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と　き　12月６日(日)８時30分～

ところ　村民会館アリーナ

申込締切　11月30日(月)

抽選会　11月30日(月)

　村民会館で19時～

申し込み先　村民会館　64－2134

村民会館イベント

と　き　11月24日(火)19時～21時

ところ　村民会館小会議室

内　容　日沿道の発掘と史跡

講　師　高橋重右エ門(前歴史館館長)

問い合わせ・申し込み先

　歴史とみちの館　64－1288

歴史館イベント

歴史講座③（全３回）

11月29日締切
にゃん吉の大冒険

※雪の量や申し込み多数のときは回数

を制限することがあります。あらか

じめご了承ください。

対　象　家族で雪下ろしができず、世

帯の年間収入が基準より低く、かつ

条件のどれかに該当する世帯

基準　世帯人数×35万円＋33万円

　　　※生活保護世帯は除く

条件 ①子供が15歳以下の母子世帯

②世帯主が障害者手帳１～４級の身障

世帯 ③盲人世帯 ④精神、知的障害者

世帯  ⑤１人暮らし老人と老人夫婦の

みの世帯

申込締切  平成22年３月１日(月)

問い合わせ・申し込み先　

　社会福祉協議会　64－0111

雪下ろし費用の助成

助成金　1人につき上限3,800円

対　象　世帯の年間収入が基準より

も低い世帯の方

基準　世帯人数×35万円＋33万円

　　　※生活保護世帯は除く

利用期間　12月21日(月) 

　　　　　　～平成22年１月12日(火)

申込締切  12月８日(火）

問い合わせ・申し込み先　

　社会福祉協議会　64－0111

理美容料金の助成

　　　　　　　　と　き

　　　　　　　　　11月21日(土)

　　　　　　　　　17時30分開場

　　　　　　　　　18時開演

　　　　　　　　ところ　東桂苑

　　　　　　　　入場料　2,000円

　　　　　　　　定　員　先着250名

問い合わせ先　

　渡邉家保存会　64－1002

と　き　11月26日(木)

　18時30分開場　19時開演

ところ　村民会館アリーナ

前売券　大人2,000円・小中学生500円

　※当日券は500円増

問い合わせ先　村民会館　64－2134

他 津軽三味線
小林史佳コンサート団体

他 劇団ふるさとキャラバン特別公演

がっちょに笑ｄａｙ団体

社
協

社協では助成事業を行います

雪下ろし・理美容助成金

　垂水の里では、ボランティアを募集中

です。興味のある方は連絡願います。

内　容　リネン交換、創作活動、囲碁

や将棋などのゲームの相手、話し相

手、環境整備、レクリエーション活

動の手伝いなど

その他　個人、団体は不問

問い合わせ先　垂水の里　64－2322

他 垂水の里では随時
ボランティアを募集中です団体

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

第39回村長杯９人制
バレーボール大会

　休みの日に親子で楽しくクッキング

しませんか？

と　き　12月６日(日) 

　９時30分～14時

ところ　村民会館調理室・休養室

対象・定員　小学生と保護者で20組

内　容　　調理実習(アンパンマンオ

ムライス・コンソメやさいスープ・

手作りチーズサラダ・デザート)

　ヘルシースマイル(歯について)

　食育クイズ

参加費　親子で500円　

持ってくるもの　エプロン

申込締切　11月27日(金)

問い合わせ・申し込み先 

　住民福祉課健康介護班　64－1472

村 参加者にはバンダナをプレゼント！

おやこの食育教室から

　入場無料です。大勢お越しください。

　　　　　　　　と　き

　　　　　　　　　11月19日(木)

　　　　　　　　　18時30分開場

　　　　　　　　　19時開演

　　　　　　　　ところ

　　　　　　　　　村民会館大ホール

駐車場　村民会館または、役場駐車場

をご利用ください

演　題　人を愛し、自然を愛し、平和

を愛する

問い合わせ先　

　総務課総務班　64－1476

村 講演＆ミニライブ
山本コウタローから

村
から

イベントパンフは観光施設などにあります
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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

国保に加入するとき 　ほかの市区町

村から転入したとき(職場の健康保

険などに加入していない場合)

　職場の健康保険などをやめたとき(退

職日の翌日)

　子どもが生まれたとき

　生活保護を受けなくなったとき

国保をやめるとき

　ほかの市区町村に転出するとき

　職場の健康保険などに加入したとき

　死亡したとき

　生活保護をうけるようになったとき

　後期高齢者医療制度に加入したとき

(75歳になって加入したときは届出

不要)

　交通事故など、第三者から傷病を受

けたとき、国保でお医者さんにかかる

ことができます。その際はすみやかに

国保の担当へ届け出ることが必要です。

※加害者から治療費を受け取ったり、

示談を済ませたりすると国保が使え

なくなります。示談の前に必ず担当

に相談ください。

交通事故にあったとき

病気とみなされないとき

人間ドック、予防注射、美容整形、

歯列矯正、正常な妊娠・出産など

労災保険の対象となるとき

　仕事上の病気やけが(雇用主が負担

すべきもののため)

※給付が制限されるとき

　故意の犯罪行為や事故

　けんかや泥酔による病気やけがなど

保険証が使えないとき

利用できる方　融資対象となる学校に

入学・在学される方の保護者で、所

得条件を満たす方

融資額　

　学生・生徒1人につき300万円以内

返済期間　15年以内

保　証　(財)教育資金融資保証基金

(連帯保証人も可能)

利　率　固定金利 年2.65％

（平成21年11月10日現在）

問い合わせ先　教育ローンコールセン

ター　0570－008656

　または日本政策金融公庫新潟支店

　　025－228－2151

国 公的な資金融資制度

国の教育ローンから

認定農業者制度とは　今後の地域農業

を担う「やる気」のある農業者から

「農業経営改善計画書」を提出して

もらい、村の基本構想と照らして認

定する仕組みです。認定は５年間有

効です。

申請条件　※年齢制限なし

※3つ全て満たすことが必要

１.農業経営に意欲があること　

２.「担い手」として集落や地区から

　推薦されていること

３.村が定める構想に合う計画を立案

　すること

申請方法　農業経営改善計画書を作成

して農業委員会事務局へ提出

※用紙は農業委員会事務局にあります

申請締切　12月４日(金)

認　定　12月下旬の審査会で決定

問い合わせ・申請先　農業委員会事務

　局(農林観光課内　64－1447)

村 意欲のある方をお待ちします
認定農業者申請受付中から

　年末年始の指定券予約は越後下関駅

でお願いします。往復分のご購入なら

ありがたいですが、帰りの乗車券、指

定席券だけでもお願いします。

　また、大学受験・就職試験などでお

出かけの方のご利用もお待ちしていま

す。

　下関駅では、１か月以上前でも電話

で受け付けしています。どうぞ「皆様

の越後下関駅」をご利用願います。

問い合わせ先　越後下関駅　64－1044

他 年末年始の指定券予約は
ぜひとも下関駅で！団体

　11月15日から狩猟期間が始まります

(平成22年２月15日まで)。特に狩猟解

禁日の11月15日から数日間は銃器によ

る人身事故が発生しやすい傾向があり

ますので、ご注意ください。

狩猟をする方は　銃器の取り扱いに注

意して、使用するときは周囲の安全

を十分確認してください。

登山や野山の散策をする方は　目立ち

やすい服装で行動し、鈴などを身に

つけて自分の存在を相手に知らせて

ください。

問い合わせ先

　村上保健所衛生環境課　53－8371

　村上警察署生活安全課　52－0110

と　き　12月４日(金)～10日(木)

　９時～17時

　※４日は13時～、７日は休館

　記念講演会　12月４日(金)15時～

ところ　リージョンプラザ上越

問い合わせ先　上越市総務課

　同和対策室　025－526－5111

他 「いのち･愛･人権」上越展団体

　放送大学はテレビなどの放送で授業

を行う通信制の大学です。

教養学部　　科目履修生(６か月在学

　し、希望する科目を履修)

　選科履修生(１年間在学し、希望する

科目を履修)

　全科履修生(４年以上在学し、卒業を

目指す)

出願締切　平成22年２月28日(日)

問い合わせ・資料請求先

〒951－8122　放送大学新潟学習セン

　ター　025－228－2651

他 放送大学４月入学生募集団体

県11月15日から狩猟解禁から

村 国保からお知らせから

11/15現在の状況　解体作業が完了し、

修理作業に入りました。

　11月下旬までに母屋全体を揚屋(あ

げや)する予定です。

※揚屋してからは、庭と母屋周辺(米

蔵・味噌蔵)のみの公開となります

11/下旬～H22/3/下旬までの工事予定

　土台柱を修理のためジャッキアップ

　基礎石と布石の修理

※工事内容によって見学できる範囲が

　限られますので、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.8

加入・脱退は14日以内に
届出が必要です

問い合わせ先
住民福祉課福祉保険班　64－1472

※加入の届出が遅れると、加入資格を得

た月までさかのぼって保険税を納める

ことになります。また、保険証がない

ため、その間にかかった医療費は全額

自己負担になりますのでご注意ください。

村 11月の納税予定一覧から

科目(期) 問い合わせ先

税務会計課税務班
℡64－1451

国民健康保険税
(５期)

納期限

口座振替日

口座再振替日

11月30日(月)

11月25日(水)

12月10日(木)

住民福祉課健康介
護班℡64－1472

介護保険料(５期)

住民福祉課福祉保
険班℡64－1472

後期高齢者医療保
険料(５期)


