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持ち物 運転免許証や健康保険証など

の本人を確認できるもの

問い合わせ先

健康福祉課健康介護班 64－1472

と　き ７月22日(火)

夏場は血液が不足します

献血にご協力願います
村
か
ら　

今年も全国大会や北信越大会に出場

する(出場済みを含む）「関川っ子」が

大勢います。

青少年育成関川村民会議では、選手

の活躍にエールを送ります。

と　き ７月18日(金)19時～

ところ 村民会館会議室

内　容

北信越以上の大会に出場する

(出場済みを含む)選手の激励会など

対　象 高校生以下

問い合わせ先 村民会館 64－2134

今後の活躍にエール！

がんばれ！関川っ子
村
か
ら　

検診の結果は異常のあった方だけに

連絡しました。連絡のなかった方は異

常ありませんでした。

受けなかった理由を受診票に記入し

て健康福祉課へ必ず提出してください。

受けなかった理由 医療機関や人間

ドックで受けた(受ける予定含む）

病気や入院中 など

問い合わせ先

健康福祉課健康介護班 64－1472

村の検診を申し込んだ方で、
受診しなかった方へ

5・6月実施 婦人がん
(子宮がん･乳がん)検診結果

村
か
ら　

と　き ７月26日(土)９時～

雨天中止

ところ 国道113号線

川口橋チェーン着脱所

内　容 夏の交通事故防止運動にあわ

せ、ドライバーにチラシを配布して、

交通安全を呼びかけます

問い合わせ先

総務課総務班 64－1476

交通安全を啓発

交通安全指導所を開設
村
か
ら　

ところ 時間(予定)

コバレントマテリアル
関川(株)

９時30分～
11時15分

12時45分～
13時30分

14時30分～
16時

垂水の里

保健センター

昼の部 13時30分～15時30分

夜の部 19時～21時

定　員 各講座８名（先着順）

受講料 500円(テキスト代)

受付開始 ７月22日(火) ９時から電

話(53－7511)で受け付けします

問い合わせ・申し込み先

村上市教育情報センター 53－7511

村上市教育情報センター主催

パソコン教室参加者募集

村
上
市

日ごろの介護の不安や悩みを軽くし、

なかなか取れない疲れや苦労を吐き出

せる場を提供します。

ひとりで悩まず、みんなと話し合っ

てみませんか。

と　き 7月29日(火) 10時～14時30分

ところ むつみ荘

内　容 ①自己紹介と情報交換

②認知症の困りごとへの対処方法

③まとめ・その他

参加費 800円(弁当・おやつ代)

申込締切 ７月25日(金)

問い合わせ・申し込み先 健康福祉課

地域包括支援センター 64－1472

認知症を介護する

家族のつどい
村
か
ら　

講座名 とき 対象

①パソコン
入門

8月6日(水)
昼の部

パソコンに初
めて触る方

文字入力とマ
ウス操作が容
易にできる方

文字入力とマ
ウス操作が容
易にできる方

エクセルに初
めて触る方

8月7日(木)
夜の部

8月20日(水)
・21日(木)
昼の部

8月27日(水)
・28日(木)
夜の部

②パワーポイ
ント入門研修

③エクセル
入門

④ワードでチ
ラシ作成

広島、長崎の悲劇を伝えるために18

人の女優が集まり、全国をまわって被

爆者の方々の手記などを朗読していま

す。このたび、県内も訪問します。

ぜひ、足を運んでみてください。

と　き ７月30日(水)

18時開場 18時30分開演

ところ 村上市総合文化会館

（朝日支所隣）

チケット 大人1,500円

中学生以下500円

チケット販売・問い合わせ先

村上市総合文化会館 72－6700

夏の雲は忘れない
1945･ヒロシマ ナガサキ

他
団
体　

精神保健福祉ボランティア
フォローアップ講座

他
団
体　

全国ボランティアフェスティバルが

９月に新潟市で開催される予定です。

その会場で行われる分科会の参加者を

募集します。

と　き ９月20日(土)・21日(日)

分科会メニュー(５分野22分科会)

福祉・保健・医療　 災害

まちづくり・文化・環境

子育て・教育　 国際交流・協力

登録料 3,000円(高校生以下は無料)

申込締切 ７月31日(木)

申込方法 ホームページから

http://www.vf-niigata.com/

問い合わせ先

実行委員会事務局(県社会福祉協議会)

025－281－5805

全国ボランティア
フェスティバル参加者募集

他
団
体　

問い合わせ・申し込み先 生活支援セ

ンターはまなす 50－7104

と　き ところ 内容 定員

8月7日(木)
10時～
12時30分

地域生活
支援セン
ターはま
なす

神林デイケ
アに参加体
験(トレーニ
ングに参加
など)

10名

8月12日(火)
10時～
12時30分

村上地域
振興局健
康福祉部

友の会に参
加体験(調理
実習など)

５名

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



募集住宅 戸数 家賃
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社会保険の本人や被扶養者になった

ときは、国保の脱退手続きが必要です。

保険税はもちろん、医療費の支払いな

ども変更することになりますので、忘

れずに手続きをしてください。

手続きに必要なもの ①新しい保険証　

②国保の保険証(返却が必要です)

③印鑑

ご注意 今月から保険証が切り替わり

ました。社会保険の保険証があるの

に国保の保険証が届いた方は、急い

で手続きをしてください。

問い合わせ先

健康福祉課福祉保険班 64－1472

社保に入ったら
国保脱退をお忘れなく

村
か
ら　

※詳細は問い合わせください

入居の予定時期 ８月１日(金)

申込締切 ７月25日(金) 

申込方法 申込書を建設課へ提出

問い合わせ・申し込み先

建設課地域整備班 64－1479

３階建ての1階1戸
村営住宅入居者募集

村
か
ら　

事業主の皆さんご協力願います

障がい者の社会参加
村
か
ら　

村上市職員(事務･消防)募集
村
上
市

通信販売もしています
サマージャンボ宝くじ

他
団
体　

海上保安学生　　　募集国
か
ら　

※受験資格は平成21年３月卒業見込み

の方を含む

事務職(上級職)…３名程度

受験資格　昭和54年４月２日から

昭和62年４月１日までに生まれた方

で大学以上の学校を卒業した方

事務職(初級職)…３名程度

受験資格　昭和57年４月２日から

平成３年４月１日までに生まれた方

で短大または高校を卒業した方

消防職(初級職)…６名程度

受験資格　昭和59年４月２日から

平成３年４月１日までに生まれた方

で高校以上の学校を卒業した方

<身体条件> 身長…男160㎝以上

女150㎝以上

胸囲…身長の２分の１以上

体重…男50㎏以上、女45㎏以上

視力…両眼とも0.7以上

(矯正視力のときは1.0以上)

色覚正常なこと

聴力…正常なこと

申込締切 ７月31日(木)

試験日 ９月21日(日)

申込書 村上市(本庁)総務課と各支所

の地域振興課にあります

問い合わせ・申し込み先

村上市(本庁)総務課 53－2111

放送大学はテレビなどの放送で授業

を行う通信制の大学です。

働きながら大学卒業やキャリアアッ

プ、生涯学習などを目的に様々な年代

や職業の方たちが学んでいます。

ただいま平成20年10月入学生を募

集中です。

募集学生(教養学部) 

科目履修生 (６か月在学し、希望す

る科目を履修)

選科履修生 (１年間在学し、希望す

る科目を履修)

全科履修生 (４年以上在学し、卒業

を目指す)

出願締切 ８月31日(日)

問い合わせ・資料請求(無料)先

放送大学新潟学習センター

025－228－2651

放送大学10月入学生募集
他
団
体　

鷹の巣ダムでは降雨などで荒川の水

が増えると予想されるとき、ダムに溜

めている水を放流して大きな出水に備

え、災害防止に努めています。

放流開始の10分前には、サイレンや

スピーカーで周辺の皆さんにお知らせ

します。放送後は川の水が急に増えま

すので、すぐに川からあがって安全な

ところに避難するようお願いします。

問い合わせ先

東北電力㈱鷹の巣発電所 64－3575

災害防止に備えて、
鷹の巣ダムでは放流を行います

他
団
体　

●飲酒･居眠り･無謀運転の追放
●全座席のシートベルトの着用

◆村上地区交通安全協会関川支部

◆総務課総務班 64－1476

夏の交通事故防止運動
7月22日(火)～31日(木)

宮越住宅(3階建て)
〔下関保育園近く〕

1戸 13,400円～

村では、障がい者の自身回復と就労

機会の促進などを目的に事業を行って

います。

主旨に賛同して、協力いただける事

業主の方、職場体験をしてみたい方を

それぞれ募集します。

内　容 障がい者が事業所で社会体

験、職場体験を行ったとき、村から

事業主へ１日(６時間以内) 当たり

1,000円助成します

対　象 障害者手帳を持ち、就職前に

職場体験をしてみたい方や社会復帰

を目指している方

体験期間 原則６か月間

問い合わせ先

健康福祉課福祉保険班 64－1472

共　通

海上保安大学校

海上保安学校

問い合わせ･申し込み先 〒950－8543

新潟市中央区万代２－2－1

第九管区海上保安部人事課

0120－444－576(フリーダイヤル）

採用予定数 約45名

受験資格 昭和63年４月２日以降に生

まれた方 ※ほかにもありますので、

詳しくは問い合わせください

１次試験日 11月１日(土)、２日(日)

受付期間 ８月28日(木)

～９月９日(火)消印有効

採用予定数　

船舶運行システム課程…約95名

航空課程…約10名

情報システム課程…35名

海洋科学課程…10名

受験資格 昭和60年4月２日以降に生

まれた方 ※ほかにもありますので、

詳しくは問い合わせください

１次試験日 ９月28日(日)

受付期間 ７月22日(火)

～８月５日(火)消印有効

大学校
・学校

申込方法 ①宝くじ代金②返信用封筒

③申込書を送付

※申込書は役場総務課にあります

申込締切 ７月24日(木) 必着

問い合わせ･申し込み先 〒100－8692

日本郵便銀座支店私書箱865号

みずほ銀行 サマージャンボ宝くじ

通信販売係 03－3944－9210

ジャンボ宝くじの大きな夢が通信販

売でもかないます。

賞金と本数一覧

ジャンボ30
年 記 念 賞

7等

6等

5等

4等

3等

2等 １億円

１千万円

50万円

１万円

３千円

300円

３万円

10万円

５千万円 80本

80本

3,960本

400本

4,000本

40万本

400万本

4,000万本

８万本

２億円 40本

等 賞金 本数

1等

1等の組違い賞

1等の前後賞

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


