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第 １ １ ３ ７ 号
平成２０年１０月３１日発行
西 川 町 役 場
http://www.town.nishikawa.
yamagata.jp

１１月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は１２月１日(月)です。
　期限内に完納しましょう。
▽ 固定資産税３期　▽ 国民健康保険税５期
▽ 介護保険料５期　▽ 後期高齢者医療保険料５期

お知らせお知らせ

役場からのお知らせ

「栄･栄養(エイ･エイオー！)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
　簡単に作れて、しかもおいしい「健康料理」
を作って試食します。栄養のバランスはもちろ
ん、食事の適量や味付けを目でみて、舌で感じ
てください。
▽日時　11月20日(木)午前10時～午後１時30分
▽場所　保健センター２階
▽内容　○調理実習、試食
　　　　○食べたら運動！かんたん体操
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、三角巾
▽申込み　11月14日(金)まで上記へ電話等で
　申込みください。(先着15名)

期 日 休日当番医名
市町(地区)名
(電話番号)

11月２日(日)

　　３日(月)
西川町海味
(TEL 74-2211)

　　９日(日)

　　16日(日)

　　23日(日)
熊坂整形外科
医院

寒河江市栄町
(TEL 86-3101)

11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

寒河江市中央
(TEL 86-4811)

折居内科医院
寒河江市落衣前
(TEL 86-0330)

町立病院

町立病院

国井医院

西川町海味
(TEL 74-2211)

「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
☆11月の子育て支援センター
▽11日(火)　園内で祖父母参観のためお休みです。
▽18日(火)　虫歯予防教室　午前11時～　　　
▽21日(金)　手作りおもちゃ製作　午前10時～
　○針金ハンガーで、かわいいけん玉を作りま
　　す。参加希望の方は14日(金)まで申込みく
　　ださい。
▽26日(水)　ゆきんこ　午前10時～
▽28日(金)　身長体重測定　午前10時～

「平成20年度 救急啓発事業」の案内

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課健康推進係 TEL 74-5057
　下記の日程で救急救命器具の展示とミニ講習
会を開催しますのでぜひお立ち寄りください。
　また会場駐車場において救急車の車内閲覧を
実施します。
▽期日　11月２日(日)
▽会場　交流センターあいべロビー
▽時間　○器具展示　午前10時～午後３時
　　　　○ミニ講習会　午前11時～11時45分
　　　　　(時間内で常時開催しています。)
　　　　○救急車の閲覧　午前11時～正午

「個別子宮がん検診」の実施

【問合･申込】保健ｾﾝﾀー 内健康福祉課健康推進係 TEL 74-5057

　下記の日程で個別子宮がん検診を実施します
ので、新たに受診を希望する方は上記へ申込み
をお願いします。
　なお、各種健診希望調査で申込みを行ってい
る方は、新たに申込みを行う必要はありません。
▽実施期間　11月４日(火)～12月５日(金)
▽実施機関　武田婦人科･内科医院、国井クリ
　ニック
▽健診料金　1,200円(個人負担金)
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「予防接種(ポリオ追免)」の実施

【問合･申込】保健ｾﾝﾀー 内健康福祉課健康推進係 TEL 74-5057

▽対象児　平成20年１月１日から６月30日ま
　でに生まれた児及び未接種児
▽期日　11月７日(金)
▽受付時間　午後１時15分から30分まで
▽場所　保健センター
▽その他　母子健康手帳と予診票をお持ちくだ
　さい。

　　24日(月) 町立病院
西川町海味
(TEL 74-2211)

　　30日(日) 小松医院
寒河江市本町
(TEL 86-2185)

「平成20年度 税を考える週間」の実施

【問合】町民税務課税務係 TEL 74-2117
　11月11日(火)から17日(月)までは、「税を考
える週間」です。今年のテーマは「ＩＴ化･国
際化と税」。国税庁では、申告･納税の際の納
税者の利便性の向上を図るため、ＩＴ化を通じ
た納税環境の整備を進めています。そのひとつ
が国税電子申告･納税システム(e-Tax)です。
国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)
では、税に関する情報を提供していますのでご
活用ください。
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「巡回無料法律相談会」のご案内

【問合･申込】日本司法支援センター山形地方事務所
TEL 050-3383-5544

「西川町の企業は西川町の方を探している！」

老人保健福祉施設ケアハイツ西川　(TEL 74-4065)
▽職種：臨時介護職員(年齢、住所、資格不問)
▽採用予定人員：１名
▽応募方法：自筆履歴書(写真添付)１通を11月
　13日(木)午後５時まで下記へ直接持参又は郵
　送してください。
▽申込及び問合せ：〒990-0702 西川町大字海味548
　老人保健福祉施設ケアハイツ西川 総務課［担当/伊藤］
▽勤務条件：夜勤が可能な方
▽給料等：ケアハイツ西川給与規程及び就業規則による。
▽採用選考　応募後本人宛に詳細を通知します。

　２名の弁護士による無料法律相談会を行います。
▽日時　11月21日(金)午前10時～午後３時
▽場所　西川町役場第２庁舎第１･２会議室
▽対応弁護士　倉岡　憲雄弁護士
　　　　　　　青柳　紀子弁護士
▽相談対象者　民事法律扶助資力要件該当者(収入
　の少ない方)
▽相談受付　事前に予約が必要ですので、ご希
　望の方は、上記に電話で予約をしてください。

「受け継ぎたい伝統の味「んまいものづくり」

【問合･申込】交流ｾﾝﾀｰ内教育文化課生涯学習係
TEL 74-3131

　漬物を漬けたことがない方、昔ながらの正月
料理を習ってみたい方、ぜひご参加ください。
　長年培った料理のコツと工夫を聞きながら、
調理と試食･懇談を行います。
▽期日
　○第１回目(つけもの)
　　・日時　11月23日(日)午前10時～午後１時
　　・内容　つけもの教室(大根漬け、白菜漬け、
　　　近江漬けなど)
　○第２回目(正月料理)
　　・日時　12月14日(日)午前10時～午後１時
　　・内容　からかい煮、ニシンの昆布まき、
　　　黒豆煮
▽会場　交流センターあいべ調理室
▽対象者　各回とも15名(先着順)
▽参加料　１回1,000円
▽申込方法　11月15日(土)まで電話で上記へ申
　込みください。

「第２回地域議員協議会」の開催

【問合】山形県議会事務局政策調査室 TEL 023-630-2846
　県議会では、各総合支庁において、地元議員
による地域の課題や施策についての審議を行う
地域議員協議会を開催します。
　県議会の審議を身近で傍聴する機会ですので、
傍聴を希望される方は、当日会場にお越しくだ
さい。
☆西村山･北村山地域分科会
　▽日時　11月14日(金)　午後２時から
　▽場所　村山総合支庁北庁舎講堂(村山市楯岡
　　笛田4-5-1)

「11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　11月17日(月)
▽開放時間　午後３時～７時(対話時間は30分)
▽申込期限　11月13日(木)まで

「聞こえにくさを感じていませんか？講演と相

【問合･申込】NPO法人全国要約筆記問題研究会山形県支部
【担当/高島】TEL/FAX 023-632-7146

▽日時　12月６日(土)午前10時から
▽場所　山形市総合福祉センター３階(山形市城
　西町2-2-22)
▽内容　午前の部　講演と体験発表　午前10時～
　　　　午後の部　情報交換と相談　午後１時～
▽参加料　無料(昼食は各自でご用意ください。)

「秋季火災予防運動」の実施

【問合】西村山広域行政事務組合消防本部 TEL 86-2595
　秋季火災予防運動が、11月９日(日)から15日
(土)までの７日間、全国一斉に実施されます。
☆住宅防火 いのちを守る ７つのポイント
▽３つの習慣
　○寝タバコは、絶対にやめる。
　○ストーブは、燃えやすいものから離れた位
　　置で使用する。
　○ガスコンロなどのそばを離れるときは、必
　　ず火を消す。
▽４つの対策
　○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器
　　を設置する。
　○寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐ
　　ために、防炎品を使用する。
　○火災を小さいうちに消すために、住宅用消
　　化器等を設置する。
　○お年寄りや身体の不自由な人を守るために、
　　隣近所の協力体制をつくる。

「排水設備工事責任技術者登録更新」のお知らせ

【問合】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に登録している責
任技術者で、登録の有効期限が平成21年１月31
日までの方は、現在所属している指定工事店所
在地の市町村で更新手続きが必要です。
▽該当者　登録有効期限が平成21年１月31日ま
　での方
▽必要な手続き　①登録更新の申請
　　　　　　　　②更新講習会の受講
▽更新申請期間　11月４日(火)～12月２日(火)
▽申請受付場所　建設水道課上下水道係

講習会」のご案内

町外関係機関からのお知らせ

「福祉の仕事出張相談会」のお知らせ

【問合】山形県福祉人材センター TEL 023-633-7739
　福祉の仕事に関する出張相談会を次の日程で
開催します。
　これから福祉の仕事につきたい方や福祉の仕
事に関心のある方に、仕事内容や福祉資格取得
方法などについてアドバイスし、皆様の質問や
相談にお答えします。
▽日時　11月11日(火)午前10時30分～午後３時
▽場所　ハローワーク寒河江１階ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

「平成20年分「年末調整及び青色申告決算」説

【問合･申込】寒河江税務署 TEL 86-2244
　下記日程で説明会を開催しますので、ご出席
ください。

明会」の開催

「寒河江西村山日中友好協会主催 料理教室」の

【問合･申込】交流ｾﾝﾀｰ内教育文化課生涯学習係
TEL 74-3131

 本場中国･韓国の料理教室を行います。家庭で
も作れる美味しい料理をご紹介しますので、ぜ
ひご参加ください。
　そして、楽しくお話をしましょう。
▽日時　11月30日(日)午前10時～午後１時頃
▽会場　西川交流センターあいべ調理室
▽メニュー　○中国料理　中華まん、中華炒め
　　　　　　○韓国料理　チヂミなど
▽参加料　１人1,000円
▽定員　20名(先着順)
▽申込等　11月15日(土)まで電話で上記へ申込
　みください。

ご案内

「第27回町民卓球大会」の参加者募集

【問合･申込】交流ｾﾝﾀｰ内教育文化課スポーツ振興係
TEL 74-3131

▽期日　11月24日(月･祝)午前８時30分開会式
▽場所　西川中学校体育館
▽種目
　○男子･女子団体戦　１チーム４人とし、ダブ
　　ルス１試合、シングルス２試合の計３試合
　　でリーグ戦を行います。(年齢は問いません。)
　○個人戦　トーナメント方式でＡ･Ｂクラス別
　　に行います。Ａは経験者、Ｂは初心者です。
▽種別　小学生(４年以下、５･６年)、中学男子･
　女子、一般男子･女子(Ａ･Ｂ)
▽参加料
　○団体戦　１チーム1,000円
　○個人戦　小中学生300円、高校生以上500円
▽申込等　11月18日(火)までに参加料を添えて
　上記へ申込みください。電話での申込みも可
　能です。

町内関係機関からのお知らせ

　以下の求人情報については、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
でご了承ください。

月山観光開発㈱　(TEL 74-2218)
◆求人番号：一般　06080-005007
▽職種：索道事業関係　若干名
▽就業時間：午前８時～午後５時
▽休日：交替制
▽年令：不問
▽勤務地：西川町月山姥沢地区
▽資格等：普通自動車免許一種
▽保険等：雇用/労災/健康/厚生

㈱五百川屋商店　(TEL 74-2138)
◆求人番号：一般　06080-2131081
▽職種：オペレーター、品質管理　１名
▽就業時間：午前８時～午後５時
▽休日：土、日、祝日(隔週二休)
▽年令：不問
▽勤務地：西川町沼山
▽資格等：大型自動車免許一種/普通自動車免許
　一種/フォークリフト技能者
▽保険等：雇用/労災/健康/厚生/財形

日　時 会　場 対　象

11月18日(火)
午後１時30分
～３時30分

寒河江市中央公民
館(寒河江市文化セ
ンター２階
寒河江市大字西根
字石川西333)

源泉徴収義務者

11月19日(水)
午前10時～正
午

※どちらの日に
出席していただ
いても結構で
す。

日　時 会　場 対　象

12月９日(火)
午後２時～

寒河江市文化セン
ター(寒河江市大字
西根字石川西333)

農業所得者以外
の方

12月10日(水)
午後２時～

JA会館(寒河江市工
業団地75)

農業所得者

☆平成20年分年末調整説明会日程

※事前に送付しました「年末調整関係書類」を
　持参してください。

☆平成20年分青色申告決算説明会日程

※事前に送付されている方は「決算の手引き」、
　「決算書の書き方」及び年末調整関係緒用紙
　を持参してください。

談の会」のご案内

「モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)医療福祉

【問合】村山保健所地域保健予防課 TEL 023-627-1203
　村山保健所では、モヤモヤ病(ウィリス動脈
輪閉塞症)で療養中の方とそのご家族を対象に
相談会を開催します。
▽日時　11月19日(水)午後１時30分～４時
▽場所　村山保健所２階大会議室(山形市十日町)
▽対象者　モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)
　の患者及びご家族等どなたでも参加できます。
▽参加料　無料
▽申込　11月７日(金)まで上記へ電話で申込み
　ください。　

相談会」のご案内


