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ゆ～むのカラオケを新機種に入れ替えました他
団体

村民会館イベント

と　き　３月21日(日)８時30分～

ところ　村民会館アリーナ

申込締切　３月12日(金)

抽選会　３月15日(月)19時～

問い合わせ・申し込み先

　村民会館  64－2134

と　き　３月20日(土)10時30分～

ところ　村民会館図書室

内　容　　絵本の読み聞かせ

　くつしたパペットづくり

持ち物　長めのくつ下片方１つ(大人用）

問い合わせ先　村民会館　64－2134

料　金

(部屋代と利用者数に応じて)

　部屋代　

　１時間につき700円

　利用料　１人200円

　２時間目以降は不要

その他

　ゆ～む入場料が別途必要

問い合わせ先

　ゆ～む　64－1726

(例)７人で２時間利用したとき

部屋代　700円×２時間＝1,400円

利用料　200円×７人　＝1,400円

計2,800円 １人当たり400円

第13回クラブカップ６人制
バレーボール大会

おはなしの会と
かんたんおもちゃづくり

「発進は ベルトしたよの 子の合図」 ３月はシートベルト・チャイルドシート着用強調月間です

　日常の買い物の機会を利用して食品

表示の確認などをする「食品表示ウォ

ッチャー」を募集します。

対　象　県内在住の20歳以上の方で、

研修会(４月下旬予定・平日)への出

席が可能な方

募集人数　100人　※申込方法は県ホー

ムページをご覧ください

申込締切　３月31日(水) 

問い合わせ・申し込み先

　県食品・流通課　025－280―5743

対　象　　大学(短大を除く)に入学、

　または在学していること

　村に３年以上住み、今後引き続き住

む見込みのある村民のお子さん

　学業成績が優良で、奨学生として誇

りを持って学業を修める方

貸与額　月額３万円　利息　無利子

定　員　５人以内

申込方法　問い合わせください

申込期間　４月１日(木)～30日(金)

問い合わせ・申し込み先

　教育委員会 学校教育課　64－1491

募集職種・人員　保健師・１名

受験資格　昭和45年４月２日以降に生

まれた方で、保健師免許をお持ちの

方(３月末までに取得見込み含む)

申込締切　３月５日(金)

受験用紙　　総務課で配布　村ホーム

ページからダウンロード可

試験日　３月20日(土)

問い合わせ・申し込み先

　総務課総務班　64－1476

村 村が進学を応援します

奨 学 生 募 集から 　村税の滞納処分のため、不動産を公

売します。これは、村の財政基盤であ

る村税収入の確保や納税の公平性確保

のために行うものです。

公売とは　村税の滞納者から差し押さ

えた不動産や動産などを入札によっ

て売却し、売却代金を滞納額にあて

るものです。

公売の担当　新潟県地方税徴収機構

　　　　　　(平成21年４月設立)

公売日　３月10日(火)13時～13時30分

ところ　関川村役場３階第２会議室

公売物件　金俣地内の田 約3,400㎡

公売の方法　最低価格(71万円)以上で

入札し、最高額で入札した方が落札

公売参加の必要書類・条件

　買受適格証明書（農業委員会で発行）

　落札したときは、公売保証金(71,000

円)を落札日に納入すること

その他　滞納額が完納されたときなど

は公売を中止することがあります

問い合わせ先　新潟県地方税徴収機構

　(新発田地域振興局内)

　　0254－21－3761

県 村税滞納処分のため
差押物件(農地)を公売から

村 平成22年４月採用

村職員(保健師)募集から

県 食品ウォッチャー募集から

　電気通信(携帯電話やインターネット)

サービスに関するモニターを募集します。

　モニターには、アンケート(年２回)

やモニター会議への出席をお願いしま

募集人数　20名

※申込方法は信越総合通信局のホーム

ページをご覧ください

申込締切　４月２日(金) 

問い合わせ・申し込み先

　総務省信越総合通信局

　電気通信事業課　026－234－9948

国 電気通信サービスモニター募集から



プラネタリウムものがたりシアター
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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　３月11日(木)・25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　３月17日(水)10時～15時
ところ　村上市役所神林支所
申込締切　３月10日(水)
申し込み先　社会福祉協議会　64－0111

日 曜 行　事　予　定

日 曜 行　事　予　定

３月 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）
確定申告相談（受付９:00～11:30・13:00～16:00、３階大会議室、
３月15日まで、土日を除く）
健康相談日（10:00～14:00、保健センター）
歩く！！健康教室⑱（10:30～11:30、ふれあいど～む）

[啓蟄]
安角小学校閉校式（９:30～、安角小学校）

[雨水]
小学校卒業式
 関小学校９:30～・女川小学校９:30～・土沢小学校10:00～

 安角小学校10:00～・川北小学校10:00～

村上サポステ出張相談（13:30～16:00、村民会館小会議室）

おはなしの会とかんたんおもちゃづくり
（10:30～11:15、村民会館会議室）

関川学研究発表会（19:00～、村民会館会議室）

[振替休日]

機能訓練日（９:30～11:30、保健センター）

心配ごと相談（９:00～14:00、社会福祉センター）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）

日本海沿岸東北自動車道開通式（荒川胎内ＩＣ～神林岩船港ＩＣ）

保育園卒園式
（下関保育園10:30～・大島保育園９:15～・女川保育園９:15～）

[春分の日]
第13回クラブカップ６人制バレーボール大会
（８:30～、村民会館アリーナ）
光ファイバー網説明会
（10:00～、村民会館大ホール・13:00～女川地区ふるさと会館）

１歳６か月児・３歳児健診（受付12:50～13:30、村民会館アリーナ）

心配ごと相談（９:00～14:00、社会福祉センター）

川北小学校閉校式（10:00～、川北小学校）

女川小学校閉校式（10:00～、女川小学校）

３月定例村議会初日(予)（10:00～、役場３階議場）
商工会税務相談（10:00～15:30、商工会）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）
歩く！！健康教室⑳終（10:30～11:30、ふれあいど～む）

弁護士の無料法律相談（10:00～15:00、村上市役所神林支所）
乳児(７・８か月児、10・11か月児)健診
（受付13:00～13:30、保健センター）

土沢小学校閉校式（10:00～、土沢小学校）

関川中学校卒業式（９:30～、関川中学校）
健康相談日（10:00～14:00、保健センター）
歩く！！健康教室⑲（10:30～11:30、ふれあいど～む）

村内一斉クリーン作戦（６:00～）
消防団辞令交付式（８:00～、ふれあいど～む）
荒川クリーン作戦（９:00～）

[清明] 
健康相談日（10:00～14:00、保健センター）
保育園入園式
（下関保育園10:30～・大島保育園９:00～・女川保育園９:00～）

１ 月

２ 火

３ 水

19 金

20 土

４ 木

５ 金

６ 土

７ 日

８ 月

９ 火

10 水

11 木

12 金

13 土

14 日

15 月

16 火

17 水

４月

21 日

22 月

23 火

24 水

25 木

26 金

27 土

28 日

29 月

30 火

31 水

１ 木

２ 金

３ 土

４ 日

５ 月

と　き　３月19日(金) 13時30分～16時
ところ　村民会館小会議室
申込締切　３月18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

と　き　３月７日(日)10時～16時
相談電話(当日のみ)　025－225－5430
問い合わせ先
　県司法書士会　025－228－1589

電話無料相談
多重債務特設
ホットライン

作　品　トム・ソーヤーの冒険

と　き　３月６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　３月６日(土)～

　　　　　　　４月11日(日)まで

上映内容　　春の星空～北斗七星に

まつわる中国のお話

　消えた恐竜

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…13時30分～15時30分

　　　　夜…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　３月23日(火)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

対　象　村上市岩船郡に在住するグ

ループや個人

期　間　１か月以内　使用料　無料

展示枚数　Ａ３サイズで13枚程度

　詳しくは問い合わせください

ミニギャラリー展示者募集

作　品　一わのワラ、さば売りどん

と　き　３月６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

４月のパソコン研修会

講座名 とき 対　象

②ワード2007
入門研修[昼]

パソコンの基本
操作ができる方

４/21(水)
 ～22(木)

③インターネット
入門研修[昼]

①パソコン入門研
修(Vista)[昼]

パソコンの基本
操作ができる方

４/27(火)

パソコン操作が
初めての方

４/7(水)

18 木カレンダー３月１日　 ４月５日


