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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

１０月の行事予定
　１日（木）
　２日（金）

　３日（土）
　４日（日）

　５日（月）
　６日（火）
　７日（水）
　８日（木）
　９日（金）
１０日（土）

１１日（日）

１２日（月）

１３日（火）
１４日（水）
１５日（木）

１６日（金）
１７日（土）

１８日（日）

１９日（月）
２０日（火）
２１日（水）
２２日（木）

２３日（金）
２４日（土）

２５日（日）

『不法投棄は犯罪です！』
　10月は『不法投棄パトロール強化月間』です。
不法投棄を見かけたら村山総合支庁環境課(TEL 
023-621-8427)又は、役場町民税務課(TEL 74-
4404)までご連絡ください。
　みんなで不法投棄を撲滅しましょう。

町制施行５５周年記念式典（交流センター　午前１０時から）
町ＰＴＡ連絡協議会会長等研修会（西川中学校　午後３時から）
交通安全宣誓書祈願祭（口之宮湯殿山神社　午前９時から）
西川少年少女自然塾「秋のプログラム」[～４日]
西川フェア「地酒･地ワイン･地ビールまつり」（月山銘水館　午前１０時から）
本道寺釣り道場渓流釣り大会（本道寺集会センター前　午前７時３０分から受付）
休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）

町歴史文化学習会（交流センター　午後７時から）
子育て支援センター仁田山放牧場芋煮会（子育て支援センター　午前９時３０分出発）

キッズクラブ（県立自然博物園　午前９時３０分から）
第１３回ライオンズクラブ杯グラウンドゴルフ大会（睦合河川公園　午前８時３０分から）
おはなし会（町立図書館　午後１時３０分から）
第９回西川町民ウォーキング大会（寒河江ダムスポーツ広場　午前９時）
第１５回月山杯争奪剣道大会（町民体育館　午前８時３０分から）
困りごと相談（老人福祉センター　午後１時から）
休日当番医　菊地胃腸科内科医院（TEL　86-2301）
体育の日
休日当番医　陵南さとう整形外科（TEL　85-5511）
高齢者大運動会（町民体育館　午前９時から）

スケッチクラブ（県立自然博物園　午前９時３０分から）
高齢者の交通事故防止推進強化月間[～１１月１４日]
ポリオ予防接種[集団接種]（保健センター　午後１時１５分から受付）
生活から環境を考える講座（県立自然博物園　午後１時３０分から）
西川のまちづくり応援団ふるさと植樹祭･交流会（間沢いこいの広場　午後１時から）
西村山地区秋季ロードレース大会（寒河江市　午前８時３０分から）
町総合防災訓練（岩根沢地区）
休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）

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）

子育て支援センター離乳食作り（子育て支援センター　午前１０時から）
交通安全・夜光反射財直接貼付キャンペーン[～３１日]

第７４回西川菊まつり（下堀特設会場）[～１１月８日]
西川秋まつり（下堀特設会場　午後５時から）
自然散策と詩を読む会（丸山薫記念館　午前９時３０分から）
古文書解読講座（交流センター　午後１時３０分から）
西川秋まつり（下堀特設会場　午前１０時から）
丸山薫記念館２０周年記念横井久美子コンサート（旧岩根沢小学校体育館）
困りごと相談（老人福祉センター　午後１時から）
休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）
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２６日（月）
２７日（火）
２８日（水）
２９日（木）
３０日（金）
３１日（土）

　※の実施場所、時間、対象者等については、「平成21年度各種健診事業日程」をご覧ください。

ネイチャートレイルハイキング（県立自然博物園　午前９時３０分から）

第４０回西川町文化祭（交流センター）[～１１月３日]
丸山薫少年少女文学賞「青い黒板賞」応募締切

町外関係機関からのお知らせ

「仙境岩根沢～自然散策と詩を読む会～」のご案内
【問合･申込】交流ｾﾝﾀー 内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131
　丸山薫の詩の題材となった岩根沢を散策して
詩の世界に触れてみましょう。
▽期日　９月26日(土)
▽時間　午前９時30分～11時30分頃
▽集合場所　丸山薫記念館
▽参加費　大人300円/小人200円
▽服装　野山を歩きやすい服装

求人募集のお知らせ

【問合】山形県看護協会東西村山支部事務局
[天童市吉岡病院内] TEL 023-654-1188

▽日時　10月８日(木)午前10時～午後３時
▽会場　テルメ柏陵(大江町)
▽内容　健康チェック･健康相談(育児･介護･メ
　タボなど)

【問合】村山保健所保健企画課 TEL 023-627-1181
▽日時　９月30日(水)午後２時～４時30分
▽会場　サハトべに花ホール(河北町)
▽内容　「地域医療の現状と県立河北病院の取
　組み」と題した基調報告(講師：県立河北病院
　副院長)、「地域医療を育てるために」と題し
　た特別講演(講師：NPO法人地域医療を育てる
　会理事長)、シンポジウム　
▽その他　申込みは不要です。ただし、託児所
　を利用する場合は、事前に上記へ連絡をお願
　いします。

「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
☆町道沼の平線
▽制限箇所　西川町大字岩根沢地内
　※下記図面を参照してください。
▽制限内容　終日全面通行止め
▽制限期間　９月16日(水)～11月30日(月)

通 行 制 限 箇 所 図

「第13回西川ライオンズクラブ杯 グラウンド

【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　10月10日(土)午前８時30分から選手受付
▽場所　睦合河川公園
▽競技方法　男女オープンの個人対抗戦
▽表彰　６位まで表彰のほか、ホールインワン
　賞など特別賞が多数あります。
▽参加資格　町内に在住する方、もしくは町内
　に勤務している方
▽参加料　無料
▽申込方法　9月30日(水)までに、上記へ申込
　みください。
▽その他　当初、９月27日(日)に開催予定でし
　たが、変更になりました。

 ゴルフ大会」の参加者募集

「まちの保健室」のご案内

「みんなで考える地域医療フォーラム」のお知らせ

【問合】交流ｾﾝﾀｰ内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131
▽募集職種　調査･事務補助
▽募集人員　１名
▽勤務内容　六十里越街道に関する資料収集･写
　真撮影など
▽雇用期間　10月２日～平成22年３月31日(１
　ヶ月あたり20日程度の勤務になります。)
▽勤務先　西川交流センターあいべ
▽募集資格　健康でパソコンが使え自家用車で
　通勤可能な方
▽応募方法　市販の履歴書に必要事項をご記入
　のうえ、自家用車運転免許証の写しを添付し
　て、９月25日(金)午後５時まで、上記へ提出
　してください。
▽採用試験　応募者多数の場合は、書類による
　選考としますが、必要に応じて「面接試験」
　を実施する場合があります。
▽採用内定　採用内定通知は、９月29日(火)に
　発送します。

「緊急雇用創出臨時特例基金事業に係る求人募集」

「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 
▽期日　10月14日(水)
▽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
　○とことこ　平成20年２月･３月に生まれた児
　○よちよち　平成20年10月･11月に生まれた児
　○すくすく　平成21年５月･６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
▽持物　母子健康手帳、歯ブラシ(よちよち･と
　ことこのみ）※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。

「高齢者住宅の入居者」の募集

【問合･申込】建設水道課管理係 TEL 74-4120
▽団地名　高齢者住宅(町営住宅)
▽住所　西川町大字海味533番地１
▽建物構造　木造２ＤＫ
▽募集戸数　１戸(１号室)
▽家賃　月額 18,900円～28,100円(入居者の
　収入により異なります。)
▽生活援助員派遣制度運用費用　月額 無料～
　4,900円(入居者の収入により異なります。)
▽共益費　月額 200円～3,000円
▽敷金　家賃の３ヶ月分
▽入居資格　次に掲げる全ての項目に該当する方
　○住宅にお困りの方
　○収入が政令で定められた基準額以下である方
　○60歳以上の方。ただし、同居する方がいる
　　場合は、次の方に限ります。
　　①申込者の配偶者
　　②①の方以外の親族で60歳以上の方
　○入居に際し、連帯保証人１名が必要となります。
▽入居時期　10月下旬
▽申込方法等　９月30日(水)までに、所定の申
　込用紙(建設水道課にあります。)に必要事項
　を記入のうえ、申込みください。

「こころの相談室」のご案内

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課在宅支援係 TEL 74-3243
　河北町「サポートセンターういんず」の精神保健
福祉士による出張相談室です。予約制ではありませ
んが、可能な限り事前に連絡をお願いします。
▽日時　９月24日(木)午前10時～11時
▽場所　保健センター

「町民芸術文化鑑賞事業」のご案内

【問合･申込】交流ｾﾝﾀー 内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131
　芸術文化鑑賞を通した地域づくりの一環として、
山形交響楽団を迎えての音楽会を開催します。
▽日時　９月24日(木)午後１時30分～２時40分
　※開場は午後１時15分からになります。
▽会場　西川中学校体育館(駐車場は河川敷をご
　利用ください。)
▽参加料　無料
▽その他　当日は、西川中学校の生徒と一緒に鑑
　賞します。保護者や一般町民の方々もぜひご参加
　ください。詳しくは上記へお問合せください。

町内関係機関からのお知らせ

【問合】西川町社会福祉協議会 TEL 74-5677
　10月１日(木)から老人福祉センター内海味温
泉の入浴終了時間が１時間短縮され、午後８時
までとなります。
▽期間　10月１日～平成22年３月31日
▽営業時間　午前９時～午後８時
　※会議室の利用時間は、午前８時30分から午
　　後８時までとなります。

「老人福祉センターからのお知らせ」

「10月の夜間診療、午後診療日程及び各診療所

【問合】町立病院 TEL 74-2211
☆10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。
☆10月の各診療所の診療日

役場からのお知らせ

「ポリオ予防接種(集団接種)」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
▽期日　10月16日(金)
▽対象者　平成20年７月１日～12月31日までに
　生まれた児及び未接種児
▽接種料金　無料
▽受付時間　午後１時15分～30分
▽場所　保健センター
▽その他　予診票に必要事項を記入し、母子手
　帳と一緒に持って来てください。

期  日

　７日(水)

　９日(金)

１４日(水)

診療所名

岩根沢

小山

大井沢

期  日

２１日(水)

２３日(金)

診療所名

岩根沢

小山

の診療日程」について

期  日 診療時間 診療科

　６日(火) 午後５時30分 内科(伊藤)

１３日(火)
↓

外科(武田)

２０日(火) 内科(大河原)

午後６時30分 外科(須貝)２７日(火)

「山形県小児救急電話相談受付日」の拡大

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課健康推進係 TEL 74-5057
　９月１日から、小児救急電話相談受付が毎日
行われるようになりました。
▽受付内容　子どもの発熱･嘔吐や下痢･その他
　急病
▽相談受付日　毎日(年末年始も開設)
▽相談時間　午後７時～10時(３時間)
▽対象者　15歳未満の子ども及びその家族
▽電話番号
　◎プッシュ回線及び携帯電話 → ＃8000
　◎ダイヤル回線･ＰＨＳ → 023-633-0299

２８日(水) 大井沢
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受付時間  ９：００～９：３０ 
集合場所  寒河江ダムスポーツ広場駐車場（ダム堤体の下） 

※ 集合場所からスタート地点まで、マイクロバスで移動しますので時間厳守願います。 

 

【開催日】  平成 2１年 10 月 11 日（日） 

 

 

1. 参加料 500 円  保険料含む 

2. 持ち物 水分補給用の飲料水、おにぎり、 

お椀、はし、雨具（雨天決行） 

        ※ 雨天の場合は内容変更あり 

◎ 終了後に芋煮を準備しています。 

日  程 
 

9: 00～9:30 受付 

※ マイクロバスで本道寺の神社まで移動 

    （水、帽子、タオルなど必要な物だけ持つ） 

9: 30 本道寺口之宮湯殿山神社の西川町指定文化財見学 

9: 50 開会行事・準備体操 

10:10 スタート 

12:00 ゴール（寒河江ダムスポーツ広場） 

 

【一般ｺｰｽ 約 5ｋｍ】 

本道寺の神社→ 本道寺集落（石段を下る）→  風吹 

→ 地蔵尊前歩道→ 寒河江ダムスポーツ広場  

 

【健脚ｺｰｽ 約 7ｋｍ】 

一般コースの途中に、ダム堤体までの往復コースを 

加えます。 

＝＝ 申込み方法 ＝＝ 

 10 月２日（金）までに、直接か電話で 

お申込みください。 
 

*** 申込時必要事項 *** 

① お名前  ② 年齢（保険に必要） 

③ ご住所  ④ 電話番号 
 

*** 申込み先 *** 

保健センター        ℡ ７４－５０５７ 

交流センターあいべ  ℡ ７４－３１３１ 

 

寒河江ダムの湖底に沈んだ旧六十里越街道の代わりに、本道寺から月山沢までをつなぐ新たな道とし

て、国道やダムの側面を安全に歩くことが出来るようにと歩道の整備を進めて来ました。 

この秋で歩道は全て完成し、安全に歩くことができるようになります。 

今年の町民健康ウォーキング大会は、新しく整備された国道沿いの歩道をコースに入れ、本道寺の口

之宮湯殿山神社から寒河江ダムまで歩きます。 

当日は、口之宮湯殿山神社にある町指定文化財「佛足石」と「仁王像」の見学も予定しています。 

 

主催  西川町／西川町教育委員会／西川町体育指導委員会 
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お知らせお知らせ
役場からのお知らせ

「公的年金からの住民税の引き落とし」について

【問合】町民税務課税務係 TEL 74-2117
☆引き落としの開始
　平成21年10月支給分の公的年金からです。
　徴収方法が変わるだけで、新たな税負担が生
じるものではありません。
☆引き落としの対象となる方
　住民税の納税義務者のうち65歳以上の年金の受
給者です。ただし、次の方は、引き落としの対象
になりません。
　▽年金受給額が18万円未満の方
　▽引き落としされる住民税が年金受給額を超
　　える方
　▽介護保険料が年金から引き落としされてい
　　ない方
☆引き落としされる住民税額
　年金所得の金額から計算した税額のみです。
　年金所得以外の所得から計算した税額がある
方は、これまでどおり納付書や口座振替又は給
与からの引き落としとなります。
　引き落としされる住民税額は、６月に発送し
ている納税通知書をご覧ください。
☆引き落としが中止となる場合
　引き落とし開始後、税額の変更、年金の支給
停止があった場合は、引き落としが中止となり、
納付書や口座振替で納めていただくことになり
ます。

「ごみ袋はしっかり結んでください。」

【問合】町民税務課生活環境係 TEL 74-4404
　集積場に搬出されたごみ袋の口が結ばれてい
ないために、収集運搬業務に支障を来たす場合
があります。図のように袋口(耳)を結んでから、
更に取っ手部分を結び、ごみがこぼれないよう
に搬出してください。
☆袋の結び方(例)

指定ごみ袋の袋
口をしっかり結
びます。

さらに両側の取
っ手を結びます。

キチンと十字に
結んでから集積
所に出してくだ
さい。

「県道の通行制限」のお知らせ

【問合】村山総合支庁西村山道路計画課 TEL 86-8411
　道路改良工事のため、次のとおり通行を制限します。
☆一般県道小山海味線
▽制限箇所　西川町大字入間地内
　※下記図面を参照してください。
▽制限内容　終日片側交互通行
▽制限期間　９月15日(火)～11月30日(月)

通 行 制 限 箇 所 図

「土砂災害防止のための現地調査」のお願い

【問合】建設水道課建設係 TEL 74-2116
　又は村山総合支庁西村山河川砂防課 TEL 86-8413
　国や山形県では、土砂災害の危険がある箇所
について、今年も現地調査を実施します。
▽現地調査の内容
　土砂災害により被害を受ける恐れのある場所
の地形や地質、土地の利用状況等について調査
します。これらの調査を行うため、農地や宅地、
その周辺に調査員(身分証明書を携帯していま
す。)が立ち入ることがあります。
　調査の際には、一言お断りしてから立ち入り
ますが、不在の場合はご容赦願います。
▽調査期間　９月下旬から12月中旬までの予定
▽調査箇所　町内全域
▽調査者　㈱田村測量設計事務所、国際航業㈱

町外関係機関からのお知らせ

「秘伝えだまめサミットinさがえ西村山」のご案内

【問合】秘伝えだまめサミットinさがえ西村山実行委員会 
TEL 86-8185

▽日時　10月３日(土)午後１時～午後４時
▽場所　さがえ西村山農業協同組合大ホール
▽内容　「野菜のおいしさをスイーツにのせて」
　(講師：野菜スイーツ･パティシエ 柿沢安耶 氏)
　と題した講演会などが行われます。
▽参加料　無料。えだまめケーキの試食、「秘
　伝えだまめ」プレゼント(先着300名)を用意
　しています。



１５：２５

「西川フェア2009臨時シャトルバス運行」のお知らせ

【問合】西川町商工会 TEL 74-3135
　西川フェアの開催に合わせて、10月４日(日)に次のとおり臨時シャトルバスを運行します。
　当日は会場駐車場の混雑が予想されますので、臨時シャトルバスをご利用ください。なお、臨
時シャトルバスの発着は、町営バスのバス停になります。

▽月山銘水館⇒大井沢

▽睦合⇒月山銘水館

銘水館 入間小 石倉 横岫 月岡 本道寺 伝承館

１０：４０ １０：４４ １０：４７ １０：５２ １０：５９ １１：００ １１：２０

１５：００ １５：０４ １５：０７ １５：１２ １５：１９ １５：２０ １５：４０

熊野 石田 睦合小 北梅沢 南梅沢 川土居小 西川中

 ９：００  ９：０１  ９：０２  ９：０３  ９：０５ ９：１０  ９：１２

１１：２５ １１：２６ １１：２７ １１：２８ １１：３０ １１：３５ １１：３７

旧東部保育所 老人センター 役場 町立病院 町営バス車庫 開発センター 間沢

９：１３  ９：１６  ９：１８  ９：２０  ９：２３  ９：２４ ９：２５

１１：３８ １１：４１ １１：４３ １１：４５ １１：４８ １１：４９ １１：５０

綱取不動尊 銘水館

 ９：３０  ９：３５

１１：５５ １２：００

▽睦合⇒月山銘水館

銘水館 綱取不動尊 間沢 開発センター 町営バス車庫 町立病院 役場

１０：５０ １０：５５ １１：００ １１：０１ １１：０２ １１：０５ １１：０７

１５：００ １５：０５ １５：１０ １５：１１ １５：１２ １５：１５ １５：１７

老人センター 旧東部保育所 西川中 川土居小 南梅沢 北梅沢 睦合小

１１：０９ １１：１２ １１：１３ １１：１５ １１：２０ １１：２２ １１：２３

１５：１９ １５：２２ １５：２３ １５：３０ １５：３２ １５：３３

石田 熊野

１１：２４ １１：２５

１５：３４ １５：３５

伝承館 本道寺 月岡 横岫 石倉 入間小 銘水館
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▽大井沢⇒月山銘水館

町内関係機関からのお知らせ
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「町民紅葉月山登山」の参加者募集

【問合】西川山岳会[事務局/佐藤] TEL 74-2521
　紅葉真っ盛りの月山を楽しみましょう。
▽期日　10月４日(日)
▽行程　午前６時30分交流センター⇒月山リフト－月山山頂－大雪城－清川小屋－束松駐車場(午
　後４時)⇒交流センター
▽参加料　１人1,500円(車･リフト代)
▽定員　20名
▽その他　体力等を勘案のうえ、申込みください。


