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お知らせお知らせ

役場からのお知らせ

７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

4

７月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は７月３１日(金)です。
　期限内に完納しましょう。
▽ 固定資産税２期　▽ 国民健康保険税１期
▽ 介護保険料１期　▽ 後期高齢者医療保険料１期

期 日 休日当番医名
市町(地区)名
(電話番号)

７月５日(日)

　　12日(日)
寒河江市中央
(TEL 86-6900)

　　19日(日)

　　20日(月)

西川町海味
(TEL 74-2211)

町立病院
西川町海味
(TEL 74-2211)

鈴木眼科

土田内科医院

町立病院

寒河江市元町
(TEL 86-8282)

　　26日(日) 町立病院
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
☆７月の子育て支援センター
▽８日(水)　七夕たんざく作り　午前10時～
　○７月３日(金)まで申込みください。(先着20組)
▽11日(土)　夏まつり　午後５時30分受付開始
　午後６時開会
▽21日(火)　身長体重測定　午前10時～
　○町の保健師が測定します。
▽23日(木)　離乳食作り　午前10時～　　
▽29日(水)　ゆきんこ　午前10時～(予定)
　○日塔幸子先生のわらべ歌あそびです。親子
　　で触れあってみませんか。

「来てみませんか。楽楽(らくらく)運動教室」

【問合･申込】保健ｾﾝﾀー 内健康福祉課健康推進係 TEL 74-5057
　今回はスポーツインストラクターの笹原綾子さ
んを講師に迎え、町民体育館を会場に、スモール
ボールを使ったり、音楽にあわせてウォーキング
をしたりと、のびのび気持ちよく体を動かしてい
きます。
▽日時　７月９日(木)午後２時～３時30分
▽場所　町民体育館
▽持ち物　運動のできる内ズック、水分補給用の
　飲み物、バスタオル、スモールボール(持って
　いる方のみ)
▽その他　動きやすい服装でお越しください。
▽申込　楽楽運動教室に初めて参加する方のみ、
　７月８日(水)まで上記へ申込みください。

「西川町結婚相談窓口」について

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課在宅支援係 TEL 74-3243
　結婚についての相談窓口を次のとおり開設し
ていますので、お気軽にご相談ください。
▽相談窓口　西川町保健センター
▽開設日時等　土、日、祝日、年末年始休みを
　除く、午前８時30分～午後５時15分。なお、
　事前にご連絡いただければ、上記日時以外で
　も応じます。
▽その他　Ｅメール、郵便、電話でも受付します。
　○Ｅメール　kf-zait@town.nishikawa.yamagata.jp
　○住所　〒990-0702　西川町大字海味543-8

「町道の通行制限」のお知らせ

【問合】建設水道課上下水道係 TEL 74-4411
　公共下水道管渠工事のため、次のとおり通行
を制限します。
☆町道太郎綱取線
　▽制限箇所　西川町大字間沢地内
　　※下記図面の①を参照してください。
　▽制限内容　大型車全面通行止、乗用車片側
　　通行止(待ち時間有り、夜間解放）
　▽制限時間　午前８時30分～午後５時
　▽制限期間　７月３日(金)～７月17日(金)
☆町道上間沢線･町道東泉寺線
　▽制限箇所　西川町大字間沢地内
　　※下記図面の②を参照してください。
　▽制限内容　車両片側通行止(工事箇所は約
　　30ｍ区間で移動)
　▽制限時間　終日
　▽制限期間　７月13日(月)～10月30日(金)

通行制限箇所図
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　この度、西川町史資料第25号「吉川村年貢割付状・皆済目録」が発刊され
ました。
　この資料は年貢制度における吉川村の様子や村の産業・経済の変遷をうか
がい知ることができる貴重な資料です。是非この機会にお求めいただき、先
人が築いた歴史に触れてみませんか。

編集者： 西川町郷土史調査員 那須 恒吉

発　行： 西川町教育委員会

サイズ： Ａ５ ページ数： ５０９ページ

お求め・お問合せは 西川交流センターあいべ
までお願いいたします。 TEL ７４－３１３１
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求人募集のお知らせ

「全国大会等出場選手への激励金交付」について

【問合】交流ｾﾝﾀｰ内教育文化課ｽﾎﾟｰﾂ振興係[町体育
協会事務局] TEL 74-3131
　町体育協会では、全国大会等の出場選手に対
し、大会での活躍を祈念して下記のとおり激励
金を交付しています。激励金交付については自
己申請となりますので、該当する方については、
上記へ申請手続きをお願いします。
▽支給対象の大会及び支給規定
　○オリンピック出場　50,000円
　○国体出場　10,000円
　○高校総体、全国小中学校大会、県･国の選
　　抜選手　5,000円
　○その他申請内容を審査し対象と認められた
　　場合　5,000円

「平成21年度男女共同参画推進県民企画事業」の募集

【問合･申込】山形県男女共同参画ｾﾝﾀｰ･ﾁｪﾘｱ
 TEL 023-629-7751/FAX 023-629-7752
 Eﾒｰﾙ info@yamagata-cheria.org
▽募集内容　次のいずれかに該当する事業
　○女性及び男性の意識改革につながるもの
　○女性の社会参画促進につながるもの
　○女性の人権についての問題解決につながるもの
　○家庭における男女共同参画促進につながるもの
▽応募資格　県民３人以上で構成される営利目
　的でないグループ･団体
▽応募方法　７月15日(水)まで、応募用紙に記
　入のうえ郵送･Eﾒｰﾙ･持参のいずれかで、上記
　へ応募してください。
▽審査方法　７月31日(金)にプレゼンテーショ
　ンを実施します。
▽助成額　事業に要する経費の4分の３を助成
　(25万円限度)

町外関係機関からのお知らせ

「福祉の仕事出張相談会」のご案内

【問合･申込】山形県福祉人材ｾﾝﾀｰ TEL 023-633-7739
　これから福祉の仕事につきたい方や関心のあ
る方に仕事内容や福祉資格取得方法等について
アドバイスや質問、相談にお答えします。
▽日時　７月14日(火)午前10時30分～午後３時
▽会場　ハローワーク寒河江１階ミーティング
　ルーム

「仙台七夕交流会」の参加者募集

【問合･申込】総務企画課企画係 TEL 74-2112
　宮城県在住の「西川のまちづくり応援団員」が仙
台七夕を案内する「仙台七夕交流会」を、次のとお
り行いますので、みなさんぜひご参加ください。
▽期日　８月７日(金)
▽行程(予定)
　○午前８時　西川町出発
　○午前10時～　仙台七夕見学･交流会
　○午後２時～　自由見学
　○午後５時　西川町到着
▽対象者　50歳以上の健康な方(定員20名程度、
　先着順)
▽交通手段　マイクロバス
▽参加料　2,000円
▽申込方法　７月24日(金)までに、上記へ電話
　で申込みください。
▽その他　詳細は、後日参加者に直接連絡します。

「７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　７月17日(金)
▽開放時間　午後３時～７時(対話時間は30分)
▽申込期限　７月16日(木)まで

「悪徳商法」にご注意ください。

【問合】町民税務課生活環境係 TEL 74-4404
　　　　又は寒河江警察署 TEL 83-0110
　最近、町内に悪徳商法と思われる業者の出入
りがあるという相談が多くなっています。代表的
なケースと見抜くポイントは以下のとおりですの
で、少しでも不審に思ったら、上記へすぐに連絡
し、安易に購入などしないようにしましょう。
　また、会場などを提供してほしいといわれて
もはっきりと断るようにしましょう。
☆ケース１　「水道局のほうから来た」という
　点検員から水漏れを指摘されて…
　無料点検を口実にする訪問販売では、「水道
局のほうから来た。」、「○○協会だが、耐震診
断を無料でする。」などと、あたかも公的機関で
あるかのような言い回しをして信用させるケース
もあります。契約や工事を急がせる場合や、大雑
把な見積りしか出さない業者は要注意です。
☆ケース２　受信メールに記載されていたURL
　をクリックしたら、支払請求の表示が…
　タイトルや件名に惑わされることなく、発信
元に心当たりのない不審なメールが届いたら、
不用意に返信したり、記載されているホームペ
ージにアクセスしてはいけません。万一、電話
で支払い請求され「自宅まで取り立てに行く」
と言ってきても毅然とした態度で対応し、支払
いの意志がないことだけを告げ早々に電話を切
りましょう。
☆ケース３　試食だけでいいのでどうぞ…
　「試食だけでも…」と勧められ食べてしまい、
購入を断りきれず高額な商品を買わされてしま
ったというケースが多くあります。訪問販売で
も生鮮食品はクーリング･オフができないとさ
れています。買う気がないのなら勧められても
断るようにしましょう。
　また、一度悪徳業者と契約すると個人情報が
流され、「だまされやすい家」として他の業者
にも紹介され、次々と物売りが来る場合がある
ので要注意です。

「ＴＯＴＯ石油給湯器点検」のお願い

【問合】町民税務課生活環境係 TEL 74-4404
　ＴＯＴＯ株式会社製の石油給湯機について、
一部不具合により、発火の可能性のある商品が
あるとのことですので、以下に該当する給湯機
をお持ちの方で、まだ点検がお済みでない場合
は無償にて点検･部品交換を受けられますので、
下記までご連絡ください。
▽機種名　Ｈｉ‐ＡＣＴＹ
▽型式が下記に該当するもの
　「ＲＰＥ３２Ｋ○○」「ＲＰＥ４０Ｋ○○」
　「ＲＰＥ４１Ｋ○○」「ＲＰＨ３２Ｋ○○」
　「ＲＰＨ４０Ｋ○○」「ＲＰＨ４１Ｋ○○」
▽製造年月　1995年(平成７年)８月～1999年(平成
　11年)６月
▽点検･部品交換に関する問合せ先
　ＴＯＴＯ株式会社給湯機点検コールセンター
　○受付フリーダイヤル　TEL 0120-444-309
　○受付時間 午前９時～午後６時(土、日、祝
　　日、年末年始、夏期休暇を除く。)

「平成21年度町成人式実行委員」の募集

【問合･申込】交流ｾﾝﾀー 内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131
FAX 74-3219/Eﾒｰﾙ kb-syog@town.nishikawa.yamagata.jp
　心に残る成人式を、一緒に作り上げてみませ
んか。
▽募集対象　今年成人式を迎える昭和63年４月
　２日から平成元年４月１日生まれの方で町内
　在住又は出身の方。また、18歳以上で成人式
　をサポートしたい方
▽内容　成人式･20歳のつどいの内容検討、準備及
　び運営
▽募集締切　７月15日(水)
▽応募方法　上記へ電話、FAX、Ｅメールでご
　連絡ください。後日実行委員会の日程を通知
　します。

「ケアハイツ西川臨時介護職員」の募集

【問合】ケアハイツ西川総務課[担当/伊藤]
 TEL 74-4065/住所 〒990-0702 西川町大字海味548
▽職種　臨時介護職員(年齢、住所、資格不問)
▽採用予定人員　若干名
▽勤務期間　平成22年3月31日まで
▽応募方法　自筆履歴書(写真添付)１通を７月
　９日(木)午後５時まで上記へ直接持参又は郵
　送してください。
▽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
　ります。
▽採用選考　応募後本人宛に詳細を通知します。

町内関係機関からのお知らせ

「プレミアム付商品券の使用期限は７月31日ま

【問合】西川町商工会 TEL 74-3135
　４月16日より販売しました「プレミアム付商
品券は、７月31日が使用期限となっています。
　６月末現在の回収率は80％弱となっており、
お買い上げいただいた商品券がまだ使われてい
ない状況です。
　使い忘れのないように、再度チェックのうえ、
７月31日までご利用ください。

 でです！」

「裁判所事務官採用Ⅲ種試験(高等学校卒業程

【問合】山形地方裁判所事務局総務課人事第一係
 TEL 023-623-9511/住所 山形市旅篭町2-4-22
　裁判所では、裁判所事務官採用試験Ⅲ種(高
等学校卒業程度)の募集を次のとおり行います。
▽受付期間　７月14日(火)～７月22日(水)[７
　月22日消印有効]
▽第１次試験日　９月13日(日)
▽受験資格　昭和63年４月２日から平成４年４
　月１日までに生まれた方
▽その他　詳しくは、上記へお問合せください。
　なお、受験案内については、最高裁判所のホー
　ムページ(http ://www.courts .go . jp/)にも掲載
　しています。

「西村山広域行政事務組合職員採用試験」の

【問合】西村山広域行政事務組合事務局 TEL 86-7424
▽試験区分及び採用予定人員等
　○初級行政　若干名(一般行政事務に従事)
　○消防　数名(消防業務に従事。競争試験と
　　現に他の消防本部の消防職員として勤務し、
　　受験資格を満たす方については、選考試験
　　により採用)
▽受験資格
　○年齢要件　昭和53年４月２日から平成４年
　　４月１日までに生まれた方
　○住所要件
　　◇競争試験受験者(初級行政･消防)
　　　平成21年５月31日以前から寒河江市、
　　　河北町、大江町、朝日町及び西川町(以
　　　下「関係市町」という。)に住所を有し
　　　ている方又は保護者等の住所が関係市町
　　　にあれば受験可。
　　◇選考試験受験者(消防)
　　　本人の住所又は保護者等の住所が関係市
　　　町にある方
　○資格要件
　　◇消防士　消防士として、職務遂行に必要
　　　な体力を有する方。矯正視力を含み両方
　　　の眼で0.8以上、かつ、片方の眼でそれ
　　　ぞれ0.5以上の視力を有し、赤色、青色
　　　及び黄色の色彩が識別できる方
▽試験日程･内容･試験会場
　○競争試験
　　◇一次試験　９月20日(日)午前10時～
　　　教養試験/寒河江市立陵東中学校
　　　身体及び体力検査(消防)/勤労青少年ホーム
　　◇二次試験　一次試験合格者を対象に後日実施
　○選考試験
　　受験者に別途通知
▽受付期間　７月６日(月)～８月10日(月)(土、
　日、祝日を除く)
　※午前８時30分から午後５時15分まで。郵
　　送の場合は８月10日(月)必着のこと。
▽受験案内及び申込書配布先
　西村山広域行政事務組合事務局で交付します。

 ご案内

 度)」のご案内


