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　「どもんこ」とは大石川沿いの集落

の方言で「かまくら」のことです。

　おおきな「どもんこ」をぜひとも見

に来てください！

主　催　大石・山と川に親しむ会

　(会長　高橋 八男)

と　き　２月13日(土)9時～18時

ところ　大石ダム湖畔県民休養地

内　容　　雪遊び(どもんこ作り・和か

んじき・竹スキー) 

　スノーモービル体験 　餅つき大会

　お楽しみ抽選会 など

参加費　無料・ただし、イベント協力

費として100円程度負担願います

問い合わせ先　

　大石・山と川に親しむ会事務局

　高橋　(FAX兼用)64－2170

他 雪遊びを満喫
おおいし・どもんこ祭り団体

　村では、放課後に保護者が不在の児

童を学童保育所で受け入れています。

対象　村内居住で昼間保護者がいない

　家庭の小学校１～４年生までの児童

申込方法　申込書（住民福祉課にあり

ます）に必要事項を記入して提出

申込締切　１月29日(金)

問い合わせ・申し込み先

　住民福祉課福祉保険班　64－1472

　12月15日号のごみ収集日程に誤りが

ありました。お詫びして訂正します。

問い合わせ先

　建設環境課水道環境班　64－1479

利用時間

利用料金（保険料込み）

村 通年・１日単位で可能
学童保育所入所者募集から

　会員皆さんと楽しく交流しませんか。

とき・ところ　２月28日(日)東京上野・

　精養軒　[27日(土)９時出発～28日(日)

　夜役場到着]

参加費　8,000円(懇親会費)

　※食事代と宿泊費は各自負担

定　員　先着10名 

申込締切　１月29日(金)

問い合わせ・申し込み先

　農林観光課商工観光班　64－1478

村 いで湯の関川ふるさと会
首都圏交流会参加者募集から

　村では、県のふるさと雇用再生特別

基金を活用した委託事業を公募します。

対象の要件　村内で継続的な雇用が見

込まれること など　

※要件はこのほか全部で６つあります

募集期間

　１月５日(火)～１月25日(月) 

要綱　農林観光課にあります。村のホー

ムページにも掲載しています。

問い合わせ先

　農林観光課商工観光班　64－1478

村 村内雇用創出等につながる事業を

民間企業から募集しますから

村 正月明けのごみ収集から

　新しい観光土産品を掘り起こすため、

村では毎年みやげ品の認定を行ってい

ます。

申込締切　1月15日(金)

　詳しくは問い合わせください

問い合わせ・申し込み先

　農林観光課商工観光班　64－1478

村 村推奨みやげ品を募集から

資　格　

　原則として村内にお住まいの方

　高校卒業程度の学力のある方

　臨時雇用期間が通算10年未満の方

　（事務補助のみ） 

　できるだけ村内居住の方

通勤費  片道２㎞以上から支給

手続き　申込書(総務課にあります）を

提出してください

※村ホームページからダウンロード可

登録の有効期限　平成22年４月１日

　～平成23年３月31日まで

その他　必要とする業務がないときは

任用されません。ご了承ください。

申込締切　１月29日(金)

申し込み先　総務課総務班　64－1476

村 村の臨時職員を募集から

資　格　村内居住の70歳未満の方

手続き　申込書（管理公社にあります）

を提出してください

登録の有効期限　平成22年4月１日

　～平成23年３月31日まで

その他　必要とする業務がないときは

任用されません。ご了承ください。

申込締切　1月29日(金)

申し込み先

　関川村自然環境管理公社　64－0252

他 管理公社の臨時職員を募集団体

※事務補助以外は各資格があるときの金額

職 種

区　分

区分

と　き 収集地区

利用料金� おやつ代

時　　間

時給 時給職 種

事務補助

保育士

保健師

平日

第1･3･5土曜日

春・夏・冬休み

通年

１日

半日

12月31日(木)～
１月３日(日)

１月４日(月)

１月５日(火)

１月６日(水)

全地区収集休み

下関・四ケ字・川北

上関・七ケ谷・九ケ谷

霧出・高田(松ケ丘含
む)・女川

 7,000円／月

 1,000円／日

   500円／日

 1,000円／月

   100円／日

    50円／日

下校～18時

8時30分～12時30分

8時30分～18時 770円

820円

990円

930円

820円

770円

看護師

教員助手

調理師

新型インフルエンザワクチン接種情報 中高校生は12月24日から村内の医療機関で接種できるようになりました。
問い合わせ先　住民福祉課福祉保険班　64－1472
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相談案内
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　１月７日(木)・21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　１月20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　１月14日(木)
申し込み先　社会福祉協議会　64―0111

カレンダー
日 曜 行　事　予　定

日 曜 行　事　予　定

１月 [大寒]
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）

体育関係者新春懇談パーティー（18:30～、村民会館大ホール）
心配ごと相談（９:00～14:00、社会福祉センター）
乳児健診(７、８・10、11か月児)（受付13:00～13:30、の～む）

[立春]

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）
歩く！！健康教室⑬終（10:30～11:30、ふれあいど～む）

わく湧くウインターカーニバル
（10:00～15:00、わかぶな高原スキー場）

[小寒]
歴史館企画展「渡邉家宝物展Ⅱ」
（9:00～16:30、せきかわ歴史とみちの館）

2010年(平成22年)
[元日]

[成人の日]

心配ごと相談（９:00～14:00、社会福祉センター）

交通安全指導員初出動（13:30～、村内巡回）

機能訓練日（９:30～11:30、保健センター）

歩く！！健康教室⑫（10:30～11:30、ふれあいど～む）
健康相談日（10:00～14:00、保健センター）

エンジョイ！フットサル教室①
（９:00～11:00、ふれあいど～む）
おはなしの会とかんたんおもちゃづくり
（10:30～11:15、村民会館大ホール）

村上サポステ出張相談
（13:30～16:00、村民会館小会議室）

１ 金

２ 土

３ 日

19 火

20 水

４ 月

５ 火

６ 水

７ 木

８ 金

９ 土

10 日

11 月

12 火

13 水

14 木

15 金

16 土

17 日

18 月

１月１日　 ２月５日

２月

21 木

22 金

23 土

24 日

25 月

26 火

27 水

28 木

29 金

30 土

31 日

１ 月

２ 火

３ 水

４ 木

５ 金

募集住宅・戸数　日の出住宅・１戸

月額家賃　45,000円

　詳細は問い合わせください

入居の予定時期　２月１日(月)

申込締切　１月８日(金)

問い合わせ・申し込み先

　建設環境課地域整備班　64－1479

受診月　平成22年３月まで

受診機関　詳細は問い合わせください

対象者　　年齢35歳～70歳(誕生月まで

に受診される方)

　平成21年４月１日現在で、国保に１

年以上加入している方

　国保税の滞納のない世帯の方

その他　結果は受診者本人と村に通知

されます。村ではその結果を保健師

などの訪問指導に利用します。あら

かじめご了承願います。

申込方法　申込用紙(住民福祉課にあり

ます)に記入してください

申込締切　１月22日(金)

問い合わせ・申し込み先

　住民福祉課福祉保険班　64－1472

と　き　１月15日(金) 13時30分～16時
ところ　村民会館小会議室
申込締切　１月14日(木)
申し込み先　村上サポステ　50－1553

村上サポステ
出張相談

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）
歩く！！健康教室⑪（10:30～11:30、ふれあいど～む）

作品　フランダースの犬(完結版)

と　き　１月16日(土)

　10時30分～12時

ところ　視聴覚ホール 

定　員　先着200名　※入場無料

期　間　　１月17日(日)まで

　　　　　　　上映内容

　　　　　　　　冬の星座と

　　　　　　　　マッチ売りの少女

　　　　　　　　太陽系

　　　　　　　　グランドツアー

期　間　１月23日(土)～

　２月28日(日)

上映内容

　冬の星座めぐり

　太陽

上映時間

　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

時　間　昼の部　13時30分～15時30分

定　員　各講座先着８名

受講料　500円(テキスト代)

受付開始　１月21日(木)９時から

　電話(　53－7511)で受け付けます

プラネタリウム番組のご案内

作品　こぎつねコンとこだぬきポン

と　き　１月16日(土)

　10時～10時20分

ところ　プラネタリウム

定　員　先着80名　※入場無料

アニメ劇場

２月のパソコン研修会

講座名 と　　き

２月３日(水)～４日(木)
対象…ワードの基本操作が
できる方

２月17日(水)～18日(木)
対象…エクセルの基本操作
ができる方

２月24日(水)～25日(木)
対象…ワードの基本操作が
できる方

①ワード2007
中級研修（昼）

② エ ク セ ル
2007中級研修
（昼）　　　　

③ワード2007
でチラシ作成
研修（昼）　　

村 ２階建１戸の村営住宅
日の出住宅入居者募集から

村 健診を受けなかった方へ
国保の人間ドック追加募集から


