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村民会館イベント

と　き　２月７日(日) 開会式９時～

ところ　村民会館アリーナ

申込締切　２月１日(月)

チーム編成　８名で１チーム

　今年は、２月28日に「エンジョイ！

生涯楽習広場」を開催します。広場内

で情報交換用のスペースを提供します。

　趣味の仲間づくり、趣味を広げる場

としてぜひ活用してください。なお、

上限5,000円で材料費を助成します。

申込締切　２月５日(金)

申し込み先　村民会館　64－2134

募集人員　１名(Ｈ22.4.1採用)

職　種　老人憩いの家「むつみ荘」で

行っているデイホームの生活支援員

(兼施設管理)

応募資格　平成22年４月１日現在で

　①～③を全て満たす方

①年齢50歳以下

②ヘルパー２級以上の資格がある

③車でむつみ荘へ通勤可能

申込締切　２月15日(月)17時15分

　郵送のときは当日消印有効

申込方法　試験申込書(社会福祉協議

会にあります)を記入し提出

試験方法　面接試験

問い合わせ・申し込み先

　社会福祉協議会　64－0111

抽選会

  村民会館で２月１日(月)19時～

申し込み先　村民会館　64－2134

　昨年10月から今年１月までの予定で

したが、好評につき３月まで延長する

ことにしました。

　寒い冬もじっくり歩いて、ど～むで

いい汗をかきましょう！

と　き　１月18日(月)、25日(月)、

　２月１日(月)、８日(月)、15日(月)、

22日(月)、３月１日(月)、８日(月)、

15日(月)

　毎週月曜日10時30分～11時30分

ところ　ふれあいど～む

内　容　ウォーキングを中心とした有

酸素運動・骨盤体操 など

参加費　500円 

　※昨年から参加している方は無料

申し込み先　村民会館　64－2134

第19回村民綱引き大会

社
協

社会福祉協議会
臨時職員(常勤)募集

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

２月28日(日)生涯楽習広場
スペースをお貸します

　１月１日号に掲載した「体育関係者

新春懇談パーティー」の日程に誤りが

ありました。お詫びして訂正します。

と　き

正　１月20日(水)18時30分～
誤　１月21日(木)18時30分～

ところ　村民会館大ホール

問い合わせ先　村民会館　64－2134

訂正とお詫び
新春懇談パーティーの日程

好評につき３月まで延長
歩く!!健康教室(昼)

　平成22・23年度に村が発注する50万

円未満の小規模工事の随意契約、見積

りに参加を希望される方は、申請書を

提出してください。

※村の建設工事資格審査に登録されい

る方は申請不要です

申請の要件　　村に本店・支店または

住所を置く法人・個人

　希望する小規模工事を履行するため

に必要な資格・免許を有する者

　希望する小規模工事の業種を３年以

上営んでいる者

　村税の滞納がない者

申請の有効期間　平成22年４月１日～

平成24年３月31日(２年間)

受付期間　２月１日(月)～28日(日)

　土・日・祝日を除く

　郵送のときは消印有効

※受付期間後も随時申請は可能です

申請様式・必要書類　　村ホームペー

ジからダウンロード可

　総務課企画財政班にあります

問い合わせ・提出先

　総務課企画財政班　64－1476

村 小規模(50万円未満)工事
契約者登録申請から

　寒い冬こそ、スキー場で元気に遊び

ましょう！親子で一日楽しめる内容で

開催します。ぜひお越しください。

と　き　１月31日(日)10時～15時

ところ　わかぶな高原スキー場

内　容　　ゲーム大会(豪華景品が当

　たる！)　　屋台の出店 など

問い合わせ先　観光協会

(農林観光課内　64－1478)

村 楽しいイベント用意！
わく湧くウインタ-カ-ニバルから
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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

他 新発田地域広域事務組合
入札参加追加申請団体

１/15現在の状況　母屋全体を揚屋

　(あげや)しています。

※１/18～２/６まで母屋の中に入れま

せん。２/７以降は母屋北側の見学

が可能になります(予定のため多少

前後することがあります。)

H22/3/下旬までの工事予定

　土台・柱をジャッキアップして修理

　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.10

　２月１日現在で、全国一斉に"農林

業の国勢調査"といわれる「2010年世

界農林業センサス」が実施されます。

　この調査は、今後の農林業の政策に

役立てるため、５年ごとに実施される

極めて大切な調査です。

　調査のため、村がお願いした調査員

が皆さんのところを訪問します。どう

か調査にご協力をお願いします。

問い合わせ先

　総務課総務班　64－1476

村 2010年世界農林業センサス
にご協力をお願いしますから

検察審査会とは

　検察官が被疑者(犯人と思われる人)

を裁判にかけなかったこと(不起訴処

分と言います)のよしあしを審査する

国の機関です。

　審査は、選挙権のある国民の中から

「くじ」で選ばれた11人が国民を代表

して行います。

不起訴処分に不満の方は

　犯罪の被害に遭ったのに、検察官の

不起訴処分に不満をお持ちの方、詳し

いことを知りたい方は、事務局へ問い

合わせください。

　審査申し立てや相談の費用は無料で、

秘密は固く守られます。

問い合わせ先　新発田検察審査会事務

局(新潟地方裁判所新発田支部内) 

　0254－24－8467

　平成22年度に新発田地域広域事務組

合、新発田地域老人福祉保健事務組合、

下越障害者福祉事務組合が発注する建

設工事や物品調達などの入札参加申請

を受け付けます。

対　象　　新規参加を希望する方

　平成21年２月に登録済の方で業種な

　どの追加がある方

※平成21年２月に申請し、参加資格名

　簿に登録されている方は申請不要

受付期間　２月１日(月)～28日(日)

　土・日・祝日を除く

　郵送のときは消印有効

※詳細はホームページをご覧ください 

http://www.shibata-kouiki.jp/s-kouiki/

問い合わせ・提出先　新発田広域事務

　組合事務局総務課　0254－26－1501

他 自動車事故による
被害者の方へ団体

　独立行政法人自動車事故対策機構で

は、自動車事故による被害者への援助

を行っています。

援助内容　　交通遺児等への育成資金

　(無利子)貸付

　重度後遺障がい者への介護料支給

問い合わせ先　独立行政法人自動車事

故対策機構 新潟主管支所

　　025－283－1141

他 県勤労者福祉厚生財団
大学育英資金 奨学生募集団体

対象者　①を満たし②か③に該当する

こと

①県民のお子さんで、4年制大学に進

学か在学する方

②母子家庭・父子家庭の方

③勤務先事情による離職や収入減少に

よって学資の支弁が困難と認められ

る方

募集人員　10名

奨学金額　月額２万円(最高96万円)　

利息　無利息

返還方法　卒業か貸与終了の翌月から

　８年以内(年間返還額12万円以上

申込締切　１月29日(金)

問い合わせ先　〒951―8565

　新潟市中央区寄居町332－38

　新潟県労働金庫内　025－228－3411

国 ご存じですか？
検察審査会制度から

　県では、地球温暖化防止行動を促進

するため、省エネに関する普及啓発活

動とアンケート調査を実施しています。

　対象は一戸建持ち家の家庭で、調査

員が直接訪問します。調査員が訪問し

たときは、ご協力をお願いします。

調査対象数　県全体で18,000世帯

調査会社　(株)ＩＴスクエア調査部

　　025－242－0633 

問い合わせ先　県民生活・環境部

　環境企画課　025－280－5149 

県 省エネに関する普及啓発
アンケート調査に協力くださいから

　厚生労働省では、雇用保険を受給で

きない方(受給終了者含む)へ受講料が

無料の職業訓練と訓練期間中の生活費

の給付・貸付制度を実施しています。

※給付・貸付制度は要件があります。

要件 ①か②を満たし③に該当すること

①離職前に世帯の主たる生計者だっ

た方

②世帯全員の１人当たりの年収が200

万円以下であること

③申請時の世帯全体の年収見込みが

300万円以下である方

※このほかにも要件があります

給付金額　月10万円か12万円

問い合わせ先　

　ハロ－ワーク村上　53－4141

国 緊急人材育成支援事業
(基金訓練)のご案内から

と　き　２月９日(火)14時～

ところ　村上市民ふれあいセンター

内　容　　米トレーサビリティ法につ

いて　「主要食糧の需給及び価格の

安定に関する法律の一部改正」に伴

う米の出荷・販売業者の遵守事項に

ついて　ほか

申込締切　２月８日(月)

問い合わせ・申し込み先

　北陸農政局新潟農政事務所

　地域第二課　0254－22－4101

国 平成22年度から実施
米トレーサビリティ法等説明会から

村 １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
(７期)

納期限

口座振替日

口座再振替日

２月１日(月)

１月25日(月)

２月10日(水)

住民福祉課健康介護班
　64－1472

介護保険料(７期)

村県民税(４期)

住民福祉課福祉保険班
　64－1472

後期高齢者医療保
険料(７期)


