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１０月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は１０月３１日(金)です。
　期限内に完納しましょう。
　▽ 町県民税３期　　　　▽ 介護保険料４期
　▽ 国民健康保険税４期　▽ 後期高齢者医療保険料４期

お知らせお知らせ
後期高齢者医療制度保険料の年金からの支払い開始
　３月まで被用者保険(社会保険)の被保険者であ
った方、同保険の被扶養者であった方の後期高齢
者医療制度保険料の特別徴収(年金からの天引き)
が10月から開始されました。

１１月の行事予定

　１日（土）西川町文化祭「とんと昔語り」（交流センターあいべ　午前９時３０分から）
　　　　　　こども映画館（交流センターあいべ　午前１１時から）
　　　　　　国際交流協会交流事業「世界の文化に親しもう！」（交流センターあいべ　午後１時から）
　　　　　　自然体験シリーズ「岩根沢の冬支度」（岩根沢地区　午前１１時から　～２日）
　２日（日）西川町文化祭ステージ発表（交流センターあいべ　正午開演）
　　　　　　休日当番医　折居内科医院（TEL　86-0330）
　３日（月）文化の日　ネイチャートレイル散策（県立自然博物園　午前９時から）
　　　　　　休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）
　４日（火）
　５日（水）
　６日（木）健康づくり推進員研修会（交流センターあいべ　午前１０時から）
　７日（金）第１２回西川牛モウモウまつり（～２２日）
　　　　　　予防接種「ポリオ」（保健センター　午後１時１５分から）※
　８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）
　９日（日）第５５回西村山地区駅伝競走大会（西村山管内　午前８時３０分開会式）
　　　　　　ネイチャートレイル散策（県立自然博物園　午前９時から）
　　　　　　西川牛精肉販売（水沢温泉館前　午前１０時から）
　　　　　　休日当番医　国井医院（TEL　86-4811）
１０日（月）西川菊まつり表彰式（出羽屋　午後４時から）
１１日（火）高齢者大学開校日（交流センターあいべ　午前９時３０分から）
　　　　　　にしかわ保育園祖父母参観（にしかわ保育園　午前９時３０分から）
　　　　　　困りごと相談（老人福祉センター　午後１時から）
１２日（水）西川町歴史文化学習会（交流センターあいべ　午後７時から）
１３日（木）
１４日（金）第２９回老人クラブまつり（交流センターあいべ　午前１０時から）
　　　　　　全国消防操法大会報告会（出羽屋　午後６時３０分から）
１５日（土）
１６日（日）ネイチャートレイル散策（県立自然博物園　午前９時から）
　　　　　　休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）
１７日（月）町長室解放（役場　午後３時から）
１８日（火）にしかわ保育園年中児虫歯予防教室（にしかわ保育園　午前９時３０分から）
１９日（水）
２０日（木）西川中･西山小公開研究発表会（西川中学校　午後１時５０分から）
　　　　　　栄･栄養教室（保健センター　午前１０時から）
２１日（金）
２２日（土）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）
２３日（日）勤労感謝の日　困りごと相談（老人福祉センター　午後１時から）
　　　　　　休日当番医　熊坂整形外科医院（TEL　86-3101）
２４日（月）振替休日　休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）
２５日（火）
２６日（水）
２７日（木）楽楽運動教室（保健センター　午後７時から）
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「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
　無理なく楽しく気持ちよく、体を動かしてい
く教室です。運動が苦手な方も、気軽にお越し
ください。
▽日時　10月28日(火)午後２時～３時30分
▽場所　保健センター２階
▽内容　保健センターの周辺を気持ちよくウォー
　キングします。
▽持ち物　水分補給用の飲み物
▽その他　申込みは不要です。当日は、歩きや
　すい靴、服装でお越しください。

「11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
☆11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

　４日(火) 午後５時30分 内科(伊藤)

１１日(火)
↓

外科(武田)

１８日(火) 内科(大河原)

午後６時30分

「にしかわ秋まつりに係る通行規制」について

【問合】産業振興課商工観光係 TEL 74-4119
　にしかわ秋まつりの開催にあわせて、下記
のとおり交通を規制します。特に夕方からは、
近くに迂回路がありませんのでご注意ください。
▽規制日　10月26日(日)
▽交通規制箇所
　○午前９時～午後３時30分
　　きらやか銀行間沢支店前交差点～美どり亭前
　○午後３時30分～７時30分
　　きらやか銀行間沢支店前交差点～高瀬橋

交通規制箇所図

役場からのお知らせ 「指定管理者の公募」について

【問合】総務企画課財政係 TEL 74-4402

　指定管理者制度とは、より効果的、効率的
に「公の施設」の管理を行うために民間の経
営能力を活用し、住民サービスの向上を図る
とともに、経費削減等を図ることを目的とす
るものです。
　本町では、平成21年度からの施設管理のた
め、次の施設の指定管理者を募集します。詳
しくは、お問合せください。
▽公募施設
　①西川町大井沢温泉館
　②休養宿泊施設「月山荘」
▽公募期間
　10月20日(月)～11月17日(月)
▽その他　詳細については、町のホームペー
　ジでご覧いただくか、上記へお問合せくだ
　さい。

「高齢者の交通事故防止推進強化月間」の実施

【問合】町民税務課生活環境係 TEL 74-4404
▽期間　10月15日(水)～11月14日(金)
▽運動の重点
　○歩行者･自転車
　　①道路を横断するときは、「いつでも･ど
　　　こでも安全確認」をしよう。
　　②夕方からの外出は、「見られて安全」ピ
　　　カピカ光る夜光反射材を身につけよう。
　　③自転車も、夕暮れ時は早めに点灯しよう。
　○運転者
　　①飲酒運転は絶対にしない、させない、許
　　　さないようにしよう。
　　②全ての座席で必ずシートベルト・チャイ
　　　ルドシートを着用しよう。
　　③夕暮れ時は早めに点灯し、前照灯のこま
　　　めな切り替えで、ハイビーム(前照灯の
　　　上向き)を活用しよう。
　　④75歳以上の運転者は、必ず高齢運転者
　　　マークを表示しよう。
　　⑤歩行者･自転車を見かけたら、注意、減速
　　　(10キロ)し、「横断歩行者を見かけたら
　　　お先にどうぞ」の思いやり運転をしよう。

「地域交流イベント『紅葉の六十里越街道と

【問合】山形県立自然博物園 TEL 75-2010/FAX 75-2020
　紅葉の六十里越街道を歩き、弓張平で秋の味
覚"芋煮"を楽しみます。
▽日時　10月26日(日)午前９時集合
▽集合場所　志津温泉駐車場
▽装備･服装　十分な対策が必要です。足元は
　しっかりした靴(ズック不可)又は長靴を用
　意してください。
▽注意事項　多少の雨風でも開催します。中止
　の判断は当日になります。
▽申込　上記まで、電話又はFAXで申込みください。

「エイズ検査」の実施

【問合】村山保健所感染症予防担当 TEL 023-627-1117
▽日時　11月29日(土)午後１時～４時
▽場所　山形市保健センター３階大会議室(山
　形駅西口　霞城セントラル内)
▽内容　エイズ相談(面接)、ＨＩＶ迅速血液
　検査(希望時)
▽その他　相談、検査は、匿名･無料で受けら
　れます。相談は保健師が対応します。予約、
　お問合せは、上記へお願いします。

外科(須貝)２５日(火)

「平成20年度ねたきり老人及び重度障害者介護

【問合･申込】保健ｾﾝﾀー 内健康福祉課在宅支援係 TEL 74-3243
▽対象者　町内に住所を有し、居宅において１年
　以上ねたきり老人又は重度障害者を介護している
　方で、当該者と同一世帯に属する方。ただし、10
　月１日の基準日以前の過去１年間において、その
　日数の２分の１以上、施設入所や入院等で、介護
　が不要になったり中断した場合は該当しません。
　基準日前に死亡した場合は対象外となります。
▽激励金　　支給は毎年１回とし、１万円です。
▽申請方法　各地区の民生委員を通じての申請と
　なりますので、担当民生委員にご相談ください。
▽申込期限　10月20日(月)まで
▽その他　「ねたきり老人」及び「重度障害者」
　については、支給要件があります。詳細は上
　記へお問合せください。

激励金事業」の実施

町内関係機関からのお知らせ

秋の味覚』」の開催

「山形聾学校第２回学校公開『ろう学校ってど

町外関係機関からのお知らせ

【問合】山形県立山形聾学校 TEL 023-688-2316
▽日時　11月13日(木)午前９時30分から
▽内容　「聴覚障がい」、「聴覚障がい教育」
　についての研修会と授業参観
▽参加方法　事前に申込みが必要です。11月
　７日(金)まで上記へ申込みください。
▽その他　詳細については、山形聾学校のホー
　ムページをご覧になるか、上記へお問合せく
　ださい。
　※ホームページアドレス
　　http://www.yamagata-sd.ed.jp

んなところ？』」の開催

「愛犬のしつけ教室」のご案内

【問合】村山保健所生活衛生課乳肉衛生管理担当
TEL 023-627-1187

▽日時　10月27日(月)午後１時30分～３時
▽場所　最上川ふるさと総合ドッグラン(寒河
　江市寒河江)
▽対象者　１歳未満の犬の飼養者で、当日しつ
　け教室に犬を連れてこられる方又はしつけ教
　室の見学を希望する方
▽申込　10月22日(水)まで、上記へ電話で申
　込みください。

「不法投棄は犯罪です！」

【問合】町民税務課生活環境係 TEL 74-4404
　　又は村山総合支庁環境課 TEL 023-621-8427
　10月31日まで『不法投棄パトロール強化月間』です。
　村山総合支庁環境課では『不法投棄110番』
を設け、多くの方から廃棄物の不法投棄や不適
正処理に関する情報を受けています。
　不法投棄を見かけたら、上記へご連絡くださ
い。また、不法投棄車両番号などを控えていた
だければ、早期解決につながります。みんなで
不法投棄を撲滅しましょう。
☆不法投棄110番　村山総合支庁環境課 023-621-8427

「ホーミーと馬頭琴の調べ～岡林立哉ソロライブ

【問合･申込】岡林立哉ｿﾛﾗｲﾌﾞｺﾝｻｰﾄ実行委員会
【担当/阿部渉士】TEL 75-2005

▽日時　11月３日(月･祝)午後２時～３時30分
▽場所　口之宮湯殿山神社
▽入場料　1,500円(高校生以下1,000円)

コンサート～」のご案内

２８日（金）
２９日（土）
３０日（日）読書感想文コンクール応募締切日
　　　　　　第３２回西川町壮年バレーボール大会（町民体育館　午前８時３０分開会式）
　　　　　　月山学講座（弓張平公園パークプラザ　午後１時３０分集合）
　　　　　　休日当番医　小松医院（TEL　86-2185）
　※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。

「西川町総合防災訓練」の実施

【問合】町民税務課生活環境係 TEL 74-4404
　西川町総合防災訓練を下記のとおり実施します。
▽日時　10月26日(日)午前６時から
▽場所　吉川地内(川土居小学校周辺)
▽その他　訓練に伴いサイレンが鳴りますので、
　ご理解をお願いいたします。

「こころのフェスティバル『講演会』」のご案内

【問合】寒河江の庄病院 TEL 86-5560
▽日時　11月７日(金)午後１時30分～３時
▽演題　「やわらかでしなやかなこころをつくる」
▽講師　国立精神･神経ｾﾝﾀｰ精神保健研究所
　名誉所長　吉川健彦氏
▽場所　霞城セントラル３階大会議室
▽入場料　無料



 

日 時  １０月 25 日（土）９：００～１２：００ 

場 所  寒河江市 「寒河江自動車学校」 
             ※最上川ふるさと総合公園西側 

お達者安全横だんご 

だんご ・お茶 
無料プレゼント！ 

主催 西村山地区交通安全フェスティバル 2008 実行委員会 
後援 村 山 地 区 交 通 安 全 対 策 協 議 会 
協力 ㈱寒河江自動車学校 ㈱平野学園自動車学校 ㈲アシスト 善国自動車商会 ㈱山形新聞社寒河江支社 
 

【問い合わせ先】 西川町役場町民税務課 ℡0237(74)4404 
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「交通安全ゆと り号」 
体験コーナー 

 
 
 

運動神経等の 
若さを測定！ 

「 交通安全歩行システム」 
体験コーナー 

 
 
 
安全な横断方法を 

身につけよう！ 

電動車イス 
講習・体験コーナー 

 
 
安全な 
乗り方を 
身につけよう！ 

シートベ ルト 
効果体験コーナー 

 
 
宙返り感覚で 
着用効果を 
体験してみよう！ 

飲酒運転 
疑似体験コーナー 

 
ゴーグルを 
着用して 
飲酒運転の怖さを 
疑似体験してみよう！ 

交通事故再現コーナー 
 
 
 
 

ダミー人形が 
車にはねられる！ 


