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主　催 下関堀と柳通りの会

と　き ５月11日(日)10時～15時

ところ 役場駐車場周辺

内　容

10時～鏡開き・ふるまい酒

10時20分～10時40分 龍泉太鼓演奏

10時50分～11時10分

関川中学校吹奏楽部演奏

11時～受付開始･12時～レース(予定)

笹舟教室＆レース

※小学生以下限定・限定30名

町並み見学会…佐藤邸(国重要文化

財)、津野邸(県指定文化財)、旧斎藤

医院(明治の洋館)が特別公開されま

す

１回目 11時～ ２回目 13時～

本部テント前に集まってください

テント村　屋台が出店、おいしいも

のをたくさん食べてね

フリーマーケット

バッテリーカー

問い合わせ・申し込み先 村観光協会(農政観光課内 64－1478)

参加費 500円 (清掃協力費)

申し込みは平日のみ受け付けます

販売スペースの敷物・展示台などは

各自で準備してください

どなたでも参加できますが、

①中学生以下は保護者が同伴すること

②高校生以下は保護者の同意が必要

※業者関係者はお断りします

フリーマーケット出店者募集

村他
・団体

村長ガイド
町並み見学ツアー

↑

5月上旬の連休中は
ごみ収集を休みます

村
か
ら　

４月15日号お知らせ版に誤りがあり

ました。おわびして訂正します。

◆住民税務課住民環境班 64―1471

地区名
収集が
休　み

次　の
収集日

下関・四ケ字・川北
5／6
(火)

5／5
(月)

5／3
(土)

5／9
(金)

5／8
(木)

5／7
(水)

霧出・高田(松ケ丘)
・女川

上関･七ケ谷･九ケ谷

おわびして訂正します
ヨガ教室の日程

村民
会館

昼の部 ５月14日～６月25日までの

毎週水曜日　全７回　10時～11時

夜の部 ５月13日～６月24日までの

毎週火曜日　全７回　19時～20時

申込締切 ５月８日(木) 

参加費 2,000円

問い合わせ・申し込み先

村民会館 64－2134

ところ 村民会館会議室

時　間 各回 13時30分～16時30分

講　師 センス・オブ・ワンダー主宰

中山佳奈恵さん(新潟市在住) 

定　員 先着10名

問い合わせ・申し込み先

村民会館 64－2134

絵本と子どもをつなぐ

ボランティア養成講座
村民
会館

村民会館では、読み聞かせのボラン

ティアを養成する講座を開きます。

講座修了後は、村で行う乳幼児向け

の読み聞かせなどで実際に活動してい

ただくことを予定しています。

講座スケジュール・内容

1

回 とき 内容

５月17日
(土)

読み聞かせの基礎 乳児
を知る

実習① 課題絵本を読む
絵本の選び方

実習② わらべうたを使
ってのプログラム

５月24日
(土)

５月31日
(土)

2

3

恒例となった渡邉邸での深草アキさ

んのコンサートは今年で３回目になり

ます。今年のゲスト奏者は宮内庁で楽

師をされている豊 剛秋(ぶんの たけあ

き)さんです。また、下関の大輪との

合奏も予定されています。

深草さんの秦琴と下関大輪の笛の音

の夢の競演をお楽しみください。

ゲスト奏者 豊剛秋 (ぶんの たけあき)

さんプロフィール

・1974年東京に生まれる。

・豊家は1,000年来、笙(しょう)を家業

とする京都方の楽家。

・古典演奏のほか、バロック音楽やポ

ップス、ジャズとの融合など雅楽の

可能性の追求などにも意欲的。

・現在、宮内庁式部職楽部楽師。

※笙(しょう)とは雅楽の管楽器の一つ

で、奈良時代に中国から伝来したも

のです。

と　き ６月７日(土)

18時開場　 18時30分開演

ところ 国指定重要文化財 渡邉邸　

定　員 先着250名　入場料 3,000円

他
団
体　

第３回 下関の大輪と夢の競演

深草アキコンサート

チケットの予約・お求め先

渡邉家保存会 64－1002

2008 えちごせきかわ



お早めに納付ください

自動車税(納期限6月2日)
県
か
ら　

納税は最寄りの金融機関、ゆうちょ

銀行、コンビニエンスストア、県振興

局で納めてください。

取り扱いコンビニ(あいうえお順)

サークルＫ サンクス セーブオン

セブンイレブン デイリーヤマザキ

ファミリーマート ヤマザキデイリ

ーストア ローソン　

※６月３日以降は取り扱い不可　

口座振替が便利です 金融機関(ゆう

ちょ銀行は除く)へ通帳・通帳印を

持参して申し込みください

早期納付にご協力願います

村上・岩船管内では納期内納付率が

県全体と比較して相当低い状況で

す。

県税収入の確保のためにも早期納付

にご協力願います。

問い合わせ先

新発田地域振興局県税部村上収税課

52－7922

事業主の皆さんお忘れなく

労働保険の更新など
国
か
ら　

労働保険の年度更新と一般拠出金の

申告・納付の手続きはお済ですか。

まだの方はお早めに手続きをしてく

ださい。

手続き期限 ５月20日(火) 

一般拠出金 石綿(アスベスト)健康被

害者の救済費用に充てるもの

問い合わせ先 新発田労働基準監督署

0254－27－6680
↑

階

内　　　科

月 火 水 木 金

2

人 間 ド ッ ク

県立坂町病院 外来診療などの担当医師一覧表 平成20年４月１日現在

１
　
　
　
階

２
　
　
　
階

循環器

神 経 内 科

外 　 　 科

整 　 形 　 外 　 科

眼 　 　 　 　 　 科

小児科

産 婦 人 科（午後）
耳鼻咽喉科（午後）

皮 　 　 膚 　 　 科

泌 　 尿 　 器 　 科

歯科（日本歯科大学）

乳児健診13:30～

喘息外来13:30～
神経外来13:30～

予防接種13:30～

午
前

午
　
　
後

１　診 鈴木　　薫 近　　幸合 関根　輝夫 淺野　良三 安斉　博隆

淺野　良三 淺野　良三 近　　幸合 近　　幸合
10:00～

２　診 五十嵐　仁
10:30～

五十嵐　仁
10:30～12:30

鈴木　　薫

五十嵐　仁
10:00～

五十嵐　仁

鈴木　　薫 鈴木　　薫

３　診

４　診

火曜･内科４診
１　診
２　診

新潟大学医師
(内科４診)

新潟大学医師
(内科３診)

新潟大学医師

消化器
杉山　幹也
(新発田病院)

【肝臓】13:30～

安斉　博隆
【消化管】13:30～

松澤　　純
(新発田病院)

【消化管】9:30～

冨田　　広 佐藤　　洋 冨田　　広 佐藤　　洋
遠山知香子

受付第2･4は10:30まで
富樫　益郎

佐藤　　洋 新潟大学医師 冨田　　広 佐藤　　洋 冨田　　広

上田 潤(新潟大学)
受付11:00まで

羽入　貴子
(新潟大学)

橋本　昌美
(新潟大学)

石塚　利江 石塚　利江 石塚　利江 石塚　利江 石塚　利江

第1週　今田研生
第3週　石塚利江

第2週　石塚利江

新潟大学医師 新発田病院医師

村井　倫子
(新潟大学)

増子淳次郎
(新潟大学)

口腔外科
（抜歯）

補綴Ⅰ
（義歯）

補綴Ⅱ
（歯冠修復）

保存Ⅱ（歯冠修復）
（歯周病治療）

保存Ⅰ（歯内療法）
第1週　小児歯科

今田　研生 今田　研生 今田　研生 今田　研生 今田　研生

今田　研生

第1･2週 石塚利江
第3･4週 今田研生

新潟大学医師 新潟大学医師 新潟大学医師

山本　尊彦 山本　尊彦 山本　尊彦 山本　尊彦

五十嵐　仁 淺野　良三 安斉　博隆

受付時間 8時～11時30分
※産婦人科・耳鼻咽喉科を除く
その他注意事項
●内科　 １診・月曜～金曜と月曜・
火曜の２診は新患のみ受付
３・４診は再診専門
消化器外来は火曜・水曜は全て予約

●整形外科
第２･４木曜は受付10時30分まで
●眼科
火曜は手術のため８時～11時まで
●産婦人科 月曜・金曜は12時～15時
30分まで
●耳鼻喉頭咽喉科　月曜・水曜・金曜
は12時～15時30分まで

受付方法
初めての方、診察券をお持ちでない
方は申込用紙を記入して保険証など
と一緒に受付１番窓口へ提出。
診察券をお持ちの方は保険証などと
一緒に受付１番窓口へ提出。

予約方法
予約の方は直接予約してある科へ。
予約以外にも受診したい科があると
きは受付1番窓口へ申し出ください。
次回からの予約は診療科の看護師に
相談ください。
予約の変更をしたいときは、なるべ
く午後に診療科へ直接電話で相談く
ださい。

外来の流れ

問い合わせ先

県立坂町病院 62－3111

電話番号
一　　覧

健康福祉課 健康介護班･福祉保険班 64－1472・地域包括支援センター 64－1473 建設課 地域整備班・水道班 64－1479

議会事務局 64－1494 教育委員会 学校教育課 64－1491・生涯学習課 64－2134 会計室 64－1441



3 電話番号
一　　覧

総務課 総務班・企画財政班 64－1476 住民税務課 住民環境班 64－1471・税務班 64－1451

農政観光課 農政振興班 64－1447・商工観光班(関川村観光協会) 64－1478 農業委員会事務局 (農政観光課内) 64－1447

登録(生涯一度きり)…登録

していない生後91日以

上のすべての犬

注射(年に1回)…生後91日

以上のすべての犬

料　金（1頭につき）

登録料3,000円

注射料3,100円

持ってくるもの

料金　 ハガキ(5月上旬

に送付します。問診表に

必要事項を記入のうえ、

押印してきてください。）

登録していない犬…犬の

種類、生年月日、毛色、

性別、呼び名を記入した

メモ

注意事項 ※注射会場には

車で移動しますので時間

のずれが生じることがあ

りますがご了承ください。

※犬が死亡したときは届出

が必要です。住民税務課

か注射会場にお越しくだ

さい。

参考(集合注射以外の料金)

獣医師宅　1頭 4,100円

訪問注射　1頭 5,000円

＜日程表＞ 都合の良い会場へお越しください

日 時　間 会　　場

9：50～10：00

５
月
20
日
（
火
）

５
月
21
日
（
水
）

５
月
22
日
（
木
）

田麦干刈生活改善センター

10：10～10：30 橋見屋前（中束）

小和田消防ポンプ舎前

高田地区ふるさと会館前

上土沢集落開発センター前

ＪＲ越後大島駅前

上川口消防ポンプ舎前

安角公会堂前

八ツ口集落センター前

下川口集落センター前

役　　場　　前

10：40～11：05 南中集会場前

11：15～11：30

11：40～11：55 上野新農協倉庫前

13：30～14：10

14：20～14：50 小見旧農協川北支所前

9：40～ 9：55

10：05～10：15 山本公会堂前

10：25～10：50

11：00～11：50 辰田新農協倉庫前

13：30～13：40

13：50～14：05 長岡屋前（大石）

14：15～14：30

9：40～ 9：50 金丸集落開発センター前

10：00～10：05

10：15～10：30 ＪＲ越後片貝駅前

10：40～11：00

11：15～11：50 湯沢集落センター前

13：30～14：30

問い合わせ先

住民税務課 住民環境班 64－1471

忘れずに！犬の登録と狂犬病予防注射
村
か
ら　

と　き ５月９日(金) 受付13時～

総会13時30分～ 表彰式15時30分～

ところ 相馬鮮魚店(下関)

会　費 3,000円 (懇親会出席者)

問い合わせ先　

関川村商工会 64－1341

商工会通常総会・
永年勤続優良従業員表彰式

他
団
体　

陸上自衛隊
新発田駐屯地記念行事

国
か
ら　

音楽隊を先頭に防大ドリル、徒歩行

進と車両などが行進します。また、ヘ

リコプターの飛行展示もあります。

と　き ５月17日(土)

14時～14時30分

ところ 新発田市本町交差点～

中央町交差点

市中パレード

と　き ５月18日(日)10時～15時

ところ 新発田駐屯地

内　容 観閲式 装備品展示

体験試乗 史料館開放

野外売店 など　※雨天のときは内

容を変更することがあります

記 念 式 典

駐車場 旧県立新発田病院駐車場

問い合わせ先 新発田駐屯地広報室

0254－22－3151

庭木を譲ります村
か
ら　

総合小学校の校舎建設のために庭木

を移植しますが、場所の都合ですべて

の庭木を移植できません。

そこで、移植できずに残った庭木を

希望する方にお譲りします。

時　期 ５月上旬

問い合わせ先

学校教育課 64－1491

古道を歩く②

歴史館イベント
64－1288

と　き ５月14日(水) 

９時に歴史館集合～16時

ところ 大栗田→柳生戸

定　員 先着20名

申込締切 ５月８日(木)

申込先 歴史とみちの館 64－1288

山城探索会②

と　き ５月28日(水) 

13時に歴史館集合～17時

ところ 村上市下渡山

定　員 先着20名

申込締切 ５月23日(金)

申込先 歴史とみちの館 64－1288

文芸せきかわ作品募集村
か
ら　

文芸せきかわ第19号の掲載作品を募

集します。

応募資格 村内に住所を有する方

村内に勤務する方 村出身の方

種　目 随筆・紀行文・コント…１

編400字詰め原稿用紙８枚以内

(各種目1人１編まで)

詩…１編につき400字詰め原稿用紙

３枚以内(１人２編まで)

短歌…10首まで 俳句…10句まで

川柳…10句まで

注意事項 応募は１人３種目以内

応募作品は返却しません

作品には題名をつけ、住所、氏名、

電話番号を明記ください

※無記名の原稿は掲載しません

原稿用紙を使用し、字は楷書ではっ

きり書いてください

※ワープロ、パソコンも可。ただし、

1枚当たり20字×20行を厳守のこと

随筆・紀行文・詩は新仮名使い

ほかは旧仮名使いでも可

常用漢字以外の漢字や読みにくい漢

字にはふりがなを付けてください

改行や句読点の表記方法を守ってく

ださい

作品提出締切 ８月31日(日)厳守

提出先 村民会館 64－2134

高等学校卒業程度認定試験

(高卒認定試験)
国
か
ら　

受験資格 平成21年3月末までに満16

歳以上になる方

※すでに大学入学資格を持っている方

は受験できません

※平成17年度から、全日制高等学校な

どに在籍している方も受験可能にな

りました

試験日 8月６(水)・７日(木)

試験会場 県立新潟南高等学校

出願期間 ５月９日(金)～

５月21日(水)消印有効

願書入手方法(携帯・ＰＣ共通)

その他 第２回目は11月試験予定

問い合わせ・願書提出先 文部科学省

生涯学習推進課 03－5253－4111

http :// kounin. zengaku. net



6 火 ［振替休日］

5

11 日

健康登山(会員向け)②
(5:00に村民会館集合、御神楽岳[旧上川村]）
第５回渡辺・米野杯選抜ミニバスケットボール大会
(8:30～、村民会館アリーナ）
堀と柳の春まつり (10:00～15:00、役場周辺）

10 土

春を感じるバードウォッチング (探鳥会) (6:00～8:00、
三面川鮭産漁業共同組合三面川第3ふ化場 [村上市]）

第21回東北電力旗ミニバスケットボール大会
(8:30～、村民会館アリーナ）
緑の少年団「植樹を通じ、自然を学ぶ日」＆「フラワー
作戦」(9:00～11:30、荒川総合運動公園・13:00～15:00、
村民会館前庭）

3 土
［憲法記念日］
村民会館図書室休館 (～5日）

4 日 ［みどりの日］

5 月 ［こどもの日・立夏］

18 日 消防団春季消防演習・ポンプ操法競技会
(8:30～、村スポーツ公園）

25 日
関小学校運動会・きりで大運動会(土沢小学校)・ふれあ
い大運動会(安角小学校)・川北大運動会(川北小学校)・
女川大運動会(女川小学校)

1 日
村民親善野球大会 (8:00～、村スポーツ公園）

3 火 健康教室□夜「ヨガ」④ (19:00～20:00、村民会館大ホール）

相談は無料で、秘密
は堅く守られます

心配ごと
相　　談

弁護士の
無料法律
相　　談

と　き ５月８日(木)・22日(木)
時　間 ９時～14時
ところ 社会福祉センター
申し込み先 社会福祉協議会 64－0111

と　き ５月14日(水)10時～15時
ところ 神林農村環境改善センター
申込締切 ５月７日(水)
申し込み先 社会福祉協議会 64－0111

定　員 各講座８名（先着順）
※申し込みは１人１講座まで
参加費 500円（研修テキスト代）
受付開始 5月20日(火)の9時から電話
で受け付けます( 53－7511）

講座名 と　き

①ワードでチラシ
作成(昼)

②エクセルで
家計簿作成(昼)

6月11日(水)・12日(木)
各13時30分～15時30分

③デジタルカメラ
撮影入門(夜)

6月18日(水)
19時～21時

④デジタルカメラ
画像編集(夜)

6月19日(木)
19時～21時

⑤ワードでハガキ
作成(昼)

6月25日(水)・26日(木)
各13時30分～15時30分

6月4日(水)・5日(木)
各13時30分～15時30分

と　き 5月3日(土) 13時30分～
ところ 視聴覚ホール
上映作品 「忍たま乱太郎のがんば
るしかないさ」ほか
定　員 先着200名 ※入場無料

と　き ①６月６日(金)
「農業の女神　デメテル」
②６月27日(金)
「うしかい座と２匹の猟犬」
時　間 いずれも19時～20時
ところ プラネタリウム
定　員 いずれも先着20名
内　容 プラネタリウム番組鑑賞
と星空や天文現象解説
参加費 大人(高校生以上)200円

小人(小学生以上)100円　
受付開始
５月20日(火)の９時から電話で受
け付けます。( 53－7511)

と　き 5月3日(土) 10時30分～
ところ プラネタリウム
上映作品 「銀河鉄道の夜」
定　員 先着80名　※入場無料

こどもの日映画上映会
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1 木

4広報せきかわは、資源保護のため再生紙を使用しています。

日 曜 行　事　予　定

6月

5月

2 月

歴史館企画展「鬼原 素俊展」
(9:00～16:30、せきかわ歴史とみちの館、～7月6日まで）
安全登山の基本講習④ (19:00～20:30、村民会館会議室）
カチッとベルトパーフェークト運動 (～5月31日まで）

2 金

7 水

8 木
心配ごと相談 (9:00～14:00、社会福祉センター）
安全登山の基本講習⑤終 (19:00～20:30、村民会館会議室）

9 金
商工会通常総会・永年勤続優良従業員表彰式
(13:00～、相馬鮮魚店）

12 月 健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）

13 火 健康教室□夜「ヨガ」① (19:00～20:00、村民会館大ホール）

14 水

古道を歩く② (9:00に歴史館集合～16:00、大栗田→柳生戸）
健康教室□昼「ヨガ」① (10:00～11:00、村民会館大ホール）
弁護士の無料法律相談
(10:00～15:00、神林農村環境改善センター）
ポリオワクチン接種 (受付13:00～13:30、保健センター）

15 木

16 金

日 曜 行　事　予　定

19 月 健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）

20 火

機能訓練日 (9:30～11:30、保健センター）
犬の登録と狂犬病予防注射(9:50～14:50、村内）
やまゆり大学開講式 (10:00～11:30、村民会館）
健康教室□夜「ヨガ」② (19:00～20:00、村民会館大ホール）

21 水

［小満］
犬の登録と狂犬病予防注射 (9:40～14:35、村内）
健康教室□昼「ヨガ」② (10:00～11:00、村民会館大ホール）
乳児健診・ブックスタート
(受付13:00～13:30、保健センター）

22 木

心配ごと相談 (9:00～14:00、社会福祉センター）
犬の登録と狂犬病予防注射 (9:40～14:30、村内）
改正パートタイム労働法・学卒求人受理説明会
(13:30～、村上市民ふれあいセンター）

23 金 婦人がん(子宮がん･乳がん)検診 (午前の部 受付8:50～、
午後の部 受付12:30～、保健センター）

24 土 読み聞かせボランティア養成講座②
(13:30～16:30、村民会館会議室）

26 月 健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）

27 火
幼児歯科健診、2歳児相談 (受付13:00～13:45、保健センター）
健康教室□夜「ヨガ」③ (19:00～20:00、村民会館大ホール）

28 水 健康教室□昼「ヨガ」③ (10:00～11:00、村民会館大ホール）
山城探索会② (13:00歴史館集合～17:00、村上市下渡）

29 木
30 金

健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）

4 水 健康教室□昼「ヨガ」④ (10:00～11:00、村民会館大ホール）
木 健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）

31 土
読み聞かせボランティア養成講座③
(13:30～16:30、村民会館会議室）

プラネタリウム
シアター

パソコン研修会

5月1日　　6月5日

健康ウォーク(会員向け)②
(8:00に村民会館集合～、樽口峠[小国町]）
おはなしの会 (10:30～11:00、村民会館会議室）
ボランティア養成講座① (13:30～16:30、村民会館会議室）
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