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　どんな仕事でもお気軽に相談ください。

長年の経験を活かして、お役に立ちます。

問い合わせ・申し込み

　村上地域シルバー人材センター関川村

　事務所�64－0020

皆さんのお手伝いをします
シルバー人材センター

シ
ル
バ
ー

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

村民会館イベント

と　き　７月３日(日)８時30分～

ところ　村スポーツ公園

申込締切　６月27日(月)

組み合わせ抽選会

  ６月27日(月)村民会館で19時～

申し込み　村民会館�64－2134

と　き　７月10日(日)８時～

ところ　村スポーツ公園

申込締切　７月４日(月)

申し込み　村民会館�64－2134

　７月31日任期満了に伴う、議会議員

一般選挙の日程が決まりました。

と　き　６月30日(木)13時30分～

ところ　役場３階 大会議室

連盟会長杯野球大会

歴史館イベント

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(木)

申し込み　歴史館�64－1288

山城探索会③ 最終回

第17回教育委員長杯
壮年ソフトボール大会

と　き　７月12日(火)

　９時～17時 ※予約制

ところ　役場３階 第３会議室

と　き　７月19日(火)

　８時30分～17時

ところ　役場３階 大会議室

問い合わせ先　選挙管理委員会

(総務課内)�64－1476

投票日　７月24日(日)

立候補予定者説明会

立候補届出書類事前調査

立候補届出・告示日

関川村議会議員一般選挙

作 業 名
１時間当たり費用額
(事務費５%込)

草取り

草刈り

庭木剪定

襖・障子張り

普通車運転

その他雑役

788円

1,403円(燃料込み)

1,260円(器材含まず)

戸１枚1,260円 他紙代

945円

788円～893円

　平成24年度は中学校の教科書が大幅に

改訂されます。ぜひご来館ください。

と　き　６月17日(金)～７月２日(土)

　平日…９時～19時 土日…９時～17時

　閉館日…６月20日(月)、27日(月)

ところ　村上市教育情報センター

問い合わせ　村上教科書センター

　(村上小学校内)�53－2249

平成２４年度使用
小中学校教科書の展示

他
団体

所　在　上関地内の３階建て

募集戸数　２階の１戸

月額家賃　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　３戸

月額家賃　25,000円

★共通事項

申込締切　６月24日(金)

入居時期　７月１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

　村では、地域課題の解決や地域活性化

に取り組む皆さんを応援する「むらづく

り総合推進事業」の２次募集を行います。

　皆さんの日頃の思いやアイディアを活

かして、次世代に誇れる豊かな村づくり

をみんなで考えましょう。

補助事業名　むらづくり総合推進事業(地

域力緊急対策分)

募集期間　６月15日(水)～７月５日(火)

対象者　コミュニティ、集落、企業、任

意団体、有志など(当村に活動拠点が

あること)

対象事業　地域の活性化に寄与する事業

補助金　総額700万円(１次応募分と合わ

せた総額)

公開審査会　７月下旬予定

問い合わせ・申請

　総務課企画財政班�64－1476

２次募集します
キラリと光る地域活性化事業

村
から

他 ６月23日(木)～29日(水)
男女共同参画週間団体

　男性と女性が、職場で、学校で、地域

で、家庭で、それぞれの個性と能力を発

揮できる「男女共同参画社会」その実現

のためには、国民のみなさん一人ひとり

の取組が必要です。私たちのまわりの男

女のパートナーシップについて、この機

会に考えてみませんか？

男女共同参画に関連する相談機関

　性別による差別的扱いや男女の健康・

生き方など、電話等により専任の相談員

が相談をお受けします。内容によって弁

護士による法律相談や医師による「ここ

ろの相談」を受けられます。ひとりで悩

まず、まずご相談ください。

　相談は無料で秘密は固く守られます。

問い合わせ　新潟県男女平等推進相談室

　(新潟ユニゾンプラザ３階)

　�025-285-6605
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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

他 職員募集
 下越障害福祉事務組合団体

採用職種　�社会福祉(支援員・指導員

または介護員) 若干名

�栄養士　１名　�看護師　若干名

受験資格　

�社会福祉・栄養士

　昭和56年４月２日以降に生まれた方で

学校教育法の規程に基づく高等学校を

卒業(平成24年３月卒業見込み・資格

取得見込み含む)

�看護師　昭和41年４月２日以降に生ま

れた方で学校教育法の規程に基づく高

等学校を卒業(看護師または准看護師

の資格取得見込み含む)

�社会福祉　社会福祉主事任用資格・保

育士資格または同等以上の資格を有す

る方

受付期間　７月11日(月)～８月５日(金)

（直接または郵送も可）

受験用紙　下越障害福祉事務組合事務局

総務課で交付※新発田地域広域事務組

合ホームページからダウンロード可

　http://www.shibata-kouiki.jp/s-kouiki/

試験日　�一次 ９月18日(日)10時～ 

　�二次 11月上旬※一次合格者に通知

試験内容　�一次 教養試験・適性検査・

専門試験　�二次 面接

採用予定日　平成24年４月１日

問い合わせ・申し込み

　下越障害福祉事務組合事務局総務課

　�0254－26－1501

６/15現在の状況　母屋の南側屋根の損

傷程度の調査と土壁塗りを行ってい

ます

６/15～７/15までの工事予定

�母屋の南側屋根の修理と耐震補強用

鉄骨の組立、土壁塗りを行います。

また、宝蔵の壁のしっくい塗りを行

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.23

日時・会場

①６月25日(土)13時～16時

　受付開始12時30分～　

　新潟県立看護大学１階ホール(上越市)

②７月２日(土) 

�午前の部 

　９時30分～12時 受付開始９時15分～

�午後の部 

　13時～15時30分 受付開始12時45分～

　新潟県庁 西回廊２階講堂

※７月２日(土)会場入口は、南玄関(県庁

　西回廊)から入場ください

対象者

�平成24年卒業見込みの看護学生

�看護師の資格を持ち、再就職をお考

えの方(現在は育児などですぐには働

けないけど、近いうちに再就職を考

えている方も大歓迎です)

その他　�参加無料　�申込不要

問い合わせ先　

　県福祉保健部福祉保健課

　�025－280－5178(直通)

注意事項

★胃がん検診を受診する方へ

�前日の20時から検査終了まで食べ物、

アルコールを摂取しないでください。

喫煙も不可。

�受診当日、水または白湯は検査３時間

前までであれば飲んでも構いません。

牛乳やジュース類は飲まないでくださ

い。

�うっかり飲食したときは受診できませ

んので、ほかの日に受診してください。

★大腸がん検診の便を役場に提出される

方は、必ず９時30分までにお持ちくだ

さい。※時間遵守のこと

★検診を申し込んだ方で受診しないとき

は、受診しない理由を受診票に記入し

て、住民福祉課へ必ず届けてください。

★申し込みをしていない方や80歳以上の

方で受診を希望するときは、住民福祉

課へご連絡ください。

★検査の結果、異常のない方には通知し

ませんので、ご了承ください。

県
から

問い合わせ　住民福祉課 健康介護班�64－1472

胃がん

大腸がん

６月28日(火)

６月29日(水)

６月30日(木)

７月１日(金)

７月２日(土)

７月４日(月)

７月５日(火)

７月６日(水)

７月７日(木)

７月８日(金)

７月９日(土)

35歳以上の申込者

40歳以上の申込者

7:30～9:00

7:30～9:00

7:30～9:00

7:50～9:30

7:30～9:00

7:30～9:30

7:50～9:30

7:50～9:30

7:50～9:30

7:30～9:00

7:30～9:00

7:30～9:30

上土沢集落開発センター

関川村保健センター

下川口集落センター

九ヶ谷地区ふるさと会館

大島集落開発センター

山本公会堂

女川地区ふるさと会館

高田地区ふるさと会館

関川村保健センター

女川地区ふるさと会館

むつみ荘

小見前新田集会場

中束集落センター

七ヶ谷地区ふるさと会館

関川村保健センター

村民会館会議室

上土沢

辰田新・打上

下川口・荒川台・大内淵・上川口

沼・片貝・聞出・金丸・八ツ口

大島・下土沢

山本・幾地・鍬江沢

上野原・深沢・若山・上野新・上野・小和田

高田・桂・平内新

下関1組～11組・該当地区で受けられない人

上新保・蛇喰・南中・宮前・朴坂

高瀬・沢・湯沢

松平・滝原・上野山・小見・小見前新田・松ヶ丘

蕨野・中束・田麦千刈

蔵田島・久保・鮖谷・安角・大石・金俣

勝蔵・南赤谷・内須川・下関12組～37組

上関全域・該当地区で受けられない人

35歳～39歳…1,500円・41歳～…1,000円

500円

40歳と50歳

は無料

検診の種類

と　き 時　間 ところ 対象地区

対　象　者 料　　　金

胃がん・大腸がん検診胃がん・大腸がん検診
早期発見のために申し込みした方は必ず受診してください

胃がん検診は前日の20時
から飲食が制限されます

村
から

看護師などを目指す方へ！

病院就職ガイダンス２０１１開催！

６月27日(月)～７月３日(日)は「子どもの人権110番強化週間」です


