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平成２１年１月１５日発行
西 川 町 役 場
https://www.town.nishikawa.
yamagata.jp

１月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は２月２日(月)です。
　期限内に完納しましょう。
　▽ 固定資産税４期　
　▽ 国民健康保険税７期
　▽ 介護保険料７期
　▽ 後期高齢者医療保険料７期

お知らせお知らせ
１月25日(日)は山形県知事選挙の投票日です。
　投票日当日に投票できない方は、期日前投票を
ご利用ください。(１月24日(土)まで)
　また、上記期間中「平成20年度明るい選挙啓発
ポスター応募作品」を展示していますので、町内
小学生のアイディアあふれる作品の数々を、ぜひ
ご覧ください。⇒詳しくは４ページ
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２月の行事予定

　１日（日）新規就農チャレンジフォーラム（交流センター　午後１時３０分から）
　　　　　　第３４回西川町６人制バレーボール選手権大会（町民体育館　午前８時３０分開会式）
　　　　　　休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）
　２日（月）
　３日（火）にしかわ保育園及び子育て支援センター豆まき（にしかわ保育園　午前１０時から）
　４日（水）
　５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）※
　６日（金）
　７日（土）
　８日（日）休日当番医　あきば医院（TEL　86-4395）
　９日（月）
１０日（火）さがえドック（成人病検査センター　午前７時５０分から）※
１１日（水）建国記念の日
　　　　　　休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）
１２日（木）婦人教室･軽スポーツ教室（町民体育館　午前９時３０分から）
１３日（金）
１４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）
１５日（日）第２３回間沢スラローム大会（町民スキー場　午前９時競技開始）
　　　　　　休日当番医　平野医院（TEL　84-5500）
１６日（月）町長室開放（役場　午後３時から）
１７日（火）
１８日（水）子育て支援センター身長体重測定（子育て支援センター　午前１０時から）
１９日（木）
２０日（金）子育て支援センターひな人形つくり（子育て支援センター　午前１０時から）
２１日（土）にしかわ保育園新入園児オリエンテーション（にしかわ保育園　午前１０時から）
２２日（日）第３７回西川町民スキー競技大会（町民スキー場　午前８時３０分開会式）
　　　　　　岩根沢の小正月（岩根沢地区）（～２３日まで）
　　　　　　休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）
２３日（月）
２４日（火）
２５日（水）子育て支援センター給食体験（子育て支援センター　午前１１時３０分から）
　　　　　　月山朝日観光協会理事会（玉貴　午後３時から）
２６日（木）月山学講座「志津村400年の歴史から学ぼう」（弓張平公園ﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｻﾞ　午後１時３０分から）
　　　　　　楽楽運動教室（保健センター　午後２時から）
２７日（金）子育て支援センターひなまつり会（子育て支援センター　午前１０時から）
　　　　　　月山志津温泉「雪旅籠の灯り」（志津地区　午後７時ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ）（～３月
　　　　　　８日(日)まで）
２８日（土）古文書解読講座（交流センター　午後１時３０分から）
　　　　　　第２０回大井沢雪まつり（大井沢河川公園･自然と匠の伝承館　午前９時から・
　　　　　　雪あかり点灯式は午後６時から・雪山願かけ花火大会は午後７時から）

※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。
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「すくすく･よちよち･とことこ健診」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
▽期日　２月５日(木)
▽場所　保健センター
▽健診開始時間(受付は午後１時から)
　○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９月･10月に生まれた児
　○よちよち　平成20年２月･３月に生まれた児
　○とことこ　平成19年７月･８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)
▽その他　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。

「２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
☆２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

　３日(火) 午後５時30分 内科(伊藤)

１０日(火)
↓

外科(武田)

１７日(火) 内科(大河原)

午後６時30分

「県民参加の森づくり活動」の募集

【問合】村山総合支庁森林整備課森づくり推進室
TEL 023-621-8151

　やまがた緑環境税を活用し、森づくり活動
を支援します。
▽支援する活動内容　平成21年度に実施する
　取組み
　○森林･自然環境学習
　○自然環境の保全活動
　○豊かな森づくり活動
　○森林資源の利活用
▽募集期間　１月19日(月)～２月20日(金)

役場からのお知らせ

「楽楽(らくらく)運動教室」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

　今回は冷え性の人にもおすすすめの〝フッ
ト(足)マッサージ〟と〝簡単ストレッチ〟を
ご紹介します。
▽日時　１月29日(木)午後７時～８時30分
▽場所　保健センター
▽参加料　無料
▽その他　申込みは不要です。当日動きやす
　い服装で会場へ直接お越しください。

外科(須貝)２４日(火)

「安心経営」に果樹共済

【問合】お近くの果樹共済推進員
又はNOSAI山形中央園芸部果樹課 TEL 023-656-8979
又はフリーアクセス TEL 0120-51-3205(ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ)
　たび重なる大型台風の襲来、記録的な異常
気象等、自然災害の脅威は手塩にかけて育て
た果実に幾度となく襲いかかります。
　NOSAI山形中央では、ただいま果樹共済の加
入推進運動を展開中です。(１月から２月末)
　果樹共済(農業共済制度)は、自然災害から
農業経営を守る唯一の補償制度です。果樹経
営安定のためぜひ加入しましょう。

「山形県難病専門研修会」の開催

【問合】国立病院機構山形病院地域医療連携室
TEL 023-684-5566

▽日時　１月24日(土)午後１時30分～
▽場所　山形市保健センター視聴覚室(霞城セ
　ントラル３階)
▽内容
　○講演　「ALS患者家族とともに編み上げてい
　　くケア～家族に何が起こっているのか～」
　○講師　東邦大学医学部看護学科成人看護学
　　教授 村岡宏子 氏
　○シンポジウム　「家族とともにつくるALS
　　のケア」
▽その他　参加費は無料で、予約は不要です。

町外関係機関からのお知らせ

「～体感！若者塾～各種講座参加者」の募集

【問合】山形県青年の家研修課 TEL 023-654-4545
☆スポーツ講座④「体感！スノーモビル」
　▽日時　２月14日(土)午後１時～２時30分
　▽会場　西蔵王高原 ペンション三百坊(山形市土坂)
　▽講師　神保藤喜雄 氏(西蔵王高原ｽﾉー ﾓﾋ゙ ﾙｽｸー ﾙ校長)
　▽内容　スノーモビルの基本操作技術を習得
　　し、ウインタースポーツの醍醐味を味わい
　　ながら、郷土の大自然を満喫します。
　▽対象　一般成人20名(最小催行人数５名)
　▽参加費　4,200円(体験指導料･傷害保険料)
　▽持ち物　スキー･スノーボードのウェア、
　　５本指のスキー手袋、膝下程度の長靴
　▽申込等　２月６日(金)午後５時まで電話で
　　上記へ申込みください。(先着順)
☆食文化講座②「県産食材でお手軽！本格フレ
　ンチ」
　▽日時　２月21日(土)午前11時～午後１時
　▽会場　ビストロ パ･マル(天童市老野森)
　▽講師　村山優輔 氏(ビストロ パ･マル)
　▽内容　県産食材を使ったコース料理(前菜･
　　スープ･メイン)の調理法についての講義及
　　び実習
　▽対象　一般成人18名(最小催行人数10名)
　▽参加費　2,600円(体験指導料･傷害保険料･
　　食事代)
　▽申込等　2月13日(金)午後５時まで電話で
　　上記へ申込みください。なお、定員を超え
　　た場合は抽選になります。
　▽その他
　　○エプロンを持参してください。
　　○店舗前の駐車スペースには限りがあります。

「農業経営革新支援講座受講者」の募集

【問合･申込】山形県立農業大学校研修部
TEL/FAX 0233-22-8794

　「消費者視点の発想で顧客の信頼を勝ち取っ
た経営戦略に学ぶ」をテーマに、各界の第一人
者の講演と質疑応答で、経営マインドや事業･経
営戦略の考え方を学ぶ講座です。
▽日時及び講師
　第１回　２月５日(木)日東ﾍﾞｽﾄ 鈴木会長
　第２回　２月12日(木)いちかわﾗｲｽﾋﾞｼﾞﾈｽ 市川社長
　第３回　２月25日(水)ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ連合会 山本専務補佐
　第４回　３月10日(火)四万騎農園 兵頭氏
　　※時間は各回午後１時30分～４時
▽場所　山形ビッグウイング(山形市平久保)
▽募集人員　先着50名
▽参加料　無料
▽申込み等　１月26日(月)まで電話又はFAXで　
　上記へ申込みください。

「第34回西川町６人制バレーボール選手権大会

【問合】交流ｾﾝﾀｰ内教育文化課ｽﾎﾟー ﾂ振興係 TEL 74-3131

▽期日　２月１日(日)
▽場所　町民体育館
▽時間　○監督会議　午前８時から
　　　　○開会式　　午前８時30分から
▽参加資格　町内に在住又は勤務する方で構成
　されたチームであること。
▽参加料　○一般チーム　2,000円
　　　　　○高校生チーム　1,000円
　　　　　○中学生チーム　無料
▽申込方法　参加申込書(交流センター事務室
　にあります。)に必要事項を記入のうえ、参
　加料を添えて１月28日(水)まで上記へ申込み
　ください。
▽その他　参加される方は、必ず「スポーツ安
　全保険」に加入してください。

「お詫びと訂正」

【問合】総務企画課庶務係 TEL 74-2119
　１月５日発行の「お知らせ」に掲載しました
「西川町の企業は西川町の方を探している！(西
村山地方森林組合職員募集)」の内容に間違いが
ありましたので、お詫びして次のとおり訂正し
ます。
☆「西川町の企業は西川町の方を探している！」(２ページ)
　(正)▽年齢等　高卒以上の30歳以下の男子
　(誤)▽年齢等　高卒以上の30歳以上の男子

「さがえドック追加申込」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

　平成20年度最終のさがえドックを下記の日程
で実施します。今年度健診未健の方で、受診を
希望する場合は、下記のとおり申込みください。
　なお、町の国保、後期高齢者保険以外の保険
に加入している場合で、特定健診の受診を希望
する場合は、保険者の発行した受診券が必要に
なります。受診券が無い場合は、がん健診のみ
の受診になります。
▽期日　２月10日(火)
▽申込等　１月30日(金)まで上記へ電話で申
　込みください。

参加チーム」の募集

「平成21年度県立自然博物園インタープリター

【問合】県立自然博物園冬季事務所[弓張平ﾊ゚ ｸーﾌ゚ ﾗｻ゙ 内]
TEL 75-2040

　県立自然博物園では、園内における自然観察
指導に携わるインタープリターの養成を行いま
す。月山山麓のブナの森で、自然の声を伝える
通訳者になってみませんか。
▽講習日程及び会場
　○第１回　３月14日(土)交流センターあいべ
　※２回目以降の日程等については、上記へお
　　問合せください。
▽募集人数　15名
▽参加費　無料
▽主な申込条件
　○20代～50代の方
　○受講後にインタープリテーション活動ができる方
▽申込締切　２月28日(土)
▽申込方法　上記へ電話で申込みください。
▽その他　受講終了後は、平成22年度より博物
　園の野外案内予約に応じて、案内指導をお願
　いします。

養成講習会参加者」の募集

町内関係機関からのお知らせ

「自死遺族相談会」の開催

【問合】村山保健所地域保健予防課 TEL 023-627-1184
▽日時　２月９日(月)午後１時30分～４時
▽場所　村山保健所３階相談室(山形市十日町)
▽内容　精神科医師による個別相談(要予約)
▽申込方法　２月４日(水)まで上記へ電話で
　申込みください。

「肥料･燃油高騰対応緊急対策事業」の実施

【問合･申込】ＪＡ西川営農生活ｾﾝﾀｰ TEL 74-2127
　近年の肥料及び燃油の大幅な価格上昇は、
農業経営に深刻な影響を及ぼしています。
　このような状況から国では、平成20年度補
正予算において、肥料及び施設園芸用燃油の
価格高騰に対する緊急対策事業を行います。
▽事業内容　化学肥料の施用量又は施設園芸
　用燃油の使用量を２割以上低減する農業者
　グループ(すでに肥料又は燃油の低減に取り
　組んできた者を含む)に対し、肥料費又は燃
　油費の増加分の７割を助成します。
▽申込方法等　１月23日(金)まで上記へ申込
　みください。
▽その他　詳細は上記までお問合せください。
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お知らせお知らせ
役場からのお知らせ

町内各地の｢積雪等状況｣ 

【問合】総務企画課企画係 TEL 74-2112
　町では、16年度から27か所で積雪、気温及び天候(いずれも毎日午前７時30分現在)の調査を行っており、従来から調査
を行っている４か所(海味第３、月岡、志津及び中村北の各町内会)と合わせて町内31か所で積雪等調査を実施しています。
 これまでの積雪及び気温の状況については、次のとおりです。なお、詳細な資料については、上記へお問合せください。
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