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村民会館イベント

と　き ８月15日(金)

受付9時～9時20分　開会9時30分～

ところ 村民会館大ホール

対　象 昭和62年４月２日～

昭和63年４月１日までに生まれた方

内　容 記念式典 恩師からのビ

デオレター　 記念写真撮影

問い合わせ先 村民会館 64－2134

第 54 回 成 人式

村民会館から作品募集

締切は今月末です。

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

ほかにもありますので、詳しくは村

民会館へ確認ください

作品提出締切 ８月31日(日)厳守

提出先 村民会館 64－2134

文芸せきかわ原稿募集

村民文化祭作品募集

と　き ８月16日(土)８時～

ところ 村スポーツ公園

申込締切 ８月11日(月)

組み合わせ抽選会 ８月11日(月)

村民会館で19時～

申し込み先 村民会館 64－2134

第41回 村長杯野球大会

今年も11月３日から５日まで文化祭

を開催します。

あなたの力作をぜひ、応募ください。

募集作品 絵画・書道・陶芸・写真・

押し花・生け花・菊・手芸・園芸作

品・趣味の作品など

※申し込み方法などは後日、広報お知

らせ版でお知らせします。

問い合わせ先 村民会館 64－2134

社協では、８月から「お届けお昼ご

飯事業」を実施します。

それに先立ち、弁当配達のボランティ

アを募集します。

※毎日でなくても、「週何曜日だけ」、

「月何日と何日だけ」などでも大変

助かります。ご協力お願いします。

事業の内容 毎日の食事作りが困難な

方を対象に昼食を配達。

(日曜と年末年始を除く)

配達の範囲 村内

ボランティア１人当たりの配達個数

当初は３個程度～10個まで

弁当の受取場所 ゆうあい(湯沢)

配達時間 11時40分～12時40分

配達に使う車

ボランティアのマイカー

謝　金 1回500円 (ガソリン代として)

問い合わせ・申し込み先

関川村社会福祉協議会 64－0111

お届けお昼ご飯事業

配達ボランティア募集
社
協

関川中学校では主張大会を開催しま

す。当日は、各学年から予選で選ばれ

た代表者が力強い発表を行います。

中学生が今、考えていること、若く、

熱い主張をぜひ聞いてください。

と　き ８月25日(月) 13時30分～

ところ 村民会館大ホール

問い合わせ先

関川中学校 64－1063

中学生の主張を聞こう！

わたしの主張大会
関
川
中

児童、生徒たちと一緒にいじめのこ

とを考えませんか。

大勢の参加をお待ちしています。

と　き ８月９日(土)９時～11時30分

ところ 関川中学校体育館ほか

分科会で教室を使用

内　容 村内の小中学校から「いじ

め根絶の取り組み」を発表

関川中生徒の寸劇とグループ協議

問い合わせ先 学校教育課 64－1491

地域一体で「いじめ」に取り組み

いじめ根絶関川村民集会
村
か
ら　

と　き ８月21日(木)18時～

ところ 村民会館大ホール

講　師 森口健司さん(徳島県・教員)

講師紹介 徳島県出身、あらゆる差別

人権・同和問題講演会

ひとごとからわがことへ
村
か
ら　

をなくしたい

森口さんは、

その果てしな

い闘いに生涯

をかけていま

す。

講演では、

差別解消への

道筋をエネル

ギッシュに語
ります。

その他 申込不要・入場無料

詳しくは全戸配布したチラシをご覧

ください

問い合わせ先

総務課総務班 64－1476

関川愛広苑
垂 水 の 里

夏祭り納涼！
他
団
体　

と　き ８月８日(金) 19時～21時

ところ 垂水の里駐車場

内　容 出店 (ゲーム・かき氷・飲

み物など)

盆踊り大会 (参加者には景品をプレ

ゼント！)

問い合わせ先

関川愛広苑 夏祭り担当 60－4025

垂水の里 夏祭り担当 64－2322

仮装盆踊り参加者大募集

たかつぼ夏祭り
他
団
体　

と　き ８月９日(土) 受付18時～

ところ たかつぼ駐車場 (坂町病院隣)

仮装盆踊りの参加申込方法 電話で申

し込みください。その際、必要事項

をお伝えください

必要事項 団体名／代表者名／連絡

先／チーム名／人数

申込締切　８月５日(火) 

問い合わせ・申し込み先

たかつぼ 夏祭り担当 62－1455

講師の森口健司さん



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

５名１チームで100日間の無事故・

無違反を目指しましょう。達成チーム

には、記念品のほか、抽選で豪華海外

旅行や温泉宿泊券が贈呈されます。

参加資格 運転免許を持ち、県内に居

住または通勤・通学している方

チャレンジ100の期間

９月23日(火)～12月31日(水)

参加費 １チーム1,000円

申込締切 8月31日(日)

申込方法 申込書に必要事項を記入し

て、郵便局で参加費を振り込んでく

ださい

※申込書は役場総務課にあります

問い合わせ先

県民生活課 025－280－5136

5名1組で交通安全チャレンジ

安全運転･チャレンジ100
県
か
ら　

児童扶養手当と特別児童扶養手当の

認定を受けている方は、８月１日現在

の状況を提出ください。

現況届などは８月上旬に郵送でお届

けします。届かない方は健康福祉課へ

連絡願います。

提出期限 期限内に提出がないと８月

以降の手当が受け取れなくなります

のでご注意ください。

児童扶養手当…８月29日(金)まで

特別児童扶養手当…８月11日(月)～

９月10日(水)まで

問い合わせ・提出先

健康福祉課福祉保険班 64－1472

児童手当･特別児童扶養手当

現況届を忘れずに
村
か
ら　

問い合わせ先 関川診療所 64－1051

診療所休診します
休診日　8月8日(金) 特定健診結果説明会

知って安心！ あなたの健康8月21日(木) 
～9月9日(火）

と　き 時　間と　こ　ろ対　　象　

８
　
月

９
　
月

21日(木)

22日(金)

25日(月)

26日(火)

27日(水)

28日(木)

１日(月)

２日(火)

３日(水)

４日(木)

５日(金)

８日(月)

９日(火)

9:45～11:30

13:45～15:30

9:45～11:30

13:45～15:30

13:45～15:30

9:45～11:30

13:45～15:30

9:45～11:30

13:45～15:30

9:45～11:30

13:45～15:30

9:45～11:30

13:45～15:30

9:45～11:30

13:45～15:30

9:45～11:30

13:45～15:30

9:45～11:30

13:45～15:30

9:45～11:30

上関集落開発センター

湯沢集落センター

南赤谷公会堂

山本公会堂

上土沢集落開発センター

むつみ荘

辰田新集落センター

大島集落開発センター

大石公会堂

女川地区ふるさと会館

女川地区ふるさと会館

中束集落センター

川北地区ふるさと会館

七ケ谷地区ふるさと会館

下川口集落センター

保健センター

高田地区ふるさと会館

金丸公会堂

九ケ谷地区ふるさと会館

保健センター

上関全域

湯沢

南赤谷・勝蔵・内須川

山本・幾地・鍬江沢

上土沢

高瀬・沢

辰田新・打上

大島・下土沢

大石・金俣

上野新・上野原・深沢・上野
・若山・小和田

宮前・朴坂・南中

中束・蕨野・田麦千刈・上新
保・蛇喰

小見・上野山・小見前新田・
松ヶ丘・滝原・松平

安角・鮖谷・久保・蔵田島

下川口・荒川台・大内淵・上

川口

下関１～18組

高田・平内新・桂

金丸・八ツ口

片貝・沼・聞出

下関19組～

問い合わせ先　健康福祉課 健康介護班 保健師 64－1472

やむを得ない理由で他の会場へ出席

する方や説明会の前に結果を知りたい

方 (8月7日以降なら役場でお渡しでき

ます)は事前にご連絡ください

保健センターの健康相談(毎週月曜

日10時～14時)においでいただいても

結構です。(事前連絡願います) 

特定健診の結果をお返しできる方

は、①村の国保加入者 ②後期高齢

加入者 ③30歳代 の方です。

※社保などの被扶養者の方には健診

業者から郵送で送られます。

（説明会ではお渡しできませんの

でご注意ください）

○社保などの扶養者の方で結果の見

方や日常生活の相談を希望する方

は、結果表を持参ください。
注意！

村
か
ら　

お
盆
期
間
の
業
務
日
程

施設名など

役　場

診療所

村民会館

図書室

学童保育所

ご　み

し　尿

ど～む

ゆ～む

路線バス

問い合わせ先 11日 (月) 12日 (火) 13日 (水) 14日 (木) 15日 (金) 16日 (土) 17日 (日)

住民税務課住民環境班

64－1471

管理公社

64－0252

64－1726

新潟交通観光バス(株)

64－1102

健康福祉課福祉保険班

64－1472

64－2134

64－1051

64－1441 平常どおり 平常どおり 平常どおり

平常どおり 平常どおり 平常どおり

平常どおり 平常どおり

13時～
17時30分

13時～
17時30分

13時～
17時30分

13時～
17時30分

９時～
17時

９時～
17時

平常どおり

平常どおり

収集は通常通り ※7時30分までに出してください

くみ取りのお申し込みはお早めに
（公衛社TEL62－5121へ）

平常どおり 平常どおり

平常どおり 平常どおり

平常どおり 平常どおり 休み 休み

休み休み休み 休み

平常の土日
と同じ

平常の土日
と同じ

休み休み休み

休み

休み

光兎こども館 平常どおり 平常どおり 平常どおり 休み休み休み 平常どおり

休み

休み休み休み休み

休日ダイヤ休日ダイヤ休日ダイヤ休日ダイヤ平日ダイヤ平日ダイヤ平日ダイヤ

13時～
22時

13時～
22時

８時30分～
22時

８時30分～
22時

８時30分～
22時

８時30分～
22時

８時30分～
22時

9時～22時 9時～22時 9時～22時 9時～22時 9時～22時 9時～22時 9時～22時
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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

平成18年11月に住民基本台帳法が

改正されました。

この改正によって、ダイレクトメー

ルを送付するためなどの営利目的の

閲覧は禁止されました。

閲覧ができるのは公共的な目的で市

町村長が認めたものに限り、閲覧状

況の公表が義務化されました。

問い合わせ 住民税務課

住民環境班 64－1471

(株)ＩＴスクエア
「平成20年度県民アンケート
調査」の協力員候補者抽出
(委託者 新潟県知事政策局)

平成20年

２月８日

幾地・
湯沢・
朴坂

20歳以上

(株)ＩＴスクエア
「平成19年度県民意識調査」
の協力員候補者抽出
(委託者 新潟県知事政策局)

平成19年

７月26日
大島 20歳～75歳

･平成2年4月2日～
平成3年4月1日生
･平成5年4月2日～
平成6年4月1日生

住所区域 年齢
閲覧した住民の範囲閲　覧

年月日
利用目的申請者

平成19年４月から平成20
年3月までに村で閲覧を許可
した案件を公表します。

村
か
ら　

更年期障害、婦人科疾患などの症状

で不安や心配のある女性の方、産婦人

科専門医に相談してみませんか。

と　き 8月19日(火)

13時30分～16時　※予約制

ところ 村上保健所

相談医 佐々木綾子さん

(保健所長・産婦人科医師)

問い合わせ・申し込み先

村上地域振興局 健康福祉部

地域保健課 53－8369

産婦人科専門医に相談

女性の健康相談会
相談
案内

お盆に近づくと列車の混雑が予想さ

れます。乗車券、指定券を買い求めの

際はぜひ下関駅で購入ください。

下関駅では、１か月以上前でも電話

で受け付けています。

※学生割引証も利用できます

問い合わせ先 越後下関駅 64－1044

下関駅からのお願い

乗車券は下関駅で購入を！
他
団
体　

取引や証明に使う「はかり」は計量

法で定期検査を受けなければなりませ

ん。初めての方は、忘れずに受検して

ください。

と　き 9月5日(金) 9時～12時…下

関／七ケ谷／湯沢／川北／女川地区

13時～14時30分…上関／四ケ字／

霧出／九ケ谷地区

ところ 役場裏の車庫

初めて受験する方 ８月８日(金)まで

に農政観光課へ連絡願います

問い合わせ・申し込み先

農政観光課商工観光班 64－1478

初めての方は忘れずに

はかりの定期検査
村
か
ら　

募集職種・人員

一般事務(高校卒業程度)･３名程度

警察事務(高校卒業程度)･７名程度

総合土木(高校卒業程度)･１名程度

診療放射線技師(短大卒業程度)

･３名程度

司書(短大卒業程度)･１名程度

学校事務職員・24名程度

学校栄養職員・３名程度

受験資格

高校卒業程度、学校事務職員

…昭和62年４月２日～平成３年４月

１日までに生まれた方

短大卒業程度、学校栄養職員

…昭和57年４月２日～平成元年４月

１日までに生まれた方

※ほかにもありますので、詳しくは案

内をご覧ください

※案内は村上地域振興局にあります

１次試験日 ９月28日(日)

受付期間 ８月14日(木)～

９月８日(月) 消印有効

問い合わせ・申し込み先

県人事委員会 025－280－5538

新潟県職職員採用試験県
か
ら　

村では、女川地区のインターネット

環境を向上させるため、サービス業者

と協力して整備事業を行う予定です。

サービス業者では採算性の観点か

ら、最低加入世帯を設けています。

今後事業を進めるにはできるだけ多

くの世帯の加入が条件となります。イ

ンターネットに興味のある方は、皆さ

んお誘いあわせのうえ、ぜひ参集くだ

さい。

と　き ８月７日(木) 19時～

ところ 女川地区ふるさと会館

対　象 女川地区にお住まいの方

内　容 事業の概要説明

ニーズの調査

問い合わせ先

総務課企画財政班 64－1476

快適なインターネット環境を整備

女川地区ブロードバンド説明会
村
か
ら　

問い合わせ先 新潟・福岡交流促進協

議会事務局 (県交通政策局空港課

025－280－5471)

福岡の観光名所 大宰府天満宮
学問の神様･菅原道真を祀る全国天満宮の総本社

新潟18時55分→福岡20時35分
福岡16時45分→新潟18時20分

新潟県と新潟市では、新潟と福岡を

直行便で結ぶ「新潟－福岡線」の利用

促進に取り組んでいます。

新潟空港からひとっ飛び

福岡･九州へ！
他
団
体　

社会福祉法人
村上岩船福祉会

職員募集
他
団
体　

募集職種 看護師･管理栄養士･介護士

募集人員 それぞれ若干名

受験資格(職種ごとに違うもの)

看護師…看護師免許証 (准看護師含

む)を有する方

管理栄養士…管理栄養士免許を有す

る方

介護士…介護福祉士の資格を有する

方

受験資格(全職種共通)

平成21年３月までに免許、資格を

取得見込みの方を含む

村上岩船福祉会のいずれの施設(村

上市、関川村)にも勤務が可能なこと

申込締切 ８月21日(木)16時まで　

１次試験日 ９月７日(日)

受験用紙 村上岩船福祉会の各施設に

あります

問い合わせ・申し込み先

村上岩船福祉会事務局

(いわくすの里内) 50－2222

皮膚科の診察曜日が変わりました。

新　月曜、金曜日

旧　火曜、金曜日

問い合わせ先

県立坂町病院 62－3111

県立坂町病院の
外来診療内容が変更

県
か
ら　

村全域
自衛隊新潟地方
協力本部　新発
田地域事務所

自衛官募集に関する適齢者
抽出

平成19年

12月３日



17 日

10 日

3 日 第59回新潟県消防大会 (十日町市立西小学校）

日24

大蛇パレード (9:30～12:15、垂水の里～役場前）
よさこいソーラン (10:50～、役場前特設広場）
龍泉太鼓披露・喜っ喜大会・福まき
(大蛇パレード終了後、役場前特設ステージ）

日31

4

1 月
健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）

2 火

1 金

日 曜 行　事　予　定

9月

8月 歴史館企画展「県立近代美術館巡回ミュージアム」
(9:00～16:30、せきかわ歴史とみちの館、～8月19日まで）

2 土
健康登山⑤ (5:00に村民会館集合、杁差岳、～3日まで）
「フラダンス」□夜⑤ (18:30～19:30、村民会館大ホール）

4 月 健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）

日 曜 行　事　予　定

8月1日　　9月5日

心配ごと相談 (9:00～14:00、社会福祉センター）
特定健診結果説明会
(～9月9日まで、8月29日・土・日曜を除く）
人権・同和問題講演会「ひとごと」から「わがこと」へ
(開演18:00～、村民会館大ホール）

木21

［大暑］
歴史館企画展「酒の文化展Ⅳ 缶ビール展」
(9:00～16:30、せきかわ歴史とみちの館、～12月26日まで）
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）

金22

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 ８月７日(木)・21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 ８月20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 ８月13日(水)
申し込み先 社会福祉協議会 64－0111

平成21年５月から裁判員制度
が実施されます。この制度につい
て分かりやすく解説します。
と　き ９月６日(土)

13時30分～15時
ところ 情報センター２階会議室
内　容 「もし裁判員になったら」
講　師 鯰越 溢弘さん
(新潟大学法科大学院教授)
※入場無料　※要申込
受付開始 ８月18日(月)９時から
電話( 53－7511)で受け付け
ます。

にいがた連携公開講座に関連し
た上映内容です。あわせてご覧く
ださい。
と　き ９月５日(金)19時～
上映作品 裁判員　－選ばれ、そ
して見えてきたものー　

ところ
情報センター視聴覚ホール

定　員 先着200名　※入場無料

時　間 昼の部　13時30分～15時30分
夜の部　19時～21時

定　員 各講座とも先着８名
受講料 500円(テキスト代)
受付開始 8月19日(火)9時か電話( 53－7511)
で受け付けます。

にいがた連携公開講座

情報センター映画上映会 9月のパソコン研修会

講座名 と　き 対　 象

①ワード入門
研修(昼)

②ワード中級
研修(夜)

9月10日(水)
・11日(木)

③パソコン入門
研修(昼)

9月17日(水)

④インターネット
入門研修(昼)

9月18日(木)

⑤エクセル入門
研修(夜)

9月24日(水)
・25日(木)

9月3日(水)
・4日(木)

ワードを初めて操作
する方

文字入力とマウス操
作が容易にできる方

パソコンを初めて操
作する方

文字入力とマウス操
作が容易にできる方

マウス操作が容易に
できる方

5 火 栄養教室② (9:00～15:00、保健センター）

6 水 「フラダンス」□昼⑤ (10:00～11:00、村民会館大ホール）

7 木

［立秋］
心配ごと相談 (9:00～14:00、社会福祉センター）
せきかわチャレンジスクール (～10日まで）
女川地区ブロードバンド説明会
(19:00～、女川地区ふるさと会館）

8 金 関川愛広苑･垂水の里夏祭り(19:00～21:00、垂水の里駐車場）

9 土
いじめ根絶関川村民集会
(9:00～11:30、関川中学校体育館ほか）
「フラダンス」□夜⑥ (18:30～19:30、村民会館大ホール）

11 月
健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）
乳児(4～5か月児)相談 (受付13:10～13:30、保健センター）

12 火
13 水
14 木
15 金 第54回成人式 (受付9:00～、村民会館大ホール)

16 土 第41回村長杯野球大会 (8:00～、村スポーツ公園)

20 水

「フラダンス」□昼⑥ (10:00～11:00、村民会館大ホール）
機能訓練日 (9:30～11:30、保健センター）
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）
雑草観察会③ (13:30に村民会館集合、村民会館周辺）

18 月 健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）

19 火 幼児歯科健診･2歳児相談(受付13:00～13:45、保健センター）

［処暑］
「フラダンス」□夜⑦ (18:30～19:30、村民会館大ホール）土23

健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）
関川中・わたしの主張大会 (13:30～、村民会館大ホール）

月25

火26
「フラダンス」□昼⑦ (10:00～11:00、村民会館大ホール）
三種混合予防接種③ (受付13:00～13:30、保健センター）

水27

木28
8.28水害殉難者供養祭 (10:00～、湯沢観音公園）
安全祈願祭・ミニ大蛇パレード
(17:30～、おりのの碑[蛇喰]）
灯ろう流し (18:30～、高瀬河原）

金29

よさこいソーラン (17:00～18:00、高瀬温泉街）
花火大会 (19:00～、丸山大橋下流）
大盆踊り大会 (20:00～、高瀬ふるさと会館前駐車場）

土30

3 水

4 木
第34回高齢者体育レクリエーション大会
(9:00～、村民会館アリーナ）

5 金
はかりの定期検査
(9:00～12:00、13:00～14:30、役場裏車庫）
肺がん喀痰検診提出日 (9:00～10:30、保健センター）


