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開始時刻　全会場19時～

問い合わせ先

　総務課総務班　64－1476

　検診の結果は異常のあった方だけに

連絡しました。連絡のなかった方は異

常ありません。

問い合わせ先

　住民福祉課健康介護班　64－1472

　受けなかった理由を受診票に記入し

て住民福祉課へ必ず提出してください。

受けなかった理由　　医療機関や人間

　ドックで受けた(受ける予定含む）

　病気や入院中 など

地域懇談会村
から

特定健診結果説明会
健康の基本は健診結果を知ることから

村の検診を申し込んだ方で、
受診しなかった方へ

問い合わせ先　住民福祉課 健康介護班保健師　6４－1472

７月21日(火) 
～８月４日(火）

村
から

７月21日(火)

７月23日(木)

７月27日(月)

７月30日(木)

川　北

女　川

七ケ谷

九ケ谷

川北地区ふるさと会館

女川地区ふるさと会館

七ケ谷地区ふるさと会館

九ケ谷地区ふるさと会館

開催日 地区名 会　　場

▼やむを得ない理由で他の会場へ出席

する方や説明会の前に結果を知りた

い方は事前にご連絡ください

▼７月11日の漏れ者健診を受診された

方は、８月10日以降に役場で結果を

注意！
　特定健診の結果をお返しできる方

は、①村の国保加入者 ②後期高齢加

入者 ③30歳代 の方です。
◆特定健診の結果は、健診業者から郵

送で送られます。

◆結果の見方や日常生活の相談を希望

する方は、結果表を持参ください。

◆肝炎ウィルス検査を受けた方には、

結果をお伝えしますのでご利用くだ

さい。

金丸・八ツ口

下関１～18組

下川口・荒川台・大内

淵・上川口

片貝・沼・聞出

高瀬・沢・湯沢

山本・幾地・鍬江沢

辰田新・打上

南赤谷・勝蔵・内須川

大島・下土沢

上関全域

上土沢

上野原・深沢・上野新・

若山・上野・小和田

宮前・朴坂・南中

中束・蕨野・田麦千刈・

上新保・蛇喰

小見・上野山・小見前新

田・松ケ丘・滝原・松平

下関19組～

安角・鮖谷・久保・蔵田

島

大石・金俣

高田・平内新・桂

金丸公会堂21日(火)

22日(水)

23日(木)

24日(金)

27日(月)

28日(火)

29日(水)

30日(木)

31日(金)

４日(火)

保健センター

下川口集落センター

九ケ谷地区ふるさと会館

むつみ荘

山本公会堂

辰田新集落センター

南赤谷公会堂

大島集落開発センター

上関集落開発センター

上土沢集落開発センター

女川地区ふるさと会館

女川地区ふるさと会館

中束集落センター

川北地区ふるさと会館

保健センター

七ケ谷地区ふるさと会館

大石公会堂

高田地区ふるさと会館

13:45～15:30

９:45～11:30

13:45～15:30

９:45～11:30

13:45～15:30

９:45～11:30

13:45～15:30

13:45～15:30

13:45～15:30

９:45～11:30

13:45～15:30

９:45～11:30

13:45～15:30

９:45～11:30

13:45～15:30

９:45～11:30

９:45～11:30

９:45～11:30

13:45～15:30

７
　
月

８
月

と　き 対　象 ところ 時間

村 ５・６月実施 婦人がん
(子宮がん・乳がん)検診結果から

　第１投票区の投票所は、今までゆ～

むの裏にある「の～む」でしたが、次

回選挙から「役場１階フロア」に変更

することとしました。お間違いのない

ようご注意ください。

対象者　下関、四ケ字(辰田新、打上、

　勝蔵、南赤谷、内須川)の選挙人約

　1,400名

問い合わせ先　選挙管理委員会

　(総務課内)　64－1476

村 次回選挙から第１投票区の
投票所を役場に変更から

豪華商品目指して謎ときにゃ　にゃん吉の大冒険！８月２日応募締切　

　詳細は、７月１日に全戸配布したチ

ラシをご覧ください

問い合わせ先　

　総務課企画財政　64－1476

７月17日(金)締切
９月26日(日)の新潟国体
開会式の大蛇担ぎ手
大募集中！

お返しします

社保などの扶養者の方へ



　青少年育成関川村民会議では、「関

川っ子」の活躍にエールを送ります。

と　き　７月21日(火)18時30分～

ところ　村民会館会議室

内　容　北信越以上の大会に出場する

　(出場済みを含む）選手の激励会など

対　象　高校生以下

問い合わせ先　村民会館　64－2134

　関川中学校では主張大会を開催します。

中学生が今考えていること、若く、そ

して熱い主張をぜひ聞いてください。

と　き　７月24日(金)14時～15時25分

ところ　関川中学校体育館

問い合わせ先　

　関川中学校　64－1063

と　き　７月25日(土)10時～

ところ　おおいしダム湖畔県民休養地

と　き　８月７日(金) 19時～20時

ところ　垂水の里駐車場

内　容　　出店(ゲーム・かき氷・飲み

　物など)　盆踊り大会(参加者には景

　品をプレゼント！)

問い合わせ先

　関川愛広苑 夏祭り担当　60－4025

　垂水の里 夏祭り担当　64－2322

ダム内部見学など体験イベントを用意！

問い合わせ先　まつり実行委員会(農林

　観光課内)　64－1478

　締切は８月31日(月)です。

応募資格　　村内に住所を有する方

　村内に勤務する方 　村出身の方

種　目　　随筆・紀行文・コント…１

編400字詰め原稿用紙10枚以内

　詩…１編につき400字詰め原稿用紙３

枚以内

　短歌…10首まで 　俳句…10句まで

　川柳…10句まで

注意事項　詳しくは村民会館へ確認く

ださい

作品提出締切　８月31日(月)厳守

提出先　村民会館　64－2134

と　き　７月25日(土)９時～

　雨天中止

ところ　国道113号線 下川口チェーン

着脱所

内　容　シートベルト着用などのリー

フレットを配布、安全運転を呼びか

けます

問い合わせ先

　総務課総務班　64－1476

　５名１チームで100日間の無事故・

無違反を目指しましょう。達成チーム

には、記念品のほか、抽選で豪華海外

旅行や温泉宿泊券が贈呈されます。

参加資格　運転免許を持ち、県内に居

　住または通勤・通学している方

チャレンジ100の期間

　９月23日(水)～12月31日(木)

参加費　１チーム1,000円（１人200円）

申込締切　8月31日(月)

申込方法　申込書に必要事項を記入し

　て、郵便局で参加費を振り込んでく

　ださい

※申込書は役場総務課にあります

問い合わせ先

　県民生活課　025－280－5136

村 交通安全指導所を開設から

村 ７月25日(土)10時～
おおいしダム湖畔まつりから

県 ５名１組で交通安全チャレンジ

安全運転・チャレンジ100から

　鷹の巣ダムでは降雨などで荒川の水

が増えると予想されるとき、ダムに溜

めている水を放流して大きな出水に備

え、災害防止に努めています。

　放流開始の10分前には、サイレンや

スピーカーで周辺の皆さんにお知らせ

します。

　放送後は川の水が急に増えますので、

すぐに川からあがって安全なところに

避難するようお願いします。

スピーカーの放送内容　「こちらは鷹

の巣ダムです。ただ今から上流鷹の

巣ダムにおいて放流を行いますので、

川の水が急に増えてきます。河原に

いる人は危険ですからすぐにあがっ

てください」（２回繰り返します）

問い合わせ先

　東北電力(株)鷹の巣発電所　64－3575

他 災害防止に備えて、

　鷹の巣ダムでは放流を行います団体

村民会館イベントなど

がんばれ！関川っ子

文芸せきかわ原稿募集

　旧荒川町との交流会です。介護の状

況や辛いことを心置きなく話しあって

みませんか？

と　き　７月29日(水)10時～12時

　９時30分に役場からバスが出発

ところ　荒川保健センター(荒川地区）

内　容　①体験を自由に話し合う

　②認知症の困りごとへの対処方法

参加費　100円(お茶代）

申込締切　７月21日(火)

※当日、ご本人をディサービスなどに

お願いしたい方は相談ください

問い合わせ・申し込み先

　地域包括支援センター　64－1473

村 認知症者を介護する
家族の集い 参加者募集から

　忙しくて買いに行けない方へ朗報で

す。ジャンボ宝くじの大きな夢が通信

販売でもかないます。

賞金と本数　　１等２億円(39本）

　　２等１億円(39本）など

抽選日　8月11日(火)

申込方法　①宝くじ代金②返信用封筒

　③申込書を送付　※申込書は役場ロ

　ビーと総務課にあります

申込締切　７月24日(金)必着

問い合わせ・申し込み先

　みずほ銀行 サマージャンボ宝くじ

通信販売係　03－3944－9210

他 ２億円の夢が通信販売でも買えます

サマージャンボ宝くじ団体

他 納涼!　　　　　 夏祭り関川愛広苑
垂水の里団体

と　き　８月１日(土) 

　受付17時30分～

ところ　たかつぼ駐車場(坂町病院隣)

仮装盆踊りの参加申込方法　７月28日(火)

　まで電話で申し込みください。その際、

　必要事項をお伝えください。

　必要事項　団体名／代表者名／連絡

　先／チーム名／人数

問い合わせ・申し込み先

　たかつぼ 夏祭り担当　62－1455

と　き　７月29日(水)19時～21時

ところ　浦田の里グラウンド

内　容　　踊り　各種模擬店　打ち上

　げ花火

その他　　手伝いボランティア募集

　　仮装して踊ってくれる方歓迎

問い合わせ先

　浦田の里納涼祭係　53－1803

他 仮装盆踊り参加者大募集
たかつぼ夏祭り団体

７月26日(日)親子かじかとりまつり(先着500名の申込制)

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

関
川
中
関川中わたしの主張大会

他 浦田の里 納涼祭団体



※詳細は問い合わせください

問い合わせ・申し込み先　自衛隊新発

田地域事務所　0254－26－5619

採用予定数　船舶運行システム課程（約

100名)／航空課程(約10名)／情報シ

ステム課程(約40名)／海洋科学課程

(約10名)

受験資格　昭和61年４月２日以降に生

まれた方　※ほかにもありますので、

詳しくは問い合わせください

１次試験日　９月27日(日)

受付期間　７月21日(火)～

　８月４日(火)消印有効

村 事業主の皆さんご協力願います

障がい者の社会参加から

国 平和を仕事にする
平成21年度自衛官募集から

募集職種　保育士・支援員・指導員ま

　たは介護員(処遇職員)

募集人員　若干名

受験資格　昭和54年４月２日以降に生

　まれた方

※そのほかの受験資格や提出書類など、

　詳しくは問い合わせください

受付期間

　７月15日(水)～８月５日(水)

試験日　９月20日(日)

問い合わせ・申し込み先

　新発田市中央町５丁目４番７号

　下越障害福祉事務組合

　事務局総務課　0254－26－1501

　村では、障がい者の自身回復と就労

機会の促進などを目的に事業を行って

います。　

　主旨に賛同して、協力いただける事

業主の方、職場体験をしてみたい方を

それぞれ募集します。

内　容　障がい者が事業所で社会体験、

職場体験を行ったとき、村から事業

主へ１日(６時間以内)当たり1,000

円助成します

対　象　障害者手帳を持ち、就職前に

職場体験をしてみたい方や社会復帰

を目指している方

体験期間　原則６か月間

問い合わせ先

　住民福祉課福祉保険班　64－1472

村 国保加入者で70歳以上の方へ

高齢受給者証を更新から

　８月１日から使用する高齢受給者証

を７月末までに郵送します。郵送は、

国保の保険証と一緒に世帯主あてで発

送します。

　受給者証が届いたら、記載事項を確

認し、誤りなどがありましたら、至急

連絡願います。

高齢受給者証とは　70歳以上75歳未満

の方には、所得などに応じて自己負

担割合が記載された「高齢受給者証」

が交付されます。

　　適用は70歳の誕生日の翌月(１日

が誕生日の方はその月)から75歳の

誕生日の前日までです。お医者さん

にかかるときは、必ず保険証と一緒

に提示してください。

※所得に応じた区分けは、受給者証と

一緒に配布するチラシで確認ください。

問い合わせ先

　住民福祉課福祉保険班　64－1472

村 申請が必要な方はお忘れなく

国保の食事代『減額認定証』から

　入院したときの食事代は、１食分の

標準負担額を自己負担して残りを国保

が負担します。

※診療や薬にかかる費用とは別支払い

食事代の標準負担額(１食あたり)

※区分けは、国民健康保険証と一緒に

　配布するチラシで確認ください。

注意①　住民税非課税世帯と低所得者

Ⅰ・Ⅱの方は、『認定証』が必要です。

　　『認定証』は申請のあった月の初

日から適用しますので入院の前に申

請してください。

注意②　住民税非課税世帯と低所得者

Ⅱの方は、過去12か月で入院日数が

90日を超えるときは、申請の翌月か

ら１食160円となります。入院日数

を確認できる書類(領収証書など)を

添えて申請してください。

注意③　現在、長期に該当する『認定

証』をお持ちの方は、７月末で有効

期限が切れます。７月31日までに継

続申請をしてください。

問い合わせ先

　住民福祉課福祉保険班　64－1472

他 下越障害福祉
事務組合職員団体

７月25日(土)おおいしダム湖畔まつり　10時～　申込不要

3
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

７/15現在の状況

　床板を全部撤去　　主屋内部の壁土

落とし中(足場多数設置) 

７/15～８/15の工事予定

　東側突出部の解体　　主屋の壁土落

とし　　主屋～味噌蔵間の塀の解体

※主屋内部は、壁土落とし作業でホコ

リが舞うため、見学ができない場合

がありますので、事前連絡願います

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.4

一般(下記以外の方)

低所得者Ⅰ

住民税非課

税世帯

低所得者Ⅱ

260円

210円

160円

100円

９0日までの入院

過去12か月で90
日を超える入院

種目 資格 試験日受付期間

航空学生

一般曹
候補生

高卒(見込
み含む)21
歳未満の方

８／1～
 ９／11

９／23

９／19８／1～
 ９／11

通年受付

８／1～
 ９／11

９／27

９／25
  ・26

18歳以上27
歳未満の方

18歳以上27
歳未満の方

18歳以上27
歳未満の方

２等陸海
空士(男)

２等陸海
空士(女)

国
海上保安　　　 学生募集から

大学校
・学校

他 商工会職員採用試験団体

海上保安学校学生

採用予定数　約45名

受験資格　

　詳しくは問い合わせください

１次試験日　10月31日(土)、

　　　　　　11月１日(日)

受付期間　８月27日(木)

　　　　　　～９月８日(火)消印有効

海上保安大学校学生

問い合わせ・申し込み先  〒950－

8543 新潟市中央区万代2－2－1

　第九管区海上保安部人事課

　　0120－444－576（フリーダイヤル）

募集職種　補助員・記帳専任職員

募集人員　３名※受験資格や提出書類

など、詳しくは問い合わせください

勤務先　県内の商工会

　または県商工会連合会

申込受付期間　10月１日(木)～

　11月10日(火)必着

試験日　11月22日(日)

問い合わせ先

　関川村商工会　64－1341　または、

県商工会連合会　025－283－1311

共通

採用試験

※新卒者は
　８／１～



住民基本台帳の
閲覧状況を公表

時　間　　昼の部　13時30分～15時30分

　　　　　夜の部　19時～21時

定　員　各講座先着８名

受講料　500円(テキスト代)

受付開始　７月22日(水)９時から

　電話(　53－7511)で受け付けます。
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国有林からのお願い

講座名 と　　き

①

②

③

パソコン入門『昼』
８月４日(火)
対象…パソコンに触れる
のが初めての方

エクセル2007入門
『夜』

８月19日(水)～20日(木)
対象…キーボード、マウ
ス操作が容易にできる方

エクセル2007で簡
単名簿作成『昼』

８月26日(水)
対象…エクセルの基本操
作ができる方

住民基本台帳の
閲覧状況を公表
住民基本台帳の
閲覧状況を公表

村
から

税目(期)
申請者 利用目的

（　）は委託者

閲覧した住民の範囲

住所区域 年齢
閲　覧
年月日

問い合わせ先

と　き　７月27日(月)～７月31日(金)

　各10時～16時

内　容　雇用、借金、生活保護などの

　困りごとに弁護士が相談に応じます

相談方法

　面接相談(定員１日10名)

　相談会場は、新潟県弁護士会館(新

　潟地方裁判所構内)

　電話相談は相談専用電話番号へ

　　025－223－8252 または

　　025－223－8255

問い合わせ・面接相談予約先　

　県弁護士会　025－222－3765

と　き　８月１日(土)10時～16時

相談電話番号　　0120－052－088

問い合わせ先　松崎俊一司法書士事　

　務所　025－772－8739

納期限　７月31日(金)

口座振替日　７月27日(月)

　平成20年４月から平成21年３月までに

村が閲覧を許可した案件を公表します。

問い合わせ先　住民福祉課住民班　64－1471

村 納期内の納付をお願いします
７月の納税予定一覧から

雇用と生活
全国一斉無料相談会

固定資産税(２期)

介護保険料(１期)

国民健康保険税
(１期)

税務会計課税務班
℡64－1451

自衛隊新潟地方
協力本部 新発
田地域事務所

(株)ＩＴスク
エア

(株)ＩＴスク
エア

(株)ＩＴスク
エア

自衛官募集に関する適齢者
の抽出

平成20年
11月26日

村全域

下関 20歳以上

・平成３年４月２日～
　平成４年４月１日生
・平成６年４月２日～
　平成７年４月１日生

20歳以上
　75歳以下

高瀬

平成20年
７月16日

平成20年
10月22日

「県民の安全意識調査」の
調査対象者抽出
(新潟県警察本部)

「平成20年度県民意識調査」
の調査対象者抽出
(新潟県知事政策局)

(社)新情報セ
ンター

大島 20歳以上

20歳以上
下関・大
島

平成20年
12月18日

平成21年
２月５日

「社会意識に関する世論調
査」の調査対象者抽出(内閣
府大臣官房政府広報室)

「平成21年度県民アンケー
ト調査」の調査対象者抽出
(新潟県知事政策局)

20歳以上上関平成21年
３月３日

「新潟県における地震災害からの総合的
な復興支援のための調査」の調査対象者
抽出(新潟県県民生活・環境部)

ハイパーリ
サーチ(株)

住民福祉課健康
介護班℡64－1472

住民福祉課福祉保
険班℡64－1472

後期高齢者医療保
険料(１期)

全国一斉生活保護110番

１.動植物の保護にご協力ください。

２.樹木を損傷したり、林産物を摂

取したときは、法により罰せら

れます。

３.保安林内では、樹木の損傷、下

草の採取などが禁止されています。

４.歩道、広場などの区域外への立

ち入りはお控えください。

５.立入制限の表示がある区域には、

絶対に立ち入らないでください。

６.休息などで、立ち止まるときは、

落下する枝がないか、落石の危

険がないかなど、安全な場所で

　 あることを十分にご確認ください。

７.登山は自己責任が原則です。天

候や登山情報を確認し、十分な

装備で、登山計画を家庭、登山

地域の都道府県警察本部地域課・

警察署などに提出のうえ、入山

してください。

８.悪天候のときは、入山をお控く

ださい。

９.ゴミの持ち帰りにご協力ください。

10.タバコなどの火の始末にご協力

ください。

  問い合わせ先　下越森林管理署

　　村上支署　53－2151

　午前午後は子ども向け、夜間は一

般向けに上映します。

と　き　①８月５日(水)～

　７日(金)14時～16時

②８月８日(土) 　10時～11時

　　13時～14時30分　19時～20時

ところ　視聴覚ホール

定　員　先着200名※入場無料

夏まつり映画上映会

　お話を上映します。幼児から小学

生向けです。

と　き　８月５日(水)～７日(金)

　10時30分～11時

ところ　プラネタリウム

定　員　先着80名※入場無料

プラネタリウムものがたりシアター

と　き　８月12日(水)①10時～10時30分

　②14時～14時30分

ところ　中央図書館おはなしコーナー

　※入場無料

おはなしレストラン

８月のパソコン研修会

星子の夏の星座解説…夏の代表的な

星雲やはくちょう座・さそり座を

見てみよう！

消えた恐竜…恐竜はなぜ絶滅したの

か。恐竜がいた時代のお話です。

上映期間　７月26日(日)まで

上映時間(40分)

　土曜日　14時～・16時～

　日曜日　11時～・14時～・16時～

料　金　大人200円・小中学生100円

プラネタリウム番組案内

　自由研究や読書感想文に役立ちます。

と　き　８月１日(土)～16日(日)

ところ　中央図書館

特別展示　「図書館を使った"調べ

　る"学習賞」受賞作品

夏休みコーナー

情報センター夏まつり特集２情報センター夏まつり特集２

相談
案内

相談
案内

夏の交通事故防止運動スローガン「あせる気とアクセル抑えエコの夏」


