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と　き 10月10日(金)

ところ 村上市民ふれあいセンター

講　師 横田 滋・早紀江夫妻

その他 入場整理券(1,000円)をお求め

ください

※入場整理券は役場総務課と村民会館

にあります

問い合わせ先 「まなび塾」代表

角一(かくいち)洋子 72－1974

と　き ８月23日(土)～29日(金)

ところ 村上プラザ１階

セントラルコート

その他 見学自由

問い合わせ先 「まなび塾」代表

角一(かくいち)洋子 72－1974

予告
北朝鮮による拉致問題を

考える巡回パネル展

予告
～横田ご夫妻をお迎えして～
ブルーリボンに祈りを込めて

ところ 村上市教育情報センター

視聴覚ホール

定　員 各先着200名

※上映１時間前に整理券を配布します

その他 入場無料

問い合わせ先 「まなび塾」代表

角一(かくいち)洋子 72－1974

と　き ７月12日(土)

14時～　 19時～　２回上映

まなび塾特別上映会

めぐみ
他
団
体　

―引き裂かれた
家族の30年―

募集条件 平成20年１月～12月末ま

でに撮影したもの

米坂線をテーマにした写真

※今回から「部門」を設けないことに

しました

サイズは四ツ切・ワイド四ツ切、カ

ラー・モノクロどちらも可

未発表作品に限る

応募点数は一人３点まで

応募受付期間

12月1日(月)～平成21年1月31日(土)

賞 最優秀賞(賞状と賞金５万円)ほか

要　項 総務課にあります

(７月10日以降)

問い合わせ先 米坂線整備促進期成同

盟会(総務課内 64－1476) 

第３回 米坂線フォトコンテスト

親子で川遊びを楽しみませんか！

奮って参加ください。

ところ 下川口川原(大石川）

受付8時30分～9時30分

定　員 親子先着500名

内　容 親子でかじかとり

各種イベント　 川遊び

参加料 2,000円(日帰り)

用具代、昼食代、保険代含む

その他 宿泊パックもあります。

詳しくは、全戸配布したチラシをご

覧ください。

注　意 大人だけのグループや1人で

の申し込みは受付しておりません。

ご了承願います。

問い合わせ・申し込み先

関川村観光協会

(農政観光課内 64－1478) 

7月27日(日)受付8時30分～ 親子かじかとりまつり

7月26日(土)9時30分～ おおいしダム湖畔まつり

参加費500円(清掃協力費として) 

テントなどは各自で準備願います。

間口は３ｍ程度。

販売スペース分の敷物、展示台は各

自で準備してください。

中学生以下は保護者の同伴が必要。

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。

問い合わせ・申し込み先　

大石ダム湖畔まつり実行委員会

(農政観光課内 64－1478)

フリーマーケット出店者募集 20店舗募集 (先着順)

ところ 大石ダム湖畔県民休養地　小雨決行

ウォーキングラリー

ダムと発電所見学、カヌー体験

丸太切り、木工教室

魚のつかみどり(小学生以下)

フリーマーケット

①関川中学校吹奏楽部
②関小龍泉太鼓
③紙芝居(大里峠伝説)
④よさこいソーラン(関川村・村上市)

遊びの広場開放(ゴーカート[200円]、
ミニＳＬ[200円]、バッテリーカー[100円])
※利用は保護者の責任でお願いします

10:30～14:30

10:00～14:30

10:00～14:30

14:30～

9:30～16:30

9:30～15:00

10:30～14:30
※ステージ準備の
ため昼に一時休
演します

作品大募集！



2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

問い合わせ・お買い求め先

村民会館 64－2134

「さすけね。」は

裏面にプリント

好評発売中！
体協Ｔシャツ さすけね。

村
か
ら　

社会福祉協議会では、６月14日に発

生した「岩手・宮城内陸地震」の義援

金を受け付けています。

受付締切

岩手県　平成20年７月18日(金)

宮城県　平成21年６月16日(火)

※義援金は直接社会福祉協議会へ持参

ください

※物資の受付はしていません

問い合わせ先

社会福祉講義会 64－0111

皆さんの善意を被災地へ

「岩手･宮城内陸地震」義援金
社
協

と　き 7月23日(水)13時30分～16時

受付開始は13時～

ところ クリエート村上(市役所前)

参加企業 平成21年3月新規高等学

校卒業予定者の採用企業

Ｕターン就職希望者の採用予定企業

その他 申込み不要

参加企業は7月上旬に確定します

問い合わせ先 ハローワーク村上

求人・学卒部門 53－4141

地元就職を応援します

就職ガイダンス
国
か
ら　

問い合わせ先

荒川漁業協同組合 62－1163

他
団
体　

あゆ解禁日
ルールを守って釣りましょう。

サイズ

Ｓ･Ｍ･Ｌ･ＸＬ

カラー 水色

１着 1,500円

ゴロカケ

ウ ナ ワ

投 あ み

釣 り

種　別 区　域 解禁日

荒川全域
(禁漁区を除く)

７月５日(土)

８月１日(金)

８月26日(火)

８月15日(金)

８月26日(火)

７月５日(土)

９月15日(月)

温泉橋～
丸山大橋を除く

温泉橋～
丸山大橋間

温泉橋～
丸山大橋を除く

温泉橋～
丸山大橋間

荒川全域
(禁漁区を除く)

高田橋下流～

遊魚料金
年券

１日券

8,000円

2,000円

村では、国保加入者の方へ限度額認

定証を発行しています。入院する前に

手続きを行うよう、お願いします。

認定証があると 病院などで自己負担

限度額までしか請求されないように

なります。→高額療養費の申請をし

たのと同じになります。

例 自己負担限度額が97,430円(区分

が一般)／３割負担／手術代は200万

▼認定証がない…200万の３割、60万

円を病院で一旦支払う。後で限度額

を超えた分が国保から入金。

▼認定証がある…病院での支払いが

97,430円。限度額を超えた分は国保

から病院へ支払う。

※認定証では、病院合算はされません

ので２つ以上の病院で受診したとき

は、別に手続きが必要です。

自己負担限度額

世帯の収入に応じて決まります

認定証は２種類

入院したときに食事療養費が減額

になるものとならないものがありま

す。どちらになるかは世帯の課税状

況で決定します。

手続き方法

保険証と印鑑を持って役場受付で手

続きをしてください

※入院前にお願いします

問い合わせ先

健康福祉課福祉保険班 64－1472

入院の前に申請ください

国保の限度額認定証
村
か
ら　

白い森おぐに湖と横川

ダム見学会参加者募集
国
か
ら　

国保の有効期限は今月末です。

新しい保険証の色 空色

保険証の受け渡し方法

世帯分をまとめて世帯主あてに７月

末までに区長さんを通じて配布します

※窓口交付を希望する方は７月22日

(火)までにご連絡ください

保険証が届いたら

内容に間違いがないかと加入者全員

分があるか確認ください。誤りなど

がありましたら、至急連絡願います。

○学 保険証 更新手続きが必要です。

①在学証明書か学生証の写し

②古い保険証

③印鑑　を持って役場受付で

交付手続きをしてください

保険税を滞納すると

①有効期間が短い保険証を発行します

②さらに滞納が続くと医療費の全額を

負担していただきます

問い合わせ先

健康福祉課福祉保険班 64－1472

国保の保険証更新村
か
ら　

企 画 展
県立長岡近代美術館巡回展

歴史館イベント

と　き ７月８日(火)～８月19日(火)

内　容 日本画９点、洋画８点、工芸、

彫刻など全21点

と　き ７月13日(日)

８時に間島駅駐車場集合～14時

ところ 能化山(のっけさん･標高380.5

ｍ) 村上市間島地内

参加費 無料(傷害保険は各自)

持ち物

日帰り登山装備(昼食・雨具ほか)

申込締切 ７月８日(火)

問い合わせ・申し込み先

村上市役所総務課 53－2111

岩船地方山岳遭難対策協議会主催

里山遊びのための安全教室
他
団
体　

と　き ７月21日(月)

午前コース　９時30分～12時

午後コース　13時30分～16時

※台風などで出水が予想されるときは

中止します

集合・解散 小国町役場駐車場

行　程 横川発電所→横川ダム堤内→

横川ダム堤頂→きてくろ館→白い森

おぐに湖(不動出生橋を歩いて渡り

ます)

定　員 各コース40名程度

申込締切 ７月11日(金)

申込方法 電話で申し込みください

問い合わせ・申し込み先

横川ダム管理支所

0238－65－2363

と　き ７月24日(木)

７時30分歴史館集合～18時解散

行き先 [長岡市] 近代美術館

[新潟市] 万代島美術館

定　員 先着40名

参加費 5,000円(入館料、昼食込み)

申込締切 ７月16日(水)

問い合わせ・申し込み先

歴史とみちの館 64－1288

美術館めぐり

作品名「烈風」加山 又造



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

優秀な人材を募集します

関川村職員採用試験
村
か
ら　

募集職種 一般事務(初級)

募集人員 １名程度

受験資格 昭和58年4月2日以降に生

まれた方で、高等学校以上の学校を

卒業した方（平成21年3月卒業見込

み含む）

申込締切 7月31日(木) 当日消印有効

土・日曜・祝日を除く

8時30分～17時30分　

受験用紙 役場総務課で交付

※村ホームページからダウンロードで

きます

※郵便請求もできますので、希望者は

問い合わせください

試験日 ９月21日(日) 

採用予定日 平成21年４月１日(水)

問い合わせ・申し込み先

総務課総務班 64－1476

http://www.vill.sekikawa.
niigata.jp/

下越清掃センター職員採用試験
他
団
体　

募集職種 一般行政職(初級)

募集人員 １名

受験資格 昭和58年4月２日から平成

３年４月１日までに生まれた方

※提出書類など、詳しくは問い合わせ

ください

申込締切 7月31日(木) 当日消印有効

試験日 ９月21日(日)

採用予定日 平成21年４月１日(水)

問い合わせ・申し込み先 下越清掃セ

ンター組合 0254－46－2064

商工会職員採用試験
他
団
体　

募集職種

経営指導員・経営指導員研修生

募集人員 それぞれ３名

※受験資格や提出書類など、詳しくは

問い合わせください

勤務先 県内の商工会

または県商工会連合会

受付期間

７月22日(火)～８月25日(月)必着

試験日 ９月７日(日)

採用予定日 平成21年４月１日(水)

問い合わせ先

関川村商工会 64－1341または、

県商工会連合会 025－283－1311

下越障害福祉
事務組合職員

採用試験
他
団
体　

募集職種

保育士・支援員・指導員または介護

員(処遇職員)

募集人員

募集職種全体で１～２名程度

受験資格

昭和53年4月2日以降に生まれた方

※そのほかの受験資格や提出書類など

詳しくは問い合わせください

受付期間 7月15日(火)～8月５日(火)

当日消印有効

試験日 ９月21日(日)

採用予定日 平成21年４月１日(水)

問い合わせ・申し込み先

下越障害福祉事務組合

事務局総務課 0254－26－1501

と　き 7月26日(土)10時～16時

ところ 新潟職業能力開発短期大学校

（新発田市新富町1－7－21）

内　容 パネルディスカション (技

能五輪金メダリストが参加)

ものづくり体験コーナー　など

問い合わせ先 新潟職業能力開発短期

大学校 0254－22－1781

と　き 7月4日(金)14時45分～16時

ところ 新発田市生涯学習センター

（新発田市中央町5－8－47）

講　師 かわうちクリニック

(小児科医) 河内博子先生

その他 申込み不要、入場無料

問い合わせ先 県精神保健福祉協会県

北支部事務局 0254－26－9133

新潟職業能力開発短期大学

ポリテクフェアin新潟2008
他
団
体　

講演会「思春期の
子どもとの付き合い方」

県
か
ら　

国
か
ら　

試験日試験日資　格種　目

航 空 学 生

一 般 曹
候 補 生

2等陸海空士
(男)

2等陸海空士
(女)

9月23日(火)
8月1日(金)
～9月10日(水)

高卒(見込み含む)
21歳未満の方

18歳以上
27歳未満の方

18歳以上
27歳未満の方

18歳以上
27歳未満の方

8月1日(金)
～9月10日(水)

7月1日(火)
～9月10日(水)

8月1日(金)
～9月10日(水)

9月20日(土)

9月28日(日)

9月26日(金)
･27日(土)

※年齢は、平成21年４月１日現在

問い合わせ・申し込み先 自衛隊新発田地域事務所 0254－26－5619

平成20年度

自衛官
募　集

新潟財務事務所では、返済しきれな

いほどの借金を抱え、お悩みの方へ相

談窓口を開設しています。

借金の返済でお悩みの方は今すぐ電

話ください。必ず解決できます。

直通電話(相談員が電話に出ます)

025－229－2788
月曜～金曜 (祝祭日を除く)

8時30分～12時15分･13時～16時30分

多重債務相談窓口相談
案内

ご迷惑をおかけしますがご協力お願

います。

理　由 源泉ポンプ交換工事のため

臨時休館日 ７月15日(火)

通常休館日 ７月16日(水)

※通常休館日とあわせて２日続けて休

館します

問い合わせ先 ゆ～む 64－1726

ゆ～む臨時休館します
他
団
体　

６月15日号お知らせ版に誤りがあり

ました。お詫びして訂正します。

大腸がん検診の料金

誤…1,500円 正… 500円
問い合わせ先

健康福祉課福健康介護班 64－1472

おわびして訂正します
大腸がん検診の検診料金

村
か
ら　

もうじき小学校は夏休みになりま

す。そこで、学童保育所では夏休みの

利用者を募集します。

働く保護者を応援します

学童保育利用者募集
村
か
ら　

申込締切 7月10日(木)

問い合わせ・申し込み先

健康福祉課福祉保険班 64－1472

区分 料金

夏休み中 13,000円 2,000円

1,000円

500円

おやつ代 計

100円

50円

１　日

半　日

15,000円

1,100円

550円

料金表

対象者 昼間保護者がいない家庭の小

学校１～４年生までの児童

期　間 ７月28日(月)～８月26日(火)

の夏休み中　８時30分～18時

休み…第2、第4土曜、日曜祝祭日、

お盆期間(８月14日～16日)



13 日 第14回教育委員長杯壮年ソフトボール大会
(8:30～、村スポーツ公園）

第59回新潟県消防大会 (十日町市立西山小学校）日3

親子かじかとりまつり (受付8:30～9:30、下川口河原）日27

美術館めぐり (7:00に歴史館集合、[長岡市・新潟市]）
高齢者交通安全ゲートボール大会 (9:00～、ど～む）
心配ごと相談 (9:00～14:00、社会福祉センター）
地域懇談会(九ヶ谷地区)(19:00～、九ヶ谷地区ふるさと会館）

木24

機能訓練日 (9:30～11:30、保健センター）金25
大石ダム湖畔まつり(9:30～16:30、大石ダム湖畔県民休養地）
岩船地区緑の少年団交流会「大石ダム湖畔まつり参加
とキャンプ」 (～27日まで、大石ダム湖畔県民休養地ほか）
「フラダンス」□夜④ (18:30～19:30、村民会館大ホール）

土26

子ども体験教室「かじかとりと川遊び」
(9:00～14:00、下川口河原）月28

火29
「フラダンス」□昼④ (10:00～11:00、村民会館大ホール）
三種混合予防予防接種② (受付13:00～13:30、保健センター）

水30

「フラダンス」□夜⑤ (18:30～19:30、村民会館大ホール）土2

健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）月4
火5

木31

「フラダンス」□昼③ (10:00～11:00、村民会館大ホール）水23

［大暑］
献血　 9:30～11:15、コバレントマテリアル

12:45～13:30、垂水の里
14:30～16:00、保健センター

農業経営支援センターワンストップ窓口開設
(15:00～17:00、農政観光課内）
地域懇談会(七ヶ谷地区)(19:00～、七ヶ谷地区ふるさと会館）

火22 〔 〕

［海の日］月21
日20

6 日 連盟会長杯野球大会 (8:00～、村スポーツ公園）

7 月
［小暑］
健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）

8 火 歴史館企画展「県立長岡近代美術館巡回展」
(9:00～16:30、せきかわ歴史とみちの館、～8月19日まで）

9 水 「フラダンス」□昼① (10:00～11:00、村民会館大ホール）

10 木 心配ごと相談 (9:00～14:00、社会福祉センター）
地域懇談会(霧出地区) (19:00～、大島集落開発センター）

11 金

12 土
健康ウォーク(会員向け)④(8:00に村民会館集合、村民会館
→荒川堤防→大島→村民会館）
「フラダンス」□夜② (18:30～19:30、村民会館大ホール）

14 月 健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）
地域懇談会(湯沢地区) (19:00～、湯沢集落センター）

15 火 地域懇談会(川北地区) (19:00～、川北地区ふるさと会館）

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。 4

1 金

自治功労表彰式 (10:00～11:00、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 ７月10日(木)・24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 ７月16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 ７月９日(水)
申し込み先 社会福祉協議会 64－0111

1 火

日 曜 行　事　予　定

8月

7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）
胃がん･大腸がん検診 (～7月12日まで、日曜を除く）
地域懇談会(上関地区) (19:00～、上関集落開発センター）

2 水 三種混合予防接種① (受付13:00～13:30、保健センター）

3 木 老人クラブ大会 (10:30～14:30、村民会館アリーナ）
地域懇談会(四ヶ字地区) (19:00～、辰田新生活センター）

4 金 山･川･観光施設安全祈願祭 (11:00～12:00、大石自然館）

日 曜 行　事　予　定

7月1日　　8月5日

栄養教室① (9:00～12:00、村民会館休養室）
やまゆり大学③ (9:00に村民会館集合～15:00、村上市塩谷）金18

おはなしの会 (10:30～11:00、村民会館会議室）
「フラダンス」□夜③ (18:30～19:30、村民会館大ホール）土19

５日間､毎日映画を上映します！
と　き ８月６日(水)～10日(日)
平日①13:30～②15:00～
土日①13:00～②14:30～
①は子供向けアニメ
②は大人向け(自然)
ところ 視聴覚ホール　入場料 無料
定　員 各回とも先着200名

と　き ８月５日(火)～
８日(金) 各10時30分～
ところ プラネタリウム
入場料 無料　
定　員 各回とも先着80名

ポーラスター神林の大きな望遠鏡で
星を見よう！
と　き ①７月25日(金)
②８月２日(土) ③８月８日(金)
各回とも18時30分～21時

ところ プラネタリウム

ポーラースター神林
定　員 各回とも先着20名
参加費 大人400円、小人250円
受付開始 ７月15日(火)９時から電話
( 53－7511)で受け付けます

夏休みの思いでを絵本にしよう！
と　き ８月２日(土)10:00～12:00
ところ ２階会議室
定　員 小学４年生以上で10名
受付開始 ７月23日(水)から電話
( 53－7511)で受け付けます

情報センター映画週間

ものがたりシアタープラネタ
リウム

親子星座観察会
と　き 夏まつり期間中随時
定　員 10名　参加費 無料
受付開始 7月23日(水)から電話( 53
－7511)で受け付けます
※事前講習を受けていただきます

中高生図書館ボランティア

バナナでクギを打つ！など、液体窒
素を使った実験でおもしろ体験しよう！
と　き ８月２日(土)10時～12時
ところ ２階理科室　定　員 20名
受付開始 ７月23日(水)から電話 (
53－7511)で受け付けます

と　き ８月８日(金)
①11時30分～　②13時30分～
ところ おはなしコーナー　
参加費 無料

低温の科学～液体窒素の不思議

おはなしレストラン特別開館
デー企画

小学生のための製本講座

パソコン教室は7月15日号で募集します

5 土
健康登山(会員向け)④
(6:00に村民会館集合、西吾妻山 [米沢市]）
「フラダンス」□夜① (18:30～19:30、村民会館大ホール）

16 水
「フラダンス」□昼② (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、村上市社会福祉協議会神林支所）

17 木 乳児健診･ブックスタート(受付13:00～13:30、保健センター）
地域懇談会(女川地区) (19:00～、女川地区ふるさと会館）


