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歴史とみちの館の催し

と　き ９月10日(水) 

９時に歴史館集合～16時

内　容 朴坂山に登って石の観察

申込締切 9月5日(金) 定員 先着20名

申し込み先 歴史館 64－1288

せきかわ地学散歩

と　き ９月12日(金) 15時～

内　容 酒と日本人についての話

講　師 岡村博さん その他 申込不要

問い合わせ先 歴史館 64－1288

酒の文化展Ⅳ解説会

１割お得！プレミア商品券

10月の発売を前に加盟店募集
他
団
体　

好評のプレミア商品券を10月１日か

ら販売します。その発売を前に、加盟

店の募集を行います。

※昨年加盟された事業所の方で、継続

して加盟する方は申込不要です

※今回新規に加盟したい方、昨年加盟

したが今回は加盟しない方は連絡願

います

発行総額 2,200万円

参加料 換金手数料(２％)

申込締切 ９月５日(金)

申し込み先 関川村商工会 64－1341 

と　き ９月３日(水)～７日(日)

８時30分～17時

ところ 選挙管理委員会(総務課内)

問い合わせ先 選挙管理委員会

(総務課内 64－1476)

選挙人名簿の縦覧村
か
ら　

村では、思春期の特に大事な学年で

ある小学５年生と中学３年生に授業の

一環で性教育講演会を開催します。一

緒に参加してみませんか。

青少年の健やかな成長のために

性教育講演会
村
か
ら　

村では、長寿をお祝いし米寿・100

歳の方に記念品を贈呈します。

贈呈日 9月12日(金)午後に訪問します

年齢の基準

米寿…大正9年4月1日～大正10年3

月31日生まれの方

100歳…明治41年４月1日～明治42

年3月31日生まれの方

問い合わせ先

健康福祉課福祉保険班 64－1472

村長･副村長がお届けします

長寿を祝う記念品
村
か
ら　

と　き ９月９日(火) 14時～15時

ところ 村民会館大ホール

小学５年生を対象にした講演会

と　き 10月７日(火)

13時50分～14時50分

ところ 関川中学校多目的教室

中学３年生を対象にした講演会

講　師 酒井由美子さん(長岡市在住、

開業助産師、思春期保健相談士)

その他 同講師による保護者向け講演

会を10月7日(火)夜に関川中学校ＰＴ

Ａ主催で開催予定です

問い合わせ先

健康福祉課健康介護班 64－1472

( 共　通 )

と　き ９月７日(日)

13時30分～16時30分

ところ 村上市消防本部３階講堂

対　象 一般住民の方、先着20名

内　容 心肺蘇生法／ＡＥＤの操作方法

／気道異物除去方法／止血法

問い合わせ先

村上市消防本部警防課 53－7223

身につけよう応急手当

普通救命講習会
消
防

連絡がなかった方は異常なし

検診結果がまとまりました
村
か
ら　

検診の種類

胸部レントゲン検診(６月実施)

胃がん・大腸がん検診(７月実施)

結　果 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。

※大腸がん検診を申し込みされた方

は、容器も一緒に返却してください。

＜受けなかった理由＞

●医療機関や人間ドックで受診した、

または、これから受診する予定

●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

受診しなかった方は連絡願います

問い合わせ・申し込み先 自衛隊新発田地域事務所 0254－26－5619

国
か
ら　

平成20年度

自衛官
募　集

高卒(見込み含む)で
21歳未満の方(学校
長の推薦が必要)

高卒(見込み含む)で
21歳未満の方

高卒(見込み含む)で
21歳未満の方

高卒(見込み含む)で
24歳未満の方

推

薦

一
般

防衛医科
大学校学生

看護学生

防衛大学校
学　　　生

９月５日(金)
～９月９日(火)

９月８日(月)
～９月30日(火)

９月８日(月)
～９月30日(火)

９月８日(月)
～９月30日(火)

９月27日(土)
・28日(日)

11月15日(土)
・16日(日)

11月１日(土)
・２日(日)

10月25日(土)

と　き ９月３日(水)～終了するまで

(終了したときはお知らせします)

対　象 関川村の全世帯

内　容 回収・リコール対象暖房機

の使用の有無、購入の記録などの聞

き込み調査

空き家の吸排気筒などの確認

問い合わせ先

松下電器産業(株) ＦＦ市場対策本部

新潟県担当 080－1507－2089

松下電器がＦＦ式石油暖房機の

全世帯を訪問調査します
他
団
体　



[敬老の日] 月15

7 日
[白露] 

秋季消防演習 (8:00～、村スポーツ公園）

[秋分の日] 
’08下越地区動物フェスティバル
(13:00～15:30、新発田市五十公野公園芝生広場）

火23

秋の全国交通安全運動 (～30日）
大島保育園運動会 (9:00～11:30、大島保育園）日21

日28

14 日

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。

1 水
2 木 高齢者交通事故防止運動 (～11月30日）

3 金 リズムウォーク□昼④(10:00～11:00、村民会館大ホール）

4 土
緑の少年団「育林活動」 (9:30～11:30、幾地の村有林）
コアエクササイズ□夜④(19:00～20:00、村民会館大ホール）

5 日

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 ９月11日(木)・25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 ９月17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 ９月10日(水)
申し込み先 社会福祉協議会 64－0111

特　　設
人権相談

こころの
健　　康
相 談 会

と　き ９月５日(金) 10時～15時
ところ 女川地区ふるさと会館
対　象 いじめ・親子・夫婦・不当な差別扱い・妨
害などでお困りの方

問い合わせ先 総務課総務班 64－1476

と　き ９月11日(木) 10時～12時（予約制）
ところ 村上地域振興局健康福祉部
担当医 村上はまなす病院 馬場肝作医師
申し込み先 村上地域振興局健康福祉部

地域保健課 53－8369

1 月

日 曜 行　事　予　定

10月

9月 歴史館企画展「酒の文化展Ⅳ 国産洋酒資料展」
(9:00～16:30、せきかわ歴史とみちの館、～11月3日まで）
特定健診結果説明会 (～9月9日まで）
健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）

2 火 フラダンス□夜⑤ (18:30～19:30、村民会館大ホール）
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）
特設人権相談 (10:00～15:00、女川地区ふるさと会館）

6 土 健康登山⑤ (5:00に村民会館集合、杁差岳、～7日まで）

8 月 健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）

9 火
９月定例村議会(予定)初日 (10:00～、議場）
性教育講演会【小学５年生対象】
(14:00～15:00、村民会館大ホール）

10 水
栄養教室③ (9:20～15:00、村民会館）
地学散歩 (9:00に歴史館集合～16:00、朴坂山）

11 木
心配ごと相談 (9:00～14:00、社会福祉センター）
ふるさときゃらばん公演「地震 カミナリ 火事 オヤジ」
(18:30～、村民会館アリーナ）

12 金
長寿を祝う記念品の配布 (対象：米寿・100歳の方、村内）
リズムウォーク□昼①(10:00～11:00、村民会館大ホール）

13 土
健康ウォーク⑤
(8:00に村民会館集合、村民会館～内須川の往復）
コアエクササイズ□夜①(19:00～20:00、村民会館大ホール）

日 曜 行　事　予　定

9月1日　　10月5日

木18

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）
1歳6か月、3歳児健診 (受付12:50～13:30、保健センター）

雑草観察会④ (13:30に村民会館集合、村民会館周辺）

水17

火16

機能訓練日 (9:30～11:30、保健センター）
リズムウォーク□昼②(10:00～11:00、村民会館大ホール）金19

下関保育園運動会 (8:30～12:00、下関保育園）
女川保育園運動会 (9:00～11:30、女川保育園）
おはなしの会 (10:30～11:00、村民会館会議室）
コアエクササイズ□夜②(19:00～20:00、村民会館大ホール）

土20

交通安全祈願祭 (9:00～、打上交通安全地蔵尊前）
健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）月22

水24
心配ごと相談 (9:00～14:00、社会福祉センター）
乳児健診･ブックスタート(受付13:00～13:30、保健センター）木25

リズムウォーク□昼③ (10:00～11:00、村民会館大ホール）金26
コアエクササイズ□夜③(19:00～20:00、村民会館大ホール）土27

健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）月29
栄養教室④ (9:20～15:00、村民会館）
歴史講座① (19:00～21:00、村民会館小会議室）火30

と　き 9月13日(土)10時30分～

ところ 情報センター

プラネタリウム

よだかは実にみにくい鳥です。

「鷹」という名前は付いています

が、本当は鷹の仲間ではありませ

ん。そんなよだかに鷹は「名前を

改めろ」といわれ、よだかは落ち

込んでしまいます。

よだかは生きているのがつらく

なり、星の仲間にしてもらおうと

空へ飛び上がりました。

と　き ９月６日(土)～

入場料

大人200円　　 小人100円 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 9月24日(火)9時から電話( 53－

7511)で受け付けます。

プラネタリウム
ものがたりシアター

プラネタリウム番組情報
宮沢賢治の世界～よだかの星～

10月のパソコン研修会

講座名 とき・対象

①ホームページ
作成研修(昼)

②エクセル中級
研修(夜)

③ワード中級
研修(昼)

10月１日(水)・２日(木)
【対象】文字入力とマウス操作
が容易にできる方

10月８日(水)・９日(木)
【対象】エクセル入門の受講者
または文字入力とマウス操作
が容易にできる方

10月15日(水)・16日(木)
【対象】ワード入門研修の受講
者または文字入力とマウス操
作が容易にできる方

上映作品

名作の風景－宮沢賢治－

狼森と笊森、盗森

どんぐりと山猫

定　員 先着80名　入場無料

と　き 毎週月曜の13時～21時

料　金 １時間500円

ピアノの練習者募集
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