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村民
会館

対象となる方

平成21年３月31日以降に

　雇用保険の特定受給資格者（倒産・

解雇など）

　雇用保険の特定理由離職者（雇い止

めなど）

として失業給付を受ける方

※雇用保険受給資格者証で確認します

軽減額

　国民健康保険税は、前年の所得など

により算定されます。軽減は、前年の

給与所得をその30/100とみなして算定

を行います。

軽減期間

　離職の翌日から翌年度末まで

※平成21年度分は対象外

手続き方法

　雇用保険受給資格者証の写しと届出

書の提出が必要です。雇用保険受給資

格者証と印鑑を持参のうえ、役場税務

会計課までお越しください。

※この制度にあてはまらない場合も条

件によっては保険税の軽減が受けら

れる場合もあります。納税でお困り

の際は、お気軽にご相談ください。

問い合わせ

　税務会計課税務班　64－1451

　４月１日から坂町駅前市営有料駐車

場の時間駐車が廃止され、全区画が月

極駐車場となりました。

駐車場を利用できる方

　ＪＲ坂町駅から電車で通勤・通学さ

れる方のみ

※自宅や事業所等の駐車場としての利

用や未契約での利用はできません

利用料金　月額 4,000円

申し込み・問い合わせ

　村上市荒川支所市民生活課

　市民生活係　62－3101

と　き　４月24日(土)10時～

ところ　村民会館図書室

内　容(詳しくは、学校・保育園を通じ

て配布するチラシをご覧ください)

　ブルーベリーのみなさんによる「絵

本のよみきかせ」

　親子でお菓子づくり教室

　…10時30分～・親子11組・先着順・

事前申込制

　バルーンアート教室・工作教室など

問い合わせ　村民会館　64－2134

村 平成22年４月からスタート
国民健康保険税軽減制度から

他 「坂町駅前市営有料駐車場」が
月極駐車場になりました団体

願書受付期間

　５月24日(月)～５月31日(月)

※受験願書は村上保健所で配布します

試験日　７月14日(水)

問い合わせ　村上地域振興局

　健康福祉部地域保健課　53－8368

県 平成22年度
調理師（国家資格）試験から

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

４月24日(土)は図書室へ集合！

おはなしワールド開催

４/15現在の状況　土台・柱の修理を

行っています

※母屋北側が見学可能です。

H22/４/15～５/15までの工事予定

　屋根修理のため、母屋北側の周囲に

足場を架けます

　解体した部分の組立・準備をします

※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

　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.12

村
から
村営住宅入居者募集

　小学校の統合に伴って、教員用の部

屋を貸し出します。

所　在　上関地内の３階建て

募集戸数　２階の１戸

　※間取りは問い合わせください

月額家賃　30,000円

入居時期　５月１日(土)

申込締切　４月23日(金)

問い合わせ・申し込み　

　建設環境課地域整備班　64－1479

上関住宅
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招待試合

　Ｊリーグディビジョン１第10節

　アルビレックス新潟 対 横浜Ｆ・マリノス

と　き　５月５日(水・祝)16時～

ところ

　東北電力ビッグスワンスタジアム

招待席　Sスタンド２層目自由席

※状況によっては他の座席をご案内す

　る場合があります

応募条件　関川村在住者

募集人数　200名

応募方法　往復ハガキの往信裏面に①

５月５日横浜戦②住所③氏名・年齢

④電話番号⑤チケットの希望枚数(３

枚まで)を記載し、返信用表面に返信

先(自分)の住所・氏名を記入して、

あて先に送付

※往復ハガキは各自用意

※応募は１世帯につき１通限り有効

※応募多数のときは抽選

往復ハガキ記入例

あて先　〒950－0954　新潟市中央区美

咲町2－1－10　アルビレックス新潟

後援会「試合観戦ご招待」係

応募期限　４月26日(月)必着

招待券の受け渡し　招待の可否を４月

28日(水)頃、返信用ハガキで通知

※電話で可否の問い合わせはご遠慮く

ださい

観戦の手順　観戦する方は、返信ハガ

キを持参のうえ、東北電力ビッグス

ワンスタジアムのEゲート前広場に設

置の「アルビレックス新潟後援会」

テントにてチケットと引換え後に入場、

観戦

問い合わせ　アルビレックス新潟

　後援会　025－282－0011

他 関川村民を無料招待
アルビレックス新潟 対 横浜Ｆ・マリノス団体

　総務省では地上デジタル化改修等に

関する助成金の交付を今年度も引き続

き実施します。

助成内容

①受信障害対策共聴施設のデジタル化

　受付期限：平成22年７月30日(金)

②共同住宅共聴施設のデジタル化

　受付期限：平成22年８月31日(火)

　村民会館では、シニア世代の皆さん

がいきいきとした生活を送る手助けと

してやまゆり大学を開講します。

　「ちょっと勉強は苦手…」という方

も「何か新しいことを始めたい」とい

う方にも楽しんでもらえる講座をたく

さん準備しています。

　大勢の参加をお待ちしています。

対　象　村内に住む、おおむね60歳以

　上の方

参加費　無料(ただし、昼食代、材料費

などの実費負担あり)

定　員　先着60名

その他　遠方の方は送迎も可能です。

お気軽に申し出ください。（下関、

上関の方はご遠慮願います。）

申込締切　４月23日(金)

※定員に達しないときはその後も受け

付けします

申し込み　村民会館　64－2134

その他

　助成要件や申請様式など詳細はデジ

サポ総務省テレビ受信者支援センター

のホームページをご覧ください

　http://digisuppo.jp/index.php/

※①・②ともに予算の範囲内で実施す

るため、予算の上限に達した時点で

申請受け付けを終了します。

問い合わせ　総務省新潟県テレビ受信

者支援センター（デジサポ新潟）

　助成金担当　025-285-6226

国 今年度も継続します
地上デジタル化の助成金交付から

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　教育委員会教育課 教育班・生涯学習班　64－1491・64－2134

関川村やまゆり大学の受講生募集村民
会館

21年度の開講式を行います。その後は第1回講
座を行います。講話:「学び」に卒業はない

内容は未定ですが、神林地区と荒川地区との
年に一度の大交流会です！芸能発表もありま
すのでご期待ください。

毎年大好評のこの講座。もちろん今年度も計
画します。週1回、みんなで無理なく運動しま
しょう。

閉講式の後は、卒業研修旅行に出かけます。
行先はまだ未定ですが、実りある研修にした
いと思います。

平成22年度開校の関川小学校の最新の校舎設
備とその学校で伸び伸び学ぶ子どもたちを見
学に行きませんか?学校職員または、教育課の
職員が案内します。もしかしたら給食も食べ
られるかもしれません！

今年は、裁判所と県庁のコースです。裁判所
では、実際に法廷を見学したり、職員から裁
判員制度のお話を聞いたりします。また、県
庁では議場や県警本部なども見学します。

村上市内の堆朱店で「塗箸の絵付け体験」と、
染物店で「ハンカチの茶染め体験」を行います。
どれもオリジナルの作品が出来上がりますので、
プレゼントなどにしても素敵ですね。

緑の少年団の子どもたち（4～6年生）と門松
を作りながら、教えたり教えられたり楽しく
交流しましょう。昼食も一緒に食べます。作
った門松はおみやげに持ち帰れます。

｢絵本なんて子どもの読み物…｣そう思っている
あなたにお勧め！また、お孫さん曾孫がいる、
これからできる見込み、なんていう方にもぜ
ひ聞いていただきたい講座です。

新潟地方気象台の職員の方に来ていただき、
｢ちょっと変だな｣と感じる最近の天気について、
今起きている気候変動と地球温暖化などと絡
めてわかりやすく解説していただきます。め
ったにない機会ですのでお見逃しなく！！

と き

５/18
(火)

開　講　式
10時～11時30分

閉　講　式

村民会館
大ホール

無料

昼食代
実費

昼食代
実費

給食費
実費

材料・昼
食代実費

無料

昼食は各
自で準備

無料

無料

実費負担

地域の魅力発見
講座

関川小学校探訪

大人の社会科見学
新潟地方裁判所と
県庁見学

三大学交流会
（会場：荒川地区）

誰でも簡単
まるっと一日
工芸体験

緑の少年団と交流
ミニ門松づくり

冬の運動不足解消
健康教室

あなたにもできる
ボランティア
絵本の魅力

新潟地方気象台
職員によるお話
ちょっと変かも
最近の天気

関川小学校

新潟市内

村上市

荒川地区
公民館　

村民会館

村民会館
大ホール

村民会館
大ホール

村民会館

６月

７月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月 村民会館
ほか
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横浜戦


