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1
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

　今年は10月30日から３日まで文化祭を

開催します。力作をお待ちしています。

募集作品　絵画・書道・陶芸・写真・押

し花・生け花・手芸・園芸作品・趣味

の作品など

※申し込み方法などは後日、広報お知ら

せ版でお知らせします。

問い合わせ　村民会館　64－2134

村民文化祭作品募集

村民会館イベント

　検診の結果が異常のあった方だけに連

絡しました。連絡のなかった方は異常あ

りません。

問い合わせ

　住民福祉課健康介護班　64－1472

村
から

胸部レントゲン・胃がん・大腸がん

検診結果報告

　村ではＮＴＴ東日本が提供する「フレ

ッツ光」サービスの加入に関する相談会

を開催します。具体的なサービス内容や

費用等の疑問点について気軽に相談する

ことができます。申し込み不要でどなた

でも無料で相談できますので、ぜひこの

機会にお越しください。

工事にご協力ください

　これから工事が本格化すると工事用車

両の往来が多くなります。また、電柱・

電話柱への共架・添架のため、工事用地

のお願いをすることもあります。村の情

報通信基盤を整備するため、ご理解ご協

力をお願いします。

問い合わせ

　総務課企画財政班　64－1476

と　き　10月30日(土)～11月１日(月)

ところ　村上体育館2階アリーナ

募集部門　　日本画部門　　洋画・版画

部門　　彫塑・工芸部門　　書道部門

　写真部門

応募資格　15歳以上の方(中学生除く)

出品料　作品１点につき一般1,000円・

　高校生500円

表　彰　市展賞・新潟日報美術振興賞・

　村上市美術協会賞・奨励賞

募集期間　９月21日(火)～10月12日(火)

応募方法　事前に出品申込書(村上市教

育委員会文化行政課にあります)に必

要事項を記入し提出ください

問い合わせ・申し込み　村上市教育委員

会文化行政課文化振興係　72－6888

村
から

個別相談会
を開催

村
上
市

第３回村上市美術展覧会
作品を募集します

　血管をいきいき保ちながら、メタボリ

ックシンドローム・糖尿病に立ち向かう

秘訣を一緒に学びませんか？

と　き　９月８日(水)受付13時25分～

ところ　保健センター

内　容　　学習会 13時30分～14時40分

　　リフレッシュ体操 14時45分～15時

申し込み　９月６日(月)までに下記へ

問い合わせ・申し込み

　住民福祉課健康介護班　64－1472

第１回血管いきいき学習会村
から

８月２７日(金)～２９日(日) 熱く燃える３日間　第２３回えちごせきかわ大したもん蛇まつり

　コアエクササイズとは、体幹の筋肉を

使い、体全体を活性化させる有酸素運動

です。ウエストまわりやぽっこり下腹の

気になる方にもおすすめ。そしてヨガで

体をほぐしてリラックスしましょう。

と　き　９月７日(火)～10月26日(火)の

毎火曜日　全７回シリーズ

　19時15分～20時15分

　※10月12日(火)はお休みします

ところ　村民会館大ホール

講　師　インストラクター　

　近 愛さん(胎内市)

参加費　2,000円 ※初回にお持ちください

持ち物　タオル・内履き・水分補給用

　飲み物・ヨガマット(お持ちの方)

問い合わせ・申し込み

　村民会館　64－2134

健康教室シリーズ第２弾
コアエクササイズ＆ヨガ

検診の種類

胸部レントゲン検診

胃がん・大腸がん検診

５月・７月

６月～７月

実施月

とき ところ相談時間

村の検診を申し込んだ方で、
受診しなかった方へ

　受診しなかった理由を受診票に記

入して、必ず住民福祉課へ提出して

ください。

受けなかった理由

　医療機関や人間ドックで受けた

　(受ける予定含む）

　病気や入院中 など

と　き　９月17日(金)13時～15時

ところ　役場３階 会議室

担当弁護士　今井慶貴

相談時間  １人30分程度

定　員　先着４名※予約制

その他　予約の際、おおまかな内容を

お伝えください（金銭、相続のトラ

ブルなど）

問い合わせ・申し込み

　総務課総務班　64－1476

相談
案内 県弁護士会巡回無料相談

8/21(土)

8/22(日)

9/ 4(土)

9/ 5(日)

村民会館

会議室

(図書室脇)

女川ふるさ
と会館

10時～16時

10時～16時

10時～16時

10時～16時

8/22(日) 10時～16時

「フレッツ光」



大したもん蛇まつり
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村
から

納期限内の納付をお願いします

８月の納税予定一覧

県
から

個人事業主の皆さん

個人事業税の納税はお早めに

納期限　８月31日(火)

口座振替日　８月25日(水)

税目(期) 問い合わせ

村県民税(２期)

介護保険料(２期)

国民健康保険税
(２期)

税務会計課税務班
　64－1451

住民福祉課健康介護
班　64－1472

住民福祉課福祉保険
班　64－1472

後期高齢者医療
保険料(２期)

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

８/15現在の状況　母屋北側の屋根の

骨組修理を行っています。解体を行

っています。また、宝蔵の建物を持

ち上げ、基礎工事を行っています。

H22/８/15～９/15までの工事予定

　母屋北側の骨組修理(歪み矯正と損傷

部取替) 宝蔵の基礎コンクリート打設

※母屋南側が見学可能です。

※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.15

　国では、先の大戦で、外地等(事変地

の区域または戦地の区域)に派遣され、

戦時衛生勤務に従事された、旧日本赤十

字社救護看護婦および旧陸海軍従軍看護

婦の方(慰労給付金受給者は除く)に対し

て、その御苦労に報いるため、内閣総理

大臣名の書状を贈呈しています。ご本人

またはご家族などからのご連絡をお待ち

しています。

※詳細は下記までお問い合わせください

問い合わせ 総務省大臣官房総務課管理

　室業務担当　03－5253－5182

国
から

内閣総理大臣名の書状を贈呈
請求期限 平成23年3月31日

所　在　上関地内の３階建て

募集戸数　２階の１戸

月額家賃　30,000円

入居時期　９月１日(水)

申込締切　８月20日(金)

問い合わせ・申し込み

　建設環境課地域整備班　64－1479

上関住宅入居者募集村
から

納める時期

　　第１期 ８月31日(火)まで

　　第２期 11月30日(火)まで

納税窓口　納税通知書で、最寄りの金融

機関・郵便局・地域振興局県税部で納

めてください

口座振替　預金口座のある金融機関で申

し込みください

問い合わせ　新発田地域振興局県税部

　課税課　0254－26－9024

他 関川村民を無料招待
アルビレックス新潟 対 京都サンガFC団体

招待試合

　Ｊリーグディビジョン１第23節

　アルビレックス新潟 対 京都サンガFC

と　き　９月19日(日)15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

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①９

月19日京都②住所③氏名・年齢④電話

番号⑤チケット希望枚数(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

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　９月６日(月)必着

招待券の受け渡し　招待の可否を９月10

日(金)頃、返信用ハガキで通知

※電話で可否問い合わせは遠慮ください

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

クラブの最新情報

最新情報はアルビレック

ス新潟携帯サイトをご覧

ください

問い合わせ　アルビレックス新潟

　後援会　025－282－0011

　大蛇・小大蛇の担ぎ手が

まだまだ不足しています。

　担いでいただける方は、役

場総務課へご連絡ください。

　大　蛇…中学生以上

　小大蛇…保育園児・小学生

※小大蛇のみやげ引換券は、

湯沢・高瀬温泉入口・役場

前の休憩所で配布します。

問い合わせ・申し込み

　まつり実行委員会

　(総務課　64－1476)

担ぎ手をまだまだ
　大募集しています！

今年も関川村に大蛇が出るぞ～！今年も関川村に大蛇が出るぞ～！

大したもん蛇まつり
えちごせきかわ

※パレードコースの沿道への駐停車はご遠慮ください。パレー
ド中は係員の指示に従ってください。

大したもん蛇まつり
8.28水害殉難者
供養祭

安全祈願祭・
ミニ大蛇パレード

灯ろう流し

湯沢観音公園

おりのの碑(蛇喰)

10時～

17時30分～

荒川高瀬河原 18時30分～

高瀬温泉街 17時～

役場前特設広場 10時50分～

丸山大橋下流 19時～

高瀬ふるさと会館
前駐車場

20時～

役場前
特設ステージ

大蛇パレード
終了後

垂水の里～役場前 9時30分～
   12時15分

よさこいソーラン

花火大会

大盆踊り大会

大蛇パレード

龍泉太鼓披露

喜っ喜大会

福まき

よさこいソーラン

日 イベント名 ところ 時 間

27
日
(金)

28
日
(土)

29
日
(日)

携帯端末用ＱＲコード


