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３月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は３月２７日(金)です。
　期限内に完納しましょう。
▽ 水道料･下水道料　▽ 保育料

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

☆３月の子育て支援センター
　▽７日(土)
　　おはなしぴーつく来園　午前10時30分～
　▽10日(火)
　　離乳食作り　午前10時～
　▽17日(火)
　　身長体重測定　午前10時～
　▽19日(木)
　　思い出お楽しみ会　午前10時～
　　　○参加希望の方は12日(木)まで上記に申
　　　　込みください。(先着20組)
☆その他
　今年度の支援センターは、19日(木)で終了
です。４月の予定については、４月１日(水)
発行の「お知らせ」をご覧ください。

期 日 休日当番医名
市町(地区)名
(電話番号)

３月８日(日)

　　15日(日)
寒河江市寒河江
(TEL 86-6408)

　　20日(金)

　　22日(日)

　　29日(日) 町立病院
西川町海味
(TEL 74-2211)

３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)

渡辺外科胃腸科
医院

大原医院

町立病院

寒河江市西根
(TEL 86-8600)

「栄･栄養(エイ･エイオー！)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
　おいしくて満足、体にもいい「心も体もキレ
イになるメニュー」を調理実習で作り試食しま
す。管理栄養士のアドバイスのもと、栄養のバ
ランスはもちろん、食事の適量や味付けを目で
見て、舌で味わいながら学べる教室です。
▽日時　３月19日(木)午前10時～午後1時30分
▽場所　保健センター２階
▽内容　○管理栄養士による食事アドバイス
　　　　○調理実習、試食
　　　　○健康体操
▽対象　体にいい食生活について興味のある方
▽申込み　３月12日(木)まで上記へ申込みくだ
　さい。
▽参加料　無料
▽持ち物　エプロン、三角巾

「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

☆お詫びと訂正
　２月16日発行の「お知らせ」に掲載された３
月の行事予定の「３月５日(木)すくすく･よち
よち･とことこ健診」の日程は誤りでした。お
詫びして、次のとおり訂正いたしますので、間
違いのないようにお越しください。
▽期日　４月９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11月･12月に生まれた児
　○よちよち　平成20年４月･５月に生まれた児
　○とことこ　平成19年９月･10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。

【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

「町議会第１回(３月)定例会｣の開催

【問合】議会事務局 TEL 74-5055
　町議会第１回定例会が、次のとおり開催され
ますので、お気軽に傍聴ください。
▽期日  ３月４日(水)～12日(木)
▽場所  町議場等(役場３階)
▽日程等
　４日(水)本会議(議案上程等)･予算特別委員会
　５日(木)本会議(一般質問)
　６日(金)予算特別委員会(付託案件の審査)
　９日(月)予算特別委員会(付託案件の審査)
　10日(火)各常任委員会
　11日(水)予算特別委員会(付託案件の審査･採決)
　12日(木)本会議(議案審議･採決)
　※いずれの日も午前９時30分から会議が行わ
　　れます。
▽その他  傍聴される方は、事前に役場３階で
　受付けをしてください。(傍聴席に限りがあ
　りますので、混雑時は傍聴をご遠慮いただく
　場合があります。)
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「３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　３月17日(火)
▽開放時間　午後３時～７時(対話時間は30分)
▽申込期限　３月12日(木)まで

「３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

　３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　○３月11日(水)午後１時～３時
　　　　○３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 町営バス運転手」の募集

【問合･申込】月山観光タクシー㈱ TEL 74-2310

▽募集職種　西川町営バス運転手
▽募集人数　若干名
▽雇用期間　平成21年４月１日～平成22年３月31日
▽募集用件(すべてに該当する方)
　○平成21年４月１日現在で65歳以下の方
　○健康良好な方
　○大型Ⅱ種運転免許を有する方又は大型Ⅰ種免
　　許を有し運転サービス士科講習を修了した方
　○原則として西川町内に住所を有する方
▽申込受付　３月13日(金)の午後５時まで(土
　曜日、日曜日を除く。)
▽応募方法　履歴書(写真貼付)に免許証の写し
　を添付し、上記に提出してください。
▽賃金　社内規定によります。
▽採用試験　応募者の方は「面接試験」、「適
　正検査(自費)」を受けていただきますが、受
　験者に後日連絡します。
▽採用内定通知　３月下旬頃を予定しています。
▽保険等　労働災害保険

「山形県立農業大学校 研修生」の募集

　新規就農、新たな作物導入、加工直売につい
て実践的に学ぶ研修です。
▽コース　新規就農支援研修、農業ビジネス支
　援研修
▽研修期間　約１年間(平成21年４月～)
▽募集人員　新規就農希望者40名、新たな事業
　展開を目指す農業者20名
▽研修先　農業大学校ほか、農業関係試験研究
　機関、先進農業経営者等
▽受講料　無料
▽その他　詳細については、上記へお問合せく
　ださい。

【問合･申込】県立農業大学校 TEL 0233-22-8794

「申告所得税・個人事業者の消費税及び地方消

　申告所得税･個人事業者の消費税及び地方消
費税の納付期限と振替日は下記のとおりです。

【問合】寒河江税務署 TEL 86-2244

「パソコンボランティア」の派遣

【問合】山形県身体障害者福祉協会 TEL 023-686-3690
▽対象　県内にお住まいの視覚障がい者、聴覚
　障がい者、上肢機能障がい者及び障がいによ
　り外出が困難な身体障がい者の方
▽日時　派遣をご希望の方は、日時を上記へお
　知らせください。１回２時間程度の派遣とな
　ります。(受付は平日午前９時～午後５時)
▽内容
　○パソコンなど基礎的な活用方法の紹介と機
　　器に関する情報提供
　○パソコン等の設置及び設定の支援
　○パソコンの基礎的な使い方の支援など
▽費用　無料(ただし、電気代や購入･設置等
　に係る経費は実費負担となります。)

費税の納付期限と振替日」をご確認ください

「町立病院の電話設備更新に伴うお知らせ」

【問合】町立病院 TEL 74-2211
　町立病院では、下記の日時に電話設備の更新
を行います。
　機器の更新に伴い、一時的に通話が出来なく
なる場合がありますので、次の専用携帯電話に
ご連絡をお願いします。
▽日時　３月21日(土)午前９時～10時(不通の
　時間は数分間になります。)
▽専用携帯電話番号　090-7939-2844

「中小企業経営に係る制度融資、就職斡旋など

【問合】産業振興課商工観光係 TEL 74-4119

　中小企業経営に係る制度融資や職を探してい
る方の就職相談、そのほか商工業全般について
下記のとおり相談窓口を設けておりますのでお
気軽にご利用ください。
☆就職活動などの相談
　ハローワークさがえ(TEL 86-4221)
☆企業経営に係る制度融資や商工業全般の相談
　西川町商工会(TEL 74-3135)又は上記問合せ先

の相談窓口」のお知らせ

町外関係機関からのお知らせ

「自衛隊幹部候補生の募集内容説明会」の開催

【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　20歳以上26歳未満の者(22歳未
　　満の者は大卒(見込み含む))
　▽受付期間　４月１日(水)～５月12日(火)
　▽一次試験　５月16日(土)
☆募集内容説明会
　▽期日　３月29日(日)
　▽時間　午前９時から正午
　▽場所　自衛隊山形地方協力本部試験室(山
　　形市十日町４丁目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/

「健康づくり講演会」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
▽演題　実践から学ぶ「楽しい健康づくりと地
　域活動」＊ダンベル体操で元気はつらつ＊
▽講師　NPO法人健康応援わくわく元気ネット
　　　　副理事長　山崎美代子 氏
▽日時　３月10日(火)
　　○開会行事　午後１時30分～２時
　　○講演会　午後２時10分～３時40分
▽場所　交流センターあいべ「大ホール」
▽その他　参加希望の方は、上記へ電話で申込
　みください。また、にぎにぎダンベルをお持
　ちの方はご持参ください。

「西川交流センター・町民体育館・町民グラウ

【問合】西川交流ｾﾝﾀｰ TEL 74-3131

　平成21年４月以降の上記施設の利用予約受付
を開始します。利用を予定されている方は、下記
の事項をご確認のうえ、上記までご連絡ください。
▽受付開始日　３月２日(月)～
▽今回の受付　４月～９月の６ヶ月間の利用予
　約とします。なお、10月以降の利用予約は８
　月頃に受付開始となります。
▽開館時間　午前９時～午後９時30分
　○町立図書館は、午前９時～午後４時30分。
　　ただし、火曜日は午後６時まで
▽休館日　12月30日～１月１日
　○偶数月の第２月曜日は、定期清掃のため臨
　　時休館となります。
　○町立図書館は、毎週月曜及び毎月第３日曜
　　並びに12月29日～１月３日
▽利用手続　各施設の利用手続は下記のとおり
　とします。
　○予約は、センター窓口や電話で行ってくだ
　　さい。(これで仮予約となります)
　○利用する前までに、センター窓口で申請書
　　に記入のうえ、使用料を現金にて納めてく
　　ださい。(本予約、許可証交付となります)
　○前納制となることから、利用する場合は、必
　　ず料金表を確認のうえ現金を準備ください。
　○使用後や後日支払いは、原則として認めません。
▽使用料　これまでと変更はありません。
▽その他
　○営利を目的とした施設使用の場合は３倍額
　　となります。
　○使用料を算出する場合、１時間に満たない
　　場合は１時間に引き上げになります。

ンド利用予約の受付開始」について

「観光講演会」の開催

【問合】産業振興課商工観光係 TEL 74-4119

　どなたでもお聞きいただけます。興味のある
方はお気軽にご参加ください。
▽日時　３月13日(金)午後１時30分～午後３時
▽会場　役場本庁舎３階第１･２会議室
▽講師　(株)リクルート旅行カンパニーじゃらん
　　　　リサーチセンター東北エリア
　　　　プロデューサー　服部卓郎 氏
▽申込み　３月12日(木)まで、上記へ電話で申
　込みください。

納期限 振替日

申告所得税

消費税及び
地方消費税

４月27日(月)

３月16日(月) ４月22日(水)

３月31日(火)

　納期限を過ぎると延滞金が加算されます。納
期限の翌日から２ヶ月を経過する日までは4.5
％、それ以降は年14.6％の割合で加算されま
すのでご注意ください。
　納税には手続きが簡単、便利な振替納税があ
ります。

「月山雪の回廊ウォーキング」の参加者募集

【問合･申込】産業振興課商工観光係 TEL 74-4119

　志津温泉から「月山スキー場」までの冬期間
閉鎖されていた区間の除雪跡は、10mを超える
雪の壁が続きます。この区間を歩きます。
▽日時　４月４日(土)午前９時30分～受付
▽集合場所　志津会館
▽料金　１人/2,000円(昼食「月山山菜そば」
　代、入浴代、保険料込み)
▽申込等　料金を添えて３月27日(金)まで、上
　記へ申込みください。

町内関係機関からのお知らせ

「ケアハイツ西川臨時介護職員」の募集

【問合】ケアハイツ西川[担当/伊藤] TEL 74-4065
▽職種　臨時介護職員(平成21年４月１日付採用)
▽採用予定人員　１名
▽受験資格　年齢不問、住所要件なし
▽業務内容　介護業務及び送迎業務
▽応募方法　自筆履歴書(写真添付)１通を３月
　10日(火)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］
▽勤務条件及び給料等　ケアハイツ西川給与規
　程及び就業規則によります。
▽採用選考　応募後本人宛に詳細を通知します。

「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。
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寒河江地区ク リ ー ン セ ン タ ー か ら の お 知ら せ  
 

 

【旧指定ごみ袋の使用期限は３月３１日まで!!】 
旧指定ごみ袋は、平成 21年３月 31日(火)まで使用できますが、使い切れな

かった場合には、寒河江地区クリーンセンターで翌日の４月１日(水)から現金

と交換します。その際、現金交換する袋と認印(スタンプ印不可)をお持ちくだ

さい。 

※参考（もやせるごみ袋「緑」） 

     現行指定ご み袋     旧指定ご み袋( ４ 月１ 日か ら 使用不可)  

       

液晶テレビと衣類乾燥機が家電リサイクル品目に追加 

平成21年４月１日から家電リサイクル法の改正に伴い、新たに液晶・プラズ

マの薄型テレビと衣類乾燥機が家電リサイクル品目に追加されます。 

 
運搬・処理の依頼 
購入した電器店や日本通運(株)寒河江営業所
(TEL 0120-86-2141)に依頼してください。 
その際、料金などの詳しいこともお問い合わせ

ください。 

化粧品びんについては、従来「もやせないごみ」として分別をお願いしてき

ましたが、リサイクルが可能となりましたので平成21年４月１日(水)から「資

源ごみ」のびんとして色別に分別をお願いします。 

 
不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。 

 

西村山広域行政事務組合寒河江地区クリーンセンター TEL 84-4225 

ホームページ http://www.nishimurayama-koiki.jp 
 

化粧品びんは「もやせないごみ」から「資源ごみ」へ変更 

２ ０ ０ ９ 年３ 月 


