
1

広　報

お知らせ版

発行／新潟県　関川村
編集／総務課
ＴＥＬ（0254）64―1441（代）
ＴＥＬ（0254）64―1476（直通）
ＦＡＸ（0254）64―0079

No.357
2008年（平成20年）

10..1
1989年（平成元年）4.15創刊

よさこいソーラン　 龍泉太鼓　

フリーマーケット　 商工会出店

街並み見学…国重文佐藤邸、県指定文化財津野邸、明治の洋館

旧斉藤医院が特別に公開されます。

※見学会は各邸の都合で終了時間が異なることがあります）

笹舟レース(小学生以下に限る) など

問い合わせ先 農政観光課商工観光班 64－1478

と　き 10月26日(日) 9時～15時

ところ 役場前～柳とせせらぎ通り フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
屋
台
で
に
ぎ
わ
い
ま
す

よさこいチームが多数出場する予定です。ご期待ください！

えちごせきかわ堀と柳の秋まつり

と　き 10月26日(日) 9時～15時

ところ せきかわふれあいど～む

秋の恵み
を満喫

まつりの内容

問い合わせ先 農林業まつり実行委員会(農政観光課内 64－1447)

イベント
卸 売 会
サービス
コーナー

500人ジャンボ鍋「にいがた地鶏鍋」

サケのつかみどり

チャリティー餅つき 福引き

「釣って釣って釣っちゃって！」景品フィッシングゲーム大会

農林畜産物展示即売会

人
分
の
ジ
ャ
ン
ボ
鍋

恒
例
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
餅
つ
き

これからの冬に備えて生活用品など

を豊富に取り揃えてお待ちしています。

秋の生活総合大展示即売会

堀と柳の秋まつり会場までシャトル
バスが運行します

関川村農林業まつり
第27回

500

参加費 500円

申し込みは平日のみ受け付けます

販売スペースの敷物・展示物などは各自で準備

してください

どなたでも参加できますが、

①中学生以下は保護者が同伴すること

②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

フリーマーケット出店者募集



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

村民会館イベント
第10回村民ゴルフ大会

と　き 10月13日(月)８時30分～

ところ 村上市営あらかわゴルフ場

参加費 3,000円

申込締切 10月３日(金) 

申し込み先 村民会館 64－2134

歴史とみちの館の催し
秋の美術館めぐり

と　き 10月８日(水)

７時に歴史館集合

行き先 上越市総合博物館、小林古径

記念館ほか

定　員 先着20名

参加費 5,000円(昼食代含む)

申し込み先 歴史館 64－1288

歴史講座②（全3回）
と　き 10月28日(火) 19時～21時

ところ 村民会館小会議室

内　容 村の採鉄、製鉄について②

講　師 高橋重右エ門さん

（前歴史館館長）

申し込み先 歴史館 64－1288

うんめもんを満喫！
うんめもんネット「合同市」

県
か
ら　

村上･岩船地域の新鮮野菜やきのこ、

魚の干物、農産加工品などを用意！

と　き 10月11日(土)10時～15時30分

ところ ジャスコ村上東店・村上プラ

ザ屋上のぼり口横駐車場

内　容

農林水産物、加工品の直売など

問い合わせ先 村上地域振興局

農林振興部普及課 52－7930

ご協力ありがとうございました

愛の協力金
村
か
ら　

7月に実施した愛の協力金(会員募

集)について大勢の皆様からご協力を

いただき、ありがとうございました。

問い合わせ先

総務課総務班 64－1476

児童手当を振り込みます村
から　

振込日 10月10日(金) 

内　容 ４か月分(６月～９月分) 

問い合わせ先　

健康福祉課福祉保険班 64－1472

実 績　 会員数 1,737件
総　額 527,534円

村上地域グリーン･ツーリズム

写真コンテスト
他
団
体　

募集テーマ

行ってみたいな えちご村上、関川、

粟島　 ～ひと、まち、ふれあい～

応募資格 プロ・アマチュアの別、年

齢、住所は問いません

応募規定 村上地域 (村上市、関川

村、粟島浦村)で撮影されたもの

作品規格は四つ切

自作で未発表のもの

応募点数は１人３点まで、入賞は１

人１点

人物などが特定できるときは、同人

の了解を得るなどの配慮をすること

応募締切 平成20年12月31日(水)

問い合わせ・応募先 村上地域グリー

ン･ツーリズム協議会事務局(道の駅

「朝日」みどりの里内 72－0663)

問い合わせ・申し込み先 村民会館 64－2134

皆さんからの応募をお待ちしていま

す。

募集作品 絵画・書道・陶芸・写真・

押し花・生け花・手芸・菊・趣味の

作品など

申込方法 出品申込書を提出してくだ

さい (詳しくは広報と一緒に配布し

たチラシをご覧ください）

申込締切 10月14日(火)

作品展示と搬出スケジュール

展示…10月31日(金)9時～

搬出…11月３日(月)15時30分～

文化祭作品募集

文化祭スケジュール

文化祭

と　き 11月１日(土)～3日(月)
９時～17時
３日のみ15時まで

ところ 村民会館大ホール

菊花展
と　き 11月１日(土)～３日(月)

９時～17時
ところ 村民会館大ホール入口

茶　会

と　き 11月２日(日)
10時～15時30分

ところ 村民会館休養室ほか
※茶席券(1席500円)が必要です
詳しくは村民会館 (TEL 64－
2134)へ

秋の恒例 文化祭・茶　会・菊花展

普段は非公開の２階に展示
渡邉邸 佐久間節子裂織作品展

他
団
体　

と　き 10月18日(土)～

11月３日(月) ９時～17時

料　金 大人500円

ところ 国重文渡邉邸

内　容　阿賀町(旧三川村)在住の佐久

間節子さんの裂織を展示します

展示場所 渡邉邸で通常非公開の前２

階と１階の前座敷など

非公開の部屋が見学できます

渡邉邸は平成21年１月から約５年

間、改修工事のため休館する予定です。

この機会にぜひご覧ください。

問い合わせ先

渡邉家保存会 64－1002

関川中学校ＰＴＡと関川村子育て支

援ネットワーク協議会では、保護者向

けの講演会を開催します。

中学生の保護者はもちろん、一般参

加者も歓迎します。若者の性の現状を

聞いてみませんか。

と　き 10月7日(火)18時30分～20時

ところ 村民会館大ホール

演　題

思春期を親子で乗り越えるために

～心と体の健康管理について～

講　師 酒井由美子さん

(長岡市在住、思春期保健相談士)

問い合わせ先

健康福祉課健康介護班 64－1472

思春期の子を持つ

保護者のための講演会
村
か
ら　



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

首都圏在住関川村人会(会長 加藤勇)

では、会員を募集しています。

村民の皆さんのご親戚、ご兄弟など

で加入されていない方がいましたらこ

の機会にぜひ、ご紹介ください。

加入案内は後日送付します。

加入対象者 東京都、神奈川県、埼玉

県、茨城県、栃木県、群馬県に住ん

でいる村の出身者

会員特典 総会への出席(自由)

村広報紙の送付 など

年会費 3,000円

平成20年度総会 11月30日(金)

[東京都] 上野精養軒

※新規加入者で総会に出席される方は

11月７日(金)までに連絡ください

問い合わせ・紹介先 村人会事務局

（農政観光課内 64－1478）

皆さんのご親戚を紹介ください

首都圏在住関川村人会員募集
村
か
ら　

募集人員 １名

受験資格 昭和48年４月２日以降に生

まれた方で保健師の免許をお持ちの

方(平成21年3月までに取得する見込

み含む）

申込締切 10月31日(金)

土・日曜を除く

8時30分～17時30分

郵送のときは当日消印有効

試験日 11月15日(土)

試験の内容 面接考査

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

問い合わせ・申し込み先

総務課総務班 64－1476

平成21年４月採用

関川村職員(保健師)募集
村
か
ら　

と　き 10月１日(水)～７日(火)

各事務所の執務時間中

ところ 県内の各司法書士事務所

内　容 登記・訴訟・相続・多重債

務・悪徳商法などの法律相談

問い合わせ先

県司法書士会 025－228－1589

と　き 10月１日(水)～７日(火)

※４日(土)、５日(日)除く　

９時～17時　

ところ 新発田公証役場 (新発田市本

町1－3－5 第5樫内ビル3階) 

内　容 遺言や任意後見契約(財産

管理・身上監護)に関すること など

問い合わせ先

新発田公証役場 0254－24－3101

司法書士無料相談週間相談
案内

公証週間無料相談相談
案内と　き 10月30日(木) 13時30分～　

ところ 保健センター

対象者 物忘れが多く生活に支障があ

る、または徘徊、夜間不穏、被害妄

想などの症状がある本人や家族

相談担当医師

黒川病院長　関野 敏 医師ほか

申込締切 10月14日(火)

問い合わせ先

地域包括センター 64－1473

認知証療養相談会相談
案内

オストメイト協会主催

社 会 適 応 訓 練
他
団
体　

と　き 10月19日(日)

10時30分～14時30分

ところ [新発田市]諏訪神社 豊谷殿

対　象 オストメイト(人工肛門・人

工膀胱保有者)とその家族の方

講　師 県立新発田病院

ＷＯＣＮ 佐藤 奈津子 先生

問い合わせ・申し込み先 (社)日本オ

ストミー協会新潟県支部(源川医科

器械(株)内 025－229－7775)

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

医師確保と診療機能充実を推進

坂町病院活性化促進大会
村
か
ら　

と　き 10月25日(土)10時～12時

ところ 胎内市黒川地区公民館

講　演 「地域医療と県立病院の役割」

講師…新潟県病院局長 江口孝雄さん

「新しい時代における

坂町病院の役割」

講師…県立坂町病院

内科部長 近 幸吉医師

問い合わせ先

健康福祉課健康介護班 64－1472

※立烏帽子の頂上は急な鎖場があるため、小学校低学年以

下のお子さんは「梁山泊」までとなります

定　員 先着40名程度　　申込締切 10月17日(金）

参加費 1人500円※大石産のなめこ汁を振る舞います

問い合わせ・申し込み先 大石・山と川に親しむ会事務局

高橋 (FAX兼用)64－2170

秋の陽を浴びながら立烏帽子に登ってみませんか。

地元大石の山の達人が案内します。

主　催 大石・山と川に親しむ会（代表 高橋市太郎）

と　き 10月25日(土）

小雨決行・おおいし

ダム湖畔県民休養地

大石自然館前に９時

集合

※歩きやすい靴と服装、

雨具と昼食を用意く

ださい

行　程 自然館→林道

入り口→梁山泊→立

烏帽子山頂→梁山泊

(昼食)→下山→自然

館到着解散(15時)

他
団
体　 秋の立烏帽子探訪会

と　き 10月19日(日) ８時役場集合

※歩きやすい靴と服装、雨具と昼食を用意ください

行　程 役場→柄目木→大里峠山頂→手ノ倉口 (小国町の

方との交流会、大里鍋)→バスで役場へ移動・解散(16時）

定　員 先着50名(関川村側、小学生は保護者同伴）

参加費 無料　　申込締切 10月10日(金）

その他 峠の茶屋(売店)があります。

雨天のときは、レクリエーション大会などを行います。

問い合わせ・申し込み先 建設課地域整備班 64－1479

旧米沢街道の大里峠を歩き、豊かな自然と歴史に触れて

みませんか。大里峠はかつて人と物をつないだ重要な道で

した。皆さんの参加をお待ちしています。

村
か
ら　 第15回 大里峠交流会



10月1日

11月5日

13 月
[体育の日] 

第10回村民ゴルフ大会 (8:30～、村上市営荒川ゴルフ場）

茶　会 (10:00～15:30、村民会館休養室ほか）日2
[文化の日] 

第36回村民駅伝大会 (10:00～、女川小学校スタート）月3

えちごせきかわ堀と柳の秋まつり
(9:00～15:00、役場前～柳とせせらぎ通り）
第27回関川村農林業まつり
(9:00～15:00、ふれあいど～む）
下越・新潟地区グラウンドゴルフ大会
(9:00～、スポーツ公園）

日26

新潟県知事選挙投票日 (7:00～18:00、村内投票所）

第15回大里峠交流会 (8:00に役場集合）
日19

6 月 健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）

7 火

性教育講演会「中学校３年生対象」
(13:50～14:50、関川中学校多目的教室）
思春期の子を持つ保護者のための講演会
(18:30～20:00、村民会館大ホール）

8 水
[寒露] 

美術館めぐり (7:00に歴史館集合、[上越市]）

9 木
心配ごと相談 (9:00～14:00、社会福祉センター）
きのこ講習会 (10:00におおいし自然館集合）
ポリオワクチン接種 (受付13:00～13:30、保健センター）

10 金 リズムウォーク□昼⑤(10:00～11:00、村民会館大ホール）
11 土 コアエクササイズ□夜⑤(19:00～20:00、村民会館大ホール）

12 日
咲いたまつり2008･日本のまつり 大したもん蛇パレー
ド in さいたま (5:15に役場出発～24:00に役場到着）

14 火

15 水
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）

16 木

17 金
栄養教室⑤ (9:00～15:00、[新潟市・阿賀野市]）
リズムウォーク□昼⑥(10:00～11:00、村民会館大ホール）

18 土

健康登山⑥ (6:00に村民会館集合、櫛形連峰縦走[胎内市]）
渡邉邸 佐久間節子 裂織作品展(渡邉邸、～11月3日まで）
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⑥(19:00～20:00、村民会館大ホール）

5 日

4
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 土

文化祭 (9:00～17:00、村民会館大ホール、3日まで）
菊花展 (9:00～17:00、村民会館大ホール入口ほか、3日まで）

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 10月９日(木)・23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 10月15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 10月８日(水)
申し込み先 社会福祉協議会 64－0111

1 水

日 曜 行　事　予　定

11月

10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）

日 曜 行　事　予　定

2 木
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）

健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）
乳児相談 (受付13:10～13:30、保健センター）月20

火21
機能訓練日 (13:30～15:30、保健センター）水22

と　き 10月4日(土)
10時30分～11時

ところ プラネタリウム
上映作品 すいかのたね
まんが日本むかしばなし

定　員 先着80名　入場無料

秋の星空「黒目川のカッパ伝説」
と「太陽系グランドツアー」
と　き 10月18日(土)～11月30
日(日)までの土曜、日曜日

上映時間
土曜日　①14時～②16時～
日曜日　①11時～②14時～

③16時～
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 10月21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

情報センター映画上映会

プラネタリウム番組情報

ミニ講座「子どもの発達」
～発達段階に合わせた子育て～

と　き 10月10日(金)
14時～15時30分

ところ ２階多目的研修ルーム
申し込み先 ことばとこころの相
談室 52－5550

ことばとこころの相談室

11月のパソコン研修会

講座名 とき・対象

①
ワード2007
入門研修(昼)

②
エクセル2007
入門研修(昼)

③
ワード2007で
ハガキ作成研
修(昼)

11月12日(水)・13日(木)
【対象】ワード2007を初めて
操作する方

11月19日(水)・20日(木)
【対象】エクセル2007を初め
て操作する方

11月26日(水)・27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と　き

10月３日(金)19時～20時45分
ところ 視聴覚ホール
上映作品 「手紙」郵便配達に命
をかけた男の物語です
出　演 古谷一行、風吹ジュン、
菅井きん ほか
定　員 先着200名 入場無料

[霧降] 

心配ごと相談 (9:00～14:00、社会福祉センター）
メタボ予防講演会 (13:30～15:00、保健センター）

木23

リズムウォーク□昼⑦(10:00～11:00、村民会館大ホール）金24
健康ウォーク⑥
(7:00に村民会館集合、黒沢峠[山形県小国町]）
秋の立烏帽子探訪会 (9:00におおいし自然館に集合）
コアエクササイズ□夜⑦(19:00～20:00、村民会館大ホール）

土25

健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）月27
歴史講座② (19:00～21:00、村民会館小会議室）火28

水29
木30

栄養教室⑥ (9:00～12:00、村民会館）金31

火4
水5


