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４月25日(土)は図書室へ集合！

おはなしワールド開催

村民
会館

主　催　下関堀と柳通りの会

と　き　５月10日(日)10時～15時

ところ　役場駐車場周辺

まつりの内容　５月１日号お知らせ版

　でお知らせします

フリーマーケット募集案内

�参加費 500円(清掃協力費)

�申し込みは平日のみ受け付けます

�販売スペースの敷物・展示台などは

　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

問い合わせ・申し込み先　村観光協会

　(農林観光課内�64－1478)

大勢の出店者でにぎわった昨年の様子

　４月10日現在、９割以上の方からの

申請を受け付けました。手続きがお済

みでない方はお早目に申請願います。

４月27日(月)振り込み予定の対象者

　ゆうちょ銀行を除く金融機関を選択

した方で、４月10日(金)までに申請手

続きをした方

※それ以降に申請した方も、可能な限

り４月27日(月)に振り込む予定です

その他　ゆうちょ銀行への振り込みは

５月中旬の予定です

問い合わせ先

　総務課総務班�64－1476

と　き　４月25日(土)10時～

ところ　村民会館図書室

内　容 (詳しくは、小学校・保育園を通

じて配布するチラシをご覧ください)

　�ブルーベリーのみなさんによる

　　「絵本のよみきかせ」

　�親子でお菓子づくり教室

　　…10時30分～・親子11組・先着順・

　事前申込制

　�バルーンアートで鯉のぼりを作ろう

問い合わせ先　村民会館�64－2134

４/15現在の状況

　床板を半分くらい撤去

４/15～５/15の工事予定

�床組(根太、大引)の撤去

　撤去範囲は新座敷回り、前座敷回り

�床の不陸(でこぼこ)の調査、損傷具

合の調査

４/15～５/15に見学可能な部屋

　茶の間、大座敷、二の間、お納戸

問い合わせ先

　渡邉家保存会事務局�64－1002　各地区とも１回しか回収しません。

出し忘れにご注意ください。

問い合わせ先

　建設環境課水道環境班�64－1479

村 他
団体

村

　荒川漁業協同組合上流区の事務局は、

４月から関川村自然環境管理公社にな

りました。

　お間違いのないようご注意ください。

問い合わせ先　関川村自然環境管理公

　社(観光情報センター内)

　�64－0252・FAX64－0219

下関・四ケ字・川北

地区名 収集が
休み

次の
収集日

５/５
(火)

５/８
(金)

霧出・高田(松ケ丘)・
女川

上関・七ケ谷・九ケ
谷

５/６
(水)

５/９
(土)

５/４
(月)

５/７
(木)

ね　た おおびき

ふりく

平成の大修理
渡邉邸の改修日記ｖｏｌ.1

堀と柳の春まつり
フリーマーケット出店者募集

村他
・団体

定額給付金の振り込み
初回は４月27日(月)から

５月上旬の連休中は
ごみ収集を休みますから

漁協(上流区)の事務局が
管理公社になりました

他
団体

No.369
2009年（平成21年）

1989年（平成元年）4.15創刊

1



電話番号

一　　覧

住民福祉課 住民班�64－1471・健康介護班・福祉保険班�64－1472・地域包括支援センター�64－1473

建設環境課 地域整備班・水道環境班�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

　固定資産税の納税通知書に誤りがあ

りました。お詫びして訂正します。

�正 納期限(第３期) 12月25日(金)

�誤 納期限(第３期) 12月28日(月)

問い合わせ先

　税務会計課税務班�64－1451

村 固定資産税の納税通知書の
納期限(第３期)の訂正から

　厚生労働省では、旧主要戦域の慰霊

巡拝事業を行います。

実施地域　�旧ソ連地域�中国東北地

区�フィリピン�東部ニューギニア

�ビスマーク・ソロモン諸島�マリ

アナ諸島�トラック諸島�北ボルネ

オ�硫黄島

実施時期　７月中旬

　　　　　　　～平成22年３月上旬

問い合わせ・申し込み先　県福祉保健

部福祉保健課�025－280－5180

　就労のことで不安なこと、悩んでい

ることなどをお気軽に相談ください。

対　象　職業的自立を目指す若者、ま

たはその保護者

支援内容　�産業カウンセラー、キャ

リアカウンセラーによる相談

�支援プログラム…ボランティア参加、

スキルアップセミナー、職場見学・

体験 など

受付時間　９時～16時

　(土・日曜日、祝日を除く)

問い合わせ先　村上市瀬波上町4－1

　(勤労青少年ホーム内)

　村上地域若者サポート

　　　ステーション�50－1553

国 慰霊巡拝参加遺族募集から

　ゴールデンウィークは全国的に列車

の混雑が予想されます。

　乗車券や指定券を買い求めの際はぜ

ひとも下関駅でご購入ください。

　下関駅では１か月以上前から電話で

受け付けしています。

　学生割引証も利用できますので、お

子さんの帰省の際の乗車券購入は下関

駅をご利用願います。

問い合わせ先　

　越後下関駅�64－1044

乗車券の購入は下関駅で！
下関駅をぜひご利用願います

他
団体

　４月１日お知らせ版で募集した内容

に誤りがありました。お詫びして訂正

します。

　村民会館では、シニア世代の皆さん

がいきいきとした生活を送る手助けと

してやまゆり大学を開講します。

「ちょっと勉強は苦手…」という方も「何

か新しいことを始めたい」という方に

も楽しんでもらえる講座を準備してい

ます。大勢の参加をお待ちしています。

主　催　関川村教育委員会 生涯学習課

対　象　村内に住む、おおむね60歳以

　上の方

参加費　無料(ただし、昼食代、材料費

などの実費負担あり)

定　員　先着60名

その他　遠方の方は送迎も可能です。

お気軽に申し出ください。(下関、上

関の方はご遠慮願います。)

申込締切　４月24日(金)

※定員に達しないときはその後も受け

付けします

申し込み先　村民会館�64－2134

時　間　13時30分～15時30分

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　４月20日(月)９時から

問い合わせ・申し込み先

　村上市教育情報センター�53－7511

村上市教育情報センター
５月のパソコン教室(訂正)

村
上
市

就職を応援します

村 上 サ ポ ス テ
相
談

　経済的にお困りの方を対象にした巡

回無料法律相談を行います。

と　き　４月23日(木)

　13時30分～16時30分

ところ　胎内市中央公民館

　(胎内市東本町16－66)

申込締切　４月22日(金)

　相談を受けるには、収入の要件があ

りますので、問い合わせください

問い合わせ・申し込み先　

　法テラス新潟�050－3383－5420

法テラスの日記念行事

無料法律相談会
相
談

講座名 と　き

ワード2007
入門研修『昼』

５月13日(水)・
　　14日(木)

①

インターネット
入門『昼』

５月21日(木)②

エクセル2007
中級研修『昼』

５月27日(水)・
　　28日(木)

③

村民
会館

21年度の開講式を行います。その後、第１
回目の講座を行いますので、ぜひ参加くだ
さい。講座の内容は後日ハガキでお知らせ
します。

「平成の大修理」中の渡邉邸と、渡邉邸が
誇る宝物の数々を解説付きで見学します。
特に修理中の渡邉邸内部を見る少ない機会
ですので、お楽しみに！

山形県鶴岡市立加茂水族館で行います。加
茂水族館はクラゲの展示と飼育で日本有数
の入館者をほこる水族館です。クラゲの科
学研究を行います。

今年の開催地は地元関川村！内容は未定で
すが、地元開催なので盛り上げていきたい
と思います。楽しい交流会になるようご協
力お願いします。

頭の体操も兼ねて、現代アートを体験しま
しょう。長岡にある県立近代美術館職員を
講師に招きます。一見「？」と思う現代ア
ートも見方が変わるかもしれませんね。

遺言公正証書の作成にかかわっている公証
人が、相続や遺言の基礎知識を分かりやす
く説明します。

緑の少年団の子供たち(４～６年生)と門松を
作りながら、教えたり、教えられたり楽し
く交流しましょう。昼食も一緒に食べます。

毎年大好評のこの講座。もちろん今年も計
画します。週１回、みんなで無理なく運動
しましょう。

閉講式の後は、卒業研修旅行に出かけます。
行先はまだ未定ですが、実りある研修にし
たいと考えています。

得意な方も苦手な方も関係なく、心しずか
な時間を作るのが目的です。

と き

５/19
(火)

開講式
10時～11時30分

村民会館
大ホール

無料

無料

昼食代
・諸経
費実費

昼食代
実費

材料費

無料

昼食は
各自で
準備

無料

実費負担

６/19
(金)

地域の魅力発見
講座

渡邉邸宝物展を
堪能する

渡邉邸
・歴史館

７/14
(火)

大人の科学研究
水族館の裏側と
知られざる
クラゲの生態

山形県鶴
岡市立加
茂水族館
ほか

９/11
(金) 三大学交流会

村民会館
大ホール

10/20
(火)

県立近代美術館
出前講座
現代アートを
楽しむ

村民会館

11月
公証人役場職員
による
寿セミナー

村民会館

12/26
(土)

緑の少年団と
交流

ミニ門松づくり

村民会館
大ホール

１月 冬の運動不足解消
健康教室

村民会館
大ホール

２月
心しずかに…
書をたしなむ

村民会館

３月 閉講式
～卒業研修の旅～

村民会館
ほか

講座名 内容など ところ 備考
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関川村やまゆり大学受講生募集


