
と　き 12月７日(日) 8時30分～

ところ 村民会館アリーナ

申込締切 12月１日(月)

抽選会 12月１日(月)

村民会館で19時～

申し込み先 村民会館 64－2134

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・内ばき運動ぐつ・水

分補給用飲み物

内　容 ヒップホップダンス

申込締切 11月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
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村民会館イベント
第38回村長杯

9人制バレーボール大会

好評受付中
ＨＩＰ＊ＨＯＰ【夜】

利用期限は12月末です。忘れずに

ご利用ください。

問い合わせ先

関川村商工会 64－1341

プレミア商品券
おかげ様で10月31日完売！他

団
体　

住宅用火災警報器が必要な理由

平成19年に新潟県内の住宅火災で亡

くなった方の約６割が「逃げ遅れ」が

原因でした。特に高齢者に「逃げ遅れ」

が多い状況です。

万一、火災が発生したとき、避難の

手助けとなるのは住宅火災警報器です。

住宅用火災警報器の設置は義務です

平成18年の消防法改正によって住宅

への火災警報機の設置が義務付けられ

ています。

新築住宅…直ぐに設置が必要

既存住宅…平成23年５月末までに

設置が必要

設置場所 寝室と階段 (寝室が２階以

上にあるとき)

警報器の種類 煙感知式と熱感知式が

あります

購　入 電器店やホームセンターで

5,000円程度から販売されています

悪質販売に注意 消防職員が販売する

ことはありません。

購入の前に役場農政観光課（ 64－

1478）へ連絡願います。

問い合わせ先

県防災局消防課 025－280－5146

県
か
ら　 住宅用火災警報器の早期設置を！

親子で楽しくクッキング！

おやこの食育教室
村
か
ら　

休みの日に親子で楽しくクッキング

しませんか？

胎内市人権講演会
講師は山本コウタローさん

他
団
体　

と　き 12月10日(水)

開場17時30分　開演18時

ところ 胎内市産業文化会館

演　題

山本コウタロー講演＆ミニライブ

～人間らしくイキイキと、

違いを尊重しあう社会～

入場方法 入場無料・整理券が必要

整理券配布施設 胎内市役所、黒川支

所、産業文化会館

問い合わせ先 胎内市役所 総務課

0254ー43－6111

と　き 12月７日(日) 

９時30分～14時

ところ 村民会館調理室・休養室

対象・定員 小学生と保護者で20組

内　容　 調理実習

(何をつくるかは当日のお楽しみ)

ヘルシースマイル(歯磨き指導)

食育クイズ

大きな紙芝居(予定)

参加費 親子で500円

持ってくるもの エプロン、三角巾

申込締切 11月28日(金)

問い合わせ・申し込み先

健康福祉課健康介護班 64－1472

こころの健康について講演会

うつ病のことを聞いてみよう
村
か
ら　

うつ病のことで私たちが知らないこ

とはたくさんあります。この機会に聞

いてみませんか。

と　き 12月２日(火)

13時30分～15時30分

ところ 村民会館会議室

講　師 河渡病院　櫻井浩治医師

(新潟いのちの電話理事)

申込締切 11月25日(火)

問い合わせ・申し込み先

健康福祉課健康介護班 64－1472
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雪下ろし費用の助成

理美容料金の助成

※雪の量や申し込み多数のときは回数

を制限することがあります。あらか

じめご了承ください。

対　象 自力で雪下ろしができず、世

帯の年間収入が より低く、か

つ のどれかに該当する世帯

世帯人数×35万円＋33万円

※生活保護世帯は除く

①子供が15歳以下の母子世帯

②世帯主が障害者手帳1～4級の身障

世帯　③盲人世帯　④精神、知的障

害者世帯　⑤１人暮らし老人と老人

夫婦のみの世帯

申込締切 平成21年２月27日(金)

申し込み先
社会福祉協議会 64－0111

条件

基準

条件

基準

社協では助成事業を行います

雪下ろし･理美容助成金
他
団
体　

新潟県愛鳥センター主催

野鳥写真展作品募集
県
か
ら　

応募条件 日本に生息している野鳥

であること(飼育している鳥は除外)

写真をプリントしたものを郵送する

こと(データの応募は不可)

写真の大きさは２Ｌ版かキャビネ版

写真の裏面に①題名(鳥の種類名)

②撮影場所③撮影年月日④撮影者の

住所⑤氏名⑥電話番号を明記

応募締切 平成21年１月15日(木)

応募先 〒957－0231 新発田市藤塚

浜海老池　紫雲寺さえずりの里

問い合わせ先 村上地域振興局健康福

祉部衛生環境課 53－8371

助成金 1人につき上限3,800円

対　象 世帯の年間収入が より

も低い世帯の方

世帯人数×35万円＋33万円

※生活保護世帯は除く

利用期間 12月20日(土) 

～平成21年１月10日(土)

申込締切 12月８日(月）

申し込み先
社会福祉協議会 64－0111

基準

基準

必要なときに役立つ情報が満載！

新潟県民手帳(2009年版)
村
か
ら　

新潟県民手帳が販売中です。過去3

年間の天気など役立つ情報が満載です。

希望者は取り扱い店で購入ください。

定価 税込450円　発行 県統計協会

取り扱い書店 関川村…小泉屋

村上市(荒川地区)…HIRASEI遊TSU

TAYA荒川店、田村書店

問い合わせ先

総務課総務班 64－1476

国保に加入している方が

交通事故などにあったら
村
か
ら　

交通事故など、第三者の行為でケガ

をしたときは、国保へ届け出ることで

保険証を使って治療を受けることがで

きます。国保が立て替えた医療費は後

日加害者へ請求しますので、必ず届出

をしてください。

ただし、①治療費を受け取っている

とき②示談が成立しているとき③業務

上のけがのとき④酒酔い運転、無免許

運転などのけがのときは保険証が使え

ないことがあります。

問い合わせ先

健康福祉課福祉保険班 64－1472

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

障害者自立支援法によって障害者の

地域での生活が勧められています。し

かし現実には障害者への理解・協力は

必ずしも高いものではありません。

現状の問題点を聞いてみませんか。

主　催 村上市手をつなぐ育成会・関

川村手をつなぐ育成会 ほか

と　き 12月６日(土)13時30分～

ところ 村上市民ふれあいセンター

講　師 みのわの里工房こしじ園長

涌井 幸夫さん

問い合わせ先

健康福祉課福祉保険班 64－1472

講演会「障害者が
地域で生活するには」

他
団
体　

「国の教育ローン」は入学金、授業

料、教科書代、アパートの家賃など入

学するときや在学中に必要となる資金

を融資する公的な制度です。

利用できる方 融資対象となる学校に

入学・在学される方の保護者で、所

得条件を満たす方

融資額

学生・生徒1人につき200万円以内

返済期間 10年以内

据置期間 在学期間内で元金の返済を

据置ことができます。ただし、返済

期間に含まれます。

保　証 (財)教育資金融資保証基金ま

たは連帯保証人１名以上

利　率 固定金利 年2.65％

（平成20年11月10日から 固定金利

2.45％に改定する予定です）

問い合わせ先 教育ローンコールセン

ター 0570－008656

または日本政策金融公庫新潟支店

025－228－2151

あなたの“未来”応援します

国の教育ローン
国
か
ら　

ら「農業経営改善計画書」を提出して

もらい、村の基本構想と照らして認定

する仕組みです。

認定は５年間有効です。

申請条件 ※年齢制限なし

※3つ全て満たすことが必要

１．農業経営に意欲があること　

２．「担い手」として集落や地区から

推薦されていること

３．村が定める構想に合う計画を立案

すること

申請方法 農業経営改善計画書を作成

して農業委員会事務局へ提出

※用紙は農業委員会事務局にあります

※不明の点はお気軽にご相談ください

申請締切 12月５日(金)

認定の決定

12月下旬の審査会で決定します

問い合わせ・申請先

農業委員会事務局

(農政観光課内 64－1447)

村では認定農業者の申請を

受け付けます。「水田経営所

得安定対策」に加入するには

認定農業者でなければなりま

せん。

来年度からの加入をお考え

の方、また女性で農業経営に

意欲がある方はぜひ認定を受

けてください。

認定農業者制度とは

今後の地域農業を担う

「やる気」のある農業者か

意欲のある方
申請ください認定農業者の申請受付中認定農業者の申請受付中

訂正とお詫び
11月１日号の「平成20年分年末調

整説明会」の開催日に誤りがありまし

た。お詫びして訂正します。

訂正前　11月20日(火)

訂正後　11月18日(火)

村
から　


