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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

第12回村民ゴルフ大会

村民会館イベント

と　き　10月11日(月・祝)８時30分～

ところ　村上市営あらかわゴルフ場

参加費　3,000円

申込締切　９月30日(木)

問い合わせ・申し込み

　村民会館　64－2134

と　き　９月27日(月)18時～19時30分

ところ　村民会館大ホール

講　師　中倉茂樹さん(徳島県人権啓発

　青少年団体連絡協議会事務局)

内　容　自身の経験や闘いを通し、同和

問題学習はすべての人

が幸せになるための勉

強であることを力強く

伝えてもらいます。

その他　申込不要・入場無料 ※詳しく

は全戸配布チラシをご覧ください

問い合わせ　総務課総務班　64－1476

10月７日(木）スタート　「歩く！　健康教室」　詳しくは村民会館　64-2134へ

歴史館イベント

と　き　９月28日(火)19時～21時 

ところ　村民会館小会議室

内　容　日東道ほか発掘遺跡について

講　師　高橋重右エ門(前歴史館館長)

問い合わせ・申し込み

　歴史とみちの館　64－1288

歴史講座① (全３回)

と　き　10月６日(水)

　７時30分に歴史館集合～17時 

行き先　　長岡市歴史博物館(アラビア

の歴史遺産と文化) 　新潟市美術館(ブ

リューゲル版画の世界)

定　員　先着23名

参加費　5,000円(入館料、昼食込み)

問い合わせ・申し込み

　歴史とみちの館　64－1288

秋の美術館めぐり

と　き　10月17日(日)8時30分役場出発

※歩きやすい靴と服装、雨具と昼食を

用意ください

行　程　役場→柄目木→大里峠山頂→手

ノ倉口(小国町の方との交流会、大里鍋)

→バスで役場へ・解散(16時)

定　員　先着50名　参加費　無料

申込締切　10月８日(金)

その他　峠の茶屋(売店)があります

問い合わせ・申し込み

　建設環境課地域整備班　64－1479

第17回大里峠交流会村
から

村
から

人権・同和問題講演会
「ぬくもりを感じて」

　10月から路線バス時刻表が一部変更と

なります。詳しくは全戸配布した新しい

バス時刻表をご覧ください。

　現在、村内の小中学生は路線バスで通

学しています。一般の利用者も乗車しま

すので、お互いに譲り合いの気持ちを持

って乗車しましょう。

問い合わせ

　総務課企画財政班　64－1476

村
から

１０月から変更
路線バスダイヤ改正

他 津軽三味線の夕べ
東桂苑・小林史佳コンサート団体

と　き　９月25日(土)

　開場16時・開演17時30分～

ところ　東桂苑　入場料　2,000円

出演者

　津軽三味線プレーヤー

　小林史佳

　新潟高橋竹山会

　会主 高橋竹育

チケットの予約・お求め

　ＮＰＯ法人渡辺家　64－3755
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他 あゆ禁漁(産卵のため)団体

と　き　10月１日(金)～15日(金)

問い合わせ

　荒川漁業協同組合　62－1163

県
から

「新潟県の名水」
フォトコンテスト

募集テーマ　わきでる想い新潟県の名水

募集条件　　「新潟県の名水」マップに

記載された名水に関する作品に限る

　自作、未発表のもの

　サイズは四ツ切

　プリントして応募してください

　(白黒・カラーは問いません)

　応募点数１人３点まで、入賞１人１点

　個人が特定できるときは、同人の承諾

を得たうえで応募してください

　応募作品は返却しません

応募締切　平成23年１月31日(月)必着

賞　最優秀賞１点・優秀賞２点

問い合わせ・応募

　新潟県県民生活・環境部環境対策課

　　025－280－5157

調査へのご理解ご協力お願いします

◆９月下旬から調査員がすべてのお宅

を訪問します

　９月下旬から調査員が各世帯を訪問

して、調査票と一緒に提出用の封筒な

どを配布します。

◆記入した調査票は調査員へ

　記入いただいた調査票は、封筒に入

れて封をしてください。10月１日以降

に調査員が改めて各世帯を訪問し、調

査票を入れた封筒を回収に訪問します。

また、調査票は役場に郵送で提出する

こともできます。

　調査へのご理解ご協力

をお願いします。

◆問い合わせ

　総務課総務班

　　64－1476
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村
から

納期限内の納付をお願いします

９月の納税予定一覧

納期限　９月30日(木)

口座振替日　９月27日(月)

税目(期) 問い合わせ

介護保険料(３期)

国民健康保険税
(３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(３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

９/15現在の状況　母屋北側の屋根の

骨組修理を行っています。また、宝

蔵の基礎コンクリート打ちの準備を

行っています。

H22/９/15～10/15までの工事予定

　母屋の北側屋根の板葺き 

　宝蔵の基礎布石の据え付け

※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.16

夕暮れに 命を照らす 早めのライト　　９月２１日～３０日 秋の全国交通安全運動

他 東京新潟県人会創立100周年記念

「新潟県人会大交流祭」を開催団体

　東京新潟県人会の設立100周年を記念

して、国内外で活躍する新潟県出身の方々

が中心となり、ふるさと新潟への思いを

込めて大交流祭を開催します。

と　き　９月25日(土)・26日(日)10時～

ところ　朱鷺メッセ(新潟市)※入場無料

イベント内容　　県内各地の特産・名産

品が勢揃いの大物産展 　市町村情報

コーナー など

その他　イベントの詳細は下記ホームペ

ージからご覧いただけます。

　http://next100.niigatakenjinkai.or.jp/

問い合わせ　新潟県人会大交流祭運営委

員会事務局(新潟県広報広聴課内)

　　025－280－5013

他 鑑別方法を学ぼう
「きのこ講習会」参加者募集団体

と　き　10月５日(火)集合10時

ところ　大石ダム湖畔県民休養地おおい

し自然館

服装など　実際にきのこを採りますので、

林内に入る服装・雨具・昼食を用意く

ださい(お昼はきのこ汁付)

参加費　300円　定員　先着100名

申込締切　10月１日(金)

問い合わせ・申し込み　村上食品衛生協

会事務局　・FAX共通53－1911

募集戸数　２階の１戸(上関地内３階建)

月額家賃　30,000円

入居時期　10月１日(金)

申込締切　９月21日(火)

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

村
から
診療所を休診します
休診日　９月24日(金)

◆診療所　　64－1051

他 交通事故のない社会を願い
交通安全祈願祭団体

と　き　９月21日(火)９時～※雨天決行

ところ　打上交通安全地蔵尊

問い合わせ　交通安全協会関川支部

　事務局 (総務課内　64－1476)

他 健康・スポーツ県民講座のお知らせ

第1回健康づくりセミナー団体

のぞいてみよう！プチ健康エクササイズ

と　き　９月30日(木)受付18時～20時

ところ　新潟県健康づくり・スポーツ医

科学センター大研修室、フィットネス

ホール(東北電力ビッグスワン内)

内　容　　センター事業説明と施設視察

　　健康づくりエクササイズ体験

講　師　センター職員

参加費　500円　定　員　先着50名

持ち物　運動着着用・内履き(運動靴)

申し込み　http://www.ken-supo.jpの「健

康・スポーツ県民講座」から申し込み

ください。また、電話の場合は下記へ

申し込みください。

申込締切　９月29日(水)

その他　車の方は新潟県スポーツ公園駐

車場Ｐ１(無料)を利用ください。

問い合わせ・申し込み

新潟県健康づくり・スポーツ医科学セ

ンター　025－287－8806

他 関川村商工会創立50周年
全世帯へエコバッグを贈呈団体

　関川村商工会では、創立50周年を記念

して「エコバッグ」を作成し、村内全世

帯に贈呈させていただきます。環境にや

さしく暮らしやすい地域づくりを推進す

るため、お買い物などにぜひご活用くだ

さい。今後とも地域

に根差した商工会と

して活動してまいり

ますので、よろしく

お願いします。

問い合わせ　関川村商工会　64－1341

他 関川村商工会創立50周年
村上みつぐ歌謡ショー開催団体

と　き　10月17日(日)

　開場 10時30分

　開演 11時30分～

ところ　村民会館

　大ホール

会　費　3,000円

　(ＣＤ・弁当・お茶付)

定　員　先着300名

チケット取り扱い　　関川村商工会

　　ワークマン村上店

問い合わせ　関川村商工会　64－1341　

他 商工会職員採用試験団体

募集職種　補助員・記帳専任職員

募集人員　５名

勤務先　県内の商工会・県商工会連合会

申込受付期間　９月16日(木)～

　10月20日(水)必着

試験日　10月31日(日)

採用予定日　平成23年４月１日

受験資格　詳しくは問い合わせください

問い合わせ

　関川村商工会　64－1341または

　県商工会連合会　025－283－1311

主　催　新潟地方法務局村上支局・村上

人権擁護委員協議会

と　き　10月１日(金)10時～15時

ところ　村民会館休養室ほか

相談内容　土地・建物・登記・戸籍・供

託・多重債務・人権などでお困りの方

相談員　人権擁護委員、司法書士、土地

家屋調査士

問い合わせ　総務課総務班　64－1476

１０月１日は「法の日」

くらしの無料相談を開催

相談
案内

村上みつぐ
(旧朝日村出身)


