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１０月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は１１月２日(月)です。
　期限内に完納しましょう。
▽ 町県民税３期　▽ 国民健康保険税４期
▽ 後期高齢者医療保険料４期▽ 介護保険料４期

「乳幼児(とことこ)健診の対象者月齢」の訂正

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課健康推進係 TEL 74-5057
　９月15日発行の「お知らせ」に掲載しました、
10月14日実施の「乳幼児(とことこ)健診」の
内容に誤りがありましたので、次のように訂正
しお詫びします。
☆とことこ健診の対象者
（正）平成20年３月･４月に生まれた児
（誤）平成20年２月･３月に生まれた児

10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)

10月４日(日)

　　11日(日)
寒河江市中央
(TEL 86-2301)

　　12日(月)

　　18日(日)

寒河江市内の袋
(TEL 85-5511)

町立病院
西川町海味
(TEL 74-2211)

菊地胃腸科内科
医院

町立病院

陵南さとうクリ
ニック

西川町海味
(TEL 74-2211)

　　25日(日) 町立病院
西川町海味
(TEL 74-2211)

「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
▽対象者　糖尿病が心配な方や関心がある方
▽日時　10月23日(金)午後２時～４時
▽場所　保健センター
▽内容　医師講話･健康チェック･健康相談
▽講師　町立病院副院長 大河原晋 氏
▽申込　10月20日(火)までに上記へ申込みください。

「平成22年度にしかわ保育園入園」の申込み

【問合】にしかわ保育園 TEL 74-2303
　平成22年４月から「にしかわ保育園」に入園
を希望される方は、下記により申込みください。
☆入園できる基準　児童の保護者等が次のいず
　れかの事情にあり、その児童の保育をするこ
　とができない場合です。
　▽労働　家の外で仕事をしたり自営業や内職
　　等をすることが普通の場合
　▽出産･病気等　出産の前後、病気、負傷、
　　心身の障害などがある場合
　▽病人の看護等　長期にわたる病人等の介護
　　をしている場合
　▽家庭の災害　災害等の不幸により家屋を失っ
　　たり、破損したため、その復旧にあたる場合
☆受入児童の年齢　６ヶ月児～小学校就学前
☆申込方法等　10月14日(水)から30日(金)ま
　での間に、申込書を上記へ提出してください。
　申込書は、にしかわ保育園、保健センター、
　役場総合窓口にあります。

「栄養教室」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
　食事の量や栄養バランスについて分かりやすく
お伝えします。調理実習でおいしさも実感できます。
▽日時　10月29日(木)午前10時～午後１時30分
▽場所　保健センター
▽内容　栄養講話･調理実習･ダンベル体操
▽講師　管理栄養士
▽持物　エプロン、三角巾
▽申込　10月22日(木)までに上記へ申込みください。

「楽楽運動教室」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
　健康づくりのための運動教室です。どなたで
も参加できます。
▽日時　10月15日(木)午後７時～８時30分
▽場所　保健センター２階和室
▽内容　ゆったりヨガ(初心者大歓迎)
▽講師　スポーツトレーナー 笹原綾子 氏
▽持物　バスタオル･飲み水
▽その他　事前の申込みは不要です。当日、時
　間までにお越しください。

「人工透析患者通院交通費」の助成

【問合･申込】保健ｾﾝﾀー 内健康福祉課在宅支援係 TEL 74-3243
▽助成対象者　次のいずれにも該当する方
　○腎臓機能障害により身体障害者福祉法によ
　　る身体障害者手帳の交付を受けた方で、町
　　内に住所を有する方
　○人工透析を受けるために医療機関に交通機関
　　(自家用車を含む。)を利用し通院している方
　○他の町実施事業(お出かけ支援サービス事
　　業助成等)の利用を受けていない方
▽助成額　通院交通費(自家用車による場合は
　１kmあたり37円で計算した額)の実支出額の
　２分の１に相当する額(※タクシー利用の方
　は、必ず領収書を添付してください。)
▽助成内容　平成21年４月から９月までに、人
　工透析のため通院治療を受けた方の交通費
▽申込期限　10月30日(金)

「危険物取扱者･消防設備士免状写真」の書換え申請
【問合】(財)消防試験研究ｾﾝﾀー 山形県支部 TEL 023-631-0761
　消防法令では、上記免状に貼ってある写真は、
10年以内に撮影されたものでなければなりませ
ん。まだ、写真の書換え申請をされていない方
は、速やかに手続きくださいますようお知らせ
します。
▽写真の書換えとは…　新しい写真を印刷した
　免状に取り替えることです。
▽申請方法等　申請書用紙は、上記及び各消防
　本部にあります。詳しくは、上記へお問合せ
　ください。

【問合･申込】(財)地域総合整備財団[ふるさと財団]
TEL 03-3263-5758/FAX 03-3263-7423

▽期日　11月22日(木)
▽場所　福島ビューホテル(福島県福島市太田町13-73)
▽内容
　○基調講演
　「元気を出せ中小企業！"ものづくり"と地域振興」
　　・講師　野長瀬裕二氏(山形大学大学院理
　　　工学研究科教授)
　「産学連携による"ものづくり"産業の育成」
　　・講師　川田正興氏((社)みやぎ工業会会長)
　○パネルディスカッション
　　・パネリスト　野長瀬裕二氏、川田正興氏、
　　　柳田公雄氏(福島県産業技術顧問)他
　　・コーディネーター　嶋津昭氏((財)地域
　　　総合整備財団)
▽対象　ものづくりの取組みにご興味のある方
▽定員　250名
▽申込　所定の申込書(役場総務企画課企画係
　[TEL 74-2112]にあります。)に必要事項を記
　入のうえ、上記へFAXで申込みください。

「地域振興フォーラムin福島」のご案内

「ひきこもり家族相談の窓口」のご案内

【問合･申込】村山保健所地域保健予防課 TEL 023-627-1184
▽相談日　毎月２回程度 午後(無料)
▽場所　村山保健所(山形市十日町１-６-６)
▽対象　ひきこもり(長期間、仕事や学校などに
　行けないなど)に悩む、思春期･青年期のご本人
　やご家族(ご家族だけの相談もお受けします。)
▽申込　電話による予約制(TEL 023-627-1184)
▽その他　精神科医による相談は、上記により
　実施しますが、保健師による相談は、随時実
　施しています。

「山形さくらんぼの会１周年記念集会･無料相談

【問合】山形さくらんぼの会事務局[司法書士 佐藤正弓]
TEL 0233-22-0352

　山形さくらんぼの会は、クレジット･サラ金
等による被害の根絶を目指すことを目的として、
弁護士･司法書士･行政などと連携して、被害者
自らが立ち上がり平成20年10月12日に設立しま
した。
　１周年記念として、下記のとおり講演会、相
談会が行われます。
▽日程　10月18日(日)
　○基調講演(午後１時30分～３時)
　　・演題　「改正貸金業法の完全施行とクレ
　　　ジット･サラ金をめぐる最新情勢」
　　・講師　本多良男氏(全国クレジット･サラ
　　　金被害者連絡協議会事務局長)
　○多重債務無料相談会(午後３時～午後５時)
▽場所　山形市保健センター視聴覚室(山形駅
　西口霞城セントラル３階)
▽参加費　無料(講演、相談会の予約不要です。)

 会」のご案内

「山形県暴力追放運動推進センター」からのお知らせ

【問合】(財)山形県暴力追放運動推進ｾﾝﾀー  TEL 023-633-8930
　暴力団など反社会的勢力から不当な要求があ
ったら、「１人で悩まず、勇気を出して、相
談」してください。相談の秘密は絶対守ります。
☆相談先
　▽(財)山形県暴力追放運動推進センター
　　○相談電話　TEL 023-633-8930
　　○フリーダイヤル　TEL 0120-89-3040
　▽山形県警察本部
　　○相談電話　TEL 023-622-4525
　▽寒河江警察署
　　○代表電話　TEL 0237-83-0110

「よく知ろう！生活習慣病セミナー」のご案内

【問合･申込】河北病院医事経営課 TEL 73-3131
　生活習慣病の基礎知識や検査値の見方、食事
･運動の話などの無料セミナーを開催します。
▽日時　11月14日(土)午後１時30分～４時
▽場所　県立河北病院会議室
▽申込方法　ハガキ又はFAXに「生活習慣病セミ
　ナー参加」と記入し、参加希望者全員の氏名、
　住所、電話番号を明記のうえ、上記へ申込み
　ください。受付後、受講票をお送りします。
▽定員　60名程度(先着順)

「NPO活動推進フォーラムやまがた大会」のご案内

【問合･申込】NPO活動推進ﾌｫｰﾗﾑやまがた大会受付ﾃﾞｽｸ
TEL 023-641-4141/FAX 023-641-1019

▽期日　11月10日(火)･11日(水)
▽場所　山形テルサ、山形市市民活動支援センター
▽内容
　○基調講演　「企業･自治体とNPOとの協働は、
　　どう進んだか、どう進めるべきか」
　　・講師　川北秀人氏(IIHOE[人と組織と地
　　　球のための国際研究所]代表者)
　○パネルディスカッション　「多様な主体と
　　の連携による地域活性化の方策」
　　・パネリスト　川北秀人氏、小川理子氏(パナ
　　　ソニック㈱社会文化グループマネージャー)他
　　・コーディネーター　渋川智明氏(東北公
　　　益文科大学公益学部長)
▽申込　所定の申込書(役場総務企画課企画係
　[TEL 74-2112]にあります。)に必要事項を記
　入のうえ、上記へFAXで申込みください。
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「駐在所からのお知らせ」

【問合】西川駐在所 TEL 74-2203
　　又は水沢駐在所 TEL 74-2205
　西川駐在所と水沢駐在所では、困りごと、心
配ごと、地域で抱える問題、また警察に対する
ご意見、ご要望などを気軽に伺うため、駐在所
の警察官に直接つながる「かかりつけお巡りさ
んホットライン」を設けました。ぜひご利用く
ださい。
☆かかりつけお巡りさんホットライン
　▽西川駐在所 沼澤
　　○携帯電話　080-1690-2453
　　○メール　080-1690-2453@docomo.ne.jp
　▽水沢駐在所 坂野
　　○携帯電話　080-1690-2456
　　○メール　080-1690-2456@docomo.ne.jp

「もう一度確かめてみましょう、あなたの保険証」

【問合】町民税務課保険給付係 TEL 74-4406
　「会社を退職した」、「会社の医療保険に入れな
い」等の理由で、医療保険証をお持ちでない方は、
町の国民健康保険に加入しなければなりません。
　長期間保険未加入で、その間の受診がない場合であ
っても、期間をさかのぼって保険に加入しなければな
りません。既に経過してしまった期間についても、保
険税が発生しますので、お早めに手続きください。
▽手続きに必要なもの　健康保険などの資格を
　喪失した証明書、印かん
▽手続きする場所　役場総合窓口

「第40回西川町文化祭の一般展示部門及びステ

【問合･申込】交流ｾﾝﾀー 内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131
　個人･グループどなたでも参加できます。
▽日時及び場所
　○一般展示部門 10月30日(金)～11月３日(火･祝)
　○場所　交流センターあいべ内特設展示場(※昨
　　年の町民体育館１階から変更になります。)
　○ステージ発表部門 11月３日(火･祝)
　○場所　交流センターあいべ大ホール
▽参加費　○芸文協　１人200円
　　　　　○一般個人　１人400円
　　　　　○一般団体　１団体1,000円
▽申込方法　10月８日(木)まで所定の申込用紙
　(交流センターにあります。)に記入のうえ、
　参加費を添えて申込みください。
▽出品出演者打合せ会議　下記のとおり開催しま
　すので、出品出演を希望する方はご出席ください。
　○10月８日(木)交流センターあいべ会議室
　○ステージ発表部門　午後７時～
　○一般展示部門　午後７時30分～
▽その他　詳しくは、上記までお問い合わせください。

「子育て応援特別手当(21年度版)」のお知らせ

【問合】町民税務課総合窓口係 TEL 74-4118
　子育て応援特別手当(平成21年度版)は、平成15年
４月２日から平成18年４月１日までに生まれた子ど
もがいる世帯主に対して、対象となる子ども１人あ
たり36,000円が支給されますが、まず先に、配偶者
からの暴力(ＤＶ)被害者で、どうしても住民登録の
できない方を対象に、下記日程で受付を行います。
　申請には、ＤＶ被害者であることが確認できる書
類などが必要です。詳細は上記へご連絡ください。
　なお、一般の申請受付は、12月中旬頃に該当世帯
主あてに個別に通知します。また、制度の詳しい内容
は11月16日の町報に掲載しますので、ご覧ください。
▽対象者　配偶者からの暴力(ＤＶ)により、平成15年
　４月２日から平成18年４月１日までに生まれた子ど
　もとともに、住民登録できずに町内に住んでいる方
▽受付期間　10月１日(木)～30日(金)
▽提出書類
　①事前申請書(役場総合窓口にあります。)
　②ＤＶ被害者であることが確認できる書類
　③振込口座の通帳写し
　④印鑑
　⑤免許証等本人確認書類

町内関係機関からのお知らせ

【問合】山形県共同募金会西川町分会 TEL 74-5677
　「地域の福祉、みんなで参加」をスローガン
に、今年も10月１日から赤い羽根共同募金が始
まります。
　寄附は、誰でも気軽に参加できるボランティ
ア活動です。戸別募金は、10月１日から10月15
日の間に、老人クラブ及び町内会の共同募金奉
仕団が伺いますので、ご理解とご協力をお願い
します。
☆お願いしたい額　１世帯あたり500円以上

「赤い羽根共同募金にご協力をお願いします。」

「ＹＹボランティアフェスティバル」のご案内

【問合】山形県青年の家研修課 TEL 023-654-4545
　中高生ボランティアの企画準備によるお祭り
を開催します。西川町くれよんのメンバーも出
店しますので、ぜひ親子でお越しください。
▽期日　10月18日(日)午前10時～午後１時
▽場所　山形県青年の家(天童市小路１-７-８)
▽対象　幼児と小学生及び保護者、地域の方々
▽参加費　食べもの屋さん以外は無料です。
▽駐車場　台数に限りがありますので、自家用
　車での来場はご遠慮ください。

 西川のまちづくり応援団「ふるさと植樹祭･交

【問合･申込】総務企画課企画係 TEL 74-2112
　「ふるさと交流会･植樹祭」を下記のとおり
開催します。ぜひご参加ください。
▽日時 10月17日(土) 午後１時から植樹祭、
　午後２時から交流会
▽場所　○植樹祭　いこいの広場(交流センタ
　　　　　ーあいべ向かい)
　　　　○交流会　睦合河川公園
▽内容　○植樹祭　いこいの広場へ桜を植樹します。
　　　　○交流会　いも煮を囲んでの交流会です。
▽対象者　どなたでも参加できます。
▽参加料　2,000円(当日集金します。)
▽申込　10月９日(金)までに上記へ申込みください。

「10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　10月15日(木)
▽開放時間　午後３時～７時(対話時間は30分)
▽申込期限　10月13日(火)まで

 流会」の参加者募集

「にしかわ秋まつりに係る通行規制」のお知らせ

【問合】産業振興課商工観光係 TEL 74-4119
　にしかわ秋まつり開催に伴い、下記のとおり
通行を規制します。
　特に10月24日(土)は、高瀬橋への侵入はで
きなくなります。近くに迂回路がありませんの
でご注意ください。
☆10月24日(土)
　▽規制時間　午後４時30分～８時30分
　▽規制箇所　きらやか銀行間沢支店前交差点
　　～高瀬橋
☆10月25日(日)
　▽規制時間　午前９時30分～午後４時
　▽規制箇所　きらやか銀行間沢支店前交差点
　　～美どり亭前

通 行 規 制 箇 所 図

町外関係機関からのお知らせ

【問合】山形県教育庁高校教育課高校改革推進室
TEL 023-630-2493

▽日時　10月23日(金)午後７時～８時30分
▽場所　交流センターあいべ
▽内容　「中間まとめ」の概要説明と質疑応答
▽参加方法　直接会場にお越しください。
▽その他　託児サービス(無料)を実施します。
　また、地域説明会は、西村山１市４町で開催
　します。どの会場へも参加できます。詳細に
　ついては、県ホームページ(http://www.pre
　f.yamagata.jp)をご覧ください。

「西村山地区の県立高校の再編整備に係る検討委員

 会「中間まとめ」に関する地域説明会」のご案内

 ージ発表部門の出品出演者の募集

 モンテディオ山形「西川町応援デー」のお知らせ

【問合】県ｽﾎﾟｰﾂ振興21世紀協会 TEL 023-666-8882
▽日時　10月17日(土)
▽場所　ＮＤソフトスタジアム山形(天童市)
▽入場について　町在住、在勤の方を対象に、
　当日販売分のチケットのみ(バックスタンド
　南席)半額で購入できます。小中高生には、
　無料チケットを配布します。応援デーチケッ
　ト売り場までお越しください。
▽その他　一般の方は、証明書(運転免許証、
　健康保険証等)、中高生は生徒手帳の提示が
　必要です。
▽注意事項　通常販売している前売券が完売の
　場合は、当日券の販売及び無料チケットの配
　布はありませんので、必ず前日に上記へお問
　い合わせのうえ、お出かけください。

「仙山交流味祭inやまがた」のご案内

【問合･申込】村山総合支庁内仙山交流ﾁｬﾚﾝｼﾞﾏｰｹｯﾄ
TEL 023-621-8362

　村山地域と仙台地域で生産された地域産物を一
堂に集め、生産者自らの直接販売を通して「人」、
「もの」、「情報」の交流を活発化するとともに、
地産地消や食育などの食に対する知識や理解を深
めるために、下記のとおり開催します。
▽日時　10月31日(土)･11月１日(日)両日とも
　午前10時～午後３時
▽場所　ＪＲ山形駅西口広場
▽内容　○展示即売コーナー
　　　　○仙山交流コーナー
　　　　○イベントコーナー(抽選会など)

「耕作放棄地全体調査」の実施

【問合】産業振興課内農業委員会 TEL 74-2113
　西川町農業委員会では、町内の耕作放棄地と
なっている農地(田･畑)の全体調査を行います。
　調査の際は、皆様方の農地に立ち入ることに
なりますが、ご理解とご協力をよろしくお願い
します。

「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
☆10月の子育て支援センター
▽２日(金)　午前お休みです。
▽７日(水)　就学児健診のため、お休みです。
▽８日(木)　仁田山牧場芋煮会
　午前９時30分　保育園出発　
　午後１時30分　保育園到着
　○10月５日(月)まで申込みください。(先着
　　20組、参加費500円)
▽20日(火)　身長体重測定　午前10時～11時
　○保健師が測定します。
▽22日(木)　離乳食作り　午前10時～
　○離乳食の悩みなども相談できますので、お
　　気軽にご参加ください。


