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村民会館イベント

第12回クラブカップ６人制
バレーボール大会

親子で
米粉ピッツァを作ろう

緑の少年団の団服を
お譲りください

開始日時 ３月18日(水)10時～

ところ ①村上市 市営あらかわゴル

フ場駐車場脇

②関川村 赤谷川制水門脇の資材置場

(荒川･赤谷川合流地点付近の堤防上)

③関川村 温泉橋の下流付近、荒川右

岸(東側)堤防上

その他 大量の引き取りは遠慮くだ

さい（1人50本程度）

先着順に配布し、なくなり次第終了

します　 マナーを守ってください

詳しくはＨＰで確認ください

問い合わせ先 羽越河川国道事務所

荒川出張所 62－2528

羽越河川国道事務所では

伐採木を無償で提供
国
か
ら　

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。

主　催 猫ちぐらの会

と　き ３月９日(月)～13日(金)

各９時～16時

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 ３月６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

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　

申込締切 ４月受診 ３月13日(金)

５月受診　３月27日(金)

受診機関(健診料)

下越総合健康開発センター(22,000

円、半日ドックは18,999円)

新潟県健康管理協会(21,800円)

新潟県労働衛生医学協会(22,000円)

みどり病院(28,850円)

村上総合病院(26,750円)

対象者 35歳～70歳(誕生月まで)

国保税の滞納のない世帯の方

※条件はほかにもありますので、申し

込みのときに確認ください

６月以降の受診 お知らせ版４月１日

で募集します

問い合わせ・申し込み先

健康福祉課福祉保険班 64－1472

国保の人間ドック

4月･5月受診希望者へ
村
か
ら　

差押物件 (農地)を
公売します

県
か
ら　

公売日 3月17日(火)10時～10時30分

ところ 関川村役場 ３階 第３会議室

公売物件 金俣地内の田 約3,400㎡

公売の方法 最低価格以上(71万円)で

入札し、最高額で入札した方が落札

※農業者適格要件証明書が必要

※公売を中止することがあります

※詳しくは住民税務課( 64－1451)か

問い合わせ先へ問い合わせください

問い合わせ先 新発田地域振興局

県税部村上収税課 52－7922

村が進学を応援します

奨 学 生 募 集
村
か
ら　

と　き ３月15日(日)８時30分～

ところ 村民会館アリーナ

申込締切 ３月９日(月)

抽選会 ３月９日(月)19時～

問い合わせ・申し込み先

村民会館 64－2134

と　き ３月15日(日)9時～

ところ 村民会館調理室

講　師

ＪＡにいがた岩船女性部関川支部

参加費 親子で1,000円　

定　員 小学生とその保護者先着12名

申込締切 ３月９日(月)

問い合わせ・申し込み先

村民会館 64－2134

新年度から保護者の負担軽減のた

め、団服などを貸し出し方式にします。

そこで、緑の少年団を卒団後、タン

スで眠っている団服などをお持ちの方

は、寄贈くださるようお願いします。

譲ってほしいもの

団服(上着・ズボン)、ベルト、帽子

※洗濯をした状態のままで結構です

問い合わせ先 村民会館 64－2134

対　象 大学(短大を除く)に入学、

または在学していること

村に3年以上住み、今後引き続き住

む見込みのある村民のお子さん

学業成績が優良で、奨学生として誇

りを持って学業を修める方

貸与額 月額3万円　利息 無利子

定　員 5人以内

申込方法 問い合わせください

申込期間 4月１日(水)～30日(木)

問い合わせ・申し込み先

教育委員会 学校教育課 64－1491

平成21年度分
ごみ日程表を配布

村
か
ら　

平成16年度の日程表(ごみの分別表

付き)の上に貼ってお使いください。

※日程表のみ配布(資源節約のため)

※事業所の方やごみの分別表が欲しい

方は役場へお越しください

お願い ごみ収集車は、いつも同じ時

間に来るとは限りませんので、朝７

時30分までに出してください

問い合わせ先

住民税務課住民環境班 64－1471

緊急雇用対策の一環として
管理公社では作業員を募集

他
団
体　

職種(業務内容) 作業員(道の駅周辺、

フラワーパークなどの管理業務)

募集人員 ３名

対　象 現在、無職の方

日　額 6,400円 (社会保険加入)

雇用期間 ４月～９月末の６か月間

申込方法 申込書(管理公社にありま

す)に記入のうえ、提出ください

申込締切 ３月13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

http ://www. hrr. mlit. go. jp/uetsu/



[清明]

村内一斉クリーン作戦 (6:00～)
消防団辞令交付式 (8:00～、ふれあいど～む）

日5

日29

[春分の日] 金20

日22

15 日

第12回クラブカップ６人制バレーボール大会
(8:30～、村民会館アリーナ）
Peecaboo春まつり (9:30～11:30、村民会館大ホール）
親子で米粉ピッツァを作ろう (9:00～、村民会館 調理室）
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日

月

エンジョイ！生涯楽習広場＆福祉まつり
(10:00～15:00、村民会館)
歴史館企画展「石山庄太郎　木製工芸展」
(9:00～16:30、せきかわ歴史とみちの館、～3月29日まで)

申告相談 ( 受付9:00～11:30・13:00～16:00、役場大会議
室、～3月16日まで、土日を除く）
健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）

3 火 健康太極拳教室④ (10:00～11:30、村民会館大ホール）

4 水

5 木
[啓蟄] 

三種混合予防接種③ (受付13:00～13:30、保健センター）
ピラティス教室⑤ (19:00～20:00、村民会館休養室）

6 金 関川中学校卒業式 (9:30～、関川中学校）

7 土
8 日

9 月
健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）
猫ちぐら製作講習会 (9:00～16:00、の～む、～13日まで）

10 火 健康太極拳教室⑤ (10:00～11:30、村民会館大ホール）

11 水
商工会税務相談 (10:00～16:00、関川村商工会）
1歳6か月児、3歳児健診(受付12:50～13:30、保健センター）

12 木

心配ごと相談 (9:00～14:00、社会福祉センター）
ピラティス教室⑥ (19:00～20:00、村民会館休養室）
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）

13 金
14 土

16 月 健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）

17 火
健康太極拳教室⑥終 (10:00～11:30、村民会館大ホール）
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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

歴史館企画展「新潟県山岳協会写真展 新潟百名山」
(9:00～16:30、せきかわ歴史とみちの館、～4月29日まで)
スポーツ少年団入団式 (19:00～、村民会館大ホール）

日 曜 行　事　予　定

4月

日 曜 行　事　予　定

と　き ３月７日(土)

10時30分～11時10分

上映作品　 かじ屋のばばあ

百合若大臣

海に落ちたピアノ(藤城清治)

ところ プラネタリウム

定　員 先着80名　入場無料

と　き ３月６日(金)

19時30分～20時30分

内　容

プラネタリウム鑑賞

春の星座のナマ解説

ところ

プラネタリウム

問い合わせ・申し込み先

村上市教育情報センター

53－7511

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 ３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

プラネタリウム星空散歩

講座名 とき・対象

ワード2007
入門研修『昼』

４月８日(水)・９日(木)
【対象】ワード2007を初め
て操作する方

①

エクセル2007
中級研修『夜』

４月15日(水)・16日(木)
【対象】エクセル2007の基
本操作が分かる方

②

パワーポイント

入門研修『昼』

４月22日(水)
【対象】キーボード、マウス
操作が容易にできる方

③

インターネット
入門研修『昼』

４月30日(木)
【対象】キーボード、マウス
操作が容易にできる方

④

定　員 200名　入場無料

申込方法 ３月９日(月)９時から

電話( 53－7511)で受け付け

ます。１回の電話で２名まで

申し込みできます。

と　き ３月14日(土)

14時～15時30分

上映作品 カンフーパンダ

ところ 視聴覚ホール

情報センター映画上映会

3月

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 ３月12日(木)・26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 ３月18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 ３月11日(水)
申し込み先 社会福祉協議会 64－0111

パソコン研修会 (4月)

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18

ピラティス教室⑦終 (19:00～20:00、村民会館休養室）
やまゆり大学閉講式 (「行先」新潟市）木19

土21

健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）月23
小学校卒業式
関小学校9:30～･女川小学校9:30～･土沢小学校10:00～
安角小学校10:00～･川北小学校10:00～
乳児(7･8か月児、10･11か月児)健診
(受付13:00～13:30、保健センター）

火24

水25
心配ごと相談 (9:00～14:00、社会福祉センター）木26
村内保育園卒園式
(下関保育園10:15～･大島保育園9:00～･女川保育園8:30～)金27

土28

健康相談日 (10:00～14:00、保健センター）月30
火31

木2
金3

村内保育園入園式
(下関保育園10:15～･大島保育園9:00～･女川保育園9:00～)土4

３月1日

４月5日

( )


