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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

　今回の選挙で村内の投票所で投票でき

るのは、満20歳以上(平成３年７月25日

以前生まれ)の方です

　詳しくは、一覧表(投票条件など)を確

認ください。

　投票日前でも本人が直接、投票箱に投

票できる制度です。

期日前投票ができるのは

　投票日に仕事や冠婚葬祭の予定のある

方、レジャーや買い物で投票区外に出か

ける方

期　間　７月20日(水)～７月23日(土)

時　間　８時30分～20時

会　場　関川村役場 ３階 大会議室

その他　入場券をご持参ください。

　印鑑は不要です。期日前投票宣誓書の

該当する事由に○をつけるだけです。

不在者投票ができるのは

　入院中、施設入所中、遠方で就労中な

どの理由で投票所へ行けない方

期　間　７月20日(水)～７月23日(土)

★仕事や旅行先などの他市町村での不在者

投票　

　関川村の選挙人名簿に登録されていて、

他市町村に仕事や旅行などで滞在してい

る方は、滞在先の市区町村役場で不在者

投票をすることができます。投票用紙の

請求は、村選挙管理委員会に行ってくだ

さい。

★郵便等による不在者投票

　条件に当てはまり、あらかじめ選挙管

理委員会から「郵便等投票証明書」の交

付を受けている方

条件

�身体障害者手帳に重度の障害が記載さ

れている方

�戦傷病者手帳に重度の障害が記載され

ている方

�介護保険の被保険者証に「要介護５」

と記載されている方

※郵便等投票での代理記載制度があります。
希望者は事前に手続きが必要です。

※郵便等投票の交付請求期限は、７月20日(水)
までです。

★病院・施設などでの不在者投票

　県選挙管理委員会から指定を受けてい

る病院や特別養護老人ホームなどの施設

では、施設内で不在者投票をすることが

できます。詳しくは病院などに問い合わ

せください。

　任期満了に伴う、関川村議会議員一般

選挙が７月19日(火)告示、７月24日(日)

投票の日程で行われます。

関川村議会議員一般選挙
投票日は７月２４日(日) 投票時間は７時～１８時まで

期日前投票は７月２０日(水)～７月２３日(土)８時30分～20時まで

投票できる方

期日前投票

不在者投票

投票できる

方の条件

名簿縦覧

開票事務

前日前投票

・

不在者投票

満20歳以上の方(平成３年７月25日以前生まれ)ですが、最近、転入し

た方は、投票の方法が決まっていますので、ご注意ください。

▼平成23年４月18日以前に他市区町村から転入し、引き

続き３か月以上村内に住所を有する方…関川村で投票

７月20日（水）～７月23日（土）

８時30分～20時

役場３階大会議室

※入場券を忘れずにお持ちください（印鑑は不用）

※休庁日や平日17時15分以降は通用口からお入りくだ

　さい

※エレベーターをお気軽にご利用ください

※郵便等投票の交付請求期限は７月20日（水）ですの

　で、お早目に手続きしてください。

と　き　７月19日（火）　ところ　選挙管理委員会事務局（総務課内）

と　き　７月24日（日）20時～　ところ　村民会館大ホール

開票状況は21時ころから広報無線でお知らせします

転　入

期　　間

時　　間

会　　場

期日前

投票

不在者

投票

そ
の
他

一覧表（投票条件など）

◆◆◆　最近、転入した方の投票方法　◆◆◆

問い合わせ　選挙管理委員会
　(総務課内)�64－1476
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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

村民会館イベント

　月に１回のアロマテラピー講座で心と

身体をリフレッシュ！はじめての方から

ご参加いただけます。

と　き　７月19日(火)～12月20日(火)の

第３火曜日(全６回)※８月のみ第４火曜日

　19時30分～21時

ところ　村民会館休養室

定　員　先着12名

講　師　遠山貴志子さん

　　　　NARD認定アロマインストラクター

参加費　2,000円※初回にお持ちください

教材費　１回につき1,000円～1,500円の

　　　　材料費が必要です

問い合わせ・申し込み　

　７月４日(月)午前９時から電話受付

　村民会館�64－2134

アロマテラピー講座

歴史館イベント

と　き　７月26日(火)

　７時30分に歴史館集合

行き先　�長岡市県立近代美術館「いわ

さきちひろ展」�新潟市万代島美術館

「藤城清治・光と影のシンフォニー」

定　員　先着40名

参加費　5,000円(入館料、昼食込み)

申込締切　７月20日(水)

問い合わせ・申し込み

　歴史とみちの館�64－1288

美術館めぐり

と　き　７月30日(土)10時～(小雨決行)

ところ　大石ダム湖畔県民休養地周辺

内　容　�ウォーキングラリー　�ダム

と発電所見学　�カヌー体験　�魚の

つかみどり(小学生以下)　�遊びのひ

ろば開放(ゴーカート、ミニＳＬ、バ

ッテリーカー)　 �フリーマーケット

　�ステージイベント

問い合わせ・申し込み

　大石ダム湖畔まつり実行委員会

　(農林観光課内)�64－1478

�参加費500円(清掃協力費として)
�テント、敷物、展示台などは各自で
準備願います　�間口は３ｍ程度

�中学生以下は保護者同伴、高校生以
下は保護者の同意が必要

�業者関係者はお断りします

他 7月30日(土)10時～

おおいしダム湖畔まつり団体

と　き　７月31日(日)

　９時30分～13時30分

ところ　下川口河原(大石川)

定　員　親子先着500名

内　容　�親子でかじかとり　�川遊び

　�各種イベント　

参加料　2,000円(日帰り)

　用具代、昼食代、保険代含む

　※宿泊パックもあります

その他　天候等により中止する場合があ

ります。大人だけのグループや1人で

の申し込みは受け付けておりません。

ご了承願います。※事前申込が必要です

問い合わせ・申し込み

　関川村観光協会(農林観光課内)

　�64－1478  

他 ７月31日(日)

 親子かじかとりまつり団体

フリーマーケット出店者募集
20店舗募集(先着順)

村 夏場は血液が不足します
献血にご協力願いますから

村 せきかわ歴史とみちの館

館長を募集しますから

村  働く保護者を応援します
 学童保育利用者募集から

と　き　７月22日(金)

村 職員募集
関川村職員(初級)採用試験から

募集職種・人員　一般事務・１名程度

受験資格　昭和61年4月2日以降に生まれ

た人で高等学校以上の学校を卒業した

人(平成24年3月卒業見込み含む)

申込締切　７月29日(金)当日消印有効

申込受付　土・日曜・祝祭日を除き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

試験日　９月18日(日)

採用予定日　平成24年４月１日

問い合わせ・申し込み

　総務課総務班�64－1476

募集職種　経営指導員・経営指導員研修生

募集人員　�経営指導員　３名　

　　　　　�経営指導員研修生　５名

勤務先　県内の商工会　

　または県商工会連合会

受付期間　

　７月20日(水)～８月23日（火）必着

試験日　９月４日(日)

採用予定日　平成24年４月１日

問い合わせ先

　関川村商工会�64－1341または、

　県商工会連合会�025－283－1311

職　　種　せきかわ歴史とみちの館館長

業務内容　施設管理と運営・受付業務・

観覧者へのガイダンスなど

募集人員　１人

応募資格　日本史、村史に通じている方

勤務時間　週３日(水・金・日)の勤務で

　８時30分～17時15分

賃　金　月額90,000円※交通費別途支給

雇用期間　平成23年８月１日～平成25年

　７月31日(委嘱は２年毎)

応募締切　７月15日(金)

申込手続　履歴書を教育課（公民館）へ

提出してください。

試　　験　面接試験(試験日は後日連絡)

問い合わせ・申し込み

　教育課生涯学習班�64－2134

持ち物　運転免許証や健康保険証などの

本人を確認できるもの

問い合わせ

　住民福祉課健康介護班�64－1472

　学童保育所では夏休み中の利用者を募

集します。

対象者　昼間保護者がいない家庭の小学

校１～４年生までの児童

期　間　７月28日(木)～８月31日(水)の

夏休み中　７時30分～18時30分

�休み…第２、第４土曜、日曜祝祭日、

　　　お盆期間(８月15日、16日)

料金表

申込締切　7月15日(金)

問い合わせ・申し込み

　住民福祉課住民福祉班�64－1471

ところ

区　分 料金(保険料・
おやつ代含む)

コバレントマテ
リアル関川㈱

垂水の里

保健センター

12時45分～13時30分

14時30分～16時

９時30分～11時15分

時間（予定）

7/28(木)～8/31(水) 15,000円　

1,100円　

550円　

1,200円　

600円　

9,000円　通年利用者で8月のみ

７月
１日

半日

１日

半日
８月

他 新潟県商工会連合会

職員採用試験団体

と　き　7月30日(土) 受付17時30分～

ところ　たかつぼ駐車場(坂町病院隣)

仮装盆踊りの参加申込方法

　７月25日(月)までに電話で申し込みく

ださい。その際、必要事項をお伝えく

ださい

�必要事項　団体名／代表者名／連絡先

／チーム名／人数

問い合わせ・申し込み

　たかつぼ 夏祭り担当�62－1455

他 たかつぼ夏祭り

仮装盆踊り参加者大募集団体

上関住宅、高瀬住宅入居者募集中　入居時期 ８月１日（月）　問い合わせ・申し込み　建設環境課�64-1479
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　国民健康保険の保険証の有効期限は今

月末です。

新しい保険証の色　空色

保険証の受け渡し方法

　世帯分をまとめて世帯主あてに７月末

までに郵送します

※窓口交付を希望する方は７月20日(水)

までにご連絡ください

保険証が届いたら　内容に間違いがない

かと加入者全員分があるか確認くださ

い。誤りなどがありましたら、至急連

絡願います。

○学保険証　更新手続きが必要です。
①在学証明書か学生証の写し

②古い保険証

③印鑑を持って役場受付で

　　　　　交付手続きをしてください

保険税を滞納すると

①有効期間が短い保険証を発行します

②さらに滞納が続くと医療費の全額を負

担していただきます

問い合わせ

　住民福祉課住民福祉班�64－1471

国保の保険証更新村
から

「暑い夏 ゆとりとマナーで 防ぐ事故」７月22日～31日は夏の交通事故防止運動

　入院したときの食事代は、１食分の標

準負担額を自己負担して残りを国保が負

担します。

※診療や薬にかかる費用とは別支払い

食事代の標準負担額(１食あたり)

注意①　住民税非課税世帯と低所得者Ⅰ・

Ⅱの方は、『認定証』が必要です。

　『認定証』は申請のあった月の初日か

ら適用しますので入院の前に申請して

ください。

注意②　過去12か月で入院日数が90日を

超えるときは、申請の翌月から１食

160円となります。入院日数を確認で

きる書類(領収証書など)を添えて申請

してください。

注意③　現在、長期に該当する『認定証』

をお持ちの方は、７月末で有効期限が

切れます。７月29日(金)までに継続申

請を忘れずに提出してください。

問い合わせ

　住民福祉課住民福祉班�64－1471

村
から

申請が必要な方はお忘れなく

国保の食事代『減額認定証』

　７月１日から米トレーサビリティ法に

より、小売店等で販売されるお米や米加

工品の容器・包装、外食店のメニューな

どで、原料米の産地がどこなのか知るこ

とができるようになります

　対象となる品目は次のとおりです　

※お米や米加工品を取り扱う事業者の皆

　様、米飯類を提供する外食店の皆様に

　おかれましては、産地情報の伝達にご

　留意ください

※対象品目であっても、例外となる場合

　もあります（平成23年７月１日より前

　に生産者から譲り渡された国内産米穀

　及びその加工品等）

問い合わせ　県農林振興部食品・流通課

　�025－280－5743

【小売店等で販売されるもの】
お米（玄米・精米等）、米粉、もち、
だんご、おにぎり・弁当、米菓、米こ
うじ、清酒、単式蒸留焼酎、みりんなど
【外食店等で提供されるもの】
米飯類（白飯、すし、チャーハン、
オムライス、カレーライス、ドリアなど）

県
から

お米や米加工品の原料米の

産地がわかります！

と　き　７月13日(水) 13時30分～15時

ところ　新潟県消費生活センター研修室

定　員　先着50名

講　師　(財)東北電気保安協会新潟事業本部

申込締切　７月８日(金)

申込方法　申込書または電話、メールでも

　受付します

問い合わせ・申し込み　

　新潟県消費生活センター(新潟ユニゾ

　ンプラザ１階) �025－281－5516

　ﾒーﾙ ngt035010@pref.niigata.lg.jp

県
から

消費者力アップ講座
～わが家でできる節電術～

一般(下記以外の方) 260円

210円

160円

100円低所得者Ⅰ

住民税非課税

世帯

低所得者Ⅱ 過去12か月

で90日を超

える入院

90日までの

入院

検診(健診)名 対象者 会　場 料　金受付時間

特定健診

前立腺がん
検診

胸部レントゲ
ン検診

胃がん検診

大腸がん
検診

７
月
９
日(

土)

７月９日(土)に各種検診(健診)を一斉開催！
村
から

まだ受診されていない方はこの機会にぜひ受診しましょう！

受診には、受診票・問診票などが必要です。説明文をよくご覧の上、当日忘れずに
持参ください。

問い合わせ・申し込み　住民福祉課健康介護班�64－1472

と
き

30歳以上
(村国保以
外の方は、
保 険 者 発
行 の 受 診
券が必要)

50歳以上

40歳以上

35歳以上

40歳以上

8:30～
 10:30

30代…1,300円
国保…1,300円
(40,45,50,55歳は500円)
国保以外…各保険者によっ
　て異なる
後期高齢…無料

700円
50歳…無料

35～39歳…1,500円
41歳以上…1,000円
40歳・50歳…無料

500円
※がん検診推進事業対象者
(平成23年４月１日時点年齢
が40・45・50・55・60歳の
者)…無料

無料

村民会館
アリーナ

村民会館
アリーナ

村民会館
アリーナ玄関前

村民会館会議室
(図書室奥)

村民会館会議室
(図書室奥)

8:30～
 10:30

9:00～
 11:00

7:30～
  9:30

7:30～
  9:30

自衛官募集国
から

※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�0254－26－5619

募集種目 資 格
受付
期間

試験
期日

航空学生

一般曹候
補生

高卒(見込
含)21歳未
満の方

8/1
～
9/9

9/23
(金)

8/1
～
9/9

9/17
(土)

18歳以上27
歳未満の方

自衛官候
補生(男子)

受付中
～
9/16

9/24(土)
9/25(日)
9/26(月)

18歳以上27
歳未満の方

自衛官候
補生(女子)

8/1
～
9/9

9/25
(日)

18歳以上27
歳未満の方

他 ルールを守って釣りましょう

あゆ解禁日団体

問い合わせ

　荒川漁業協同組合�62－1163

種　別

釣り ７月５日(火)

８月１日(月)

８月21日(日)

８月15日(月)

８月21日(日)

７月５日(火)

９月15日(木)

投あみ

ウナワ

ゴロカケ

遊魚料金

区　域 解禁日

荒川全域
(禁漁区を除く)

温泉橋～
丸山大橋を除く

温泉橋～
丸山大橋間

温泉橋～
丸山大橋を除く

温泉橋～
丸山大橋間

高田橋下流～

年　券

１日券

8,000円

2,000円

荒川全域
(禁漁区を除く)



4

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　７月７日(木)・21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　７月20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　７月13日(水)
申し込み先　社会福祉協議会�64－0111

作　品　�蛇使い座にまつわるギリシャ神話

　　　　�ジャックと豆の木

期　間　７月16日(土)～８月28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

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

７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）
胃がん・大腸がん検診（～７月９日まで）

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）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）

おはなしの会（10:30～11:00、村民会館会議室）

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（９:30～11:30、保健センター）

あゆ解禁日「釣り」（禁漁区を除く荒川全域）
放課後子ども教室（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）

[小暑]
心配ごと相談（９:00～14:00、社会福祉センター）

乳児(７、８、10、11か月児)健診・ブックスタート
（受付13:00～13:30、保健センター）

「未受診者検診」
特定健診・胸部レントゲン検診（８:30～10:30、村民会館ｱﾘーﾅ）

第17回教育委員長杯ソフトボール大会
（８:30～、村スポーツ公園）
九ヶ谷地区敬老会（11:00～、むつみ荘）

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）

１ 金

２ 土

３ 日

４ 月

５ 火

６ 水

７ 木

８ 金

９ 土

10 日

11 月

12 火

13 水

14 木

15 金

16 土

８月

21 木

20 水

19 火

22 金

23 土

24 日

25 月

26 火

27 水

28 木

29 金

30 土

31 日

１ 月

２ 火

３ 水

４ 木

５ 金17 日

カレンダー ７月１日　 ８月５日

こころの
健　　康
相 談 会

村　　上

サポステ

情　　報

と　き　7月20日(水)　18時30分～20時
ところ　村上勤労青少年ホーム１階研修室
内　容　親同士お互いの悩みや不安を話し
　合う場として、毎月開催しています
問い合わせ先　村上地域若者サポート
　ステーション�50－1553

と　き　７月21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

[海の日]

[大暑]

関川村議会議員一般選挙［告示日］立候補受付８:30～17:00
放課後子ども教室（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）
アロマテラピー講座（19:30～21:00、村民会館休養室）

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）

心配ごと相談（９:00～14:00、社会福祉センター）

美術館めぐり（７:30に歴史館集合、[長岡市県立近代美術館ほか]）

親子かじかとりまつり（９:30～13:30、下川口河原）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）
乳児(４、５か月児)相談（受付13:10～13:30、保健センター）

おおいしダム湖畔まつり（10:00～、大石ダム湖畔県民休養地）
緑の少年団キャンプ（～７月31日、鷹ノ巣キャンプ場）
岩船地区緑の少年団交流集会

関川中わたしの主張大会(14:00～15:20、村民会館大ホール)
健康相談日（10:00～14:00、保健センター）

関川村議会議員一般選挙投票日（７:00～18:00、村内各投票所）

献血

18 月

　プラネタリウムで星の勉強のあとは

ポーラスター神林の大きな望遠鏡で実

際に星をみよう！

と　き　①７月29日(金) 

　　　　②８月19日(金)

　　　　各19時～21時

ところ　�１階　プラネタリウム

�ポーラスター神林(バスで移動・雨天

のときはプラネタリウム)

定　員　各回先着20名　参加費　100円

受付開始　７月20日(水)９時から電話

　(�53－7511)で受け付けます

内　容　①書架整理 ②本の修理 ③読み聞かせ

期　間　７月29日(金)～８月２日(火)

　※読み聞かせは７月30日(土)、

　　８月６日(土)、８月７日(日)

定　員　先着５名　※事前に講習会を受講

受付開始　７月20日(水)９時から電話(�53－

7511)で受け付けます

中高生ボランティア

低温の科学「液体ちっ素のふしぎ」

　液体ちっ素を使ったおもしろ実験で超低

温の世界を体験！

と　き　８月６日(土) 

　10時～11時30分

ところ　２階 理科実験室

定　員　24名　参加費　100円

受付開始 ７月20日(水)９時から電話(�53

　－7511)で受け付けます

親子星空観察会

　本にかくされた答えを探し、図書館を探検！

と　き　８月５日(金)10時30分～11時30分

ところ　１階中央図書館

定　員　先着で小学生(４年生以上)10名

　※参加無料

受付開始　７月20日(水)９時から

　電話(�53－7511)で受け付けます

図書館クイズラリー

情報センター夏まつり特集情報センター夏まつり特集

９:30～11:15、コバレントマテリアル関川(株)
12:45～13:30、垂水の里　14:30～16:00、保健センター


