
ともだちをたくさんつくろう！ ともだちをたくさんつくろう！ ともだちをたくさんつくろう！ 

広　報

お知らせ版

発行／新潟県　関川村
編集／総務課
ＴＥＬ（0254）64―1476（直通）
ＦＡＸ（0254）64―0079

No.405
2010年（平成22年）

1989年（平成元年）4.15創刊

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

　９月に行った肺がん(喀淡)検診は異常

のあった方にのみ連絡済です。

　連絡がなかった方は異常ありませんで

した。

問い合わせ

　住民福祉課健康介護班　64－1472

村
から

連絡がなかった方は異常なし
肺がん(喀淡)検診結果

　村上税務署では、年末調整の基本的な

仕組みや手続き方法などの説明会を開催

します。

と　き　11月17日(水)

　13時30分～15時30分 ※申込不要

ところ　村上市民ふれあいセンター

その他　「年末調整のしかた」と「給与

所得の源泉徴収票等の法定調書の作成

と提出の手引き」を説明で使いますの

で、お持ちください

問い合わせ　村上税務署法人課税部門

　　53－3664

国
から

平成22年分
年末調整説明会

１　住宅火災による逃げ遅れの防止と火

災を小さいうちに消火するために、住

宅用火災警報器と住宅用消火器などを

設置しましょう。

２　暖房器具を安全に使用するため、事

前点検と日頃の取り扱い、給油すると

きの引火火災に注意しましょう。

３　寝たばこや天ぷら鍋などのかけ忘れ

による火災に注意しましょう。

４　電気器具、電気配線の正しい使用を

徹底しましょう。

５　お年寄りや身体の不自由な方を災害

から守るために、隣近所で協力しまし

ょう。

６　放火火災の防止と放火されにくい環

境をつくりましょう。

問い合わせ　村上市消防本部　53－0119

消
防

11月9日～11月15日
秋の火災予防運動

　今年も冬囲いの時期となりました。

　シルバー人材センターを利用される方

はお早めに申し込みください。

冬囲いの費用　１人日額7,140円

　(８時間労働、事務費込)

問い合わせ・申し込み　シルバー人材セ

ンター関川村事務所　64－0020

シ
ル
バ
ー

冬囲いはシルバーにお任せください

冬囲いの申込受付中

詳しくはhttp://www.e-tax.nta.go.jpへ

ともだちをたくさんつくろう！ 

条件　①保護者が家庭外で働いている 

　②保護者が家事以外の家業に従事

　③母親が出産前後または障がいのある方などを介護

　※３歳未満児は家庭保育ができないときのみ受け付けます。

申込方法　「入園申込書(保育園・すくすく・役場にあります)」

に必要事項を記入して各保育園または役場に提出

受付期間　11月１日(月)～26日(金)　

入園決定　平成23年２月中旬

保育料　平成23年３月頃に広報お知らせ版でお知らせします

問い合わせ　住民福祉課福祉保険班　64－1472

　来年４月からの入園の募集を受け付けます。保育園は保

護者が希望するところをお選びください。

※ただし、定員を超えたときは、ほかの保育園に入園をお

願いすることがありますので、ご了承ください。

定　員　　下関保育園…120人　　大島保育園…45人

　　　　　女川保育園…45人

※下関保育園は入園のときにおおむね８か月に達した健

康な１歳未満の乳児と１歳児の入園も受け付けます。

保育時間　８時～16時（延長保育は７時30分～19時）

入園資格  平成23年4月1日現在、関川村に住所がある

　乳幼児で 条件 の①～③のどれかに当てはまること

平成23年度保育園児募集平成23年度保育園児募集

さらに便利に使いやすく
国税電子申告・納税システム
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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　教育委員会教育課 教育班・生涯学習班　64－1491・64－2134

招待試合

　Ｊリーグディビジョン１第34節

　アルビレックス新潟 対 湘南ベルマーレ

と　き　12月４日(土)15時30分～

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①12

月４日戦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　11月19日(金)必着

招待券の受け渡し　招待の可否を11月26

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

他 関川村民を無料招待
アルビレックス新潟 対 湘南ベルマーレ団体

他 森林の生態系の変化…
いわふねの森づくりセミナー団体

と　き　11月15日(月)19時～21時

ところ　村民会館会議室

解　説　小倉 敏子さん(下関)

と　き　11月２日(火)～12月21日(火)の

毎火曜日　全７回シリーズ

　19時15分～20時15分

　※11月23日(火・祝)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

文化祭・茶会・菊花展スケジュール

山と花々スライド解説会

　歩いた後の骨盤体操が大好評の健康教

室。途中からの参加者も大歓迎です！

と　き　12月16日(木)までの毎木曜日

　10時30分～11時30分

ところ　ふれあいど～む

参加費　1,000円

問い合わせ・申し込み

　村民会館　64－2134

好評開催中！歩く健康教室

好評につき12月末まで延長
コアエクササイズ＆ヨガ

村民会館イベント

と　き　～11月３日(水)
　９時～17時※３日のみ15時まで
ところ　村民会館アリーナ

と　き　11月３日(水)10時～15時
ところ　東桂苑
※茶席券(１席500円)が必要です

と　き　～11月３日(水)
　９時～17時
ところ　東桂苑前庭

文化祭

村　民

茶　会

菊花展

携帯端末用ＱＲコード

　11月18日(木)から11月27日(土)まで、

ごみ処理場の電気計装設備工事を行うた

め、処理場へのごみの持ち込みをなるべ

くお控えください。

　ご理解ご協力をお願いします。

問い合わせ

　村上市ごみ処理場　72－1164

と　き　11月19日(金)

　受付13時・開演13時30分

ところ　村上市教育情報センター

講　演　　「最近のきのこ事情」

　講師：新潟県森林研究所

　　　　松本則行専門研究員

　「野生動物に今何が起こっているのか」

　講師：新潟大学農学部 箕口秀夫教授

その他　木工製品展示会

問い合わせ　新潟北部地域林業振興協議

会　62－7088

他 部落解放研究
第44回全国集会 in 新潟団体

と　き　11月９日(火)～11日(木)

　受付12時・開会13時

ところ　　全体集会　新潟コンベンショ

ンセンター「朱鷺メッセ」(新潟市)

　分科会・フィールドワーク　各会場

内　容　　１日目 全体集会(記念講演)

　２日目 分科会・フィールドワーク

　３日目 全体集会(特別・記念報告)

参加費　4,000円　※フィールドワーク

　参加者は別途参加費が必要

問い合わせ・申し込み

部落解放研究第44回全国集会現地実行

委員会　025－288－5110

村
上
市

11/18(木)～27(土)

ごみ持ち込みをお控えください

村
から
村有住宅入居者募集

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

上 関 住 宅

所　在　高瀬地内の平屋建て　

募集戸数　１戸

月額家賃　25,000円

共 通 事 項

入居時期　12月１日(水)

申込締切　11月19日(金)

問い合わせ・申し込み

　建設環境課地域整備班　64－1479

高 瀬 住 宅

問い合わせ　村民会館　64－2134

問い合わせ　村民会館　64－2134

不忘山から屏風岳を望む

白
紙
の
ま
ま

（
招
待
の
可
否
が

記
載
さ
れ
ま
す
）
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　日本政策金融公庫の融資担当者が、商

工会へ出張して融資相談をお受けします。

お気軽にご相談ください。

と　き　11月24日(水)

　10時30分～15時

ところ　関川村商工会

申込締切　11月18日(木)※予約制

申し込み　関川村商工会　64－1341 　各コミュニティを代表して出場する選

手へのあたたかい声援をお願いします。

と　き　11月３日(水)開会式９時・ど～む

　10時・女川ふれあい自然の家スタート

※コース内で交通事故のないよう十分注

意してください。

問い合わせ　村民会館　64－2134

　法務局職員や人権擁護委員が電話での

無料相談会を行います。

と　き　　11月15日(月)～19日(金)は

８時30分～19時　　11月20日(土)・21

日(日)は10時～17時

相談電話番号　　0570－070－810

内　容　差別・ＤＶ・セクハラなど

問い合わせ

　新潟地方法務局村上支局　53－2390

他 融資担当者が商工会へ出張します

金融相談会(一日公庫)団体

　渡邉邸の分家・東桂苑を全館無料開放

して、秋を楽しむ「もみじまつり」を開

催しますので、ぜひお越しください。

と　き　11月６日(土)・７日(日)

　14時～20時

ところ　東桂苑 ※入館無料

内　容　よさこい・フラダンス演舞(6日)

／大正琴(宙の会)演奏(7日)／ミニ大

蛇展示／手ぬぐい展／竹あかり写真展

／もみじライトアップ(5灯)＆竹あか

り／喫茶コーナー

問い合わせ　越後関川もみじ祭り実行委

員会(ＮＰＯ法人渡辺家)　64－3755

他 東桂苑で秋を満喫!!
「もみじまつり」を開催団体

他 女性の人権ホットライン
団体

　県司法書士会では電話での無料相談会

を行います。

と　き　11月23日(火・祝)10時～15時

相談電話番号(当日限り)

　　025－222－2030

内　容　賃金の未払い・サービス残業や

不当解雇、職場内のパワハラ・セクハ

ラ・いじめなど

問い合わせ

　県司法書士会　025－228－1589

他 全国一斉労働トラブル110番
団体

　新潟労働局では、11月６日(土)に労働

時間相談ダイヤル(無料)を開設し、平日

に時間のとりにくい労働者やその家族を

対象に無料の労働相談の機会を設けます。

相談内容　労働時間・賃金などの労働条

件に関すること

相談電話番号　　0120－794－713(フリー

ダイヤル)

受付時間　９時～17時

問い合わせ　新潟労働局労働基準部監督

課　025－234－5922

他 労働時間相談ダイヤルを開設
団体

　地域の経済・雇用を支える重要な役割

を果たしている建設業の発展を図るため、

「安心と誇りが仕事の活力」をスローガ

ンに、建設業を支える労働者の雇用の安

定・福利厚生の向上・労働災害の防止な

ど、建設雇用改善の推進に取り組んでい

ます。なお、建設業の雇用管理改善を支

援する助成金制度もありますのでご活用

ください。

問い合わせ

　助成金に関すること　(独)雇用・能力

開発機構新潟センター業務第二課

　　025－247－5323

　推進月間に関すること　新潟労働局職

業対策課　025－234－5927

他 11月は建設雇用改善推進月間団体

　暴力は、その対象の性別や加害者、被

害者の間柄を問わず、決して許されるも

のではありません。配偶者等からの暴力

やストーカー行為等、女性に対する暴力

は女性の人権を著しく侵害するもので、

男女共同参画社会を形成していく上で克

服すべき重要な課題です。

　だれにも相談できず、

ひとりで悩んでいませ

んか。相談してみるこ

とで、ひとりでは気づ

かなかった解決方法が

見つかるかもしれませ

ん。ひとりで悩まず、

まずはご相談ください。

ＤＶ相談ナビ　　0570-0-55210

※お近くの相談窓口をご案内します。携

帯電話や一部のＩＰ電話からもご利用

できます。

問い合わせ　内閣府男女共同参画局

　　03－5253－2111

　または総務課企画財政班　64－1476

他 11/12(金)～25(木)

女性に対する暴力をなくす運動団体

村
から

女性に対する暴力根

絶運動シンボルマー

ク「パープルリボン」

声援をお願いします
第38回村民駅伝競走大会

村
から

「ゆ～む」リニューアル工事
のため休館します

　桂の関温泉ゆ～むが、改修工事を行う

ため休館します。主な工事の内容は、サ

ウナの拡張・リラックスルームの増築な

どで、平成23年４月上旬にリニューアル

オープンする予定です。

　皆さんのご理解ご協力お願いします。

休館期間　平成23年１月５日(水)～

　平成23年４月上旬

問い合わせ

　農林観光課商工観光班　64－1478

村
から
クマの出没に注意してください!!

　今年はどんぐり類が不作のため、食べ

物を求めるクマの行動

範囲が広がっていて、

村内でも人家付近で目

撃されています。被害

にあわないよう十分気

をつけてください。

村内でのクマの目撃場所　上土沢、下土

沢、安角、大石、下川口、鷹ノ巣、金

丸、高田、若山、宮前、小和田など

問い合わせ・通報

　農林観光課農林振興班　64－1447

　または村上警察署　52－0110

　４月に全世帯配布した「ゆ～む優待

券」の使用期限は平成23年３月末まで

ですが、改修工事に伴う休館前にご利

用ください。なお、ご利用にならなか

った優待券は、現金との引き換えはで

きませんのでご了承ください。

問い合わせ

　総務課企画財政班　64－1476

「ゆ～む優待券」は
　　　年内中にご利用ください



44

日 曜 行　事　予　定

日 曜 行　事　予　定

11月 歴史館企画展「渡邉家宝物展Ⅱ」（通年）
（9:00～16:30、せきかわ歴史とみちの館）
文化祭（９:00～17:00、村民会館アリーナ、３日15：00まで）
菊花展（９:00～17:00、東桂苑前庭、３日まで）
健康相談日（10:00～14:00、保健センター）

健康教室(夜)「コアエクササイズ＆ヨガ」①
（19:15～20:15、村民会館大ホール）
放課後子ども教室（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）

[文化の日]
第38回村民駅伝大会（10:00～、女川ふれあい自然の家スタート）
村民茶会（10:00～15：00、東桂苑）

歩く!!健康教室⑤（10:30～11:30、ふれあいど～む）

[立冬]

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）

乳がん検診（受付９:00～10:10、保健センター）

第６回クラブカップ卓球大会（８:30～、村民会館アリーナ）

山と花々スライド解説会（19:00～21:00、村民会館会議室）
健康相談日（10:00～14:00、保健センター）

健康教室(夜)「コアエクササイズ＆ヨガ」③
（19:15～20:15、村民会館大ホール）
放課後子ども教室（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）

健康教室(夜)「コアエクササイズ＆ヨガ」②
（19:15～20:15、村民会館大ホール）
放課後子ども教室（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）

第24回荒川水系近隣市町村親善ゲートボール大会
（８:30～、ふれあいど～む）
乳児健診・ブックスタート（受付13:00～13:30、保健センター）

心配ごと相談（９:00～14:00、社会福祉センター）
歩く!!健康教室⑥（10:30～11:30、ふれあいど～む）

弁護士の無料法律相談
（10:00～15:00、村上市社会福祉協議会神林支所）
機能訓練事業（13:30～15:30、保健センター）

幼児歯科検診・２歳児相談（受付13:00～13:45、保健センター）
歩く!!健康教室⑦（10:30～11:30、ふれあいど～む）

おはなしの会（10:30～11:00、村民会館会議室）

首都圏在住関川村人会（上野精養軒[東京都]）

[小雪]
健康相談日（10:00～14:00、保健センター）

[勤労感謝の日]
第37回村民芸能祭（10:00～、村民会館アリーナ）

農業経営支援センターワンストップ窓口開設
（15:00～17:00、農林観光課内）

歴史講座③（19:00～21:00、村民会館小会議室）
心配ごと相談（９:00～14:00、社会福祉センター）
歩く!!健康教室⑧（10:30～11:30、ふれあいど～む）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）

歩く!!健康教室⑨（10:30～11:30、ふれあいど～む）

健康教室(夜)「コアエクササイズ＆ヨガ」④
（19:15～20:15、村民会館大ホール）
放課後子ども教室（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）

１ 月

２ 火

３ 水

19 金

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

18 木

12月

20 土

21 日

22 月

23 火

24 水

25 木

26 金

27 土

28 日

29 月

30 火

１ 水

２ 木

３ 金

４ 土

５ 日

カレンダー
11月１日　 12月５日

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

こころの
健　　康
相 談 会

多重債務

無料相談

と　き　11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　社会福祉協議会　64―0111

と　き　11月17日(水)10時～15時
ところ　村上市社会福祉協議会神林支所
申込締切　11月10日(水)
申し込み　社会福祉協議会　64―0111

  クレジットやローンなどの返済でお困りの方

に、電話相談や弁護士・アドバイザーによる(面

談相談)を無料で行っています。

多重債務ほっとライン　財団法人日本クレジッ

　トカウンセリング協会　025－248－3311

と　き　11月19日(金)10時～12時

ところ　村上地域振興局健康福祉部※予約制

担当医　村上はまなす病院 馬場肝作医師

申し込み　村上地域振興局健康福祉部

　地域保健課　53－8369

広報せきかわは、資源保護のため再生紙を使用しています。

プラネタリウムものがたりシアター科学や情報の体験

内　容　　青少年のための科学の祭典

　９時～15時　２階会議室ほか

　プラネタリウム無料上映会

　①13時～13時40分　②15時15分～

　15時55分　※各回先着80名

と　き　12月４日(土)９時～

ところ　情報センター　※すべて入場無料

問い合わせ　村上市教育情報センター

　　53－7511

時　間　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　11月24日(水)９時から

　電話(　53－7511)で受け付けます

と　き　９時30分～10時

ところ　プラネタリウム

内　容　　クリスマスの鐘

　マッチ売りの少女

※先着80名

映画の上映

ところ　視聴覚ホール

定　員　200名

その他　整理券を当日９時から配布

内　容

　「おさるのジョージ」

　10時30分～12時

　「裸の大将 放浪記

　～山下清物語～」

　13時～15時

12月のパソコン研修会

講座名 とき 対 象

②パワーポイント
　研修(夜)

12/14(火)

①ワードでハガキ
　作成研修(夜)

文字入力が容
易にできる方

12/８(水)
　～９(木)

ワードの基本
操作ができる
方

藤
城
清
治
が
描
く

幻
想
的
な
世
界


