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西 川 町 役 場
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２月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は３月１日(月)です。
　期限内に完納しましょう。
▽ 国民健康保険税８期　▽ 介護保険料８期
▽ 後期高齢者医療保険料８期

お知らせお知らせ
新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種の接種費用の償還払いのお知らせ
　新型インフルエンザ予防接種費用の助成対象者の
方が、無料接種券を使用しないで接種を行った場合、
接種費用の払い戻しがあります。
　申請期間は、３月19日(金)までです。
　⇒詳しくは２ページをご覧ください。
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【問合】山形県司法書士会 TEL 023-623-7054
▽日時　２月20日(土)午前10時～午後４時
▽会場
　○山形会場　霞城セントラル３階会議室
　○寒河江会場　フローラSAGAE 502会議室
　○東根会場　さくらんぼタントクルセンター２階
▽相談例
　○不動産を相続したが、手続きの仕方がわか
　　らない。
　○登記名義人が先々代の名義のまま･･･。
　○配偶者に全財産を相続させるには･･･。
　○相続人の中に行方不明に人がいて、遺産分
　　割協議ができない。

「相続登記はお済みですか月間 県内一斉無料

「理(美)容師法施行条例の一部改正」について

【問合】村山保健所生活衛生課 TEL 023-627-1186
　理(美)容師法施行条例が一部改正され、理(美)
容所に必要な構造設備について、３つの洗場の
設置が義務付けられます。
　施行は、４月１日からですが、理(美)容所を
新たに開設する場合や増改築でも改正後の条例
が適用される場合がありますので、お早めに上
記へご相談ください。

「できる男になる講座」のご案内

【問合･申込】山形県男女共同参画センター
 TEL 023-629-7751/FAX 023-629-7752

▽日時　２月27日(土)午後１時～４時30分
▽場所　遊学館２階チェリア学習室(山形市)
▽講師　佐竹陽一 氏(日本ファシリテーター協会会員)
▽内容　○夢マップを描く。
　　　　○夢の実現への道を考える。
▽対象　自分の夢を探したい、実現させたい男
　女(先着30名)
▽参加費　無料
▽申込方法　２月20日(土)まで上記へ申込みく
　ださい。

「障がい者なんでも相談室」のご案内

【問合】山形県障がい者社会参加推進センター
　　　住所 山形市大森385/TEL･FAX 023-687-5333
　障がい者なんでも相談室では、悩み事や困り
事の相談を受け付けています。
▽受付日　平日の午前９時～午後５時
▽相談方法　上記へ電話、FAX、手紙又は来所
　により、ご相談ください。
▽相談員
　①法律相談(弁護士。事前に予約が必要です。)
　②一般相談(社会福祉士)
▽相談料　無料

「平成22年度(財)村山同郷会奨学生」の募集

【問合】(財)村山同郷会 TEL 023-632-1240
　財団法人村山同郷会では、村山地方出身の県
外大学入学者及び在学者を対象として奨学生を
募集します。
▽募集人員　10名程度
▽申込期間　４月１日(木)～５月31日(月)
▽提出書類
　①奨学生願書
　②在学証明書(大学入学時)
　③成績証明書(出身高校)
　④写真(願書に貼付)
　⑤学資負担者の収入証明書(平成21年源泉徴
　　収票等。両親、複数者の場合はそれぞれ必
　　要となります。)
▽提出先　〒990-2402　山形市平清水1-1-75
　山形パナソニック㈱気付　財団法人村山同郷会
▽選考　選考委員会の書類審査によります。
▽発表　６月末日まで、申込者に文書で通知し
　ます。
▽貸与金支給　毎年７月中旬予定(12ヶ月分)
▽その他　学校長の推薦書が提出書類に含まれ
　ませんが、参考とする場合があります。なお、
　提出した書類関係は、合否にかかわらず返却
　しません。

 相談会」のご案内

「職場でのトラブルの解決を労働局がお手伝い

【問合】山形労働局総合労働相談コーナー
 TEL 023-624-6211

　山形労働局では、労働者と事業主との間にお
ける個別労働紛争(解雇、雇止め、労働条件の
引下げ、損害賠償、いじめなど)の解決のため、
相談や助言･指導、紛争調整委員会によるあっ
せんを行っています。
　お困りの方は、ぜひご利用ください。
▽開庁時間　平日の午前８時30分～午後５時15分
▽場所　山交ビル３階(山形市香澄町3-2-1)

 します」

「多重債務巡回無料相談」のご案内

【問合】東北財務局金融監督第三課 TEL 022-266-5703
　東北財務局山形財務事務所では、今回次の日
程で「多重債務巡回無料相談」を実施します。
　事前にご予約のうえ、お気軽にご相談くださ
い。
　必要に応じ、弁護士･司法書士などの専門家
に引継ぎを行います。
　相談は、秘密厳守･無料です。
▽相談日　３月18日(木)午前10時～午後５時
▽会場　東北財務局山形財務事務所(山形市緑町)
▽受付期間　３月11日(木)まで
▽その他　上記期日にお越しになれない場合は、
　常設無料相談窓口へご連絡ください。いつで
　も相談できます。
　○常設無料相談窓口(TEL 022-266-5703)

３月の行事予定
　１日（月）
　２日（火）ひなまつり会（子育て支援センター　午前１０時から）
　３日（水）西川町議会第１回定例会（町議場　午前９時３０分開会・開議）[～１１日](予定)
　　　　　　ひなまつり誕生会（にしかわ保育園　午前１０時から）
　４日（木）離乳食つくり（子育て支援センター　午前１０時から）
　５日（金）月山志津温泉雪旅籠の灯り（志津温泉）[～７日]
　６日（土）
　７日（日）婦人教室閉級式（交流センター　午前９時３０分から）
　　　　　　申告相談[フリー]（役場　午前９時３０分から）
　　　　　　西村山地区子ども会育成会連合会理事会･研修会（交流センター　午後２時３０分から）
　　　　　　休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）
　８日（月）
　９日（火）身体測定（子育て支援センター　午前１０時から）
１０日（水）
１１日（木）困りごと相談（老人福祉センター　午後１時から）
１２日（金）観光講演会（役場　午後１時３０分から）
　　　　　　月山朝日観光協会総会（役場　午後３時３０分から）
　　　　　　西川町公民館連絡協議会総会（出羽屋　午後６時から）
１３日（土）
１４日（日）消防幹部科講習会（交流センター　午前８時３０分から）
　　　　　　休日当番医　大原医院（TEL　86-8600）
１５日（月）申告相談[フリー]（役場　午前９時３０分から）
１６日（火）西川中学校卒業式（西川中学校　午前９時４５分から）
　　　　　　かもしかクラブ修了証書授与式（にしかわ保育園　午前１０時から）
　　　　　　町長室開放（役場　午後３時から）
１７日（水）おわかれパーティー（にしかわ保育園　午前１０時から）
１８日（木）町内小学校卒業式（各小学校　午前１０時から）
１９日（金）子育て支援センター拡張工事完成テープカット（子育て支援センター　午前１０時から）
　　　　　　子育て支援センター思い出お楽しみ会（子育て支援センター　午前１０時１５分から）
２０日（土）
２１日（日）春分の日　吉川スラローム大会（吉川区民スキー場　午前９時から）
　　　　　　休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）
２２日（月）振替休日　休日当番医　菊地胃腸科内科医院（TEL　86-2301）
２３日（火）
２４日（水）
２５日（木）月山環境整備運営協議会総会（志津会館　午後４時から）
２６日（金）にしかわ保育園卒園式（にしかわ保育園　午前１０時から）
２７日（土）古文書解読講座（交流センター　午後１時３０分から）
２８日（日）第５２回西川町民剣道大会（水沢小体育館　午前９時から）
　　　　　　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　町立病院（TEL　74-2211）
２９日（月）
３０日（火）
３１日（水）
　※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。
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「３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
☆３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。
☆３月の各診療所の診療日

役場からのお知らせ

期  日

　３日(水)

　５日(金)

１０日(水)

診療所名

岩根沢

小山

大井沢

期  日

１９日(金)

２４日(水)

診療所名

小山

大井沢

の診療日程」について

期  日 診療時間 診療科

　２日(火)
午後５時30分 内科(伊藤)

　９日(火)
↓

外科(須貝)

１６日(火) 内科(大河原)
午後６時30分

「おとこの料理教室」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

　「料理に関心はあるけれど…」という男性の
みなさん、料理の楽しさ、おいしさを体験して
みませんか。食生活改善員がお手伝いします。
▽日時　２月26日(金)午前10時～午後12時30分
▽場所　保健センター調理実習室
▽対象者　男性の方(先着15名)
▽内容　食生活アドバイスと調理実習(太巻き、
　けんちん汁、かぶの肉つめ煮、簡単おやつ)
▽持ち物　エプロン、三角巾
▽参加費　100円(材料代)
▽申込　２月22日(月)まで、上記へ申込みくだ
　さい。

３１日(水) 岩根沢

２３日(火) 外科(武田)

「新型インフルエンザ予防接種の接種費用の償

【問合･申込】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課健康推進係
TEL 74-5057 

　新型インフルエンザ予防接種の接種費用の助
成対象者の方(ピンク又は水色の無料接種券を
お持ちの方)が、無料接種券を使用しないで接
種を行った場合、接種費用の払い戻し(償還払
い)を行います。
　該当する方は、受付期限までに払い戻しの申
請手続きを行ってください。
▽受付期限　３月19日(金)まで
▽受付場所　西川町保健センター
▽受付時間　平日の午前８時30分～午後５時30分
▽持ち物　①医療機関の領収書
　　　　　②未使用の無料接種券
　　　　　③払戻を行う口座番号(通帳)
　　　　　④印鑑

「西川町長選挙」期日等のお知らせ

【問合】町選挙管理委員会[総務企画課内] TEL 74-2119
　任期満了に伴う「西川町長選挙」の期日等は、
先の選挙管理委員会で次のとおり決まりました
ので、お知らせします。
▽選挙告示日　４月６日(火)
▽選挙期日　４月11日(日)
▽任期満了日　４月19日(月)
　なお、立候補の手続きや選挙運動の方法など
についてご説明する「立候補予定者(出納責任
者)説明会」の日程は、次号でお知らせする予
定です。

「にしかわっ子遊びの広場」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

　西川町青少年育成推進員会(黒田雅彦会長)の
事業の一環として、下記のとおり開催します。
▽日時　２月28日(日)午前９時～正午(受付は
　午前８時30分から)
▽場所　西川町民スキー場内特設会場
▽内容
　①チューブスライダー
　②雪中みかん探し(３回…午前９時30分、10
　　時、10時30分)
▽参加料　無料
▽申込　事前の申込みは必要ありませんが、当
　日会場にて受付をお願いします。
▽その他　にしかわっ子遊びの広場における怪
　我等については、主催者では一切の責任を負
　いかねます。
　また、詳細については、上記までお問い合わ
　せください。

１７日(水) 岩根沢

 還払い」に関するお知らせ

「ハイチ地震救援金の受付」の延期

【問合】保健ｾﾝﾀｰ内健康福祉課在宅支援係 TEL 74-3243
　日赤山形県支部で受け付けている「ハイチ地
震被災者に対する救援金」の受付期間を延期し
ました。みなさまのご協力をよろしくお願いし
ます。
▽受付期間　３月31日(水)まで
▽受付場所　役場総合窓口、保健センター

「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
　道路改良工事のため、次のとおり通行を制限
します。
☆町道塩根中線
　▽制限箇所　西川町大字吉川地内
　　※下記図面を参照してください。
　▽制限内容　終日車両全面通行止め
　▽制限期間　３月25日(木)まで

通 行 制 限 箇 所 図

「ぼくはうみがみたくなりました」自主上映会

【問合･申込】山形県ＬＤ児･親の会「ピーターパン」
TEL 080-1656-4737

　自閉症の青年と看護学生が偶然から海へ向か
って旅に出てさまざまな人々とめぐり合うハー
トウォーミングな人間ドラマです。
▽日時　３月13日(土)
　　　　○午前の部　午前10時～
　　　　○午後の部　午後１時30分～
▽会場　山形県看護協会会館「第１研修室」
▽料金　500円(小学生以上)
▽申込方法　郵便又はメール(bluemoon@kvp.b
　iglobe.ne.jp)で、上記へ申込みください。

 のご案内

町外関係機関からのお知らせ

「平成21年度地域児童福祉セミナー～子どもの遊びを通

【問合】山形県社会福祉協議会 TEL 023-622-5805
　FAX 023-622-5866/ﾒｰﾙ yoh@ymgt-shakyo.or.jp
▽日時　３月３日(水)午前10時30分～午後３時30分
▽会場　山形国際ホテル２階
▽参加費　1,000円
▽基調講演
　○講師　NPO日本冒険遊び場協会理事 根本暁生 氏
▽パネルディスカッション
　○コーディネーター　高千穂大学准教授 松田道雄 氏
　○パネラー
　　・海岸公園冒険広場 根本暁生 氏
　　・お父さんたちのネットワーク 石垣政裕 氏
　　・戸沢村「乙夜塾」 門脇憲一 氏
　　・駄菓子屋「はじめや」 山川昭子 氏
▽申込　２月22日(月)まで、FAX又はEメールで
　上記へ申込みください。

 して、地域と子どもの関わり方を考える～」の開催

「平成22年度予備車･福祉バス運転士」の募集

【問合･申込】町民税務課生活環境係 TEL 74-4404
▽募集職種　予備車及び福祉バス運転士
▽募集人員　３名
▽雇用期間　平成22年４月１日～平成23年３月31日
▽募集用件　次のすべてに該当する方
　○平成22年４月１日現在で概ね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　２月22日(月)～３月５日(金)の午
　前８時30分から午後５時まで。ただし、土曜、
　日曜日は除きます。
▽申込　履歴書(写真添付)に免許証の写しを添
　付し、上記に提出してください。
▽賃金　１日/9,000円　半日/6,300円
▽採用試験　面接試験と適性検査(実費)を受け
　ていただきますが、受験者に後日連絡します。
▽採用通知　採用内定通知は３月中旬頃に予定。

「ケアハイツ西川臨時介護職員」の募集

【問合･申込】ケアハイツ西川[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
▽応募方法　自筆履歴書(写真添付)１通を２月
　25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。
▽勤務条件及び給料等　夜勤有り。給与は、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

「放送大学学生」の募集

【問合】放送大学山形学習センター TEL 023-646-8836
　准看護師さん、教員のみなさん、自宅にいな
がら放送大学で学んでみませんか。
▽種類　○看護師資格取得に資する科目生
　　　　○学校図書館司書教諭講習科目生
　　　　○教員免許更新講習生(夏期)
▽募集期間　５月１日(土)～５月31日(月)。た
　だし、教員免許更新講習生(夏期)は、４月15
　日(木)～５月25日(火)

「自死遺族相談会」のご案内

【問合】村山保健所精神保健福祉担当 TEL 023-627-1184
▽日時　３月11日(木)午後１時30分から
▽場所　村山保健所相談室(山形市十日町)
▽内容　精神科医師による個別相談(要予約)
▽申込　３月８日(月)まで、上記へ申込みくだ
　さい。


