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※詳細は問い合わせください

入居の予定時期 12月下旬

申込締切 12月12日(金)

問い合わせ・申し込み先

建設課地域整備班 64－1479

３階建ての２階１戸

上関住宅入居者募集
村
か
ら　

米沢街道・十三峠交流会
ガイド学習会参加者募集

他
団
体　

と　き 12月21日(日)13時に役場集

合　 12月22日(月)９時～12時

内　容 21日…学習会・交流会

22日…村内施設視察

参加費 全日程参加(学習会・交流

会・宿泊)…11,500円 交流会まで

…6,500円 学習会のみ…500円

問い合わせ・申し込み先

農政観光課商工観光班 64－1478

ホームページの画面

問い合わせ先 総務課総務班 64－1476

を開設しました。

村の出来事(トピッ

クス) や行政情報など

を多方面に発信してい

ます。広報無線の放送内

容も「お知らせ」ページ

で掲載しています。

また、携帯電話用ペー

ジも開設中です。接続は

２次元バーコードを読み

取ると簡単です。

村
か
ら　

村では、平成13

年にホームページ

アドレス http://www.vill.sekikawa.niigata.jp/

村のホームページでは様々な情報を発信しています

携
帯
電
話
用
の
ペ
ー
ジ

年数区分 地区表彰…10年

県表彰…20年, 30年, 40年, 50年

申請資格 表彰年数の間、無事故・

無違反であること

交通安全協会の会員であること

受付窓口 交通安全協会関川支部事務

局(役場総務課内)または役員宅

佐藤金男(下関)・松田隆栄 (下関)・伊

藤 修(上関)・渡辺惣太郎(勝蔵)・近 良

平(大島)・佐藤 清(大島)・加藤克夫(鮖

谷)・高橋八男(大石)・本間正良(安

角)・池田正志(下川口)・伊藤 実(片

貝)・八幡 勉(八ツ口)・津野良平(湯

沢)・河内春一(小見)・須貝康栄(高

田)・今 和明(高田)・大島栄助(上野新)

※地区表彰(10年)は、村上警察署で通

年、受け付けています

申込締切 12月15日(月）

申請に必要なもの 運転免許証、印鑑

問い合わせ先

村上地区交通安全協会関川支部

事務局 (役場総務課内 64－1476)

該当する方は申請願います

優秀運転者表彰
村
か
ら　

クリスマスツリーを飾るオーナメン

トをクッキーで作りませんか？

と　き 12月21日(日）

13時30分～15時30分

ところ 村民会館調理室

対　象 小学生以上と

保護者

※5・6年生は子どもだけでも可

定　員 先着11組

参加費 １組500円

申込締切 12月12日(金) 

申し込み先 村民会館 64－2134

村民会館イベント
第４回

クラブカップ卓球大会

親子料理教室
オーナメントクッキーを作ろう

と　き 12月21日(日) 8時30分～

ところ 村民会館アリーナ

申込締切 12月12日(金)

申し込み先 村民会館 64－2134

←カメラ付
携帯電話で
読み取って
ください

募集住宅 戸数 家賃

上関住宅(3階) 1戸 (2階) 35,000円

と　き 12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　

村のセールスポイントを高めよう！

魅力ある村づくり座談会(2回)
村
か
ら　

と　き 12月13日(土) 13時15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



金2
土3
日4

日28

[冬至] 

第４回クラブカップ関川卓球大会
(8:30～、村民会館アリーナ）
親子料理教室 オーナメントクッキーを作ろう
(13:30～15:30、村民会館調理室）

日21

[天皇誕生日]火23

7 日

[大雪] 
第38回村長杯9人制バレーボール大会
(8:30～、村民会館アリーナ）
おやこの食育教室(9:30～14:00、村民会館調理室・休養室）

14 日 第20回関川村柔道選手権大会 (9:00～、関川中柔剣道場）
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1 木

2009年(平成21年)

[元日]

1 月

日 曜 行　事　予　定

1月

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）
健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）

2 火
うつ病講演会 (13:30～15:30、村民会館会議室）
ＨＩＰ＊ＨＯＰ① (19:30～20:30、村民会館大ホール）

4 木 歩く！！健康教室③ (10:30～11:30、ど～む）

5 金 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）

8 月
健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）
乳児(4、5か月)相談 (受付13:10～13:30、保健センター）

9 火 ＨＩＰ＊ＨＯＰ② (19:30～20:30、村民会館大ホール）

10 水

11 木
心配ごと相談 (9:00～14:00、社会福祉センター）
歩く！！健康教室④ (10:30～11:30、ど～む）

12 金 12月定例村議会(予定)初日 (10:00～、議場）

13 土 第2回魅力ある村づくり座談会(13:15～、村民会館大ホール）

15 月 健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）

16 火
ＨＩＰ＊ＨＯＰ③ (19:30～20:30、村民会館大ホール）
1歳6か月･3歳児健診 (受付12:50～13:30、保健センター）

6 土

3 水

日 曜 行　事　予　定

12月1日　　1月5日

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17

歩く！！健康教室⑤ (10:30～11:30、ど～む）
農業経営支援センターワンストップ窓口開設
(15:00～17:00、農政観光課内）

木18

金19
おはなしの会 (10:30～11:00、村民会館会議室）土20

健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）月22

水24

緑の少年団ミニ門松づくり
(9:30～14:30、村民会館大ホール）金26

土27

年末特別 役場開庁日 (8:30～17:30）月29
火30
水31

健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）月5

心配ごと相談 (9:00～14:00、社会福祉センター）
歩く！！健康教室⑥ (10:30～11:30、ど～む）木25

と　き 12月６日(土)９時～

ところ 情報センター全館

内　容 冬の星座と天文現象

時　間 ９時30分～10時　先着20名

入場無料ですが、９時からプラネタ

リウム前で入場受付します。

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 12月24日(水)9時から電話

( 53－7511)で受け付けます。

イベントはすべて入場無料

メディアメッセ2008

プラネタリウムでおもしろ星座ばなし

内　容 科学実験やものづくり

時　間 ９時～15時

青少年のための科学の祭典

内　容 金の小鳥、炭焼長者、

しっぺい太郎

時　間 10時30分～11時　先着80名

プラネタリウムものがたりシアター

内　容 冬の星座

時　間 ①13時～ ②15時～

各回とも先着80名

プラネタリウム特別上映作品名 ケロロ軍曹３ 天空大決

戦であります！（96分）

時　間 ①10時30分～

②13時30分～

各回とも先着200名

映画上映会

カレンダーづくりやペーパー

クラフトづくりに挑戦しよう！

時　間 ９時～15時

パソコンコーナー

大人も子どもも楽しめます。

時　間 10時30分～12時

冬の朗読会

時　間 10時～15時　※時間内にい

つ来てもお話が聞けるよ！

おはなしマラソン

県立歴史博物館の所蔵資料を図書館

内で展示します。

期　間 １月25日まで

(図書館休館日を除く)

特別展「天地人」

パソコン研修会 (1月)
講座名 とき・対象

デジタルカメラ
撮影研修(昼)

１月14日(水) デジタルカメ
ラを持参ください

①

デジタルカメラ
撮影研修(昼)

１月15日(木) デジタルカメ
ラを持参ください

②

エクセル2007
中級研修(昼)

１月21日(水)･22日(木)
【対象】エクセル2007入門
研修の受講者またはエクセ
ルの基本操作が分かる方

③

ワード2007
中級研修(昼)

１月28日(水)･29日(木)
【対象】ワード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

④

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 12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 12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 12月10日(水)
申し込み先 社会福祉協議会 64－0111

思 春 期
相 談 会

こころの
健　　康
相 談 会

と　き 12月９日(火) 受付13時10分～
ところ 村上保健所　※予約制
担当医 村上はまなす病院　佐々木由紀子医師
申し込み先 村上地域振興局健康福祉部

地域保健課 53－8368

と　き 12月11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

12月


