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西 川 町 役 場
http://www.town.nishikawa.
yamagata.jp

６月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は６月３０日(月)です。
　期限内に完納しましょう。
▽　町県民税１期

お知らせお知らせ
「中国大地震被災者救援金」の受付について

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課在宅支援係TEL 74-3243
　中国での大地震災害に対し、赤十字が活動
を行うための救援金の受付を行います。ご協
力をお願いします。
▽受付期間　６月10日(火)まで
▽受付場所　保健センター/役場 総合窓口

役場からのお知らせ

「平成20年度各種健診申込書の再確認」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
　今年度町の健診に申込みをしていただいた
世帯に対して、申込み内容の写しを返送して、
平成20年度各種健診申込書の再確認をお願い
しています。
　申込内容に変更や間違いがあった場合や申
込を行ったのに申込確認書が届かなかった場
合は、上記まで電話でご連絡ください。
　なお、確認書はそのまま申込書の控えとし
て保管をお願いします。

「テレビ放映」のお知らせ

【問合】産業振興課商工観光係　TEL 74-4119
　下記の日時に、月山をはじめ西川町がテレビ
放映されます。どちらも全国放送です。ぜひ、
ご覧ください。
▽番組名及び放送日時
　○生活ほっとモーニング
　「発見!とっておきの旅～山形県･月山～」
　・放送日時
　　６月５日(木)午前８時35分から９時25分
　・放送局　ＮＨＫ総合テレビ
　○朝だ！生です旅サラダ
　「生中継！月山夏スキーと月山筍料理」
　・放送日時
　　６月７日(土)午前８時から９時30分
　・放送局　ＹＴＳ山形テレビ

「町道の通行制限｣のお知らせ

【問合】建設水道課上下水道係　TEL　74-4411
　公共下水道管渠工事のため、次のとおり通行
制限を行います。
☆町道上間沢・東泉寺線
▽制限箇所　西川町大字間沢地内
　※下記図面を参照してください。
▽制限内容　車両全面通行止め(終日)
　※20～30ｍ区間、通り抜け出来ません
▽制限期間　６月４日(水)～11月28日(金)

「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

☆６月の子育て支援センター
▽３日(火)　離乳食作り　午前10時から
▽５日(木)　救急講習　午前10時から
　○参加申込　４日(水)まで(先着10名)
▽19日(木)　いがもち作り　午前10時から
　○参加申込　13日(金)まで
▽21日(土)　パパ･マママタニティスクール
　午前９時30分から
▽24日(火)　身体測定　午前10時から
▽25日(水)　虫歯予防教室　午前11時から
▽26日(木)　ゆきんこ　午前10時から
▽27日(金)　人形劇鑑賞　午前10時から
　○劇名　「にげだしたパンケーキ」
　○参加料　１家族500円(当日いただきます。)

「６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　６月16日(月)
▽開放時間　午後３時～７時(対話時間は30分)
▽申込期限　６月13日(金)まで

期 日 休日当番医名
市町(地区)名
　　(電話番号)

６月１日(日)
菊地胃腸科内科
医院

寒河江市中央
　(TEL 86-2301)

６月８日(日) 町立病院
西川町海味
　(TEL 74-2211)

６月15日(日)

６月22日(日)
寒河江市栄町
　(TEL 86-3101)

６月29日(日) 町立病院
西川町海味
　(TEL 74-2211)

６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

町立病院
西川町海味
　(TEL 74-2211)

熊坂整形外科
医院
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「西川町婦人教室」のご案内

【問合】町民体育館内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131

▽期日　６月７日(土)午前９時30分～12時
▽場所　町民体育館1階　高齢者体育室
▽内容　開級式、とんと昔語り、クラブごとの
　打合せ･練習

「山形県医師修学資金貸与者」の募集

【問合】山形県健康福祉企画課 TEL 023-630-2258
　山形県では、県内の医療機関に勤務する医
師を確保するため、大学において医学を履修
する方に修学資金を貸与します。一定期間、
県内の公立病院等に勤務するなどの条件を満
たせば、貸与した修学資金を返還する必要は
ありません。
▽貸与年額
　①地域医療従事医師確保修学資金　200万円
　②特定診療科医師確保修学資金　200万円
　③山形大学医学部修学資金　100万円
▽募集受付期間　６月16日から７月15日まで
▽その他　詳細については、山形県のホーム
　ページをご覧いただくか、上記へお問合せ
ください。

「平成20年度第２期放送大学学生」の募集

【問合】放送大学山形学習センター TEL 023-646-8836
　放送大学はテレビやラジオを利用して授業を
行う通信制大学です。１科目からでも学べます。
▽募集学生
　・全科履修生(大学卒業を目指す編入学可、18歳以上)
　・選科履修生(１年間在学、15歳以上)
　・科目履修生(6ヶ月間在学、15歳以上)
▽募集期間　６月15日(日)～８月31日(日)
▽大学説明会　７月４日(金)及び18日(金)の午
　後６時から、放送大学山形学習センターで行
　います。また、両日とも、放送大学山形学習
　センターの客員教員による講演があります。
▽その他　資料請求(無料)及び問合せは上記ま
　でお願いします。

「西川町の企業は西川町の方を探している!」

【問合】西村山地方森林組合[担当佐藤] TEL 74-3181

▽募集人員：１人
▽就業時間：８時間/日
▽休日：土、日、祝日
▽年令等：高卒以上の30歳以下の男性
▽勤務地：西川町海味
▽資格等：普通自動車免許[マニュアル車]
▽保険等：雇用/労災/健康/厚生/財形
▽給与：西村山地方森林組合規定よる
▽選考方法：作文、面接
▽応募方法：自筆履歴書(写真貼付)に健康診
　断書を添えて持参してください。(事前に来
　所予定を連絡してください。)
▽受付締切：７月11日(金)

「女性のためのスキルアップパソコン講座受

【問合】山形県立山形職業能力開発専門校
TEL 023-644-9227/FAX 023-644-6850

▽コース名
　・初めてのパソコン講座
　・徹底！Excel基本講座
▽講習期間
　○初めてのパソコン講座　６月30日(月)、
　　７月２日(水)、４日(金)、８日(火)の４
　　日間
　○徹底！Excel基本講座　７月10日(木)、　
　　15日(水)、18日(金)、23日(火)の４日間
▽受講対象者
　○初めてのパソコン講座　女性の方で、初
　　めてパソコンを使う方
　○徹底！Excel基本講座　Excelの基本操作
　　をじっくりと学びたい方
▽募集人数　各講座とも20名
▽受講料　各講座とも10,500円(テキスト代　
　2,100円含む)
▽応募締切　６月23日(月)午後４時必着
▽申込方法　所定の申込用紙にて直接上記へ
　郵送又はFAXで申込みください。

「第３回町民ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺﾞﾙﾌ交流大会」の参加者

【問合】町民体育館内教育文化課ｽﾎ゚ ﾂー振興係 TEL 74-3131

▽主催　西川町グラウンドゴルフ協会
▽期日　６月22日(日)
▽時間　午前８時30分から受付
▽場所　睦合河川公園グラウンドゴルフ場
▽対象　原則として町内に居住する方で、年齢、
　性別は問いません。
▽表彰　１位～10位、ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝ賞、飛び賞
▽参加料　１人500円(当日徴収します。)
▽申込み　６月12日(木)までに町民体育館に
　申込みください。
▽その他　・昼食は各自で準備ください。
　　　　　・各自傷害保険に加入ください。

募集

「親子マラソン・ピクニックin寒河江ダム」の

【問合】町民体育館内教育文化課ｽﾎ゚ ﾂー振興係 TEL 74-3131
　　　　又はｼﾞｭﾆｱﾗﾝﾅｰｽﾞ代表奥山重昭 TEL 74-3998
　マラソン･ピクニックはおしゃべりの出来る
スピードで休憩をいれながら楽しく走ることを
目的としています。親子で楽しく、励まし合い
ながら同じ時間を過ごしませんか。
▽主催　西川ジュニアランナーズ
▽期日　７月６日(日)
▽集合場所　寒河江ダム管理事務所駐車場集合
　※雨天時は町民体育館になります。
▽日程　午前９時集合、午前９時30分出発
▽対象者　小学生以上の親子
▽参加料　１人500円
▽申込方法　６月28日(土)までに、申込用紙(町
　民体育館事務室にあります。)に必要事項をご
　記入のうえ、参加料を添えて申込みください。

参加者募集

町外関係機関からのお知らせ

「ねんきん特別便等に関する無料相談会」のご案内

【問合】山形県社会保険労務士会 TEL 023-631-2959

▽日時　６月14日(土)午前10時～午後６時
▽相談会場　錦産業会館７階会議室(山形市)
▽相談方法　面談及び電話による相談
　※電話による相談の場合は0120-606-436へ
　　電話してください。

 体感!若者塾「サラリーマンのための年金ベー

【問合】山形県青年の家研修課 TEL 023-654-4545

▽日時　６月14日(土)午前10時～12時
▽場所　山形県青年の家(天童市)
▽対象　30～40代を中心とした一般成人
▽講師　ファイナンスプランナー清水彬氏
▽内容　サラリーマンの年金を題材にした基本的
　な年金制度について
▽参加費　無料
▽申込期限　６月６日(金)午後５時まで(先着40名)

シックセミナー」の開催

「Ｂ型･Ｃ型肝炎治療についての医療費助成の創

【問合･申込】村山保健所 TEL 023-622-2543

　山形県はインターフェロン治療を必要とする、
Ｂ型及びＣ型肝炎患者が治療を受けられる機会を
確保するため治療費の助成を行います。
▽対象となる医療費
　Ｂ型･Ｃ型肝炎ウィルスの除去を目的として行
うインターフェロン治療で医療保険適応となる医
療費が対象。助成期間は原則として１年間で、６
月30日まで申請の場合は希望により４月１日に遡
って適用が可能となります。
▽医療費の対象者
　山形県に住所を有する方で、各種医療保険に加
入している方とその被扶養者のうち、県の認定を
受けた方
▽問合せと申請先
　制度に関する詳しい説明と助成費用等に関する
問合せ･申請は、上記へ問合せください。

設」について

 講生」の募集

「平成20年度の消防設備士試験受験準備講習

【問合】西村山広域行政事務組合消防本部 TEL 86-2571
▽講習日程及び会場

 会」のご案内

期日 定員 場所
第１種 ８月１日(金) 30名

山形ﾋﾞｯｸﾞｳｲﾝｸﾞ第４種 ８月１日(金) 30名
第６種 ８月１日(金) 30名

種別

▽講習時間　午前９時から午後４時30分まで
▽受付期間　７月１日(火)～11日(金)
▽申込書配布先　西村山広域行政事務組合消
　防本部(TEL 86-2595)、各分署及び山形県消防
　設備保守協会
▽申込先
　山形県消防設備保守協会(TEL 023-629-8477)

　以下の求人情報については、すべてハローワー
クさがえ(TEL 86-4221)にお問合せください。
　応募があり既に決定済みの場合もありますので
ご容赦ください。

有限会社ブナの森(高取薬局)(TEL 74-3128)
◆求人番号：一般　06080-969681
▽職種：薬剤師１人
▽就業時間：午前９時00分～午後６時30分
▽休日：日、祝日、その他
▽年令：不問
▽勤務地：西川町
▽資格等：薬剤師・普通自動車免許一種
▽保険等：雇用/労災/健康/厚生/財形

有限会社ブナの森(高取薬局)(TEL 74-3128)
◆求人番号：パート　06080-971781
▽職種：薬剤師　１人
▽就業時間：午前９時00分～午後６時30分
　　　　　　の間の6時間程度
▽休日：日、祝日、その他
▽年令：不問
▽勤務地：西川町
▽資格等：薬剤師・普通自動車免許一種
▽保険等：雇用/労災/健康/厚生

㈱東北コーオン(TEL 74-2500)
◆求人番号：一般　06080-991381
▽職種：製造　検査業務　他組立及び軽作業　
５人
▽就業時間：午前8時20分～午後5時15分
▽休日：土、日、祝日、その他
▽年令：不問
▽勤務地：西川町
▽資格等：普通自動車免許一種
▽保険等：雇用/労災/健康/厚生

「町議会第２回(６月)定例会｣の開催

【問合】議会事務局 TEL 74-5055
　町議会第２回定例会が、次のとおり開催され
る予定ですので、お気軽に傍聴してください。
▽期日(予定)  ６月11日(水)～13日(金)
▽場所  町議場及び会議室(役場３階)
▽その他　日程等の詳細については、上記へお
　問合せください。

「西川中学校吹奏楽部第１回定期演奏会」の開催

【問合】教育文化課教育総務係 TEL 74-2114
　日頃の練習の成果を発揮する演奏会です。た
くさんの方々のご来場をお待ちしています。
▽期日　６月７日(土)　
▽時間　午後６時30分開場･午後７時開演
▽場所　西川中学校体育館

「就業支援講習会(パソコン講習会)」のご案内

【問合】山形県母子寡婦福祉連合会 TEL 023-632-2296
▽日程　７月６日(日)～９月７日(日)
▽会場　東根市さくらんぼタントクルセンター
▽講習内容　パソコン講習会(基礎編)
▽募集人数　10名
▽対象　母子家庭等の母であれば原則対象とな
　ります。
▽その他　詳細は上記へ問合せください。
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６ 月は『 土砂災害防止月間』 で す ！ 
～突然襲う 土砂災害～ 

身を 守る の は「 早め の 避難で す ！」  

台風や豪雨は毎年のように到来し大きな被害をもたらします。十分な準備と心得があ

れば被害を最小に食い止めることが可能です。  

●危険を 感じ た ら す ぐ に 避難し ま し ょ う 。  

●土砂災害警戒区域や 避難場所等を 確認し て お き ま し ょ う 。  

●雨が 強く なっ て き た ら 、 積極的に 雨量情報、 予報、 警報等の 情報を 入手し ま し ょ う 。  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

「 山形県河川・ 砂防情報シ ス テ ム 」 ア ド レ ス  

☆パ ソ コ ン 用 

h ttp ://w w w .ka sen .p ref .ya m a g a ta .jp / 

☆携帯電話用 

h ttp ://w w w .ka sen .p ref .ya m a g a ta .jp /m ob ile/ 

☆情報メ ー ル 配信登録  

h ttp ://w w w .ka sen .p ref .ya m a g a ta .jp /m a il/ 

土砂災害の

前兆現象！ 


