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　村では、放課後に保護者が不在の児童

を学童保育所で受け入れています。

対象　村内居住で昼間保護者がいない家

庭の小学校１～４年生までの児童

申込方法　申込書（住民福祉課にありま

す）に必要事項を記入して提出

申込締切　１月31日(月)

問い合わせ・申し込み

　住民福祉課福祉保険班　64－1472

　農業所得は、収入金額から必要経費を

差し引いて所得を算出する「収支計算」

によって申告しなければなりません(青

色申告者を除く)。

と　き　１月21日(金)13時30分～

ところ　役場３階大会議室

相談員　役場税務会計課職員

持参品　筆記用具、ＪＡ作成の申告支援

帳票、眼鏡(必要な方)など

問い合わせ

　税務会計課税務班　64－1451

と　き　２月４日(金)

　受付９時40分～10時

ところ　村民会館大ホール

申込締切　１月28日(金)

問い合わせ・申し込み

　住民福祉課健康介護班　64－1472

村
から

通年・１日単位で可能
学童保育所入所者募集

　村では、平成22年産米の品質低下や収

量の減少、米価下落等による収入減少に

対する緊急対策を実施します。

　将来の集落農業を検討するための経費

や資材の購入等、集落単位での取り組み

に幅広く活用することができます。

申請方法

　集落単位で交付申請書(区長に配布済)

を作成して提出してください

申請締切　１月31日(月)

問い合わせ・申請

　農林観光課農林振興班　64－1447

村
から

関川村地域農業　　　　　　
　　　再生緊急対策事業

　会員皆さんと楽しく交流しませんか。

とき・ところ　２月27日(日)東京上野・

　精養軒[26日(土)９時出発～27日(日)

　夜役場到着]

参加費　8,000円(懇親会費)

　※食事代と宿泊費は各自負担

定　員　先着10名 

申込締切　１月28日(金)

問い合わせ・申し込み

　農林観光課商工観光班　64－1478

村
から

いで湯の関川ふるさと会

首都圏交流会参加者募集

※新潟県最低賃金は時間額681円です。

問い合わせ　新発田労働基準監督署

　　0254－27－6680

新潟県産業別最低賃金が
改正されました！

資　格 　原則として村内居住の方

　高校卒業程度の学力のある方

　事務補助の方は臨時雇用期間が通算10

年未満の方　

※事務補助以外は各資格があるときの金額

通勤費  片道２㎞以上から支給

手続き　申込書(総務課にあります）を

提出してください

※村ホームページからダウンロード可

登録の有効期限　平成23年４月１日

　～平成24年３月31日まで

その他　必要とする業務がないときは任

用されません。ご了承ください。

申込締切　１月31日(月)

申し込み　総務課総務班　64－1476

資　格　村内居住の70歳未満の方

手続き　申込書（管理公社にあります）

を提出してください

登録の有効期限　平成23年４月１日

　～平成24年３月31日まで

その他　必要とする業務がないときは任

用されません。ご了承ください。

申込締切　１月31日(月)

申し込み

　関川村自然環境管理公社　64－0252

村の臨時職員を募集村
から

　村では、新しい観光土産品を掘り起こ

すため、毎年みやげ品の認定を行ってい

ます。

申込締切　１月17日(月)

　詳しくは問い合わせください

問い合わせ・申し込み

　農林観光課商工観光班　64－1478

村推奨みやげ品を募集村
から

管理公社の臨時職員を募集他
団体

　職種

事務補助

保育士

保健師

時給

770円

820円

990円

　職種

看護師

教員助手

調理師

時給

930円

820円

770円

区　　分

区分 利用料金 おやつ代

時　　間

平　　日

第１・3・5土曜日

春・夏・冬休み

通年

１日

半日

7,000円／月

1,000円／日

500円／日

1,000円／月

100円／日

50円／日

下校～18時30分

８時～12時30分

８時～18時30分

利用料金（保険料込み）

農業収支内訳書作成相談会村
から

第３回血管いきいき学習会
「運動編」参加者募集

村
から

利用時間

次回の広報せきかわお知らせ版は２月１日号です。１月15日号は発行しませんのでご了承ください。

上関・高瀬住宅入居者募集中　申込締切１月14日(金)　問い合わせ・申し込み 建設環境課　64－1479

国
から

産業別最低賃金 時間額 効力発生日

電子部品・デバイ

ス・電子回路、電気

機械器具、情報通信

機械器具製造業

自動車(新車)、自動

車部分品・付属品

小売業

各種商品小売業

786円

738円

786円

平成22年

12月29日

平成22年

12月19日

平成22年

12月29日
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日 曜 行　事　予　定 日 曜 行　事　予　定

１月 2011年(平成23年)
[元日]
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）

[小寒]

[成人の日]

交通安全指導員初出動（13:30～、村内巡回）

桂の関温泉ゆ～む休館（～平成23年４月７日までの予定）

あみもの教室（13:30～15:30、村民会館休養室）

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）

放課後子ども教室（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）

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

体育関係者新春懇談パーティー（18:30～、村民会館大ホール）
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）

[大寒]
心配ごと相談（９:00～14:00、社会福祉センター）
乳児健診（7・8、10・11か月児）・ブックスタート
（受付13:00～13:30、保健センター）
歩く!!健康教室（10:30～11:30、ふれあいど～む）

農業収支内訳書作成相談会（13:30～、役場３階大会議室）
機能訓練日（９:30～11:30、保健センター）

わく湧くウインターカーニバル
（10:00～15:00、わかぶな高原スキー場）

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（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（10:30～11:30、ふれあいど～む）

[立春]
第３回血管いきいき学習会～運動編～
（受付9:40～10:00、村民会館大ホール）

１ 土

２ 日

３ 月

４ 火

５ 水

６ 木

７ 金

８ 土

９ 日

10 月

11 火

12 水

13 木

14 金

15 土

16 日

17 月

18 火

19 水

20 木

２月

21 金

22 土

23 日

24 月

25 火

26 水

27 木

28 金

29 土

30 日

31 月

１ 火

２ 水

３ 木

４ 金

５ 土

１月１日　 ２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

と　き　１月13日(木)・20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　１月19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　１月12日(水)
申し込み　社会福祉協議会　64―0111

届出方法　「調理師業務従事者届」に必

要事項を記入して提出(郵送・FAX可)

届出用紙配置・提出先　各保健所・新潟

県調理師会および各支部

届出締切　平成23年１月15日(土)

問い合わせ　村上地域振興局健康福祉部

　(村上保健所)　53－8368

県
から

　国保税の滞納のない世帯の方

その他　結果は受診者本人と村に通知さ

れます。村ではその結果を保健師など

の訪問指導に利用します。あらかじめ

ご了承願います。

申込方法　申込用紙(住民福祉課にあり

ます)を提出してください

申込締切　１月７日(金)

問い合わせ・申し込み

　住民福祉課福祉保険班　64－1472

受診月　平成23年１月

受診機関　詳細は問い合わせください

対象者

　年齢35歳～70歳(誕生月までに受診さ

れる方)

　平成22年４月１日現在で、国保に１年

以上加入している方

村
から

健診を受けなかった方へ
国保の人間ドック追加募集

調理師免許をお持ちの方へ

今年は就業届出年です

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　１月20日(木)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

２月のパソコン研修会

講座名 とき 対 象

②エクセル2007
で簡単名簿作成研
修(昼)

２/２(水)

　～３(木)

①ホームページ作

成研修(昼)

エクセルの基
本操作ができ
る方

２/９(水)

③デジタルカメラ
画像編集研修
 (昼)

パソコンの基
本操作ができ
る方

２/17(木)

インターネッ
トに接続でき
る方

作　品　　ジャックと豆の木

　～星の国だいぼうけん～

　望遠鏡で冬の星座めぐり

期　間　１月22日(土) 

　～２月27日(日)

上映時間

　土曜日…

　14時・16時

　日曜日…11時・14時・16時

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？

カレンダー

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。

放課後子ども教室（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）


