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電話番号
一　　覧

総務課 総務班・企画財政班　64－1476　税務会計課 税務班・会計班　64－1451　
農林観光課 農林振興班　64－1447・商工観光班(関川村観光協会)　64－1478　農業委員会事務局(農林観光課内)　64－1447

価格　１着1,500円

サイズ

　Ｓ・Ｍ・Ｌ・ＸＬ

カラー　イエロー　

発売開始　６月21日(日)の大石ダムマ

ラソン大会の会場から発売します

問い合わせ先　村民会館　64－2134

　当日は、六本杉から金俣の一部で交

通規制を行います。路上駐車などない

ようにご協力願います。

と　き　７月12日(日)８時～ 

ところ　村スポーツ公園

申込締切　７月６日(月) 

申し込み先　村民会館　64－2134

と　き　７月５日(日)８時～

ところ　村スポーツ公園

申込締切　６月29日(月)

組み合わせ抽選会　６月29日(月)

　村民会館で19時～

申し込み先　村民会館　64－2134

と  き　６月21日(日）

ところ　安角小学校グラウンド

　スタート・ゴール

出場選手　村内外から519名

　(６月１日現在)

出発予定時間　　３km…9時30分

　　　　　　　　５km…9時40分

　　　　　　　　15km…9時35分

運営スタッフに感謝　村内各体育協会

　から競技スタッフとして約200名が

　大会運営に協力します。

問い合わせ先　村民会館　64－2134

村民会館イベント

体協Ｔシャツ完成
新作は「かがっぺ」

第15回教育委員長杯
壮年ソフトボール大会

第36回大石ダム湖畔
ＵＰ・ＤＯＷＮ関川マラソン大会

連盟会長杯野球大会

もうしばらく

お待ちください

もうしばらく

お待ちください

立候補予定者説明会

　６月26日(金)10時～・大会議室

立候補届出事前審査　

　７月３日(金)９時～12時・大会議室

立候補届出受付　

　７月８日(水)９時～17時・大会議室

投票日　７月13日(月)７時～18時・

　村内の９投票所

問い合わせ先　選挙管理委員会

　(総務課内)　64－1476

村 農業委員会委員一般選挙
日程が決定しましたから

コミュニティ単位で開催
地域懇談会(全９回)

戸数・家賃　１戸(２階)・35,000円

※詳細は問い合わせください

入居の予定時期　７月１日(水)

問い合わせ・申し込み先

　建設環境課地域整備班　64－1479

村 申込締切は６月23日(火) 
上関住宅入居者募集から

　どんな仕事でもお気軽に相談くださ

い。長年の経験を活かして、お役に立

ちます。

問い合わせ先　村上地域シルバー人材

　センター関川村事務所　64－0020

シ
ル
バ
ー

皆さんのお手伝いをします
シルバー人材センター

　お盆前にすっきりして、すがすがし

い気持ちで迎えませんか。

助成金　世帯１人につき上限3,800円

利用期間　８月１日(土)～15日(土)

対象者　世帯の年間収入が基準額以下

　の世帯の方　※生活保護世帯を除く

基準額…(世帯人数×35万)＋33万

申込締切　７月10日(金)

問い合わせ・申し込み先　

　社会福祉協議会　64－0111

社
協 理美容料金を一部助成

作業名 1時間当たり費用額
(事務費５％込)

草取り   788円

1,403円(燃料込み)

1,260円(器材含まず)

戸１枚1,260円 他紙代

  945円

  788円～893円

草刈り

庭木剪定

襖・障子張り

普通車運転

その他雑役

６/15現在の状況

　床板を全部撤去

６/15～７/15の工事予定

　母屋内部の壁の土落とし

　母屋北東部分の解体

６/15～７/15に見学可能

　新緑から初夏の名勝庭園の一部

※母屋内部は、土落とし作業でホコリ

が舞うため、見学ができません

問い合わせ先

　渡邉家保存会事務局　64－1002

他
団体

平成の大修理
渡邉邸の改修日記ｖｏｌ.3

と　き　６月19日(金)～

　７月４日(土)　平日…９時～19時　

　土日…９時～17時

　閉館日…６月22日(月)、29日(月)

ところ　村上市教育情報センター

問い合わせ先　村上教科書センター

　(村上小学校内) 　53－2249

平成２２年度使用
小中学校教科書の展示

他
団体

村
から

と　き　６月22日(月)～７月30日(木)

 地域ごとの日程は、全戸配布のチラ

シをご覧ください

問い合わせ先

　総務課総務班　64－1476



2
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

経済センサスは　経済センサスは全

国すべての事業所・企業を対象と

した調査です。これにより、日本

の経済活動の実態を明らかにします。

調査にご協力お願いします　調査に

は、村がお願いした調査員がお伺い

します。どうぞご理解とご協力をお願

いします。

調査結果の利用例(一例)

　　地方消費税を市町村に交付する際に

利用されています。

　地方消費税は、国→都道府県→市町

村へと交付されています。

　都道府県から各市町村へ交付され

る際、「各市町村の従業員者数等」に

基づいて行われる予定です。

問い合わせ先

　総務課総務班　64－1476

注意事項

★胃がん検診を受診する方へ

　前日の20時から検査終了まで食

べ物、アルコールを摂取しない

でください。喫煙も不可。

　受診当日、水または白湯は検査

３時間前までであれば飲んでも

構いません。牛乳やジュース類

は飲まないでください。

　うっかり飲食したときは受診で

きませんので、ほかの日に受診

してください。

★大腸がん検診の便を役場に提出

される方は、必ず９時30分まで

にお持ちください。

　※時間遵守のこと

★検診を申し込んだ方で受診しな

いときは、受診しない理由を受

診票に記入して、住民福祉課へ

必ず届けてください。

★申し込みをしていない方や80歳

以上の方で受診を希望するとき

は、住民福祉課へご連絡くださ

い。

★検査の結果、異常のない方には

通知しませんので、ご了承くだ

さい。

早期発見のために申し込みした方は必ず受診してください

胃がん検診は前日の20時から飲食が制限されます

事業所・事業主の皆さん　統計調査にご協力お願いします

問い合わせ先　住民福祉課 健康介護班　64－1472

胃がん・大腸がん検診
村
か
ら

検診の種類

胃がん

大腸がん

35歳以上の申込者

40歳以上の申込者

35歳～39歳…1,500円・41歳～…1,000円

500円

40歳と50歳
は無料

対象者 料　　金

と　き 対象地区 ところ 時間

30日(火)
松平・滝原・上野山・小見・小見前
新田・松ヶ丘

小見前新田集会場
（旧ＪＡ川北支所）

中束集落センター

むつみ荘

女川地区ふるさと会館

7:50～9:30

7:50～9:30

7:50～9:30

7:50～9:30

7:50～9:30

7:30～9:00

7:30～9:30

7:30～9:00

7:30～9:00

7:30～9:00

7:30～9:00

7:30～9:00

7:30～9:00

7:30～9:00

7:30～9:00

7:30～9:30

女川地区ふるさと会館

高田地区ふるさと会館

保健センター

七ヶ谷地区ふるさと会館

下川口集落センター

九ヶ谷地区ふるさと会館

大島集落開発センター

山本公会堂

上土沢集落開発センター

保健センター

保健センター

村民会館

蕨野・中束・田麦千刈

高瀬・沢・湯沢

上新保・蛇喰・南中・宮前・朴坂

平内新・高田・桂

上川口・下川口・荒川台・大内淵

沼・片貝・聞出・金丸・八ッ口

大島・下土沢

山本・幾地・鍬江沢

上土沢

辰田新・打上

上関全域
指定日に都合のつかない方

蔵田島・久保・鮖谷・安角・大石・
金俣

下関12組～37組
勝蔵・南赤谷・内須川

下関１組～11組
該当の地区で受けられない方

上野原・深沢・若山・上野新・上野・
小和田

１日(水)

２日(木)

３日(金)

４日(土)

６日(月)

７日(火)

８日(水)

９日(木)

10日(金)

11日(土)

６
月

７
月


