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村民会館イベント

と　き　６月18日(土)10時30分～11時

ところ　村民会館会議室

内　容　絵本の読み聞かせ

対　象　村内の子どもと保護者

問い合わせ　村民会館�64－2134

　当日は、六本杉から金俣の一部で交

通規制を行います。路上駐車などない

ようにご協力願います。

と  き　６月19日(日）

ところ　安角ふれあい自然の家(旧安角

小学校)グラウンド

問い合わせ　村民会館�64－2134

と  き　６月３日(金)～７日(火)

　８時30分～17時

ところ・問い合わせ

　選挙管理委員会(総務課内)�64－1476

おはなしの会

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

村 保健師を募集

関川村職員採用試験から

募集職種・人員　保健師・１名

年齢要件　昭和56年4月2日以降に生まれ

た人

受験資格　保健師資格取得者（平成24年

３月末までに取得見込み含む）

申込締切　６月29日(水)当日消印有効

申込受付　土・日曜を除き8時30分～

　17時15分

受験用紙　役場総務課で交付(郵送も可)

※村ホームページからダウンロード可

http://www.vill.sekikawa.niigata.jp

一次試験　７月24日(日)

試験会場　新潟県自治会館

採用予定日　平成24年４月１日

その他　関川村職員(一般事務)は７月１

日号で募集します

問い合わせ・申し込み

　総務課総務班�64－1476

村 選挙人名簿の閲覧から

　昨年度から村では歯周病を早期発見

し治療や歯科指導に繋げる目的で成人

歯科健診を実施しています。今年度か

らは妊婦も対象にした妊婦歯科健診も

実施します。

　この機会にぜひ受診してください。

対象者　�今年度40・45・50・55・60・

70歳になる方

�妊婦(４月以降妊婦届された方)

受診期限　平成24年３月31日まで

受診先　岩船郡村上市歯科医師会所属

の歯科医院

健診費用　無料

その他　対象の方には受診案内を送付

します。詳細は案内をご確認ください。

問い合わせ　

　住民福祉課健康介護班�64－1472

村
成人・妊婦歯科健診についてから

歴史館イベント

と　き　６月10日(金)９時15分～17時

　９時15分に歴史館集合

コース　小和田～松平

定　員　20名　参加費　無料

持ち物　昼食・水・雨具

申込締切　６月７日(火)

申し込み　歴史館�64－1288

古道を歩く③

と　き　６月24日(金)９時15分～17時

　９時15分に歴史館集合

内　容　金山城(新発田市)

定　員　20名　参加費　無料

持ち物　昼食・水・雨具

申込締切　６月23日(水)

申し込み　歴史館�64－1288

山城探索会③ 最終回

第38回ＵＰ・ＤＯＷＮ
関川マラソン大会

と　き　６月26日(日)５時45分～18時

　５時45分に村民会館集合

ところ　粟ヶ岳(標高1292ｍ、三条市)

コース紹介

�粟ヶ岳は川内山塊の最高峰、この時

期はヒメサユリが見頃を迎えます

�北五百川登山口からの往復、約登り

３時間、下り２時間です

募集定員　40名　参加費　1,000円

持ち物　水・雨具・昼食

申し込み　村民会館�64－2134

夏の健康登山
ヒメサユリとブナの山（粟ヶ岳）

所　在　上関地内の３階建て

募集戸数　２階の４戸・３階の１戸

月額家賃　30,000円～35,000円

村 村有住宅入居者募集から

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

申込締切　６月７日(火)

入居時期　６月14日(火)

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

他 学卒求人受理説明会団体

と　き　６月３日(金)13時30分～

ところ　村上市民ふれあいセンター、２

階研修会議室

問い合わせ　ハローワーク村上・求人学

卒部門�53－4141
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電話番号
一　　覧

住民福祉課 住民福祉班　64－1471・健康介護班　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

国 「守ろう！電波のルール」

電波利用環境保護周知啓発強化週間から

　大震災により被害を受けた方は、所得

税の軽減・免除が受けられ、税務署で手

続きを行うことで所得税が還付となる場

合があります。そのほか、源泉所得税の

徴収猶予や還付、廃車となった自動車の

自動車重量税の還付などの特例がありま

す。詳しくは、最寄りの税務署にお問い

合わせいただくか、国税庁ホームページ

をご覧ください。http://www.nta.go.jp

　また、地方税についても住民税・固定

資産税・自動車税等の特例があります。

　詳しくは、お住まいの都道府県または

市町村にお問い合わせください。

　被災地の自治体への寄附金、自治体を

通じての被災地への義援金は「ふるさと

寄附金」として住民税・所得税の控除が

受けられます。日本赤十字社や中央共同

募金会等への義援金も「ふるさと寄附金」

として控除が受けられます。詳しくは総

務省東日本大震災関連情報ＨＰをご覧く

ださい。http://www.soumu.go.jp

問い合わせ　

�村上税務署個人課税部門�53－3141

�関川村役場税務会計課�64－1451

　６月１日から10日は、

電波利用環境保護周知

啓発強化週間です。

　私たちみんなの財産で

ある電波の良好な利用環境を守るため、

不法無線局をなくし、電波を正しく使い

ましょう。

　電波に関することは総務省信越総合通

信局までお気軽にご相談ください。

問い合わせ

�無線設備への混信・妨害及び違法な無

線設備の情報に関すること

　監視調査課�026－234－9976

�テレビ・ラジオなど放送の受信障害に

関すること

　受信障害対策官�026－234－9991

村 農地転用には
許可・届出が必要です！から

　農地は農業生産の基盤となるため、宅

地などの土地利用計画と調整しながら、

優良農地の確保を進める必要があります。

　宅地などの農地を農地以外に利用する

ときは、許可申請や届出など一定の手続

きが必要になります。

　農地の転用には、法律の規制がありま

すので、一時的なときも含め、事前に相

談ください。

問い合わせ・相談　農業委員会事務局(農

林観光課内�64－1447)

　または、担当地区の農業委員

　放送大学はテレビなどの放送により授

業を行う通信制の大学です。働きながら

学んで大学を卒業したい、学びを楽しみ

たいなど様々な目的で、幅広い世代の方

が学んでいます。

教養学部　�科目履修生(６か月在学し、

希望科目を履修)�選科履修生(１年間

在学し、希望科目を履修)�全科履修

生(４年以上在学し、卒業を目指す)

大学院　�修士科目生(６か月在学し、

希望科目を履修)�修士選科生(１年間

在学し、希望科目を履修)

出願期間　

　平成23年６月１日(水)～８月31日(水)

問い合わせ・資料請求

〒959－8122　放送大学新潟学習センター

�025－228－2651

放送大学ﾎーﾑﾍ゚ ｼー゙http://www.ouj.ac.jp

国 採用試験のご案内

税務職員(国家公務員Ⅲ種)から

受験資格　平成２年４月２日～平成６年

４月１日生まれの人

試験の程度　高等学校卒業程度

受験受付期間　６月21日(火)～６月28日

(火)まで(土・日曜日は除く)

　※６月28日までの通信日付印有効

受験申込書請求　村上税務署、関東信越

国税局人事第二課、人事院関東事務局

試験日　第１次 ９月４日(日) 　　

採用日　平成24年４月１日

問い合わせ　関東信越国税局人事第二課

　試験係�048－600－3111

国 事業主の皆さんお忘れなく

労働保険の更新などから

　労働保険の年度更新と一般拠出金の申

告・納付の手続きはお済ですか。まだの

方は、お早めに手続きをしてください。

手続期限　６月１日(水)～７月11日(月)

問い合わせ先　新発田労働基準監督署　

　�0254－27－6680

　県内において、つつが虫病の発生が増

える時期を向かえます。農作業や山菜採

りなどで山林や草地に入るときは十分注

意しましょう。

つつが虫病の症状

�刺された局所に特有のかい瘍(刺口)を

生じる�リンパ節の腫脹(特に刺口局部

近くのものが多い）�少なくとも１週間、

通常２～３週間高熱が続く

問い合わせ  県福祉保健部健康対策課

　�025－280－5200

予防のポイント

�肌を出さないようにする

�衣類を草むらに置いたり、草むらで

休息や用便をしない

�防虫スプレー等を使用する

　村上市では、これまでの休日診療に加

えて、６月１日から平日の夜間診療を実

施することになりました。

診療日時　平日(月～金)

�受付時間 18時30分～21時15分

�診療時間 19時～21時45分

診療科目　内科・小児科

ところ　村上市急患診療所(若葉町10-7)

問い合わせ　村上市岩船郡医師会館

　�52－4666

 東日本大震災の被災者救済
税金関係のお知らせ

国
から

　国では６月を「外国人労働者問題啓発

月間」に設定しています。これを受け、

新潟県警察では６月を「来日外国人犯罪

対策及び不法滞在・不法就労防止のため

の活動強化月間」に指定し、不法滞在・

不法就労を助長する悪質・組織的な犯罪

の取り締まり、不法滞在・不法就労防止

のための指導啓発活動を強化しています。

事業者の方へお願い

　事業者の方が外国人を雇用する際、旅

券(パスポート)か外国人登録証明書で

�在留する資格を有しているか

�就労できる在留資格であるか

を確認いただくようお願いします。

※在留資格や在留期限、旅券、外国人登

録証明書、その他不明な点はお問い合

わせください。

問い合わせ　村上警察署�52－0110

と　き　６月16日(木) 10時～15時

ところ　パルパーク神林

問い合わせ　浦田の里�53－1803

来日外国人による不法滞在・

不法就労防止に関するお願い
県
から

あなたの「ふるさと寄附金」が

被災地支援に

他 村上岩船地域障害者

合同運動会団体

他 放送大学10月入学生募集団体

県
つつが虫病の発生と予防対策から

他 村上市平日夜間診療所開設団体

！！
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受付時間　８時～11時30分

�内科　１診・月曜～金曜日は新患の

み受付／その他の外来は再診専門／

消化器外来は火曜・水曜・金曜は全

て再診のみで予約

�神経内科　全て予約制(紹介状必要)

�外科　火曜は10時～診療／乳腺外来

は予約のみ

�整形外科

　木曜は受付10時30分まで

�眼科　

　火曜は手術のため受付８時～11時

　まで

　糖尿病は、初期には無症状ですが、

血糖コントロールが悪い状態で何年も

放置しておくと失明や透析が必要にな

ることがある怖い病気です。

　坂町病院では、糖尿病の教育入院を

平成８年から実施しています。

　この機会に糖尿病の知識を身に付け

てみませんか。

糖尿病教室入院Ａ

　(スタンダードコース：５泊６日)

�平成23年度スケジュール

　(全て日曜から金曜まで)

　６/12～17・７/10～15・９/11～16・

10/16～21・12/11～16・２/12～17

糖尿病教室入院Ｂ

　(ショートコース：２泊３日)

�スケジュールは問い合わせください

　(全て金曜から日曜まで)

問い合わせ・申し込み先　

　県立坂町病院�62－3111

�産婦人科　月曜・金曜は12時～15時

30分まで

�耳鼻咽喉科　月曜・水曜・金曜は

　12時～15時30分まで

受付方法

�初めての方、診察券をお持ちでない

方は申込用紙を記入して保険証など

と一緒に受付１番窓口へ提出

�診察券をお持ちの方は保険証などと

一緒に受付１番窓口へ提出

予約方法　

�予約の方は直接予約してある科へ

�予約以外にも受診したい科があると

きは受付1番窓口へ申し出ください。

　次回からの予約は診療科の看護師に

　相談ください。

�予約の変更をしたいときは、なるべ

く午後に診療科へ直接電話で相談く

ださい。

医療相談　坂町病院には医療相談室が

あります。各種申請・施設利用希望

など、お気軽に何でも相談ください。

　詳しくは、診療科の看護師または受

付窓口へ問い合わせください。

患者さんの声　より良い医療サービス

を提供できるよう、「患者さんの声」

の投書箱を設置しています。日頃感

じているご意見をお寄せください。

問い合わせ先　

　県立坂町病院�62－3111

糖尿病教育入院者募集糖尿病教育入院者募集

県立坂町病院外来診療の案内 平成23年６月１日現在

階 月 火 水 木 金

内　　科

整　形　外　科

眼　　　　　科

１　診 鈴木　　薫

姉﨑　一弥

田邊　靖貴

近　　幸吉
10:30～

淺野　良三

関根　輝夫

鈴木　　薫

近　　幸吉

今田　研生

石塚　利江

今田　研生

石塚　利江

今田　研生

石塚　利江

今田　研生

第1･2週 石塚 利江
第3･4週 今田 研生

 

第１週 今田 研生
第３週 石塚 利江

第２週 石塚 利江

石塚　利江

今田　研生

石塚　利江

山本　尊彦 新潟大学 新潟大学山本　尊彦

今田　研生

関根　輝夫鈴木　　薫 淺野　良三 安斎　博隆

杉山 幹也
【肝臓】14:00～再来予約のみ

姉﨑 一弥
９:00～予約のみ 安斎　博隆

【消化管】13:30～
再来予約のみ

淺野　良三

新潟大学
(内科４診)

田中　　亮 新潟大学10:00～

新潟大学新潟大学
新潟大学

新潟大学
新発田病院

冨田　　広
田中　　亮

冨田　　広
田中　　亮冨田　　広

新井　亜希 新井　亜希 新井　亜希

新潟大学
(内科４診)

五十嵐　仁
 13:30～再来予約のみ

五十嵐　仁 10:00～

淺野　良三

鈴木　　薫

安斎　博隆

鈴木　　薫

近　　幸吉10:00～

田中　　亮
冨田　　広

遠山知香子
受付10:30まで

五十嵐　仁

補綴Ⅱ
(歯冠修復)

保存Ⅱ (歯冠修復)
(歯周病治療)

保存Ⅰ (歯内療法)
小児歯科(第1週)

補綴Ⅰ
(義歯)

口腔外科
(抜歯)

上田　　潤
(新潟大学)
受付11:00まで

羽入　貴子
(新潟大学)

坪井　明里
(新潟大学)

藤本　薫
(新潟大学)

浅野　幸恵
(新潟大学)

１　診

２　診

２　診

１　診
２　診

３　診

４　診

消化器

循環器

乳児健診 13:30～

喘息外来 13:30～

神経外来 13:30～

予防接種 13:30～

小児科

神　経　内　科

産婦人科(午後)

耳鼻咽喉科(午後)

皮　　膚　　科

泌　尿　器　科

歯科(日本歯科大学)

人 間 ド ッ ク※

外　　科

午
　
　
後

県
から

受付時間などについて
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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　６月９日(木)・23日(木)
時　間　９時～14時
ところ　社会福祉センター
申し込み先　社会福祉協議会�64－0111

と　き　６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　６月８日(水)
申し込み先　社会福祉協議会�64－0111

アニメ劇場

作　品　�ぼくの熊おじさん

　音楽好きな焼き芋屋さんと少年のお話

と　き　６月４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

　　　　夜…19時～21時

定　員　各講座とも先着８名

受講料　500円(テキスト代)

受付開始　６月８日(水)午前９時から

　電話(�53－7511)で受け付けます。

６月のパソコン研修会

講座名 とき 内容

①インターネット

　入門(昼)
６/16(木)

インターネッ

トの初歩

②ワードでチラシ

　作成(夜)

６/22(水)

　～23(木)

チラシ作成の

実習

作　品　�父と娘の星座解説

　　　　�輝けアルカス

期　間　６月４日(土)～７月10日(日)

上映時間（各回40分）

　�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

作　品　�へっぴり嫁　

　　　　�和尚さまと小僧さん

　　　　にいがたのむかしばなし

と　き　６月４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

プラネタリウムものがたりシアター

　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？

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。

日 曜 行　事　予　定

日 曜 行　事　予　定

６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）
特設人権相談所（10:00～15:00、むつみ荘）

婦人がん(子宮がん・乳がん)検診
（午前の部 受付８:50～、午後の部 受付12:30～、保健センター）

歌とおどりと笑いの饗宴（開演10:30～、村民会館アリーナ）
下関地区敬老会（11:00～、村民会館大ホール）
湯沢地区敬老会（11:00～、むつみ荘）

青少年育成関川村民会議総会（19:00～21:00、村民会館大ホール）
古道を歩く③（9:15に歴史館集合～17:00、小和田～松平）

大石川源流と月夜平ブナ原生林探訪会
（９:00におおいし自然館に集合、月夜平のブナ原生林）

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）

婦人がん(子宮がん・乳がん)検診
（午前の部 受付８:50～、午後の部 受付12:30～、保健センター）

おはなしの会（10:30～11:00、村民会館会議室）
霧出地区敬老会（11:30～、むつみ荘）

[芒種]　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）

光兎山登山とヒメサユリ観賞会（７:00に中束集落センター集合）
キラリと光る地域活性化事業公開審査会（９:00～、の～む）

放課後子ども教室（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）

機能訓練日（13:30～15:30、保健センター）

心配ごと相談（９:00～14:00、社会福祉センター）

第21回村民親善野球大会（８:30～、村スポーツ公園）
上関地区敬老会（11:00～、上関集落センター）
川北地区敬老会（11:00～、むつみ荘）

健康相談日（10:00～12:00、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）

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）

山城探索会③（９:15に歴史館集合～17:00、金山城［新発田市］）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）

連盟会長杯野球大会（８:30～、村スポーツ公園）
七ヶ谷地区敬老会（11:00～、むつみ荘）

女川地区敬老会（11:00～、むつみ荘）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）

あゆ解禁日「釣り」（禁漁区を除く荒川全域）

胃がん・大腸がん検診（～７月９日まで、日曜日除く）
放課後子ども教室（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）

還暦のつどい、四ヶ字地区敬老会（11:00～、むつみ荘）
夏の健康登山（５:45に村民会館集合～18:00、粟ヶ岳[三条市]）
郡市ポンプ操法競技会
(９:00～、村上市荒川地区多目的グラウンド）

[夏至]
１歳６か月、３歳児健診（受付12:50～13:30、保健センター）１ 水

２ 木

３ 金

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

７月

21 火

20 月

19 日

22 水

23 木

24 金

25 土

26 日

27 月

28 火

29 水

30 木

１ 金

２ 土

３ 日

４ 月

５ 火

17 金

18 土

カレンダー６月１日　 ７月５日

こころの
健　　康
相 談 会

女 性 の

健　　康

相 談 会

と　き　6月28日(火)　13時30分～
ところ　村上地域振興局健康福祉部※予約制
担当医　村上地域振興局
　健康福祉部長　佐々木綾子(産婦人科医）
申し込み先　村上地域振興局健康福祉部
　地域保健課�53－8368

と　き　６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

　新潟いのちの電話は新潟県の自殺があまりに多いことから1984年
に設けられたボランティアによる自殺予防の電話相談活動です。

新潟いのちの電話

いつでも、
だれでも、
どこからでも

みんな笑顔に
なってください。

お近くの電話番号にお掛けください。

第38回ＵＰ・ＤＯＷＮ関川マラソン大会
（開会式９:00～、安角ふれあい自然の家）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）


