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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

村民会館イベント

12/15現在の状況　母屋北側屋根の板

葺きがほぼ完了しました。また、母

屋の耐震補強工事が始まりました。

H22/12/15～H23/１/15までの工事予定

　母屋の屋根工事のための足場と仮屋

根を撤去します。また、耐震補強の

鉄骨用基礎工事を行います。

※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.19

　緑の少年団では、団員保護者の負担軽

減のため、現在、団服などを貸し出し方

式にしています。緑の少年団を卒団後、

タンスで眠っている団服などをお持ちの

方は、寄贈くださるようお願いします。

譲ってほしいもの

　団服(上着・ズボン)、ベルト、帽子

　※洗濯をした状態のままで結構です。

問い合わせ　村民会館　64－2134

　桂の関温泉ゆ～むが、改修工事を行う

ため平成23年１月５日から休館します。

　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月末までとなっ

ていますが、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。

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

　総務課企画財政班　64－1476

お買い求め

　村民会館

　(　64－2134)

　歴史とみちの館

　(　64－1288)

　マルニ書店

　(　64－1015)

　㈲小泉屋

　(　64－1018)

代　金　１冊1,000円

問い合わせ　村民会館　64－2134

村
から

村の文芸作品を収録
文芸せきかわ第２１号

村
から

「ゆ～む優待券」は
年内中にご利用ください

村
から

納期限内の納付をお願いします

１２月の納税予定一覧

　親子で楽しくクッキングしませんか？

村
から
役場などの年末年始の休み

施設名 年末年始の休み

役場

診療所

村民会館

図書室

歴史館とみちの館

社協・むつみ荘

ふれあいの家

ゆうあい

光兎こども館

はなみの里

学童保育所

12/29(水)～１/３(月)

１/１(土)…休館

１/１(土)…休館

12/28(火)の17時15分～
１/３(月)

年末年始は休まず営業
１/１(土)…10時～20時

12/29(水)～１/３(月)

12/29(水)～１/３(月)

12/29(水)～１/３(月)

１/１(土)～１/３(月)

１/１(土)～１/３(月)

12/29(水)～１/３(月)

12/29(水)～１/３(月)

12/29(水)～１/４(火)

出生・死亡・婚姻などは受け付けます。
住民票などの証明書は発行できません。

観光情報センター

ど～む

ゆ～む

12/29、30・１/２、３…８時30分～22時
12/31…８時30分～18時

日によって利用時間が変わります

そのほか 休みなど

ごみ収集 12/31(金)～１/３(月)…休み

路線バス

荒川斎場 １/１(土)…休み

ごみの持

ち込み

(桧原)

12/31(金)～１/３(月)…休み

◆村上市(朝日地区)桧原廃棄物

　処理場　72－1164

リサイクル

センター

12/30(木)～１/３(月)…休み

◆リサイクルセンター　

　　64－2182

12/31(金)～１/３(月)
…年末年始特別ダイヤ
（下関－村上線のみ運行）
下関営業所発 10:17･14:55
村上営業所発 13:12･17:30
◆新潟交通観光バス(株)　
　村上営業所　53－4161

部活動

支援バス

12/27(月)～１/６(木)…運休
１/７(金)からは平常どおり
運行(土日、祝祭日を除く)
☆坂町駅出発は19時15分
◆総務課企画財政班
　　64ー1476

１/４(火)の収集地区…川北･湯沢･女川･七ケ
　　　　　　　　　　 谷･九ケ谷
１/５(水)の収集地区…下関･上関･四ケ字･霧出

※１/５(水)～４月上旬
　まで工事のため休館

緑の少年団「団服」などを
譲ってください

科目(期)

納　期　限 12月27日(月)

口座振替日 12月27日(月)

口座再振替日 １月11日(火)

問い合わせ

税務会計課税務班
　64－1451

国民健康保険税
(６期)

固定資産税(３期)

住民福祉課健康介護班
　64－1472

介護保険料(６期)

住民福祉課福祉保険班
　64－1472

後期高齢者医療
保険料(６期)
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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

村
から
歯周疾患検診受診のお願い

村
から

「日常生活圏ニーズ調査」
にご協力お願いします

と　き　12月20日(月)

　19時～20時30分

ところ　村上市教育情報センター

講　師　地域生活支援センターはまなす

　精神保健福祉士・手塚健介

定　員　45名　※申込制

問い合わせ・申し込み

　医療法人責善会地域生活支援センター

　はまなす　50－7104

地域生活について
～地域生活支援センターの役割～

と　き　平成23年１月28日(金)

　19時～20時30分

ところ　村上市教育情報センター

講　師　黒川病院　宮本忍先生

定　員　45名　※申込制

問い合わせ・申し込み

　医療法人責善会地域生活支援センター

　はまなす　50－7104

こころの健康について考える
～こころの障がいの理解と治療～

　村税の滞納処分のため、不動産を公売

します。これは、村の財政基盤である村

税収入の確保や納税の公平性確保のため

に行うものです。

公売とは　村税滞納者から差し押さえた

不動産や動産などを入札によって売却し、

売却代金を滞納額にあてるものです。

公売の担当　新潟県地方税徴収機構

　　　　　　(平成21年４月設立)

公売日　12月21日(火)13時30分～14時

ところ　関川村役場３階大会議室

公売物件　辰田新地内の山林 約890㎡

公売の方法　最低価格(901千円)以上で

入札し、最高額で入札した方が落札

公売参加の条件

　落札したときは、公売保証金(91千円)

を落札日に納入すること

その他　滞納額が完納されたときなどは

公売を中止することがあります

問い合わせ　新潟県地方税徴収機構(新

発田地域振興局内)　0254－21－3761

　今年度、村では歯周疾患を早期に発見

し、治療や歯科指導を行う目的に「歯周

疾患検診」を実施しています。

　まだ受診されていない方は、受診期限

がせまっていますので、お早めに受診く

ださい。

対象者　平成22年度中に40・45・50・55・

60・70歳になる方

受診期限　平成22年12月24日(金)まで

受診先　岩船郡村上市歯科医師会所属の

歯科医院

検診費用　無料

その他　対象の方には受診案内を送付し

ています。詳しくは配布した受診案内

をご覧ください

問い合わせ

　住民福祉課健康介護班　64－1472

県
から

村税滞納処分のため
差押物件(土地)を公売

　12月４日からJRダイヤ改正により、

列車時刻が変更されていますので、ご利

用の際はご注意ください。詳しくはお問

い合わせください。

問い合わせ　越後下関駅　64－1044

　総務課企画財政班　64－1476

他
団体

12月４日～
ＪＲダイヤ改正

　降雪時期となり、村内にある踏切の一

部が交通規制されていますので、通行の

際はご注意ください。規制解除は３月下

旬の予定です。（降雪状況に応じて解除

となります）

問い合わせ　越後下関駅　64－1044

　総務課企画財政班　64－1476

　村では、平成22年11月１日現在で65歳

以上の方(要介護３～５の方を除く)を対

象に、「日常生活圏域ニーズ調査」を行

います。調査は12月中旬から下旬にかけ

て実施しますので、調査票の記入にご協

力ください。

問い合わせ

　住民福祉課健康介護班　64－1472

他
団体

ＪＲ米坂線
踏切の交通規制について

　今シーズンは日本スキー発祥100周年！

　この冬もぜひ、ウィンタースポーツを

お楽しみください。

お得な情報　

　駐車場が毎日無料。レストランのみの

ご利用も可能です。

　村内居住の方は、リフト１日券が

2,500円になる「関川村民価格」を設定。 

(割引前女性3,000円～男性3,800円)

　スキー子どもの日は小学生のリフト無

料。(毎月第３日曜日と３月の毎日曜日)

わく湧くウインターカーニバル開催

　美味しい屋台村、雪遊びや楽しいゲー

ムで冬を楽しみましょう。また、この

日は関川村民のリフト券が大人、子ど

もともに無料となります。

　主催：関川村観光協会

　とき：１月23日(日)・２月20日(日)

その他お得情報　

　レンタルスキーは楽に操作ができる最

新のモデルを大量導入。また、お子さ

まの安全のために、ジュニアセット利

用の方にはヘルメットの無料レンタル

もご用意しました。

問い合わせ

　わかぶな高原スキー場　64－0330

　その他最新情報は

　http://www.wakabuna.com/

他
団体

12月18日(土)以降オープン
わかぶな高原スキー場

他
団体

地域生活支援センターはまなす主催

こころの健康づくり講座

　このミュージカルは、人間と森の生きものたち、

仲良く生きてゆく大切さ、失ってしまった自然の豊

かさ、本当のしあわせのお話です。

と　き　平成23年１月16日(日)

　　　　17時開場・17時30分開演

ところ　村民会館アリーナ

入場料　大人3,000円　中学生以下1,000円

　　　　※全席自由（座布団を持参ください）

　　　　※５歳未満のお子さまは入場できません

問い合わせ　新生ふるきゃら(浅野)

　　　　　　　090－4684－2504

関川村青年隊主催　新生ふるきゃらミュージカル

１/16(日)
新春公演 瓶ヶ森の河童

か め が も り の し ば て ん


