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猫ちぐらの会では、現在生産が追い

つかないほど盛況のため、猫ちぐらの

作り方講習会を開催します。

この機会に作り手になりませんか。

と　き 11月10日(月)～14日(金)

各９時30分～15時30分

ところ の～む　参加費 500円

対　象 村内の方に限ります

申込締切 11月７日(金)

問い合わせ・申し込み先 関川村自然

環境管理公社 64－0252

問い合わせ先

村上警察署生活安全課 52－0110

振り込め詐欺は県内でも多数発生し

ています。ご注意ください。

ヒット商品の作り手になりませんか

猫ちぐら製作講習会
他
団
体　

11月3日は村民駅伝大会

あたかい声援をお願いします
村
か
ら　

と　き 11月３日(月・文化の日)

女川小学校 10時スタート　

村民会館ゴール 12時～随時

選手へのあたたかい声援をお願いし

ます。

また、コース内を走るドライバーの

皆さんは交通事故のないよう十分注意

してください。

問い合わせ先 村民会館 64－2134

下関･上関地区の宝物再発見！

魅力あるむらづくり座談会
村
か
ら　

県と村では魅力ある村づくりを考え

る座談会を３回シリーズで行います。

第１回目はまち歩きをしながらマッ

プづくりです。試食会もあります！

と　き 11月15日(土)

９時～12時50分

ところ　村民会館大ホール

問い合わせ・申し込み先

総務課企画財政班 64－1476

疑う！確認！振り込まない！

振り込め詐欺にご用心！
警
察

振り込め詐欺被害一覧 (新潟県内)

年次 件数 被害金額

平成18年 393件 4億1,060万1,935円

平成19年 372件 4億4,542万1,201円

平成20年 330件 4億7,452万6,219円

※平成20年は９月末現在

と　き 11月９日(日)・16日(日)

10時30分～町並見学

11時30分～昼食

ところ 東桂苑　参加費 2,500円

定　員 各先着40名　※予約制

問い合わせ・申し込み先 村観光協会

(農政観光課内 64－1478)

郷土料理を東桂苑で食す

食地(しょくじ)
村
か
ら　

来年４月からの入園の募集を受け付

けます。保育園は保護者が希望すると

ころをお選びください。

ただし、定員を超えたときは、ほか

の保育園に入園をお願いすることがあ

りますので、ご了承ください。

定　員

下関保育園…120人

大島保育園…45人

女川保育園…45人

※下関保育園は入園のときにおおむね

８か月に達した健康な１歳未満の乳

児と１歳児の入園も受け付けます

入園資格

平成21年4月1日現在、関川村に住所

がある乳幼児で の①～③のど

れかに当てはまること

①保護者が家庭外で働いている

②保護者が家事以外の家業に従事して

いる

③母親が出産前後また

は障害のある方など

の介護をしている

※３歳未満児は家庭保

育ができない乳幼児

だけを受け付けます

保育時間　8時～16時

（延長保育は7時30分

～19時）

申込方法

新規…「入園申込

書(保育園・役場

にあります)」に必

要事項を記入して各

保育園に提出

現在入園中の園児…「入園継続・退

園申出書」に必要事項を記入して、

各保育園に提出

受付期間 11月４日(火)～28日(金)

入園決定 平成21年２月中旬

保育料 平成21年２月頃に広報お知ら

せ版でお知らせします

問い合わせ先

健康福祉課福祉保険班 64－1472

村
か
ら　

条件

条件



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

新潟県警察では平成21年１月４日

(日)からICカード運転免許証を導入し

ます。

ＩＣカード免許証とは

見た感じはあまり変わりませんが、

免許証の中にICチップが埋め込まれて

います。

現在の免許証には「本籍」が記載さ

れていますが、ICチップを埋め込むこ

とで、記載されなくなります。

ＩＣチップには、住所以外、顔写真・

本籍など免許証表面の記載事項が全て

記録されます。

※住所は当分の間、記録されません

平成21年１月導入

ＩＣカード運転免許証
警
察

本籍欄は空欄になります

ＩＣチップ内蔵

偽造・変造は防止できますか？

ＩＣカード運転免許証は、偽造・変

造免許証の作成が極めて困難なため、

不正使用を防止できます。

また、運転免許証の内容とＩＣチッ

プの記録内容を確認することで偽造免

許証か容易に判断できます。

手数料はどうなるの？

現在の手数料に450円加算されます。

暗証番号設定

ＩＣカード運転免許証には２つの暗

証番号を設定します。

※暗証番号は数字4桁のもの2組が必要

です

現行の免許証はいつまで使えるの？

平成21年１月４日以降でも現行の免

許証は使えます次回の更新の際にＩＣ

カード運転免許証が交付されます。

問い合わせ先

村上警察署交通課 52－0110

９月に行った肺がん(喀痰)検診は異

常のあった方にのみ連絡済です。

連絡がなかった方は異常ありませんで

した。

問い合わせ先

健康福祉課健康介護班 64－1472

連絡がなかった方は異常なし

肺がん(喀痰)検診結果
村
か
ら　

ＩＣカード免許証(見本)

国土利用計画法では、地価の高騰、

乱開発などを防ぐため、土地取引につ

いて届出制を設けています。

どんなとき １ha (10,000㎡)以上の土

地取引をしたとき

だれが 権利取得者(売買のときは買

い主) ※相続は除く

届け出の内容 土地の利用目的、取引

価格など

いつまで 契約締結後２週間以内

問い合わせ先

総務課企画財政班 64－1476

届け出が必要です

１ha以上の土地取引
村
か
ら　

｢いのち･愛･人権｣五泉展
他
団
体　

と　き 11月14日(金)～20日(木)

９時～17時

※14日は13時～、20日は13時まで

記念講演会

11月14日(金)15時～17時

ところ 五泉市さくらんど会館

問い合わせ先 五泉市企画政策課

0250－43－3911

村上税務署では、年末調整の基本的

な仕組みや手続き方法などの説明会を

開催します。

職場で年末調整の処理をする方はぜ

ひ参加ください。

と　き 11月20日(火)

13時30分～15時30分 申込不要

ところ 村上市民ふれあいセンター

その他 「年末調整のしかた」と「給

与所得の源泉徴票等の法定調書の作

成と提出の手引き」などのパンフレ

ットを説明で使いますので、お持ち

ください

問い合わせ先 村上税務署

法人課税部門 53－3664

平成20年分

年末調整説明会
国
か
ら　

登録店は信頼できるお店です

標準営業約款制度 Ｓマーク
他
団
体　

Ｓマークを店頭に掲げているお店は

厚生労働大臣認可の標準約款制度に従

問い合わせ先

(財)新潟県生活衛生営業指導センター

025－283－5900

って営業してい

ます。

登録店は安

心・安全・衛生

を約束する信頼

できるお店で

す。

標準営業約款(Sマーク)

厚生労働大臣認可

村民会館イベント
冬場もウォーキングで健康！
歩く！！健康教室【昼】

ど～む開館前の午前中に参加者だけ

でのんびり歩きましょう！

こんな方におすすめ

ウォーキングをやってみようかな？

体重を減らしたい

内臓脂肪を減らしたい

冬場でも歩きたい

いつまでも元気でいたい など

健康教室12月・１月【夜】
ＨＩＰ＊ＨＯＰ

と　き 12月２日、９日、16日

１月６日、13日、20日

各火曜　全６回 19時～20時

ところ 村民会館大ホール

対　象

小学生・中学生・高校生・一般

参加費

小学生･中学生･高校生…1,000円　

一般…2,000円

講　師 ダンススクールＷＩＮＧ(胎内市)

専属インストラクター

持ち物 タオル・内ばき運動くつ・水

分補給用飲み物

内　容 ヒップホップダンス

受付期間 11月５日(水)～ 28日(金)

お願い 未成年者が教室に参加すると

きは、大人の送迎をお願いします

申し込み先 村民会館 64－2134

と　き 11月20日、27日、12月４日、

11日、18日、25日、１月８日、15日、

22日、29日の毎週木曜

全10回　10時30分～11時30分

ところ ど～む　参加費 500円

内　容 ウォーキングを中心とした有

酸素運動、ストレッチ体操など

持ち物 タオル・歩きやすい運動く

つ・水分補給用飲み物

申込締切 11月19日(水) 

申し込み先 村民会館 64－2134

国
か
ら　

平成20年10月26日から

時間額　　669 円
問い合わせ先 新発田労働基準監督署

0254－27－6680

必ずチェック 最低賃金！

新潟県最低賃金

大きさは同じです。厚さは現行 (0.5mm)より
0.26mm厚くなります



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

歴史とみちの館の催し
企画展　脇川 司 版画展

と　き 11月７日(金)～12月24日(水)

問い合わせ先 歴史館 64－1288

歴史講座③（最終回）
と　き 11月25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③

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

全国では、テレビの地デジ対応やア

ンテナ交換を口実にした詐欺が発生し

ています。身に覚えのない工事や代金

請求にはご注意ください。

詐欺の手口

総務省やテレビ

局の名前が書か

れた手紙が届き、

「地上デジタル放送切りかえ助成金」

が支給されるので、手数料の支払い

をするよう書かれている。

→このような助成金は存在せず、手

数料の支払いを求めることもありま

せん。

テレビ局職員、地上デジタルテレビ

受信対策員を名乗る人物が自宅にや

ってきて、受信工事やテレビの調整

の代金支払いを求める。

→テレビ局が、このような支払を求

めることはありません。お金を請求

するのはニセ者です。

詐欺かなと思ったら

役場農政観光課へ相談ください

問い合わせ先(詐欺について)

農政観光課商工観光班 64－1478

問い合わせ先 (地デジ全般) 総務省地

上デジタルテレビジョン放送受信相

談センター 0570－07－0101

地デジであなたをだます

詐欺にご注意ください
村
か
ら　

内　容

シルクスクリーンという版画で風景

を描いた作品17点を展示します。

商工会職員採用試験
他
団
体　

募集職種 補助員・記帳専任職員

募集人員 3名 ※受験資格や提出書類

など、詳しくは問い合わせください

勤務先 県内の商工会

または県商工会連合会

申込締切 11月13日(木)

試験日 11月23日(日)

採用予定日 平成21年４月１日(水)

問い合わせ先

関川村商工会 64－1341または、

県商工会連合会 025－283－1311

村上税務署の代表番号が

自動音声案内になります
国
か
ら　

11月４日(火)から納税者からの国税

に関する電話での質問・相談は、国税

局「電話相談センター」でお受けしま

す。(従来は村上税務署職員が対応し

ていました)

これに伴い、村上税務署の代表電話

が自動音声案内に変わります。具体的

な操作は音声案内に従ってください。

ご不便をおかけしますがよろしくお

願いします。

問い合わせ先

村上税務署総務課 53－3141

紅葉狩りに出かけませんか

紅葉の季節になりました
村
か
ら　

関川村の鷹の巣から山形の県境まで

の約20km間は「荒川峡もみじライン」

と呼ばれ紅葉スポットとして有名で

す。渡邉邸・東桂苑・丸山大橋・大石

ダムなどもおすすめ紅葉スポットです。

秋のひととき紅葉狩りに出かけてみ

てはいかがですか。

問い合わせ先 村観光協会(農政観光

課内 64－1478)

鷹の巣展望台から眺めは格別

東桂苑もおすすめスポットです

と　き 11月26日(水)10時～15時

ところ 役場３階 会議室

担当弁護士 三浦 三厳

相談時間 １人30分程度

定　員 先着８名※予約制

その他 予約の際、おおまかな内容を

お伝えください（金銭、相続のトラ

ブルなど）

問い合わせ・申し込み先

総務課総務班 64－1476

と　き 11月17日(月)～21日(金)

各８時30分～19時

11月22日(土)・23日(日)

各10時～17時

相談内容 差別・ＤＶ・セクハラ・夫

婦間の問題など広く女性の人権に関

すること

相談担当

法務局職員または人権擁護委員

相談専用電話番号(全国共通)

0570－070－810
問い合わせ先

新潟地方法務局村上支局 53－2390

県弁護士会巡回無料相談相談
案内

女性の人権ホットライン相談
案内

冬囲いはシルバーにお任せください

冬囲いの申込受付中
他
団
体　

小林史佳 渡邉邸コンサート2008

津軽三味線と津軽民謡の夕ベ
他
団
体　

今年も冬囲いの時期となりました。

シルバー人材センターを利用される方

はお早めに申し込みください。

冬囲いの費用 １人日額7,140円

(８時間労働、事務費込）

問い合わせ・申し込み先 シルバー人

材センター関川村事務所 64－0020

と　き 11月８日(土)

開場16時30分 開演17時

ところ 国指定重要文化財 渡邉邸

入場料 2,000円　定員 先着250名

出演者

津軽三味線プレイヤー 小林史佳

津軽民謡 初代 須藤 雲栄

特別出演 えちご関川踊りた～い

「せきかわ彩歌」with 桑名 シオン

チケットのお求め先

渡邉家保存会 64－1002 



第2回小学生ドッジボール大会 (8:30～、村民会館アリーナ）日30

[振替休日] 月24

[勤労感謝の日] 

第35回村民芸能祭 (10:00～、村民会館アリーナ）日23

食地 (10:30～、東桂苑）日16

3 月
[文化の日] 

第36回村民駅伝大会 (10:00～、女川小学校スタート）
文化祭【茶会】(10:00～15:30、村民会館会議室）

2 日 文化祭【茶会】(10:00～15:30、東桂苑）

9 日 きりでまつり (9:20～、土沢小学校）
食地 (10:30～、東桂苑）

4

1 月
健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）

1 土

日 曜 行　事　予　定

12月

11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、～3日まで）
文化祭【作品展示】
(9:00～17:00、村民会館大ホール、～3日まで）
文化祭【菊花展】
(9:00～17:00、村民会館大ホール、～3日まで）
渡邉邸 佐久間節子 裂織作品展 (渡邉邸、～3日まで）

4 火

日 曜 行　事　予　定

11月1日　　12月5日

金14
魅力ある村づくり座談会 (9:00～12:50、村民会館大ホール）
おはなしの会 (10:30～11:00、村民会館会議室）土15

健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）月17
幼児歯科健診･２歳児相談
(受付13:00～13:45、保健センター）火18

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）

水19

心配ごと相談 (9:00～14:00、社会福祉センター）
歩く! !健康教室① (10:30～11:30、ど～む）木20

金21

今年も情報センターで楽

しいイベントがいっぱいで

す！みなさん遊びに来てく

ださい。

と　き 12月６日(土)

９時～

ところ

情報センター全館

内　容 映画上映会・お

もしろ科学実験コーナー

パソコンでカレンダー

づくり・読み聞かせ な

ど

※詳しくは12月1日号お知

らせ版でお知らせします

と　き 11月７日(金)
19時～20時40分

上映作品 仁太坊―津軽三味線
始祖外聞(アニメ）
魂をゆるがす三味線の叩き奏

法は、誰が始めたのか？
小学生から大人まで楽しめま

す。
ところ 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 11月18日(火)9時から電話( 53－7511)
で受け付けます。

メディアメッセ2008

情報センター映画上映会

と　き 11月８日(土)
10時30分～11時

上映作品 りゅうの目のなみ
だ　 おばけ長屋

ところ プラネタリウム
定　員 先着80名・入場無料

プラネタリウム
ものがたりシアター

12月のパソコン研修会
講座名 とき・対象

ワード2007で
ハガキ作成研修

(夜)

12月3日(水)・4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

①

ワード2007で
ハガキ作成研修

(昼)

12月10日(水)・11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

②

パソコン入門研修
〔ウインドウズ

ビスタ〕(昼)

12月17日(水)
【対象】初めてパソコンにさわる方
ウインドウズビスタを使用します

③

インターネット
入門研修(昼)

12月18日(木)
【対象】マウス操作が容易にできる方

④

ワード2007で
家計簿作成研修

(昼)

12月24日(水)・25日(木)
【対象】エクセル2007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

⑤

5 水

6 木
心配ごと相談 (9:00～14:00、社会福祉センター）
農業経営支援センターワンスップ窓口開設
(15:00～17:00、農政観光課内）

7 金
[立秋] 

歴史館企画展「脇川 司 版画展」
(9:00～16:30、せきかわ歴史とみちの館、～12月24日まで）

8 土
健康ウォーク⑦終・健康登山⑦終
(7:00に村民会館集合、朴坂山）
小林史佳 渡邉邸コンサート2008 (16:30～、渡邉邸）

10 月
猫ちぐら製作講習会 (9:30～15:30、の～む、～14日まで）
健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）
山の花々スライド解説会 (13:00～15:00、村民会館会議室）

11 火
12 水

13 水
荒川水系ゲートボール大会 (8:30～、ど～む）
こころの健康相談会 (10:00～12:00、村上保健所）

[小雪] 土22

歴史講座③ (19:00～21:00、村民会館小会議室）火25

歩く! !健康教室② (10:30～11:30、ど～む）木27
栄養教室修了式 (9:00～15:00、村民会館）金28

土29

ＨＩＰ＊ＨＯＰ① (19:30～20:30、村民会館大ホール）火2
水3

歩く! !健康教室③ (10:30～11:30、ど～む）
青色決算申告説明会
(営業所得者 9:30～、役場３階大会議室）
(農業所得者 13:30～、役場３階大会議室）

木4

献血 (9:30～11:15、コバレントマテリアル関川
12:45～13:30、垂水の里　14:30～16:00、保健センター）金5

県弁護士会巡回無料相談 (10:00～15:00、役場3階会議室）
乳児健診･ブックスタート
(受付13:00～13:30、保健センター）

水26

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 11月６日(木)・20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 11月19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 11月12日(水)
申し込み先 社会福祉協議会 64－0111

女 性 の
健康相談

こころの
健　　康
相 談 会

と　き 11月18日(火) 10時～15時
ところ 村上保健所　※予約制
担当医 村上保健所長 佐々木 綾子医師
申し込み先 村上地域振興局健康福祉部

地域保健課 53－8369

と　き 11月13日(木) 10時～12時
ところ 村上保健所　※予約制
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


