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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

村民会館イベント

と　き ９月12日、19日、26日、

10月３日、10日、17日、24日

毎週金曜日　全７回 10時～11時

ところ 村民会館大ホール

内　容 リズミカルに動いてエクササ

イズ！大量の汗をかけます。

参加費 2,000円

講　師 スタジオプラス

申込締切 ９月10日(水)

問い合わせ先 村民会館 64－2134

歴史館企画展
健康教室第３弾

リズムウォーク (昼)

と　き ９月13日、20日、27日、

10月４日、11日、18日、25日

毎週土曜日　全７回 19時～20時

ところ 村民会館大ホール

内　容 最近話題のコアリズムの導入

編です。骨盤まわりを意識的に動か

しながら全身運動。まずは基本から。

参加費 2,000円

講　師 スタジオプラス

申込締切 ９月10日(水)

問い合わせ先 村民会館 64－2134

健康教室第４弾

コアエクササイズ (夜)

と　き ８月23日(土)～11月３日(月)

日本人になじみのな

かった洋酒(ビール･ウ

ィスキー等)をいかに普

及・浸透させたか…。

広報・宣伝を支えた

チラシやグッズなどを

展示します。

問い合わせ先

歴史とみちの館

64－1288

酒の文化展Ⅳ 国産洋酒資料展
ビール･ウイスキー等を支えた広告と景品

と　き ８月20日(水)

13時30分に村民会館集合

ところ 村民会館周辺

申込締切 ８月19日(火)

※前回の参加者も申し込みください

申し込み先 村民会館 64－2134

雑草観察会③

今年も学生ボランティアが関川村に

やってきます。今年は過去最高の150

名が８月28日から関川村に来る予定で

す。

学生たちは村に滞在中、さまざまな

活動に励みます。村民の皆さんも学生

たちと一緒にボランティア活動をしま

せんか。

と　き ８月30日(土)

９時集合～12時

小雨決行　 申込不要

ところ 河川敷フラワーパーク

内　容 平成16年７月17日の集中豪

雨で冠水したフラワーパークを清掃。

（川石などの撤去作業）

問い合わせ先

総務課企画財政班 64－1476

学生ボランティアと一緒に

活動してくれる方大募集
村
か
ら　

と　き ８月28日(木) 

15時55分～

放送局 ＢＳＮテレビ

番組名 イブニング王国

コーナー名

知子のお宝なあに？おじゃま旅

問い合わせ先

総務課総務班 64－1476

関川村と大したもん蛇が
テレビ放送されます

村
か
ら　

と　き ９月28日(日)

ところ 村上市民ふれあいセンター

内　容 １stステージ 13時～

太鼓まつり(地元和太鼓グループ)

…瀬波温泉潮太鼓･えちごせきかわ

太鼓龍泉会

２ndステージ 14時30分～

藤本吉利・今福 優「大太鼓の響演」

チケット(全席自由)

2,000円(当日は500円増し)

チケット販売所

村上市内各地区公民館

村上市民ふれあいセンターほか
問い合わせ先 村上市民ふれあい

センター 52－0201

世界で活躍する２人の和太鼓奏者の

共演が実現！

「和太鼓打ち」であることにこだわ

り続ける２人の熱い思いをご体感くだ

さい。当日は、えちごせきかわ太鼓龍

泉会も参加します。

鼓童　藤本 吉利 (撮影SHIGGY)

元 鬼太鼓座　今福　優

他
団
体　

これぞ和太鼓！日本の響き

LIVE in 村上

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27日(水)

看
板（
木
製
）



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

今年の６月14日に発生した岩手・宮

城内陸地震の一部被災地で広報無線の

受信機が電池切れのため機能しないと

いうケースがありました。

そこで、停電したときも使えるよう

に戸別受信機の電池交換は１年に１回

を目安に行うようにしてください。定

期的に交換することで、電池の液漏れ

も防ぐことができます。

問い合わせ先

総務課総務班 64－1476

平成21年３月受付終了

特別慰労品の贈呈
他
団
体　

平和記念事業特別基金では、いまだ

請求されていない恩給欠格者、戦後強

制抑留者、引揚者の「ご本人」に「特

別慰労品」を贈呈しています。

注意 ご遺族は対象となりません。

引揚者は終戦の日まで引き続き１年

以上外地で生活していて、戦後引き

揚げてきた家族全員が対象です。

請求期限 平成21年３月31日まで

※請求用紙は住民税務課にあります

問い合わせ先 独立行政法人平和記念

事業特別基金 0120－234－933

目安は１年に１回

広報無線機の電池交換
村
か
ら　

関川村・村上市・粟島浦村から代表

として選ばれた中学生５人が熱く語り

ます。事前申し込みは不要です。

５人の主張をぜひ、聞いてくだい。

と　き ９月４日(木) 13時～

ところ 村上地域振興局２階

第１～第３会議室

問い合わせ先 村上地域振興局

健康福祉部企画調整課 53－8361

わたしの主張
村上・岩船地区大会

県
か
ら　

納める時期

第１期 ９月１日(月)まで　

第２期 12月１日(月)まで

納税窓口 最寄の金融機関・郵便局・

地域振興局県税部で納めてください

口座振替 預金口座のある金融機関で

申し込みください

問い合わせ先 新発田地域振興局

県税部課税課 0254－26－9024

個人事業主の皆さん

個人事業税の納税はお早めに
県
か
ら　

と　き ８月23日(土)10時～12時

ところ 村上市勤労青少年ホーム

講　師 新潟地域若者サポートステー

ション所長 武田貞彦さん

定　員 先着40名

参加費 無料

問い合わせ・申し込み先

村上地域若者サポートステーション

50－1553

村上サポステ保護者向けセミナー

今、私たちにできること
他
団
体　

税関では、終戦後の混乱期に戦地か

ら引き揚げてきた方々が、当時国内に

持ち込むことができず税関などに預け

ていた通貨や証券などをお返ししてい

ます。

返還の問い合わせは常時受付してい

ます。お気軽にお問い合わせください。

※本人以外の家族の方も電話・郵便で

問い合わせできます

税関では通貨や証券を
お返ししています

国
か
ら　

と　き ８月20日(水)10時～15時

ところ 新潟歴史博物館敷地内旧税関

庁舎内 (新潟市中央区柳島2－10)

問い合わせ先 〒950－0072

新潟市中央区竜が島1－5－4

新潟港湾合同庁舎内

新潟税関支署 統括監視官第2部門

025－244－9314

保管物件の虫干し(一般公開)

深沢集落内の速度規制区間が延伸し

ました。

運転者の皆さんは速度規制を守って

交通事故を起こさない、あわないよう

ご注意ください。

規制区間 女川橋(宮前)～上野新集落

～深沢集落～稲荷神社(上野原)

速度規制区間が延伸

深沢集落内が時速40km
村警
・察

問い合わせ先

村上警察署 52－0110

総務課総務班 64－1476

統合小学校建設工事のため

平成22年３月まで 関小学校の通学路が変更
村
か
ら　

統合小学校建設工事のため、通学路

を変更します。事故のないよう、ご注

意ください。

期　間 平成22年３月まで

問い合わせ先

学校教育課 64－1491
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