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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３期
▽ 介護保険料３期
▽ 後期高齢者医療保険料３期

お知らせお知らせ
　９月21日(日)から30日(火)まで“秋の交通安全県民運動”が実施されます。
『運動の重点』
　①全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
　②夕暮れ時と夜間の歩行中･自転車乗車中の交通事故防止
　③飲酒運転の根絶
　④交通ﾙー ﾙの遵守と交通ﾏﾅー ｱｯﾌ゚ による交差点･道路横断時の交通事故防止
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西川町立図書館自主事業

講座1：はじめての俳句
月１回の90分の３回コース
第一回目：平成20年9月24日(水)
　　　　　午前10時から
講師：工藤　健一　氏
参加費：1,000円(資料代ほか)
持ち物：筆記用具

「してみっか講座」のご案内

講座2：はじめての川柳
月１回の90分の３回コース
第一回目：平成20年9月25日(木)
　　　　　午前10時から
講師：佐藤　昇一　氏
参加費：1,000円(資料代ほか)
持ち物：筆記用具

講座3：はじめての論語
月１回の90分の３回コース
第一回目：平成20年9月24日(水)
　　　　　午後１時30分から
講師：国分　克賢　氏
参加費：1,000円(資料代ほか)
持ち物：筆記用具

問合せ・申込先　西川町立図書館（西川交流センターあいべ内）
　　　　　　　　ＴＥＬ0237-74-3131　ＦＡＸ0237-74-3219

町立図書館で文学に関する講座を開催いたしますので
どなたでも気軽に参加してください。お待ちしています。

受講を希望する方は下記まで電話またはＦＡＸでお申込みください。
なお、初回時に参加費を集め、２回目以降の日程もお知らせします

場所：町立図書館

１０月の行事予定
　１日（水）就学児健康診断（にしかわ保育園　午前１０時から）
　２日（木）すくすく･よちよち･とことこ健診（保健センター　午後１時１５分から）※
　３日（金）交通安全宣誓祈祷祭（湯殿山神社　午前９時から）
　　　　　　全国消防操法大会出場選手激励会（月山銘水館　午後６時３０分から）
　　　　　　子育て支援センターいもに会（仁田山放牧場　午前９時３０分保育園出発）
　　　　　　海外観光おもてなし事業プロジェクトin月山（役場　午後２時から）
　４日（土）ＪＲ小さな旅「月山紅葉トレッキング」（午前１０時寒河江駅集合）
　５日（日）西川フェア～地酒･地ワイン･地ビールまつり～（月山銘水館　午前１０時から）
　　　　　　全国消防操法大会出場壮行式(操法訓練成果披露)（交流センター駐車場　午前１１時から）
　　　　　　第１１回寒河江川本道寺釣り道場渓流釣大会（本道寺釣り道場　午前８時３０分から）
　　　　　　休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）
　６日（月）
　７日（火）
　８日（水）
　９日（木）にしかわ保育園歯科検診（にしかわ保育園　午前９時３０分から）
１０日（金）
１１日（土）町立図書館おはなし会（町立図書館　午後１時３０分から）
　　　　　　読みきかせサークル研修会（交流センターあいべ　午後２時から）
　　　　　　キッズクラブ（県立自然博物館　午前９時３０分から）
　　　　　　西川町歴史文化学習会（本道寺地内　午前８時３０分から）
　　　　　　六十里越街道「六十からの詣で」(志津地区　午後１時から　～１２日まで)
　　　　　　困りごと相談（老人福祉センター　午後１時から）
１２日（日）自然と匠の伝承まつり（大井沢）
　　　　　　第１４回月山杯争奪剣道大会（町民体育館　午前８時３０分開会式）
　　　　　　第８回西川町民ウォーキング大会（弓張平公園　午前９時３０分から受付）
　　　　　　第２１回全国消防操法大会（東京ビッグサイト　午前９時から）
　　　　　　休日当番医　横山耳鼻咽喉科医院（TEL　86-6188）
１３日（月）体育の日　休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）
１４日（火）高齢者大運動会（町民体育館　午前９時から）
１５日（水）結核健診（保健センター　午後１時３０分から）※
　　　　　　行政相談（大井沢支所　午後１時から）
１６日（木）スケッチクラブ（県立自然博物園）
１７日（金）月山俳句大会（役場　午前９時から）
　　　　　　予防接種〔ポリオ〕（保健センター　午後１時１５分から）※
１８日（土）県中学校総合体育大会新人戦
　　　　　　自然観察会（県立自然博物園　午前９時３０分から）
１９日（日）第５回大井沢きのこまつり（自然と匠の伝承館前　午前１０時から）
　　　　　　第１１回伝承まつり（自然と匠の伝承館　午前１０時から）
　　　　　　月山学講座（県立自然博物園　午後１時３０分から）
　　　　　　　休日当番医　あびこ耳鼻咽喉科クリニック（TEL　86-3026）
２０日（月）
２１日（火）家族介護者交流のつどい（午前９時３０分から）
２２日（水）
２３日（木）結核健診（保健センター　午後１時３０分から）※
２４日（金）手作りおやつ教室（子育て支援センター　午前１０時から）
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「人工透析患者通院交通費助成」について

【問合･申込】保健ｾﾝﾀー 内健康福祉課在宅支援係 TEL 74-3243
▽助成対象者
　○腎臓機能障害により身体障害者福祉法によ
　　る身体障害者手帳の交付を受けた方で、町
　　内に住所を有する方
　○人工透析を受けるため、医療機関に交通機
　　関(自家用車を含む)を利用し通院している方
　○他の町実施事業(お出かけ支援サービス事
　　業助成等)の利用を受けていない方
▽助成額
　○通院交通費(自家用車による場合は１㎞当
　　り37円で計算した額)の実支出額の２分の
　　１に相当する額
▽申込期限　10月６日(月)

「10月の夜間診療及び午後診療日程」について

【問合】町立病院 TEL 74-2211
☆10月の夜間診療

 ◎午後６時までに受付を済ませてください。
☆午後診療日程
▽期日　平日(土、日を除く。)
▽診療時間　午後３時～４時30分
▽受付時間　午後４時まで
▽その他　手術日の場合は、外科休診となります。

期  日 診療時間 診療科

　７日(火) 午後５時30分 内科(伊藤)

１４日(火)
↓

外科(武田)

２１日(火) 内科(大河原)

午後６時30分

「町道の通行制限」のお知らせ

【問合】建設水道課 TEL 74-4120
　　又は山形県企業局南部総合事務所 TEL 74-3207
　水管橋耐震補強工事のため、次のとおり通行
を制限します。
☆町道海味･小月山線(小月山橋)
▽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　平成20年９月16日(火)～平成21
　年１月31日(土)

通行制限箇所図

「８.28愛知県集中豪雨災害」義援金の受付

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課在宅支援係 TEL 74-3243
　８月28日の集中豪雨での災害に伴う義援金の受
付を行っていますので、ご協力をお願いします。
▽受付期間　10月２日(木)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 「すくすく・よちよち・とことこ健診」の実施

【問合】保健ｾﾝﾀー 内健康福祉課健康推進係 TEL 74-5057

▽期日　10月２日(木)
▽場所　保健センター
▽健診開始の時間(時間までにおいでください。)
　○とことこ　午後１時15分
　○よちよち　午後１時30分
　○すくすく　午後２時
▽対象者
　○すくすく　平成20年５月･６月に生まれた児
　○よちよち　平成19年10月･11月に生まれた児
　○とことこ　平成19年３月･４月に生まれた児
▽内容　身体測定･小児科医内科診察･歯科診察
　及びフッ素塗布(よちよち･とことこ健診のみ)･
　歯磨き指導･発育相談･栄養相談
▽持ち物　母子健康手帳、歯ブラシ(よちよち
　･とことこのみ)
　※よちよち健診を受診された方に絵本をプレ
　　ゼントします。

「土砂災害防止のための現地調査」についての

【問合】建設水道課 TEL 74-2116
又は山形県村山総合支庁西村山河川砂防課 TEL 86-8413

　山形県では、土砂災害の危険がある箇所につ
いて、順次現地調査を行います。
　調査の趣旨をご理解いただき、町内各地における
土地の立入りについて、ご協力をお願いします。
▽現地調査の内容
　土砂災害により被害を受ける恐れのある場所の地
形や地質、土地の利用状況等について調査します。
　これらの調査を行うため、農地や宅地及びその周
辺に調査員(身分証明書携帯)が立ち入ることがあり
ます。
　その際には一言お断りしてから立ち入らせていた
だきますが、ご不在の場合はご容赦願います。
▽調査の期間　９月下旬から12月中旬までの予定
▽調査箇所　西川町内全域
▽調査者　㈱寒河江測量設計事務所、八千代エ
　ンジニアリング㈱

２８日(火) 外科(須貝)

お願い

「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
　　　　建設水道課上下水道係 TEL 74-4411
　なだれ防止施設設置工事及び配水管布設替工
事のため、次のとおり通行を制限します。
☆町道水沢岩根沢線
▽制限箇所　西川町大字水沢地内
　※下記図面を参照してください。
▽制限内容　全面通行止め
▽制限期間及び時間
　①９月16日(火)～30日(火)
　　11月１日(土)～28日(金)
　　午前８時～12時、午後１時～５時
　②10月１日(水)～31日(金)
　　午前８時～午後５時
▽その他
　○西岩根沢からの迂回路(下記図面参照)を　
　　ご利用ください。
　○上記工事に伴い、町営バス小沼線の運行時
　　間を10月１日から31日までの間、一部変更
　　します。
　　小沼発12時55分の便は各々15分から25分
　　繰り下げて運行します。変更時刻は右時刻
　　表のとおりです（予約運行ですので、前日
　　まで予約が必要になります。）。

通行制限箇所図

停留所 通常時間 10／１～31

小沼 12：55 13：10

小沼口 12：59 13：24

月山銘水館 13：00 13：25

旧西部中学校 13：01 13：26

石倉 13：03 13：28

入間口 13：04 13：29

入間小学校 13：05 13：30

前野 13：06 13：31

日影 13：07 13：32

久保入間 13：08 13：33

田代 13：09 13：34

東原口 13：10 13：35

間沢 13：12 13：37

開発センター前 13：13 13：38

バス車庫 13：15 13：40

太郎 13：16 13：41

町立病院 13：17 13：42

役場 13：18 13：43

老人センター 13：19 13：44

　西川中学校発12時25分の便は小沼口から岩
根沢を経由するため、終点の小沼到着時刻のみ
12時53分が13時８分となります。その他の運
行時間に変更はありません。

☆町営バス小沼線バス時刻表
【問合】町民税務課生活環境係 TEL 74-4404

２５日（土）第７３回西川菊まつり（間沢　～１１月８日まで）
　　　　　　自然散策と詩を読む会（丸山薫記念館　午前９時３０分から）
　　　　　　古文書解読講座（交流センターあいべ　午後１時３０分から）
　　　　　　西川のまちづくり応援団「ふるさと植樹祭」(西川河川公園　午後１時から)
　　　　　　西川のまちづくり応援団「ふるさと交流会」(名水公園　午後１時３０分から)
２６日（日）西川秋まつり（間沢　午前１０時から）
　　　　　　西川町総合防災訓練（吉川地区　午前６時から）
　　　　　　困りごと相談･行政相談（老人福祉センター　午後１時から）
　　　　　　地域交流イベント（志津駐車場　午前９時集合）
　　　　　　休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）
２７日（月）
２８日（火）子育て支援センター身体測定（子育て支援センター　午前１０時から）
　　　　　　楽楽運動教室（保健センター　午後２時から）
２９日（水）さがえドック（成人病検査センター　午前７時５０分から）※
３０日（木）第39回西川町文化祭（交流センターあいべ他　午前９時から　～11月３日まで）
３１日（金）早朝健診（成人病検査センター　午前６時３０分から）※

　※の実施場所、時間、対象者等については、「平成20年度各種健診事業日程」をご覧ください。


