
1

第 １ １ ３ ３ 号
平 成 ２ ０ 年 ９ 月 １ 日 発 行
西 川 町 役 場
http://www.town.nishikawa.
yamagata.jp

９月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は９月３０日(火)です。
　期限内に完納しましょう。
▽ 国民健康保険税２期　▽ 介護保険料３期
▽ 後期高齢者医療保険料２期

お知らせお知らせ

期 日 休日当番医名
市町(地区)名
(電話番号)

９月７日(日)

　　14日(日)
寒河江市寒河江
(TEL 86-3215)

　　15日(月)

　　21日(日)

　　23日(火) 町立病院
西川町海味

(TEL 74-2211)

９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

西川町海味
(TEL 74-2211)

豊岡整形外科
寒河江市中央
(TEL 86-4331)

西川産婦人科小
児科医院

にとう小児科
医院

町立病院

寒河江市元町
(TEL 84-5311)

「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

☆９月の子育て支援センター
▽２日(火)　離乳食つくり　午前10時～
▽９日(火)　運動会リハーサルのため午前休み
▽11日(木)　運動会リハーサルのため午前休み
▽13日(土)　運動会　午前９時開会
　○園外児の競技は、午前10時頃から行わ　　
　　れる予定です。
▽19日(金)　遠足(谷地中央公園)　午前９時30分
　保育園出発　午後１時30分保育園到着
　○参加希望の方は参加費500円(おやつ、保険代　
　　等)を添えて12日(金)まで申込みください。
▽25日(木)　３歳児健診のため午後休み
▽26日(金)　ゆきんこ　午前10時～
▽29日(月)　身体測定　午前10時～

　　28日(日) 町立病院
西川町海味

(TEL 74-2211)

「子どもたちが描いた｢救急車｣の絵を展示します」

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課健康推進係 TEL 74-5057
　　　西村山広域行政事務組合消防西川分署 TEL 74-2101
　９月９日の救急の日に合わせて、にしかわ保育園
の年長児たちが描いた「救急車」の絵を展示します。
　子どもたちが描いた感性豊かな絵を皆さんぜ
ひご鑑賞ください。
▽期日　９月７日(日)～13日(土)
▽展示場所　西川交流センターあいべ「ホール」

役場からのお知らせ

「糖尿病予防改善教室」のご案内

【問合･申込】保健ｾﾝﾀー 内健康福祉課健康推進係 TEL 74-5057
　血糖値が高く糖尿病が心配な方や、そのご家
族等どなたでも参加できます。
▽期日　９月30日(火)
▽時間　午後２時～４時
▽場所　西川町保健センター
▽内容　○町立病院大河原晋医師の講話
　　　　○健康チェック(血圧･体重･体脂肪測定)
　　　　○保健師による健康相談(希望者)
▽参加料　無料
▽申込み　９月25日(木)までに上記へ申込み
　ください。

「楽楽(らくらく)運動教室」のご案内

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課健康推進係 TEL 74-5057
　日頃運動していない方でも、無理なく気持ち
よくできる「ヨガ」を紹介します。ヨガは初め
てという方も、ぜひ体験してみてください。
▽期日　９月24日(水)
▽時間　午後７時～８時30分
▽場所　西川町保健センター
▽内容
　○ヨガ(講師：PFAﾖｶ゙ ｲﾝｽﾄﾗｸﾀー 笹原綾子氏(海味出身))
　○健康チェック(血圧･体重･体脂肪測定)
▽参加料　無料
▽持ち物　大きめのバスタオル
▽その他　動きやすい服装でおいでください。

「町議会第３回(９月)定例会｣の開催

【問合】議会事務局議事係 TEL 74-5055
▽開催期間  ９月３日(水)～11日(木)
▽場所  町議場等(役場３階)
▽日程等
  ３日(水)　本会議(議案上程等)《傍聴可》
    　　　　決算特別委員会(審査等)《傍聴可》
  ４日(木)　本会議(一般質問)《傍聴可》
  ５日(金)　決算特別委員会(審査)《傍聴可》
  ８日(月)　決算特別委員会(審査)《傍聴可》
  ９日(火)　各常任委員会《傍聴可》
  10日(水)　決算特別委員会(審査･採決)《傍聴可》
  11日(木)　本会議(議案審議･採決)《傍聴可》
  　※傍聴が可能な日は、いずれも午前９時30
　　　分から会議が行われます。
▽その他  傍聴される方は、事前に役場３階で
　受付けをしてください。(傍聴席に限りがあ
　りますので、混雑時は傍聴をご遠慮いただく
　場合があります。)
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町外関係機関からのお知らせ

「第18回(平成20年度)排水設備工事責任技術者

【問合･申込】建設水道課上下水道係 TEL 74-4411
　日本下水道協会山形県支部第18回排水設備工
事責任技術者の県内統一試験が下記の日程で行
われます。
▽日時　11月16日(日)午後１時～３時
▽場所　山形ビッグウイング(山形市平久保100)
▽申込等　10月３日(金)までに、上記へ申込み
　ください。
▽講習会　希望者を対象に受験講習会を開催し
　ます。
▽その他　詳細については、上記までお問合せく
　ださい。

「高齢者すまいの地震あんしん事業」の実施

【問合･申込】建設水道課管理係 TEL 74-4120

「西川町統合小学校町民検討会の報告」について

【問合】教育文化課教育総務係 TEL 74-2114
 ８月３日開催の標記検討会では、多数のご参加
をいただきありがとうございました。皆様から頂
いたご意見･ご要望と町の考え方のまとめについて、
次のとおり掲示しますので、ぜひご覧ください。
☆全内容の掲示
　▽役場、交流センター　９月１日(月)から
　▽町ホームページ　９月上旬から
☆ダイジェスト版の掲載
　▽９月15日発行町広報誌「NETWORKにしかわ」

　県では大地震の被害から高齢者の命を守るた
めの地震対策をアドバイスする事業を次のとお
り実施します。
▽対象　昭和56年以前に建築された65歳以上の
　高齢者世帯のみの住宅
▽内容　事前に耐震相談を行い、その結果、部
　分補強等の対策を考える方に、建築の専門家
　を派遣し、現地を見て地震対策等について助
　言します。
▽費用　事前の耐震相談や、地震対策の助言に
　関する費用は無料です。
▽その他　詳細、申込みについては、上記へお
　問合せください。　　

 試験」の実施

「六十里越街道を歩く会」の開催

【問合･申込】交流ｾﾝﾀー あいべ内教育文化課生涯学習係 
TEL 74-3131

　「六十里越街道」を一緒に歩いて、歴史と文
化に触れてみませんか。
▽主催　東北芸術工科大学
▽後援　西川町教育委員会、各市町教育委員会
　山形新聞、山形放送、山形テレビ等
▽日程　９月22日(月)～27日(土)
▽場所　山形と鶴岡を結ぶ「六十里越街道」の
　全行程
▽対象　六十里越街道を歩きたい方
▽参加料　無料
▽区間と集合場所
　・９月22日(月) Ａ区間(山形～寒河江)
　　山形市八日町誓願寺 午前８時30分集合
　・９月23日(火) Ｂ区間(寒河江～岩根沢)
　　寒河江市八幡宮前 午前８時30分集合
　・９月24日(水) Ｃ区間(岩根沢～志津)
　　岩根沢出羽三山神社前 午前８時30分集合
　・９月25日(木) Ｄ区間(志津～田麦俣)
　　志津不動院跡 午前８時集合
　・９月26日(金) Ｅ区間(田麦俣～松根寺)
　　鶴岡市田麦俣分校 午前８時30分集合
　・９月27日(土) Ｆ区間(松根寺～鶴岡)
　　鶴岡市松根公民館 午前８時30分集合
▽申込方法　事前に申込みが必要です。９月11
　日(木)までに、上記へ電話で申込みください。

「県難病相談支援センター主催講演会」のご案内

【問合】山形県難病相談支援ｾﾝﾀｰ TEL 023-631-6061
▽内容
　○講演｢病があっても、安心･安全の医療体制を考える｣
　　・講師　日本難病･疾病団体協議会代表
　　　　　　伊藤たてお 氏
　○体験発表「これまでの療養体験から医療に
　　対して望むこと」
▽日時　９月20日(土)午後１時30分～４時
▽場所　山形県小白川庁舎 研修室
▽参加料　無料(予約不要)

「９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　９月16日(火)
▽開放時間　午後３時～７時(対話時間は30分)
▽申込期限　９月11日(木)まで

「第４次西川町行政改革大綱平成19年度進捗状況の

【問合】総務企画課企画係 TEL 74-2112
　厳しい社会情勢の中、豊かさと自立を目指
し、協働によるまちづくりを進めるため、迅
速･効果的で効率的な行政経営を進めることを
目的に平成18年３月に策定した第４次西川町
行政改革大綱に基づき、平成19年度の対応状
況の報告を取りまとめました。
　詳細につきましては、９月15日発行の町広
報誌「NETWORKにしかわ」でお知らせする予定
ですが、８月25日から役場などで閲覧するこ
とができます。
　また、町のホームページにも掲載していま
すのでご覧ください。
▽閲覧場所　役場総務企画課、交流センター、
　大井沢支所
▽町ホームページアドレス
　http://www.town.nishikawa.yamagata.jp

 報告」について

「ＮＨＫハートフォーラムの入場整理券の追加

【問合】交流ｾﾝﾀｰあいべ内教育文化課生涯学習係 
TEL 74-3131

　ＮＨＫハートフォーラムの入場整理券30枚を
追加発行し配布します。お早めに申込みください。
▽日時　９月６日(土)午後１時30分開演
▽場所　西川交流センターあいべ　大ホール
▽内容　第一部「楽しい健康講話」
　　　　第二部「林家いっ平健康ﾄｰｸｼｮｰと落語」

発行」について

「第12回西川ライオンズクラブ杯グラウンドゴ

▽期日　９月28日(日)
▽時間　午前８時30分(選手受付開始)
　　　　午前９時30分(競技開始)
▽場所　睦合河川公園　グラウンドゴルフ場
▽競技方法　男女オープンの個人戦
▽参加資格　町内に在住する方又は町内に勤務
　している方
▽表彰　１位から６位、ホールインワン賞、特別賞
▽参加料　無料
▽申込等　９月19日(金)までに、申込用紙(交
　流センターにあります。)に必要事項を記入の
　うえ、上記に申込みください。

ルフ大会の参加者｣の募集

【問合･申込】交流ｾﾝﾀｰあいべ内教育文化課ｽﾎﾟー ﾂ振興係 
TEL 74-3131

「家族教室」のご案内

【問合･申込】村山保健所地域保健予防課 TEL 023-627-1184
▽対象者　うつ病で治療中の方のご家族 
▽内容
　○講話「うつ病の理解と対応」
　　・講師　中川ﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ院長 中川泰彬 氏
　　・日時　10月２日(木)午後１時30分～
　○講話とｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ「家族のかかわり方」
　　・講師　臨床心理士 佐藤秀実 氏
　　・日時　10月23日(木)午後１時30分～
　○講話「家族が心の健康に保つために」
　　・講師　中川ﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ院長 中川泰彬 氏
　　・日時　10月30日(木)午後１時30分～
▽場所　村山保健所(山形市十日町)
▽参加料　無料
▽申込等　９月24日(水)までに、上記へ電話で
　申込みください。

「被害者支援ポスターコンクール」の実施

【問合･応募】山形県警本部犯罪被害者対策室
　　　　住所 山形市松波二丁目8-1 TEL 023-626-0110
　犯罪(詐欺、窃盗、暴力、殺人等)の被害者は
精神的に辛い思いをしています。被害者の現状
を理解し、みんなで被害者を支える社会づくり
のために被害者支援ポスターを募集します。
▽対象　中学生以上
▽主題　「被害者支援」に関するもの
▽規定　○水彩絵具、ポスターカラー、クレヨ
　　　　　ン等を使用したもの
　　　　○用紙の大きさはＢ３版又はＢ４版
▽締切　９月30日(火)
▽応募方法　上記へ郵送又は持参してください。

「防衛大学校･防衛医科大学校･看護学生」の募集

【問合】自衛隊山形募集案内所 TEL 023-634-3439

☆募集説明会種目ごとの募集資格及び受付期間等
▽防衛大学校学生(一般)

募集資格 高卒(見込含む)24歳未満

受付期間 ９月８日(月)～９月30日(火)

一次試験 10月25日(土)

▽防衛医科大学校学生

募集資格 高卒(見込含む)21歳未満

受付期間 ９月８日(月)～９月30日(火)

一次試験 11月15日(土)～16日(日)

▽看護学生

募集資格 高卒(見込含む)21歳未満

受付期間 ９月８日(月)～９月30日(火)

一次試験 11月１日(土)～２日(日)

☆募集内容説明会
▽日時　９月21日(日)午前９時～11時
▽場所
　○寒河江会場
　　寒河江市文化センター２階第１研修室
　　(寒河江市大字西根字石川西333)
　○山形会場
　　自衛隊山形地方協力本部試験室
　　(山形市十日町四丁目3－21)
☆その他　詳細については、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。
▽ホームページアドレス
　http://www.mod.go.jp/pco/yamagata/

「町道の通行制限」のお知らせ

【問合】建設水道課建設係 TEL 74-2116
　流雪溝整備工事のため、次のとおり通行を
制限します。
☆町道大下海の宿線
　▽制限箇所　西川町大字海味地内
　　※下記図面を参照してください。
　▽制限内容　片側交互通行
　▽制限期間　９月１日(月)～10月15日(水)

通行制限箇所図
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１．受付時間 ９：３０～１０：００ 

 

２．集合場所 弓張平公園「パークプラザ」 

 

３．駐 車 場 「パークプラザ」隣接 北駐車場 

 

４．ウォーキングコ ー ス  

【一般コース約5.1ｋｍ】パークプラザ出発→自然体験区→植物園区 

→自然体験区→スポーツ施設区 

【健脚コース約6.5ｋｍ】一般コースから、森のスポーツ区へ 

 

５．参 加 料 500円（当日ご持参ください。） 

 

６．持ち物  飲み物（水分補給用）・お椀・はし・おにぎり 

防寒対策（雨具・上着など） 

 

７．その他  小雨決行です。雨で歩けない場合は、弓張平体育館での軽運動となります。 

 

８．申し込み １０月６日（月）まで、電話又は直接申込みください。 

★西川交流セ ン タ ー あ い べ ７ ４ －３ １ ３ １ ★西川町保健セ ン タ ー ７ ４ －５ ０ ５ ７  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催：西川町 

   西川町教育委員会 

   西川町体育指導委員会 

西川町の秋はウォーキングに

ピッタリ！ご家族、お友達とさ

わやかな気持ちのいい汗をかい

てみませんか？ 

9:30～ 受付 
10:00～ 歩き方講習 
     準備体操 
10:30～ ウォーキング 
 
★ウォーキング終了

後、芋煮を準備して

います。 
★参加賞もあります。

お楽しみに！ 


