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３月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は３月２９日(月)です。
　期限内に完納しましょう。
▽ 水道料･下水道料　▽ 保育料

お知らせお知らせ
定年退職される皆様へ「医療保険の手続き」のご案内
　定年を迎えお勤めの職場を退職される方は、
医療保険の手続きが必要です。
　⇒詳しくは２ページをご覧ください。
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４月の行事予定

　１日（木）にしかわ旬の市（仙台市宮町　午前１０時から）
　２日（金）
　３日（土）雪の回廊ウォーキング（志津地区　午前９時３０分から）
　　　　　　町消防団春の幹部会議（役場　午後４時から）
　４日（日）雪の回廊ウォーキング（志津地区　午前９時３０分から）
　　　　　　休日当番医　国井クリニック（TEL　84-4103）
　５日（月）にしかわ保育園入園式（にしかわ保育園　午前１０時から）
　　　　　　ひな流し（玉貴　午後１時３０分から）
　６日（火）町長選挙告示日
　　　　　　春の交通安全県民運動（～１５日まで）
　７日（水）
　８日（木）町内小学校入学式（各小学校　午前１０時から）
　　　　　　西川中学校入学式（西川中学校　午後２時から）
　　　　　　春の火災予防運動（～２２日）
　９日（金）
１０日（土）月山夏スキー場開き（月山夏スキー場 午前１１時から）
１１日（日）町長選挙投票日
　　　　　　ブナの森自然観察会（県立自然博物園　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）
１２日（月）
１３日（火）狂犬病予防注射（睦合、吉川、海味、間沢）
１４日（水）狂犬病予防注射（沼山、入間、岩根沢、水沢、志津、大井沢）
１５日（木）
１６日（金）
１７日（土）
１８日（日）ブナの森自然観察会（県立自然博物園　午前９時から）
　　　　　　休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）
１９日（月）町長退任式（役場　午前９時から）
　　　　　　子育て支援センター開始日（子育て支援センター　午前９時から）
２０日（火）新町長初登庁[予定]
２１日（水）
２２日（木）
２３日（金）子育て支援センター身体測定（子育て支援センター　午前１０時から）
　　　　　　ポリオ予防接種[初回]（保健センター　午後１時１５分～受付）
　　　　　　にしかわ保育園保護者会総会･クラス懇談会（にしかわ保育園　午後６時３０分から）
２４日（土）町立図書館おはなし会（町立図書館　午前１０時３０分から）
　　　　　　手づくり紙芝居教室（町立図書館　午後１時から）
　　　　　　古文書解読講座（交流センター　午後１時３０分から）
　　　　　　丸山薫記念館オープン
２５日（日）西川町消防団春季消防演習（交流センター　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　小松医院（TEL　86-2185）
２６日（月）
２７日（火）第５６回山形県縦断駅伝競走大会（～２９日）
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「４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
☆４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。
☆４月の各診療所の診療日

役場からのお知らせ

期  日

　２日(金)

　７日(水)

１４日(水)

診療所名

小山

大井沢

岩根沢

期  日

２１日(水)

２８日(水)

診療所名

大井沢

岩根沢

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

３０日(金) 小山

２７日(火) 外科(須貝)

１６日(金) 小山 「山形県立病院皮膚科休診のお知らせ」

【問合】県立中央病院医事相談課 TEL 023-685-2626
　山形県立中央病院では、４月１日から皮膚科
の医師が不在となるため、大変ご不便をおかけ
しますが、当分の間、皮膚科の外来診療を一時
休診します。

「ア、ラッキー展」のご案内

【問合】さくらんぼ共生園 TEL 86-0160
　綱取在住の荒木静子さんの作陶･織物展が次
のとおり開催されます。
▽期日　３月19日(金)～21日(日)
▽時間　午前10時～午後４時
▽場所　山形県芸文美術館「特別ギャラリー１」
　(ナナビーンズ６階 山形市七日町)
▽展示作品　○作陶　うず巻の人形、花入れ等
　　　　　　○織物　マフラー、ひざかけ等

町外関係機関からのお知らせ

「国税専門官採用試験(大学卒業程度)のお知らせ」

【問合･申込】仙台国税局人事第二課試験研修係
 TEL 022-263-1111

　仙台国税局では、税務のスペシャリストとし
て活躍するバイタリティーあふれる税務職員を
募集しています。仙台国税局に採用されると、
税務大学校で研修を受けた後、仙台国税局管内
(東北６県)の税務署に配属されます。
▽受験資格
　○昭和56年４月２日から平成元年４月１日ま
　　でに生まれた方
　○平成元年４月２日以降に生まれた方で次に
　　掲げるもの
　(1)大学を卒業した者及び平成23年３月まで
　　に大学を卒業する見込みの方
　(2)人事院が(1)に掲げる方と同等の資格があ
　　ると認めた方
▽受験申込受付期間　４月１日(木)から４月14
　日(水)まで
▽受験申込書の請求　最寄の税務署、仙台国税
　局人事第二課又は人事院東北事務局

「定年退職される皆様へ ～医療保険の手続き～」

【問合】町民税務課保険給付係 TEL 74-4406
　定年を迎えお勤めの職場を退職される方は、
医療保険の手続きが必要です。

保険の種類 加入手続きの方法

・お勤めの職場や、社
　会保険事務所での手
　続きが必要です。詳
　しくは、上記へお問
　い合わせください。

これまでお勤めの職
場と同様の保険に加
入する場合(任意継
続)

・印鑑、離職証明書等
　を役場町民税務課総
　合窓口へお持ちくだ
　さい。(その他年金関
　係の手続きで、年金
　手帳･年金証書が必要
　な場合があります。)

国民健康保険に加入
する場合

※医療保険の加入手続きをしないでいると、長
　期間にわたり医療保険証を持っていない状況
　が発生し、医療機関受診時、窓口での支払い
　に不都合が生じる場合があります。お早めに
　手続きください。

「楽楽(らくらく)運動教室」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

　ヨガで気持ちよく体を動かし、体もこころも
スッキリしましょう。講師は、ヨガインストラ
クターの多田純子さんです。
▽日時　３月25日(木)午後２時～３時30分
▽会場　海味公民館
▽内容　健康チェックとヨガ実技
▽持ち物　バスタオル１枚(ヨガマットをお持
　ちの方はご持参ください。)
▽その他　事前の申込みは不要です。動きやす
　い服装でお越しください。

「月山環境美化協力金募金活動員」の募集

【問合･申込】産業振興課商工観光係 TEL 74-4119
▽勤務内容　月山環境美化協力金の依頼及び募
　金、案内業務
▽募集人員　若干名
▽勤務期間　４月中旬～10月末(１月あたり10
　日程度の勤務になります。)
▽募集要件　75歳位までの健康な方で、自家用
　車で「姥沢」へ通勤可能な方
▽応募方法等　３月26日(金)までに、市販の履
　歴書に必要事項をご記入のうえ、上記へ提出
　してください。

「西川交流センター･町民体育館･町民グラウン

【問合･申込】西川交流ｾﾝﾀｰ TEL 74-3131
  平成22年度の上記施設利用の予約受付を行っ
ています。利用を予定されている方は、下記の
事項を確認のうえ、予約してください。
▽利用手続
　○予約は、センター窓口や電話で行ってくだ
　　さい。(仮予約となります。)
　○利用する前までに、センター窓口で申請書
　　に記入のうえ、使用料を現金で納入してく
　　ださい。(これで本予約となり、許可証を
　　交付します。)
　○前納制ですので、利用する場合は必ず料金表
　　を確認のうえ、現金を準備してください。使
　　用後や後日支払いは原則として認めません。
▽使用料　これまでと変更はありません。
▽開館時間　午前９時～午後９時30分
▽休館日　12月30日(木)～翌年１月１日(土)。
　ほかに、定期清掃のため臨時休館となる日も
　あります。
▽その他
　○営利を目的とした場合は３倍額となります。
　○使用料を算出する際、１時間に満たない場
　　合は、１時間に引き上げになります。
　○キャンセルは利用20日前までに申し出されない
　　と、キャンセル料が発生することがあります。

 ド利用予約」の受付

「水沢温泉館･大井沢温泉館の定休日」の変更

【問合】水沢温泉館 TEL 74-4433
　　又は大井沢温泉館 TEL 77-3536
　水沢温泉館･大井沢温泉館では、サービス向
上のため、４月から定休日を次のとおり変更し
ます。
☆水沢温泉館
　▽４月～10月　第２火曜日(４月14日(水)は、
　　設備点検のため臨時休業、４月13日(火)、
　　４月14日(水)は連休になります。
　▽11月～３月　毎週火曜日
☆大井沢温泉館
　▽４月～10月　第２木曜日
　▽11月～３月　毎週木曜日

町内関係機関からのお知らせ

「西川町プレミアム付商品券取扱商店･事業所の

【問合･申込】西川町商工会 TEL 74-3135
　この度「西川町プレミアム付商品券」の発行
を４月15日から実施することになりました。
　それに伴い、商品券取扱商店･事業所を募集
していますので、上記へ３月19日(金)までお
申し込みください。
　なお、商工会会員には別途文書で案内しています。

 募集

「バドミントン愛好会」の参加者募集

【問合】バドミントン愛好会[担当/原田] TEL 74-4367
▽開催日　４月５日以降の毎週月曜日午後７時
　30分～
▽場所　町民体育館
▽参加費　１回300円程度
▽その他　バドミントンに興味関心のある方は
　どなたでも参加できます。大人･子供問わず、
　初心者大歓迎です。

「六十里越街道ものがたり～2010展～」のご案内

【問合】交流ｾﾝﾀｰ内教育文化課生涯学習係 TEL 74-3131
　町の土台である出羽三山文化と信仰の道とし
て繁栄した六十里越街道。その歴史と文化につ
いての資料を展示します。
▽期日　３月26日(金)～４月23日(金)
▽時間　午前９時30分～午後６時
▽場所　霞城セントラル１階観光情報センター
▽内容　「板絵 出羽三山女講中参詣図」(本道寺 
　湯殿山神社蔵)の実物大パネル(138cm×456cm)を
　中心に、出羽三山や六十里越街道等の資料
▽その他　入場無料

 のご案内

「西川ジュニアランナーズ」の会員募集

【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
　　　　又は奥山重昭(指導者) TEL 74-3998
　『走る』ことはスポーツの基本です。筋肉を
バランスよく鍛えることで、どんなスポーツに
もつながります。
▽対象者　小学３年生以上
▽会費　毎月1,000円(スポーツ安全保険料等)
▽活動日　毎週土曜日
▽活動時間　午前９時～11時
▽活動場所　町民グラウンドなど
▽申込方法　常時受け付けしていますので、申込
　書(交流センター事務室にあります。)に必要事
　項をご記入のうえ、上記へお申し込みください。

「老人福祉センターからのお知らせ」

【問合】西川町社会福祉協議会 TEL 74-5677
　４月１日から老人福祉センターの営業終了時
間が１時間延長され、午後９時までとなります。
▽期間　４月１日～９月30日
▽営業時間　午前９時～午後９時(※海味温泉
　の営業時間も同じとなります。)

２８日（水）
２９日（木）昭和の日　休日当番医　町立病院（TEL　74-2211）
３０日（金）


