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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

年数区分　　地区表彰…10年

　県表彰…20年,30年,40年,50年

申請資格　　表彰年数の間、無事故・無

違反であること　

�交通安全協会の会員であること

申込締切　12月15日(水）

申請に必要なもの　運転免許証、印鑑

受付窓口　交通安全協会関川支部事務局

（役場総務課内)または役員宅

松田隆栄(下関)／近満寿美(下関)／鈴木

紀夫(下関)／伊藤 修(上関)／加藤新一

(内須川)／近 良平(大島)／佐藤 清(大

島)／五十嵐一男(上川口)／高橋八男(大

石)／本間正良(安角)／船山義雄(下川口)

／伊藤 実(沼)／八幡 勉(八ツ口)／津野

良平(湯沢)／河内春一(小見)／須貝康栄

(高田)／今 和明(高田)／大島栄助(上野

新)／本部光一(南中)

※地区表彰(10年)は、村上警察署で通年

受け付けています

問い合わせ　交通安全協会関川支部事務

局(役場総務課内　64－1476)

村
から

申請をお待ちしています
優秀運転者表彰

と　き　12月８日(水)

　13時30分～15時30分

ところ　新発田市生涯学習センター講堂

内　容　　松森果林さんによる講演

　障がい者の皆さんによるパネルディス

カッション

定　員　180名(申込不要・参加費無料)

問い合わせ　新発田地域振興局健康福祉

　環境部地域保健課　0254－26－9129

県
から

一緒に考えてみませんか？

障がい者福祉フォーラム

と　き　12月19日(日)10時～12時

ところ　村民会館大ホール

対象年齢　０歳～未就学児童・定員70名

　※対象者の兄弟は参加可能

内　容　　サンタクロースからのプレゼ

ント　　特別ゲスト：えんじぇる(バ

ルーンアート世界大会準優勝者)によ

る楽しいバルーンアート

参加費　子ども１人700円

申込締切　12月12日(日)まで電話で申し

込みください

問い合わせ・申し込み

　ピーカーブー担当：田村

　　090－2244－8973

他
団体

子育てサークルピーカーブー主催

第４回クリスマスパーティー

　村では12月20日から、インターネット

を利用して村税の申告ができる、地方税

電子申告システム(エルタックス)の利用

届と申告の受け付けを開始します。

申告に関する問い合わせ

　税務会計課税務班　64－1451

エルタックスに関する問い合わせ

　(社)地方税電子化協議会

　http://www.eltax.jp/

　サポートデスク　0570－081459

村
から

「地方税電子申告システム」
の利用が可能になります

※詳細は問い合わせください

問い合わせ・申し込み　自衛隊新発田地

域事務所　0254－26－5610

国
から
平成22年度自衛官募集

　９月の学習編に引き続き、２回目は食

生活編として簡単な調理実習も含めて、

楽しく食事について学習します。

と　き　12月21日(火)

　受付９時30分～９時45分

ところ　村民会館休養室・調理室

申込締切　12月14日(火)

問い合わせ・申し込み

　住民福祉課健康介護班　64－1472

村
から

第２回血管いきいき学習会
参加者募集

　「平成22年工業統計調査」が12月

31日現在で行われます。

　調査は12月から来年1月にかけて、

調査員が各事業所をお伺いしますので、

調査票の記入にご協力ください。

問い合わせ　総務課総務班　64－1476

製造事業所の皆さんへ
工業統計調査にご協力ください

募集戸数　上関住宅１戸・高瀬住宅１戸

※家賃など詳細は問い合わせください

入居時期　１月11日(火)

申込締切　12月15日(水)

問い合わせ・申し込み

　建設環境課地域整備班　64－1479

村
から

村有住宅入居者募集

とき・ところ　12月７日(火)

　前半　12時45分～13時15分

　垂水の里(湯沢)

　後半　14時30分～15時45分

　関川村保健センター

問い合わせ　村上地域振興局健康福祉部

　地域保健課　53－8369

県
から

「骨髄バンクドナー」
登録会のご案内

募集種目

応募資格

受付締切

試 験 日

陸上自衛隊高等工科学校生徒

推　薦

中卒(見込み)17歳未満の男子

一　般

１/15～１/17
までの間の指定
する１日

中学校長・中等
教育学校長が
推薦する者

―

１/６(木) １/７(金)

１/22(土)

法人村民税

固定資産税
(償却資産)

個人村・県民税

給与支払報告書、給与支
払報告・特別徴収に係る
給与所得者異動届、普通
徴収から特別徴収への切
替申請など

全資産申告、増加・減少
資産申告、修正申告など

中間・確定・修正申告など

法人村民税

個人村・県民税
(特別徴収)

特別徴収義務者の所在地・
名称変更届出書

法人設立・設置届出書、
異動届

電子申請／届出できる村税

電子申告できる村税
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日 曜 行　事　予　定

日 曜 行　事　予　定

12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）

歩く!!健康教室⑨（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）

あみもの教室（13:30～15:30、村民会館休養室）

歩く!!健康教室⑪（10:30～11:30、ふれあいど～む）

第22回関川村柔道選手権大会（９：00～、関川中柔剣道場）
おやこの食育教室（９:30～14:00、村民会館調理室・休養室）

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

健康教室(夜)「コアエクササイズ＆ヨガ」⑥
（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）

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）
１歳６か月・３歳児健診（受付12:50～13:30、保健センター）

青色申告決算等説明会
（営業所得者９:30～・農業所得者13:30～、役場３階大会議室）
健康相談日（10:00～14:00、保健センター）
乳児(４・５か月)相談（受付13:10～13:30、保健センター）

[大雪]

オトナの手作りスイーツ初心者教室
（10:00～14:00、村民会館調理室・休養室）
おはなしの会（10:30～11:00、村民会館会議室）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）

緑の少年団ミニ門松づくり（９:30～14:00、村民会館大ホール）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）

[天皇誕生日]

2011年(平成23年)

[元日]

第２回血管いきいき学習会
（受付９:30～９:45、村民会館休養室・調理室）
健康教室(夜)「コアエクササイズ＆ヨガ」⑦終
（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）

[冬至]
機能訓練事業（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）
あみもの教室（13:30～15:30、村民会館休養室）

１ 水

２ 木

３ 金

19 日

４ 土

５ 日

６ 月

７ 火

８ 水

９ 木

10 金

11 土

12 日

13 月

14 火

15 水

16 木

17 金

18 土

１月

20 月

21 火

22 水

23 木

24 金

25 土

26 日

27 月

28 火

29 水

30 木

31 金

１ 土

２ 日

３ 月

４ 火

５ 水

カレンダー
12月１日　 １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　12月９日(木)・22日(水)
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　12月15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　12月８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　12月９日(木)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

プラネタリウムものがたりシアター

アニメ劇場

作　品　三ねん寝太郎　　　　　　　

と　き　１月15日(土)

　　　　10時45分～11時30分

ところ　視聴覚ホール

定　員　先着200名　※入場無料

時　間　昼…13時30分～15時30分

定　員　各講座先着８名

受講料　500円(テキスト代)

受付開始　12月21日(火)９時から

　電話(　53－7511)で受け付けます

作　品　　ねこざかな

と　き　１月15日(土)10時～10時30分

ところ　プラネタリウム

定　員　先着80名　※入場無料

１月のパソコン研修会

講座名 とき 対 象

②エクセル2007

入門研修(昼)

１/26(水)

 ～27(木)

①インターネット

入門研修(昼)

パソコンの基
本操作ができ
る方

１/13(木)
インターネッ
トに接続でき
る方

作　品　　サケ・星の海の旅

期　間　12月４日(土) 

　～１月16日(日)

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

プラネタリウム番組のご案内

　情報センターでは、ピアノを一般開

放しています。どうぞご利用ください。

と　き　毎週月曜日の13時～21時

利用方法　　事前に電話申し込みが必要

　　　　　　使用料は１時間500円

ピアノ練習をしませんか？

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

健康教室(夜)「コアエクササイズ＆ヨガ」⑤
（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）

献血 ９:30～11:15、コバレントマテリアル
　　　[12:45～13:30、垂水の里　14:30～16:00、保健センター]


