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役場からのお知らせ
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９月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は９月３０日(水)です。
　期限内に完納しましょう。
▽ 国民健康保険税３期　▽ 介護保険料３期
▽ 後期高齢者医療保険料３期

「町議会第３回(９月)定例会｣の開催

【問合】議会事務局議事係 TEL 74-5055
▽開催期間  ９月３日(木)～11日(金)
▽場所  町議場等(役場３階)
▽主な日程等
  ３日(木)　本会議(議案上程等)《傍聴可》
    　　　　決算特別委員会(審査等)《傍聴可》
  ４日(金)　本会議(一般質問)《傍聴可》
  10日(木)　決算特別委員会(審査･採決)《傍聴可》
  11日(金)　本会議(議案審議･採決)《傍聴可》
  　※傍聴が可能な日は、いずれも午前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。)

９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

期 日 休日当番医名
市町(地区)名
(電話番号)

９月６日(日)

　　13日(日)
寒河江市丸内
(TEL 86-0005)

　　20日(日)

　　21日(月)

西川町海味
(TEL 74-2211)

三浦医院
寒河江市柴橋
(TEL 84-5600)

山﨑医院

陵南眼科クリニ
ック

町立病院

寒河江市仲谷地
(TEL 83-3456)

　　22日(火) 町立病院
西川町海味
(TEL 74-2211)

　　23日(水) あきば医院
寒河江市末広
(TEL 86-4395)

　　27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】にしかわ保育園内子育て支援ｾﾝﾀー  TEL 74-2303
☆９月の子育て支援センター
▽５日(土)　おはなしぴーつく来園
　午前10時30分～
▽９日(水)･10日(木)　運動会リハーサルの
　ため、午前はお休みです。
▽12日(土) 保育園運動会　午前９時開会
　○支援センターのお友達が参加できる競技
　　もありますので、遊びにきてください。
▽16日(水)　パン作り　午前10時～
　○寒河江市八鍬のパン屋さん「Le Cаnаr
　　ｄキャナール」鴨田さくらさんを講師に
　　お招きしてのパン作り教室です。
▽24日(木)　身長体重測定　午前10時～
　○町の保健師が測定します。

「西村山心身障がい児･者協会援護義援金及び

【問合】健康福祉課在宅支援係 TEL 74-3243
　毎年、皆様方のご協力を得まして、心身に
障がいを持つ方々のための福祉活動事業、交
通遺児激励事業について多大な成果をあげて
います。
　本年度も、婦人会の皆さんが募金に伺いま
すので、１戸あたり100円程度のご協力をお願
いします。

 交通遺児激励金にご協力お願いします。」

「兵庫県台風第９号災害及び台風９号岡山県

【問合】健康福祉課在宅支援係 TEL 74-3243
　日赤山形県支部では、台風９号による災害
に伴う義援金の受付を行っていますので、ご
協力をお願いします。
▽受付期間　
　○兵庫県台風第９号災害　９月30日(水)まで
　○台風９号岡山県大雨災害　９月16日(水)まで
▽受付場所　役場総合窓口、保健センター

 大雨災害」義援金の受付

「排水設備工事責任技術者試験」の開催

【問合･申込】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第19回排水設備
工事責任技術者の県内統一試験が行われます。
▽日時　11月15日(日)午後１時～３時
▽場所　山形市国際交流プラザ「山形ビック
　ウイング」(山形市平久保100)
▽申込　10月2日（金）まで上記へ申込みください。
▽その他　希望者を対象に受験講習会を開催
　します。詳しくは上記へお問合せください。

「西川町歴史文化学習会公開講座」の開催

【問合･申込】交流ｾﾝﾀー 内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131
▽日時　９月９日(水)午後７時～８時30分
▽場所　交流センター第２会議室
▽講師　山形大学教授　岩鼻通明 氏
▽テーマ　出羽三山信仰と旅の楽しみ方
▽参加費　１人500円
▽その他　事前申込は不要です。当日会場に直
　接お越しください。
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求人募集のお知らせ

「地域コミュニティ再生リレーシンポジウム」

【問合･申込】山形県地域政策課 TEL 023-630-2234
　FAX 023-630-3082/ﾒｰﾙ ychiiki@pref.yamagata.jp
▽日時　９月18日(金)午後１時30分～午後４時
▽場所　山形県自治会館(山形市松波4-1-15)
▽内容　櫻井常矢氏(高崎経済大学准教授)による
　「住民と行政の協働によるコミュニティづくり」
　と題した基調講演とパネルディスカッション
▽定員　130名
▽申込　指定の申込書に記入のうえ、FAX又はＥ
　メールで送付いただくか、電話で申込みくださ
　い。なお、申込書のついたチラシは役場総務企
　画課(TEL 74-2112)で取り扱っています。

「ふるさと奨学ローン及び生活安定資金」のご案内

【問合･申込】東北労働金庫寒河江支店 TEL 86-2210
☆ふるさと奨学ローンの利用について
　「ふるさと奨学ローン」は、人材育成と県内
への就職促進のための教育ローン制度です。
　また、この制度を利用すると、ご子弟が卒業
後に県内に就職・就業した場合は、それ以降の
利子に対して元金200万円を限度に山形県勤労
者育成教育基金協会から年1.00％の利子補給が
受けられます。
▽融資対象　大学･短大･高校･専門学校等の学
　資金、住居･生活資金など
▽融資限度額　最高1,000万円まで
▽融資金利(固定金利･保証料込)
　○５年固定　年2.20％
　○７年固定　年2.55％
　○10年固定　年2.85％
　　※上記利率は９月30日までの特別金利です。
　　　以降は上記までお問合せください。
▽融資期間　10年以内(在学中は元金据置きが可能)
▽保証　県労信協の保証が必要です。
☆生活安定資金のご利用について
　安心してお使いいただける「生活応援ローン」
は、町と労働金庫が協力し低利で融資する制度です。
　自動車購入･教育資金･医療費･冠婚葬祭等の
生活資金全般にご利用いただけます。
▽対象者　町内にお住まいの会社や商店に１年
　以上お勤めの方で、労働組合がない又は職場
　に融資制度のない方
▽融資額　150万円以内
▽金利　年2.00％(固定金利)
▽保証料　年0.30％(県労信協の保証･貸付時に
　一括払い)
▽融資期間　７年以内(保証料補給制度があります。)

「町道の通行制限」のお知らせ

【問合】建設水道課建設係 TEL 74-2116
　側溝整備工事のため、次のとおり通行を制限します。
☆町道大下海の宿線
▽制限箇所　西川町大字海味地内
　※下記図面を参照してください。
▽制限内容　車両全面通行止め(夜間開放)
▽制限期間　10月30日(金)まで

通 行 制 限 箇 所 図

「いわねさわ秋まつり」のご案内

【問合】岩根沢地域づくり推進協議会[担当/岩本寿一]
TEL 74-4739

　各種売店、昨年大好評の「龍神そば」や「茶
店」を今年も地元有志で出店します。ぜひ、秋
の岩根沢にお越しください。
▽期日　９月13日(日)
▽場所　岩根沢三山神社
▽内容　
　○秋の例大祭(神事･神楽奉納)　午前10時～
　○太々神楽(町指定無形文化財)披露･岩根沢
　　の活動記録(映写会)等　午後12時30分～

 子ども遊学館「みつばちマーヤの冒険」のご案内

【問合】山形県生涯学習ｾﾝﾀｰ TEL 023-625-6411
▽内容　パペットミュージカル(大きな人形を
　使ったミュージカル)
▽対象者　保育園児～小学生(保護者の同伴が
　必要です。大人のみの申込みは不可)
▽日時　９月27日(日)
　○１回目　午後１時開演
　○２回目　午後３時30分開演
▽場所　遊学館２階ホール(山形市緑町)
▽参加料　無料
▽申込み　往復ハガキで申込みが必要です。詳
　しくは上記にお問合せください。

「９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　９月15日(火)
▽開放時間　午後３時～７時(対話時間は30分)
▽申込期限　９月11日(金)まで

「第25回西川町民カヌー競技大会」の開催

【問合･申込】交流ｾﾝﾀー 内教育文化課ｽﾎ゚ ﾂー振興係 TEL 74-3131
▽日時　９月27日(日)午前８時受付開始、午前
　８時30分競技開始
▽会場　長沼(沼山)
▽種目
　○普及艇100ｍの部　①小学４年生以下男子/
　　女子、②小学５年生男子/女子、③小学６年
　　生男子/女子、④一般男子/女子
　○レーシング艇の部　①Ｋ－１(100ｍ)小学男
　　子/女子、一般Ｂ男子/女子、②Ｋ－１(300ｍ)
　　中学男子/女子、高校男子/女子、一般Ａ男子
　　/女子、③Ｃ－１(300ｍ)中学、高校男子、　
　　④Ｋ－２(300ｍ)中学男子/女子、高校男子/
　　女子、⑤Ｃ－２(300ｍ)中学、高校男子
　　※一般Ａ:競技歴がある方、一般Ｂ:競技歴のない方
　○レクリェーションカヌーの部
　　①親子Ｋ－２(100ｍ)オープン参加、②カヌー
　　　マラソン(長沼１周)小学男子/女子、中学男
　　　子/女子、高校以上男子/女子、③湖面宝探
　　　し(小学生)、④ドラゴンカヌーレース体験
▽参加資格　町内にお住まいの方
▽参加料　１人500円
▽申込方法　９月24日(木)までに、所定の申込用紙
　(交流センターにあります。)に必要事項をご記入
　のうえ、参加料を添えて申込みください。
▽その他　大会に参加される選手は各自スポー
　ツ傷害保険に必ず加入してください。また、　
　26日(土)の午前９時から11時まで、練習会を
　行いますので、ご希望の方はご参加ください。

町内関係機関からのお知らせ

町外関係機関からのお知らせ

【問合】山形県雇用労政課 TEL 023-630-2711
　県外に進学された皆さんの県内企業への就職
を支援するために、企業説明会を開催します。
　当日は企業ブースごとの製品展示や企業説明、
就職ガイダンスセミナーを開催します。
▽日時　10月10日(土)午前10時～
▽会場　東京都立産業貿易センター台東館５階
　(浅草駅から徒歩５分)
▽参加対象　これから就職活動時期を迎える大
　学３年生、短大、専門学校生はもちろん、将
　来のために企業研究をしたい１･２年生の来
　場も可能です。山形県の企業のことをもっと
　詳しく知りたい方、ぜひご来場ください。

 の開催

「2009やまがた産業･企業･就職ガイダンス」の開催

「子育てファミリー応援ボランテイア講座」のご案内

【問合】県ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ連合会 TEL 023-626-3566
▽日時　９月29日(火)･30日(水)両日ともに午
　前10時～午後３時30分
▽場所　寒河江学園(寒河江市字下河原224-1)
▽受講料　無料(昼食は各自準備してください)
▽申込方法　申込用紙(保健センター及びにし
　かわ保育園にあります。)に必要事項を記入
　のうえ、上記へ申込みください。

「NPO活動推進フォーラムやまがた大会」の参

【問合･申込】山形県文化振興課 TEL 023-630-2284
▽期日　11月10日(火)･11日(水)
▽場所　山形市「山形テルサ」ほか
▽対象　NPO活動や地域づくり活動に興味のあ
　る方
▽内容　基調講演、パネルディスカッション、
　分科会
▽その他　事前の申し込みが必要です。また、
　分科会参加の場合は負担金が必要です。詳し
　くは上記へお問合せください。

 加者募集

「自衛官」の募集

【問合】自衛隊山形募集案内所 TEL 023-632-8976
☆募集種目ごとの募集資格及び受付期間等
▽看護学生

募集資格 高卒(見込含む)21歳未満

受付期間 ９月７日(月)～10月２日(金)

一次試験 11月７日(土)･８日(日)

募集資格 高卒(見込含む)24歳未満

受付期間 ９月７日(月)～10月２日(金)

一次試験 10月24日(土)

▽防衛大学校学生(一般)

▽防衛医科大学校学生

募集資格 高卒(見込含む)21歳未満

受付期間 ９月７日(月)～10月２日(金)

一次試験 10月31日(土)･11月１日(日)

☆募集説明会
　▽日時　９月26日(土)午前９時～正午
　▽場所
　　○寒河江会場　寒河江市文化センター２階
　　　第１研修室(寒河江市大字西根字石川西)
　　○山形会場　自衛隊山形地方協力本部(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(htt
　p://www.mod.go . jp/pco/yamagata/)をご覧
　いただくか、上記へお問合せください。

「町制施行55周年記念事業」のお知らせ

【問合】総務企画課庶務係 TEL 74-2119
　これまでの町づくりを踏まえ、今後に向けた新たな
飛躍を期するために、55周年記念事業を実施します。
☆記念式典
　▽日時　10月１日(木)午前10時～
　▽場所　交流センター
　▽内容　式典及び功労者表彰など
☆「20世紀の私から21世紀へのメッセージ」の送付
　45周年記念事業で自分や家族、友人あてに書
いたハガキ等を10月１日消印で郵送します。
☆「ひとり芝居 真知子～ある女医の物語～」公演
　芸術文化協議会40周年記念事業との共催で公
演を開催します。
　▽日時　11月１日(日)午後１時30分～
　▽場所　交流センター
☆西川町55のトピックス集の作成、配布
　55周年を記念して西川町が誕生してからこ
れまでの55のトピックス集を作成し、町内全世
帯に配布します。


