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お知らせお知らせ

役場からのお知らせ

６月分の町税等の納期・口座振替
　納期・口座振替日は６月３０日(水)です。
　期限内に完納しましょう。
▽ 町県民税１期

「町臨時職員(保育士)」の募集

【問合】総務企画課庶務係 TEL 74-2119
▽勤務場所　にしかわ保育園
▽勤務内容　保育業務
▽勤務期間　採用の日から平成23年３月31日まで
▽募集人員　若干名
▽募集要件　○保育士資格を有する方
　　　　　　○普通自動車免許を有する方
▽応募方法　６月25日(金)まで上記へ自筆履歴
　書(写真貼付)１通を提出してください。
▽採用等　選考により決定します。
▽その他　詳細は、上記へお問い合わせください。

【問合】町民税務課保険給付係 TEL 74-4406
　７月１日から母子家庭等医療給付制度の名称
が「ひとり親家庭等医療給付制度」に変わり、
「所得税非課税世帯の父子家庭のお父さんとお
子さん」も新たに対象となります。
　医療費の助成を受けるためには申請が必要です
ので、下記に該当する場合は、６月30日(水)まで
に役場町民税務課総合窓口でお手続きください。
▽対象者　所得税非課税世帯の父子家庭の親と
　18歳以下の児童
▽一部負担金　なし(入院時の食事代等は自己負担)
▽申請に必要なもの　印かん、保険証
▽その他　親が就労等により児童を扶養してい
　ることが要件になります。ただし、次の特別な
　理由により就労が困難な場合も対象になります。
　①求職活動又は就労に向けた活動を行っている場合
　②職業能力の開発向上のために職業訓練校等
　　に在籍している場合
　③傷病により長期間(おおむね１ヶ月以上)にわ
　　たり在宅での安静又は入院が必要な場合
　④親族が傷病、障がいの状態又は要介護状態にあ
　　り、その方の介護を行わなければならない場合
　　※①～④に該当する場合は、申請書のほか
　　　に証明書類等が必要です。
　　　また、これまで母子家庭等医療給付を受
　　　けられていた方については６月中旬ごろ
　　　に別途通知しますので、それによりお手
　　　続きください。その他、この制度につい
　　　ての詳細は、上記へお問い合わせください。

「父子家庭への医療費助成が始まります」

「町内に『熊』出没…注意！」

【問合】産業振興課農林係 TEL 74-2113
　春に入ってから、町内各地の生活圏内で、熊
が出没している通報が多くなっています。
　山に入るときや山林近くで農作業等をすると
きは、鈴やラジオを携帯するなど自己防衛策を
とって、十分な注意を払ってください。

６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)

６月６日(日)

　　13日(日)
寒河江市柴橋
(TEL 84-5600)

　　20日(日)

　　27日(日)

西川町海味
(TEL 74-2211)

町立病院
西川町海味
(TEL 74-2211)

三浦医院

小関内科胃腸科医
院

町立病院

寒河江市本町
(TEL 86-5550)

「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
☆６月の子育て支援センター
　▽３日(木)保育士研修のためお休み
　▽11日(金)谷地中央公園遠足
　　○日程　午前９時30分　保育園集合
　　　　　　午後２時　保育園到着
　　○申込　６月４日(金)まで上記へお申し込
　　　みください。(先着15組)
　▽15日(火)身長体重測定　午前10時～
　▽18日(金)いがもち作り　午前10時～
　　○申込　６月７日(月)まで上記へお申し込
　　　みください。(先着20組)
　▽19日(土)
　　パパ･ママ マタニティースクール　午前９時30分～
　　おはなしぴーつく来園　午前10時30分～
　▽23日(水)人形劇鑑賞　午前10時～
　　○『ピノッキオの冒険』、『おしゃれなカラ
　　　ス』の２本立てです。(鑑賞代１組500円)
　▽29日(火)虫歯予防教室　午前11時～
　　○ブラッシング指導があります。お気軽に
　　　ご参加ください。

「町議会第２回(６月)定例会｣の開催

【問合】議会事務局 TEL 74-5055
　町議会第２回定例会が、次のとおり開催され
る予定ですので、お気軽に傍聴してください。
▽期日　６月９日(水)～11日(金)
▽場所　町議場及び会議室(役場３階)
▽その他　詳細は、上記へお問い合わせください。
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「小学校教科用図書(教科書)」の展示

【問合】教育文化課教育総務係 TEL 74-2114
　平成23年度から小学校の教科書が新しくなり
ます。各教科書出版会社の教科書見本を次のと
おり展示しますのでご覧ください。
▽展示期間　６月17日(木)まで(期間中、午前
　９時から午後９時まで展示しています。)
▽展示場所　交流センターあいべ「ロビー」
▽その他　今年度は小学校教科書の採択年度に
　なっていますので、ご意見等をお寄せくださ
　い。

「農業者年金受給権者の現況届」の受付

【問合】産業振興課内農業委員会農地係 TEL 74-2113
　農業者年金をもらっている方は、毎年１回現
況届の提出が必要です。期限まで忘れずに提出
してください。
▽受付期間　６月３日(木)～10日(木)(土曜日、
　日曜日は除く。)
▽受付時間　午前９時～午後４時
▽場所　役場本庁舎１階「第１町民相談室」
▽その他　やむを得ない理由により、受付期間
　内に提出できない方は、６月30日(水)までに
　上記へ提出してください。

「町少年少女カヌー教室」の参加者募集

【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
▽期日、時間及び場所

▽対象者　町内の小学生30名程度
▽参加料　無料
▽申込方法等　６月14日(月)までに上記へ電
　話又は直接お申し込みください。開催案内
　は、各小学校に配布をお願いしています。
▽その他
　○町カヌー協会会員が指導します。
　○町カヌー協会が笹川スポーツ財団より新し
　　いカヌー等をいただきましたので、その進
　　水式を６月19日(土)午前９時30分から長沼
　　で行います。ぜひお越しください。

期日
第１回 ６月19日(土) 午前９時～11時
第２回 ６月26日(土) 午前９時～11時
第３回 ７月３日(土) 午前９時～11時
第４回 ７月10日(土) 午前９時～11時
第５回 ９月11日(土) 未　定

時間
長沼
長沼
月山湖
月山湖
最上川

場所

「スポーツサポート西川」６月の開催案内

【問合】西川交流ｾﾝﾀｰ TEL 74-3131
　６月の開催内容は次のとおりです。各教室に
事前申込は必要ありません。
　どなたでも参加できますので、希望者は直接
会場にお集まりください。なお、本クラブ会員
の方はすべて無料で参加できます。詳しくは上
記へお問い合わせください。

日時と場所 参加料

ウォー
キング

６月６日(日)午前６時
交流センターあいべ
６月20日(日)午前６時
交流センターあいべ

６月２日(水)午後７時
町民体育館
(予定種目：卓球)

６月16日(水)午後７時
町民体育館
(予定種目：ソフトバレー)

６月９日(水)午後７時30分
交流センターあいべ
６月23日(水)午後７時30分
交流センターあいべ

１回200円

１回300円
(内ズック
必要）

１回500円

ニュース
ポーツ

ヨガ教室

６月14日(月)午前９時
睦合グラウンドゴルフ場

１回300円
(道具は貸し
出します。)

グラウン
ドゴルフ ６月21日(月)午前９時

睦合グラウンドゴルフ場

６月11日(金)午後７時
町民体育館
６月25日(金)午後７時
町民体育館

１回300円
(内ズック
必要)

ダンス

町外関係機関からのお知らせ

「国土交通省寒河江国道維持出張所からのお願い」

【問合】寒河江国道維持出張所 TEL 84-3191
　寒河江国道維持出張所では、｢中山町･寒河
江市･西川町の国道112号｣を管理しています。
　４月から道路パトロールが１日おきになり
ましたので、この区間の落下物、道路施設の
損傷、その他お気づきになったことがありま
したら、下記までご連絡をお願いします。　
　パトロールがない日でも安全･安心に通行で
きるよう、みなさまのご協力をお願いします。
　連絡は24時間通話料無料の道路緊急ダイヤ
ル(携帯電話可)をご利用ください。
☆道路緊急ダイヤル　♯9910(山形河川国道事務所内)

「内閣総理大臣の書状を贈呈します」

【問合】総務省大臣官房総務課管理室業務担当
 TEL 03-5253-5182

　先の大戦において、外地等(事変地の区域又
は戦地の区域)に派遣され、戦時衛生勤務に従
事された旧日本赤十字社救護看護婦及び旧陸
海軍従軍看護婦の方(慰労給付金受給者は除く。)
に対して、その御労苦に報いるため内閣総理
大臣名の書状を贈呈しています。詳しくは上
記へお問い合わせください。
▽請求期限　平成23年３月31日まで

「あわてないでっ！借金問題110番」のご案内

【問合】山形県青年司法書士協議会[担当/早坂]
 TEL 023-666-5970

▽実施日時　６月12日(土)午前10時～午後４時
▽相談形態　電話による無料相談(面談は行い
　ません。)
▽相談電話番号　TEL 023-615-6255
▽相談内容　「借入不能による生活の不安」、
　「妻(夫)に隠していた借金がばれてしまっ
　た」などの借金に関する悩み


