方法　事前に届出書を提出するか、
　開栓･閉栓日当日に立会いのうえ、その場で
　届出書を提出してください。
▽　受付時間　午前８時30分～午後５時15分
　※土、日、祝日は除く。
▽　受付場所　水道管理センター
▽　手数料　1,000円(申込みの際、納付して
　ください。)
▽　注意事項
　○　電話による受付は行いません。必ず書面
　　で本人の意思を確認したうえでの開栓・閉
　　栓となります。
　○　土、日、祝日及び時間外の開栓・閉栓は
　　行いません。

開栓・閉栓の手続き方法」について

町内関係機関からのお知らせ

「平成20年度西川町戦没者追悼式」について

【問合】西川町社会福祉協議会 TEL 74-5677

　例年５月10日に挙行している「戦没者追悼
式」を、本年度は開発センター改修工事のため
ホールが使用できませんので、下記日程で開催
します。
▽　日時　８月８日(金)午前10時から
▽　場所　西川町開発センター大ホール

町外関係機関からのお知らせ

「がん患者相談室」のご案内

【問合･申込】山形大学医学部付属病院 TEL 023-628-5191

　相談室では、病気の治療や検査、療養や痛
みの治療の相談、不安、疑問や心配なことな
どがんに関するさまざまな相談に対応します。
▽　申込方法　平日に上記へ予約申込みをし
　てください。
▽　相談方法　担当看護師が面談により相談
　をお受けします。
　※原則として、電話相談はお受けしません。

「ひきこもり相談窓口の開設」について

【問合･申込】村山保健所地域保健予防課
TEL 023-627-1184

▽　相談日　毎月２回程度(毎月第１月曜日、
　第３金曜日など)
▽　場所　村山保健所(山形市十日町)
▽　対象者　ひきこもりに悩む、思春期･青
　年期のご本人やご家族
▽　申込方法　予約制になりますので、事前
　に上記へ電話で予約してください。
▽　その他　保健師による相談は、随時受け
　付けています。

「放送大学集中科目履修生」の募集

【問合】放送大学山形学習センター TEL 023-646-8836

　資格取得を目指して放送大学で学んでみませんか。
▽　種類　看護師資格取得に資する科目生、
　学校図書館司書教諭講習科目生
▽　募集期間　５月１日(木)～31日(土)

「平成20年度調理師試験」のご案内

【問合】村山保健所生活衛生課 TEL 023-627-1185

▽　試験期日　７月９日(水)
▽　場所　山形市「ホテルキャッスル」
▽　受験願書請求先　５月15日(木)から村山
　保健所生活衛生課において配布します。
▽　受験願書受付期間　６月２日(月)から
　13日(金)まで
▽　その他　受験予定者を対象とした説明会
　を、５月19日(月)に村山保健所で開催します。

「子育て支援センター」からのお知らせ

【問合･申込】にしかわ保育園内子育て支援センター
TEL 74-2303/Eﾒｰﾙ 0237771063＠pipopa.ne.jp

☆５月の子育て支援センター
▽　20日(火)
「布遊具であそぼう」午前10時から
　子どもの文化ボランティア「おてんとさま」
(布絵本製作)の矢野よし先生を招き、たくさ
んの布絵本、布遊具で遊びます。 
▽　27日(火)
「身体測定」午前10時から
　保健師が身長と体重を測定します。
▽　28日(水)
「ゆきんこ」午前10時から
　日塔幸子先生によるわらべ歌あそびです。
親子で楽しみましょう。
▽　29日(木)
　３才児健診のため、午後は休みになります。

「離職者に対する職業訓練」７月生の募集

【問合】雇用・能力開発機構山形センター
TEL 023-686-2016

▽　訓練期間　７月２日(水)～12月25日(木)
▽　募集科　ﾒｶﾆｶﾙﾜｰｸｽ科、住宅ｻｰﾋﾞｽ科
▽　募集定員　各科とも15名
▽　資格　ハローワークに求職登録している方
▽　費用　無料(テキスト代等は自己負担)
▽　募集締切日　６月10日(火)
▽　選考日　６月17日(火)
▽　その他　詳細は上記にお問い合わせください。

「不動産を競売します」

【問合】山形地方裁判所民事部書記官室執行係 
TEL 023-623-9511

▽　物件　山形市等の市町村の宅地、建物な
　ど約13件
▽　物件明細書閲覧期間と場所
　５月28日(水)まで山形地方裁判所民事部書
　記官室前ホール(４階)で閲覧できます。
▽　入札期間　５月21日(水)～28日(水)午後
　５時まで
▽　入札場所　山形地方裁判所執行官室
　※入札は所定の用紙による郵送でも可能です。
▽　開札日時　６月３日(火)午前10時
▽　その他　上記期間入札において適法な買
　受けの申出がなかった物件については、６月
　４日(水)から10日(火)まで特別売却に付され
　ます。

「再就職準備セミナー(Re･Beﾜｰｸｾﾐﾅｰ)」の開催

【問合】(財)21世紀職業財団山形事務所
TEL 023-642-2021

▽　日時　５月23日(金)午前９時30分から
▽　場所　山形市男女共同参画センター
▽　内容　
　○　子育て情報誌「マーメイド」編集長熊
　　谷弘美氏による講義
　○　再チャレンジサポートプログラムの説明
▽　定員　40名

「５月の町長室開放」について

【問合･申込】総務企画課庶務係 TEL 74-2119
▽　開放期日　５月15日(木)
▽　開放時間　午後３時～７時(対話時間は30分)
▽　申込期限　５月13日(火)まで
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 いよいよ西川町も春の観光シーズン真っ只中です。新緑が芽吹き、美味しい山菜の季節になってきま

した。４月２５日に水沢いきいき直売所もオープンしました。是非皆さんも春の西川を満喫しましよう。 

◎ゴールデンウィーク「月山スキー場」へのシャトルバス運行 

 月山スキー場へ行く場合は、車で姥沢駐車場まで行く方法もありますが、志津地区からのシャトルバ

スを５月６日(火)まで、土、日祭日に運行します。片道５００円、このバスのほか、町営バスも運行されま

すので、是非ご利用下さい。姥沢から志津温泉まで滑り降りる全長５ｋｍの「清水コース」を滑るため、こ

のバスを利用される方もいらっしゃいます。なお、姥沢駐車場が満車の場合は必ず利用していただくこ

とになります。 

【シャトルバス時刻表】 

志津会館 ９：００ １０：００ １１：００ １２：００ １３：３０ １４：３０ １５：３０ 

姥  沢 ９：３０ １０：３０ １１：３０ １２：３０ １４：００ １５：００ １７：００ 

◎「第５０回記念月山スキー競技大会」の開催について 

 「月山スキー競技大会」が５月１６日（土）から１７日（日）に開催されます。この大会は、昭和３４年に第

１回大会が開催され、皆様の多大なるご協力のもと今回で５０回目を迎えることになりました。この大会

はまさに月山スキー場の歴史とともに行われてきた大会でもあります。是非皆さんのご声援をお願いし

ます。 

◎「第 1 回全国不整地スノーボード選手権大会」の開催について 

 この度初めてスノーボードの不整地大会が５月２５日（日）に月山スキー場において、開催されること

になりました。月山の斜面を整地せずに自然のままのコースで競技が実施されます。まさに月山ならで

はの大会に、全国から多くのボーダーが集うことでしょう。 

◎「第 22 回月山スキーカーニバルの開催について 

 このカーニバルは、山形県出身であり、さらには全国でもトップレベルにあるデモンストレーターから

月山の雄大なゲレンデでスキーの指導が受けられるもので、５月２７日（火）に開催されます。是非ご参

加をお待ちしております。 

 デモンストレーター  渡辺三郎・柳橋泰久・伊藤秀人・粟野利信・伊藤秀朗・滝沢宏臣 

◎岩根沢地区による「岩根沢の春」を満喫・体験！を実施します。 

 笹巻き作り、春を感じての散策、なめこの菌打ち、そしてもちつき…春の西川町岩根沢は「楽しい！」

「おいしい！」がいっぱい。５月の風薫る岩根沢で、おもいっきり春を満喫してみませんか。 

○ 催行期日：平成２０年５月２４日(土)から２５日(日)まで 

○ 参加費用：大人１０，０００円(小学生以下７，０００円) 

◎「日帰りで楽しむ山菜と月山のある町西川町」を実施します。 

 ６月１日(日)に開催される「第４回全国山菜文化産業祭」の協賛事業として、西川町の魅力のひとつで

ある「新鮮な山菜」と「残雪とブナの新緑」をメインに仙台の方をお迎えします。６月１日(日)は西川町が

とてもにぎやかな一日になることでしょう。 

※上記の情報の詳しいことは電話で月山朝日観光協会にお問い合わせ下さい。また、ホー ムペ ー ジ

月山朝日観光情報 http://www.gassan-info.com/に掲載されていますので是非ご覧下さい。 


