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２月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は３月２日(月)です。
　期限内に完納しましょう。
▽ 国民健康保険税８期　▽ 介護保険料８期
▽ 後期高齢者医療保険料８期

お知らせお知らせ

役場からのお知らせ

「子育て支援センター」からのお知らせ

☆２月の子育て支援センター
　▽３日(火)
　　豆まき　午前10時～
　▽10日(火)
　　保育園行事の為午前お休みです。
　▽18日(水)
　　身長体重測定　午前10時～
　▽20日(金)
　　ひな人形作り　午前10時～
　　　○身近な素材で、簡単なひな人形を作り
　　　　ます。参加希望の方は、13日(金)まで
　　　　上記へ申込みください。(先着20組)
　▽21日(土)
　　新入園児オリエンテーションの為お休みです。
　▽25日(水)
　　給食体験　午前11時30分～
　　　○参加希望の方は、19日(木)まで上記
　　　　へ申込みください。(先着10組)
　　　○参加費　大人300円/小人100円(当日集金)
　　　○その他　ご飯を持参してください。
　▽27日(金)
　　ひな祭り会　午前10時～
　　　○参加希望の方は20日(金)まで上記へ
　　　　申込みください。(先着20組)

期 日 休日当番医名
市町(地区)名
(電話番号)

２月１日(日)

　　８日(日)
寒河江市末広
(TEL 86-4395)

　　11日(水)

　　15日(日)

　　22日(日) 町立病院
西川町海味
(TEL 74-2211)

２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)

町立病院
西川町海味
(TEL 74-2211)

あきば医院

平野医院

町立病院

寒河江市小沼
(TEL 84-5500)
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「平成21年度西川町健診申込み」について

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課健康推進係 TEL 74-5057
　平成21年度の町の健診申込みは、西川町国民
健康保険及び後期高齢者医療制度の加入者と、
その他の医療保険加入者の方をわけて行います。
　それぞれに衛生組合長を通して申込書の配布
を行いますので、お間違いのないように申込み
ください。
▽健診申込み受付期間
　○２月～３月上旬　西川町国民健康保険及び
　　後期高齢者医療制度加入者の方　　
　○５月～６月　上記以外の医療保険に加入し
　　ている方

「糖尿病予防･改善教室」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

　糖尿病は動脈硬化を進める「血管の病気」と
もいわれ、全身の健康に影響します。少しでも
早く食生活や運動習慣を見直すことが大切です。
　今回は、町立病院の大河原医師より糖尿病の予
防と改善についてわかりやすくお話しいただきます。
▽日時　２月20日(金)午後２時～４時
▽場所　西川町保健センター
▽内容　医師の講話、健康チェック(体重･体脂
　肪･血圧測定)、健康相談(希望者のみ)
▽参加料　無料
▽申込み　２月18日(水)まで、上記へ申込みください。

「インフルエンザが流行しています」

【問合】保健ｾﾝﾀー 内健康福祉課健康推進係 TEL 74-5057

　今年に入り、インフルエンザ患者が急増して
います。県内でも１月11日から17日までの間で、
1,156人の患者が報告されています。町立病院
にも多数のインフルエンザ患者がおり、特にＡ
型が多いとのことです。
　Ａ型は、大流行を起こす型でもあります。
インフルエンザかなと思ったら、早めに病院
で診察を受けましょう。また、受診の際には
必ずマスクを着用し、感染拡大の予防に努め
てください。
☆インフルエンザを予防するために
　○栄養と休養を十分にとり、抵抗力を高める。
　○こまめに手洗いとうがいをする。
　○適度な温度(18～20℃)と湿度(60～70％)
　　を保つ。
　○マスクをし、のどと鼻の湿度を保つ。
　○人ごみを避ける。
　○予防接種を受ける。

【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
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「２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　２月16日(月)
▽開放時間　午後３時～７時(対話時間は30分)
▽申込期限　２月12日(木)まで

「２月の困りごと相談所」の開設

【問合】町民税務課総合窓口係 TEL 74-4118

　２月の「困りごと相談」の開設日は、次のと
おりです。相談は無料、秘密厳守ですので、ご
利用ください。
▽日時　○２月11日(水)午後１時～３時
　　　　○２月22日(日)午後１時～３時
▽会場　西川町老人福祉センター(TEL 74-3232)

「平成21年度西川町育英奨学生」の募集

【問合･申込】教育文化課教育総務係 TEL 74-2114

▽申込資格　平成21年度に高等学校、専修学校、
　短期大学、大学に入学される方又は在学され
　ている方(資格要件があります。)
▽奨学金の額
　○高等学校･専修学校･短期大学　月額20,000円以内
　○大学　月額30,000円以内
▽返還方法　貸与期間(正規の修業期間)終了後
　１年据え置き、10年以内で返還していただき
　ます。
▽申込方法  ３月18日(水)までに、高等学校入
　学を予定されている方は中学校へ、その他の
　方は上記へ申込みください。申込用紙は各申
　込先にあります。

「第37回西川町民スキー競技大会」の開催

【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　２月22日(日)
▽場所　町民スキー場(中級コース･ロッジ前斜面)
▽時間　午前８時30分(開会式)
▽組別
　①小学２年以上４年以下男子
　②小学２年以上４年以下女子
　③小学５年男子
　④小学５年女子
　⑤小学６年男子
　⑥小学６年女子
　⑦中学･高校男子
　⑧中学･高校女子
　⑨青年男子(18歳～29歳)
　⑩一般女子
　⑪壮年前期男子(30歳～39歳)
　⑫壮年後期男子(40歳～)
　　※平成21年１月１日現在での年齢
▽参加資格　小学２年生以上で、西川町内に居
　住又は勤務されている方
▽参加申込方法等　２月16日(月)までに、申込
　用紙(交流センター事務室にあります。)に必
　要事項を記入の上、参加料を添えて申込みく
　ださい。なお、小･中･高校生の申込みは、保
　護者の方の承認(印鑑･認めで可)が必要にな
　ります。
▽参加料　高校生以下500円/一般1,000円
▽その他　
　○参加選手は、「スポーツ安全保険」に必ず
　　加入してください。ケガをされた場合、事
　　務局では責任を負いかねます。
　○出走順は、大会事務局の公平な抽選で決定
　　します。
　○競技はすべて中級コース(ロッジ前斜面)で
　　行い、上級コース(東斜面)と初級コース(西
　　斜面)は一般開放します。
　○当日の参加申込みは受け付けません。
　○参加選手は、大会当日、正午までリフト利
　　用が無料になります。

「町民スキー場ゲレンデ閉鎖」について

【問合】交流ｾﾝﾀー 教育文化課スポーツ振興係 TEL 74-3131
　スキー競技大会開催に伴い、次のとおりゲレ
ンデが閉鎖となりますので、ご理解とご協力を
お願いします。
☆第24回間沢スラローム大会開催に伴う閉鎖
　▽閉鎖期間　２月14日(土)正午～15日(日)
　　午後３時
　▽閉鎖するゲレンデ　上級コース（東斜面）
☆第37回町民スキー競技大会開催に伴う閉鎖
　▽閉鎖期日　２月22日(日)
　▽閉鎖時間　午前８時30分～午後１時
　▽閉鎖するゲレンデ　中級コース(ロッジ前斜面)

「第７回新入学おめでとう西村山大会」の開催

▽期日　３月１日(日)
▽時間　午後零時30分開場･午後１時30分開演
▽場所　河北町サハトべに花
▽対象　平成21年４月に寒河江西村山１市４町
　の小学校に入学予定の新１年生
▽内容　歌やぬいぐるみショー、抽選会など
　(お祝袋のプレゼントもあり)
▽入場料　無料。ただし、入場券が必要になり
　ますので、事前に申込みください。

【問合･申込】山形新聞寒河江支社 TEL 86-4241

 新庄河川事務所開放講座「川はともだち」

▽受講期間　平成21年５月～平成22年３月
　(年９回程度実施予定)
▽受講内容　河川･砂防施設などの現地見学会
　及び講習会
▽参加料　無料(ただし、保険料及び昼食代等
　は実費負担)
▽申込等　３月13日(金)まで、上記へ電話で
　申込みください。
▽その他
　○応募者多数の場合は、お断りする場合もあ
　　ります。
　○実施回数については、変更となる場合もあ
　　ります。

【問合･申込】国土交通省新庄河川事務所総務課
TEL 0233-22-0251

「とことん就職面接会」の開催

【問合】ハローワークさがえ TEL 86-4221
▽対象　全年齢の一般求職者(平成21年３月新
　規学卒者及びＵＩターン希望者を含む。)
▽日時　２月18日(水)午後１時～４時
▽会場　山形ビッグウイング(山形市平久保)
▽参加企業　ハローワークさがえ、やまがた及
　びむらやま管内に就業場所を有する企業

【問合･申込】西川町土地改良区 TEL 74-3523/FAX 77-1695
　冬の里山観察会を開催します。参加してみませんか。
▽日時　３月７日(土)午前10時～午後３時30分頃
▽場所　西川町大井沢地内
▽参加費　無料
▽集合･解散場所　自然と匠の伝承館前
▽申込み等　２月20日(金)まで、上記へ電話又
　はFAXで申込みください。なお、応募多数の
　場合は、先着順(定員20～30名)になります。
▽その他
　○親子同伴でお願いします。
　○傷害保険に加入しますので、住所･氏名･
　　年齢をお知らせください。

「自動車の住所変更･名義変更手続」はお済ですか

【問合】村山総合支庁西村山税務課 TEL 86-8136
　自動車税は、４月１日現在の名義人に課税さ
れます。住所や名義が変わった場合は、３月末
までに山形運輸支局(山形市漆山)で車検証の
変更手続をしてください。

「町営住宅(せせらぎ住宅)入居者」の募集

【問合】建設水道課管理係 TEL 74-4120

▽名称　せせらぎ住宅
▽住所　西川町大字海味1274-7(西川せせらぎ
　団地内)
▽募集戸数　１戸(３号)
▽建物構造　木造平家建て２DK･床面積69.84㎡
▽家賃　月額22,700円～37,600円
　※家賃は、入居希望世帯の収入額によって
　　異なります。
▽敷金　家賃の３ヶ月分
▽入居資格　次のいずれにも該当する方
　①住宅にお困りの方
　②収入が政令で定められた基準額である方
　③現に同居し、又は同居しようとする親族
　　がある方
▽入居時期　３月上旬
▽申込方法等　申込用紙(上記へお問合せいた
　だくか、町ホームページからダウンロード
　できます。)に必要事項を記入のうえ、２月
　20日(金)午後５時までに、直接又は郵便(必
　着)で申込みください。郵便の場合は、上記
　へご連絡ください。なお、入居希望者多数
　の場合は抽選になります。

募集住宅周辺図

「第20回大井沢雪まつり」に参加してみませんか

【問合･申込】大井沢雪まつり実行委員会[自然と匠の伝承館内] 
TEL 76-2111

 「みんなで守ろう21世紀」をテーマに第20回大
井沢雪まつりを２月28日(土)に開催します。
　アトラクションに参加していただける個人･
団体を募集します。
▽アトラクションの時間　午後４時～５時
▽場所　大井沢雪まつり会場特設ステージ
▽申込等　２月16日(月)まで上記へ申込みください。

「冬の里山観察会」のご案内

町内関係機関からのお知らせ

「予備自衛官補の募集内容説明会」のご案内

【問合】自衛隊山形募集案内所 TEL 023-634-3439
▽募集資格及び受付期間等
　○募集資格　18歳以上34歳未満の者
　○受付期間　１月５日(月)～４月13日(月)
　○一次試験　４月18、19、20日(いずれか１日)
▽募集内容説明会
　○期日　３月29日(日)
　○時間　午前９時～正午
　○場所　自衛隊山形地方協力本部試験室(山
　　形市十日町４－３－21)
▽その他　詳細については、ホームページをご
　覧いただくか、上記にお問合せください。
▽ホームページアドレス
　http://www.mod.go.jp/pco/yamagata/

平成21年度受講会員の募集

【問合･申込】寒河江地区ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ TEL 84-4225
▽募集人員　１名
▽業務内容　施設管理業務等
▽報酬　月額166,000円
▽雇用期間　平成21年４月１日から平成22年
　３月31日まで
▽申込　３月10日(火)までに履歴書を添えて
　上記に申込みください。

「寒河江地区クリーンセンター嘱託職員(非常

勤)」の募集

町外関係機関からのお知らせ


