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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

村民会館イベント

　青少年育成関川村民会議では、「関川

っ子」の活躍にエールを送ります。

と　き　７月25日(月)19時～

ところ　村民会館会議室

内　容　北信越以上の大会に出場する(出

場済みを含む）選手の激励会など

対　象　高校生以下

問い合わせ　村民会館�64－2134

　関川中学校では「2011わたしの主張大

会」を開催します。中学生が今考えてい

ること、若く、そして熱い主張をぜひ、

お聞きください。

と　き　７月25日(月)14時～15時30分

ところ　村民会館大ホール

問い合わせ　関川中学校�64－1063

　締切は８月31日(水)です。

応募資格　�村内に住所を有する方

�村内に勤務する方 �村出身の方

種　目　�随筆・紀行文・コント…１編

400字詰め原稿用紙10枚以内

�詩…１編につき400字詰め原稿用紙３

枚以内

�短歌…10首まで �俳句…10句まで

�川柳…10句まで

注意事項　詳しくは村民会館へ確認くだ

さい

作品提出締切　８月31日(水)厳守

提出先　村民会館�64－2134

がんばれ！関川っ子

文芸せきかわ原稿募集

関
川
中
関川中わたしの主張大会

　夏休みやお盆休み中の旅行や出張など

のため、乗車券を購入される際は、「下関

駅」をご利用ください。下関駅では、１

か月以上前から電話で受け付けています。

また、高校等通学のための定期券購入も、

ぜひ「下関駅」でお買い求めください。

窓口営業時間　６時40分～18時20分

乗車券・定期券購入の問い合わせ

　越後下関駅�64－1044

問い合わせ

　総務課企画財政班�64－1476

列車指定券予約は　
ぜひ越後下関駅で！

村
から

　夏の行楽シーズンを迎え、国道113号

線をはじめとする村内の主要道路の交通

量が増加します。村を初めて訪れるドラ

イバーも増えますので、予想外の行動を

とる車も多くなり、ふとしたことで交通

事故につながることがあるかもしれませ

ん。

　普段、通りなれた道でも安全運転を心

がけ、交通事故にあわないように気を付

けましょう。

交通事故に注意!!村
から

　村長の諮問を受けて、村の計画策定や

条例改正に関する事項など総合的な振興

に関する事項について、調査や話し合い

を行う「関川村総合振興審議会」の委員

を、広く村民の皆さんからご意見をお聴

きしたいことから、公募することとしま

した。

　「豊かで住みよい村」であるためには、

地域、村民、行政が、どうあるべきでし

ょうか。刻々と変化する現代社会のなか、

将来のために、今何をすべきなのでしょ

うか。例えば、家庭では○○のため、地

域、行政には△△が必要である。　　　

　学校教育では◇◇について推進すべき

だ。地域では○○について問題化してい

るので、住民はどうすればよいかなど。

身近なところから家庭では…、職場では

…、地域では…、そして行政のあるべき

姿を一緒に考えてみませんか？

募集人数　委員総定数40名

対象者　平成23年10月1日現在満20歳以

上で村内にお住まいの方

　※男女は問いません

委員の任期

　２年（平成23年10月1日から平成25年9

月30日）

応募の方法

　任意様式に住所、氏名、年齢を記入の

うえ、７月29日(金)までに役場総務課

へ提出してください

委員委嘱の決定

　応募のあった方の中から、村長が選考

　し委嘱させていただきます

その他　審議会は不定期に開催されます

問い合わせ・応募先　

　総務課企画財政班�64-1476

関川村総合振興審議会
   委員を募集します！

村
から

　高校生等部活動支援バスは、夏休みの

ため運休します。ご理解とご協力をお願

いします。

運休期間　７月29日(金)～８月26日(金)

　※８月29日(月)から平常運転

問い合わせ

　総務課企画財政班�64－1476

高校生等部活動支援バス
 7月29日～8月26日は夏休み運休

村
から

夏の交通事故防止運動夏の交通事故防止運動
７月22日（金）～７月31日（日）
『運動の重点』
　■飲酒・無謀運転の根絶
　■居眠り・疲労運転の追放
　■シートベルトとチャイルドシート
　　の着用の徹底

村
から

納期限内の納付をお願いします

７月の納税予定一覧

納期限　８月１日(月)
口座振替日　７月25日(月)

税目(期) 問い合わせ

固定資産税(２期)

介護保険料(１期)

国民健康保険税
(１期)

税務会計課税務班
�64－1451

住民福祉課健康介護
班�64－1472

住民福祉課住民福祉
班�64－1471

後期高齢者医療
保険料(１期)
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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

　鷹の巣ダムでは、降雨などで川の水が

増えると予想されるとき、事前にダムゲー

トから放流を行い、大きな出水に備え災

害防止に努めています。

　ダムゲートから放流開始する10分前に

は、サイレンやスピーカーを鳴らして周

辺の皆さんにお知らせします。放送後は

川の水が急に増えますので、すぐに川か

らあがって安全なところに避難するよう

お願いします。

スピーカーの放送内容

　「こちらは鷹の巣ダムです。ただ今か

ら上流鷹の巣ダムにおいて放流を行いま

すので、川の水が急に増えてきます。河

原にいる人は危険ですからすぐにあがっ

てください」(２回繰り返します)

サイレンを鳴らす方法

　約2分間サイレンが吹鳴「60秒吹鳴－

10秒休止－60秒吹鳴」

問い合わせ

　東北電力㈱鷹の巣発電所�64－3575

　県では毎日、県産農産物の放射性物質

検査を実施・公表しています。

　なお、県産農産物から暫定規制値を超

える放射性物質が検出された場合は、出

荷者の皆様に対し、農産物の自主回収を

お願いすることとなります。

　その際に、自主回収が円滑に行われる

よう出荷者の皆さんにおかれましては日

頃から農産物の出荷・販売先等の記録（伝

票類）の保存にご留意下さい。

※検査結果は、県ホームページ放射線測

　定データ（空間・水道・農産物）から

　ご覧になれます。

問い合わせ　

　県食品・流通課�025－280－5743

　夏の暑い時期に迎え、強い日差しを避

けるため、犬のつなぎ止め場所を変更し

ているケースが見受けられます。メーター

付近への変更は検針作業等の支障となり

ますので、避けていただきますようご協

力をお願いいたします。また、つなぎ紐

についても、定期的に破損等を点検いた

だき、咬傷災害防止へのご協力をあわせ

てお願いいたします。

問い合わせ　東北電力㈱村上営業所

　�0120－175－466

　県内の交通事故による死者数は、６月

20日現在で56人(前年同期比＋11人)と

なっており、そのうち高齢者死者の占め

る割合が34人(約61％)と高い割合とな

っています。高齢者死亡事故については

横断歩行中の死亡事故が高い割合で推移

しており、増加傾向に歯止めがかからな

い状況にあります。

　県警察本部では「高齢者安全横断キャ

ンペーン」を実施し、高齢者の保護対策

に重点的に取組み、交通死亡事故の未然

防止を図る目的として交通事故防止活動

を展開しています。

①左右の安全確認

②手を上げて横断の合図、夜間

　は反射材着用

③高齢者に優しい運転
問い合わせ　

　県交通安全対策室�025－285－5511

他 東北電力㈱からのお願い

犬のつなぎ止め場所に注意!!団体県 5名1組で交通安全チャレンジ
安全運転・チャレンジ１００から

県 農産物の出荷者の皆さんへ
　 農産物の出荷・販売等の記録の保存から

村 交通安全指導所を開設
から

県 高齢者安全横断キャンペーン
から

と　き　７月30日(土)９時～ 雨天中止

ところ　国道113号線 下川口チェーン着

脱所

内　容　山形方面からのドライバーに、

交通安全の啓発リーフレットを配布し

て無事故を呼びかけます

問い合わせ

　総務課総務班�64－1476

　５名１チームで100日間の無事故・無

違反を目指しましょう。

　達成したチームには、記念品のほか、

抽選で豪華海外旅行や温泉宿泊券が贈呈

されます。

参加資格　運転免許を持ち、県内に居住

または通勤・通学している方

チャレンジ100の期間

　９月23日(金)～12月31日(土)

参加費　１チーム1,000円

申込締切　８月31日(水)

申込方法　申込書に必要事項を記入して、

郵便局で参加費を振り込んでください

※申込書は役場総務課にあります

問い合わせ

　県県民生活課�025－280－5136

村 国保加入者で70歳以上の方へ
高齢受給者証を更新から

　８月１日から使用する高齢受給者証を

７月末までに郵送します。郵送は、国保

の保険証と一緒に世帯主あてで発送しま

す。受給者証が届いたら、記載事項を確

認し、誤りなどがありましたら、至急連

絡願います。

高齢受給者証とは

　70歳以上75歳未満の方には、所得など

に応じて自己負担割合が記載された「高

齢受給者証」が交付されます。

　適用は70歳の誕生日の翌月(１日が誕

生日の方はその月)から75歳の誕生日の

前日までです。お医者さんにかかるとき

は、必ず保険証と一緒に提示してくださ

い。

問い合わせ

　住民福祉課住民福祉班�64－1471

村 事業主の皆さんご協力願います

障がい者の社会参画から

　村では、障がい者の自身回復と就労機

会の促進などを目的に事業を行っています。

　主旨に賛同して、協力いただける事業

主の方、職場体験をしてみたい方をそれ

ぞれ募集します。

内　容　障がい者が事業所で社会体験、

職場体験を行ったとき、村から事業主

へ１日(６時間以内)当たり1,000円助

成

対　象　障害者手帳を持ち、就職前に職場

体験をしたい方や社会復帰を目指す方

体験期間　原則６か月間

問い合わせ

　住民福祉課住民福祉班�64－1471

他 湯沢地区福祉施設
合同夏祭り団体

と　き　８月５日(金)19時～20時15分

ところ　垂水の里駐車場

内　容　�出店(ゲーム・かき氷・飲み

物など) �盆踊り大会(仮装歓迎、参

加者には景品をプレゼント！)

問い合わせ

　関川愛広苑 夏祭り担当�60－4025

　垂水の里 夏祭り担当�64－2322

他
団体

と　き　７月28日(木)19時～21時

ところ　浦田の里

内　容　�踊り�各種模擬店�打ち上げ

花火

その他　当日お手伝いいただけるボラン

ティアを募集しています

問い合わせ

　浦田の里納涼祭実行委員�53－1803

浦田の里 納涼祭

他 災害防止に備えて！
 鷹の巣ダムでは放流を行います団体

高齢者安全横断３か条
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今年も熱く盛り上げましょう！
夏の夜空を彩る花火大会

８月27日(土)19時～
熱く練り歩く大蛇パレード

８月28日(日)９時30分～

第23回えちごせきかわ大したもん蛇まつり第24回えちごせきかわ大したもん蛇まつり

村
から

健康の基本は健診結果を知ることからです

特定健診結果説明会

問い合わせ　住民福祉課 健康介護班保健師　�64－1472

7月19日(火)
～8月3日(水)

�やむを得ない理由で他の会場へ出席する方や説明会の前に結果を

知りたい方は、事前にご連絡ください。

�７月９日の未受診者健診を受診された方は、８月15日以降に役場

で結果をお返しします。

　※保健師まで事前にご連絡ください。

注意！

特定健診の結果をお返しできる方は、

①村の国保加入者　②後期高齢加入者

③30歳代の方です。

社保などの扶養者の方へ

◇特定健診の結果は、健診業者から郵送

で送られてきます。

◇結果の見方や日常生活の相談を希望す

る方は、結果表を持参ください。

◇前立腺がん検診や肝炎ウイルス検査を

受けた方には、結果をお伝えしますの

で、ご利用ください。

と　き 対　象 ところ 時　間

７月

８月

19日(火)

20日(水)

21日(木)

22日(金)

25日(月)

26日(火)

27日(水)

28日(木)

29日(金)

２日(火)

３日(水)

片貝・沼・聞出

上関全域

金丸・八ツ口

上土沢

下関１～17組

大島・下土沢

山本・鍬江沢・幾地

上川口・下川口・荒川台・大内淵

高瀬・沢・湯沢

辰田新・打上

宮前・南中・朴坂

高田・平内新・桂

小見・上野山・松ケ丘・小見前新田・松平・滝原

上野・上野新・深沢・若山・小和田・上野原

中束・蕨野・田麦千刈・上新保・蛇喰

南赤谷・勝蔵・内須川

下関18組～・前回来られなかった方

大石・金俣　

安角・鮖谷・久保・蔵田島

九ヶ谷地区ふるさと会館

上関集落センター

金丸公会堂

上土沢集落開発センター

保健センター

大島集落センター

山本公会堂

下川口集落センター

むつみ荘

辰田新集落センター

女川地区ふるさと会館

高田地区ふるさと会館

川北地区ふるさと会館

女川地区ふるさと会館

中束集落センター

南赤谷公会堂

保健センター

大石公会堂

七ヶ谷地区ふるさと会館

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

９:45～11:15

発行方法　�１万１千円の商品券を１万円で発売

　�千円券を11枚綴り �１人最高10万円まで 

　※おつりはでません

発売期間・利用期限　７月15日(金)～12月31日(土)

販売店　�関川村商工会（９時～16時）

　�マルシン衣料店�スガイ写真館�㈲丸重商店�㈲ヤ

マサ商事�Ｙショップ古泉堂�菅原商店�あたらしや

問い合わせ先　関川村商工会�64―1341

◆詳しくは全戸配布のチラシをご覧ください

総額5,500万円 プレミアム商品券発売!!総額5,500万円 プレミアム商品券発売!!総額5,500万円 プレミアム商品券発売!!
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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

投票区 投票所 対象地区

村
から

こ
の
面
を
内
側
に
し
て
折
っ
て
差
し
出
し
て
く
だ
さ
い

こ
の
面
を
外
側
に
し
て
折
っ
て
差
し
出
し
て
く
だ
さ
い

９５９ △ △ △ △

２

１

１０

岩
船
郡
関
川
村
○
○-

○
行

御
中

中
央
区

8/14
浦和

後援　花子　２０歳③

8/１4　浦和①

〒９５９-△△△△
岩船郡関川村○○-○

②

④０２５６-○○-△△△△

⑤希望枚数（３枚まで）

⑥後援会資料請求（任意）
ご希望の方は空白部分に
「希望する」とご記入下さい。

他 関川村民を無料招待
アルビレックス新潟 試合観戦団体

あて先　〒950－0954　新潟市中央区美

咲町2－1－10　アルビレックス新潟後

援会「試合観戦ご招待」係

応募期限　７月29日(金)必着

招待券の受け渡し　招待の可否を８月５

日(金)頃、返信用ハガキで通知

※電話で可否問い合わせはご遠慮ください

観戦の手順　観戦する方は、返信ハガキ

を持参のうえ、東北電力ビッグスワン

スタジアムのＥゲート前広場に設置の

「アルビレックス新潟後援会」テント

でチケットと引換え後に入場、観戦

クラブの最新情報

　最新情報はアルビレック

　ス新潟携帯サイトをご覧

　ください

問い合わせ　アルビレックス新潟

　後援会�025－282－0011

招待試合

　Ｊリーグディビジョン１ 第21節

　アルビレックス新潟 対 浦和レッズ

と　き　８月14日(日)試合開始18時～

ところ　東北電力ビッグスワンスタジアム

招待席　Ｅスタンド２層目自由席

※状況によっては他の座席をご案内する

場合があります

応募条件　関川村在住者

募集人数　200名

応募方法　往復ハガキの往信裏面に①８

月14日浦和②住所③氏名・年齢④電話

番号⑤チケットの希望枚数(３枚まで)

⑥後援会資料請求(する・しない)を記

載し、返信用表面に返信先(自分)の住

所・氏名を記入して、あて先に送付

※往復ハガキは各自用意

※応募は１世帯につき１通限り有効

※応募多数のときは抽選

往復ハガキ記入例

携帯端末用ＱＲコード

白
紙
の
ま
ま

（
招
待
の
可
否
が

記
載
さ
れ
ま
す
）

採用予定数　

�船舶運航システム課程…約110名

�航空課程…約10名

�情報システム課程…50名

�海洋科学課程…10名

受験資格　昭和63年4月２日以降に生ま

れた人　※ほかにもありますので、詳

しくは問い合わせください

１次試験日　９月25日(日)

受付期間　７月19日(火) ～８月２日（火)

海上保安学校

期日前投票

採用予定数　約45名

受験資格　平成３年４月２日以降に生ま

れた人　※ほかにもありますので、詳

しくは問い合わせください

１次試験日　10月29日(土)～30日(日)

受付期間　８月25日(木)～９月６日(火)

問い合わせ・申し込み先  

　〒950－8543 新潟市中央区万代2－2－1

　第九管区海上保安部人事課

　�0120－444－576（フリーダイヤル）

　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　間　７月20日(水)～23日(土)

時　間　８時30分～20時

ところ　役場３階大会議室

持ち物　入場券

その他　宣誓書(投票日当日に投票で

きない旨の宣誓)の記入が必要

と　き　７月24日(日) 20時～

ところ　村民会館大ホール

開票状況　21時ころから広報無線で放

送予定です

海上保安大学校

大学校
・学校

国
から
海上保安学生 募集

７月24日執行予定　関川村議会議員一般選挙　
投票日

投票時間　７時～18時　投票所　表のとおりです。

※入場券を忘れずにお持ちください

開票事務

問い合わせ先　
関川村選挙管理委員会(総務課内)
�64－1476

１

２

３

４

５

６

７

８

９

関 川 村 役 場 下関／辰田新／打上／勝蔵／南赤谷／内須川

上関／下川口／荒川台／高瀬／沢／湯沢

山本／幾地／鍬江沢／上土沢／下土沢／大島

蔵田島／久保／鮖谷／金俣／大石／安角／上川口

大内淵／片貝／聞出／沼

金丸／八ツ口

松平／滝原／上野山／小見／小見前新田／平内
新／高田／桂／松ケ丘

上野原／深沢／上野新／若山／上野／小和田／
中束／蕨野／上新保／蛇喰／南中／宮前／朴坂

田麦千刈

関川村村民会館
（図書室側入口からお入りください）

土沢ふれあい自然の家

七 ケ 谷 地 区
ふるさと会館

は な み の 里

金丸集落開発センター

川北ふれあい自然の家

女川地区ふるさと会館

田 麦 千 刈
生活改善センター

７/15現在の状況　母屋南側屋根の木

部の高さ調整と、北側の土壁塗りを

行っています。

H23/７/15～８/15までの工事予定

�母屋南側屋根の木部の再組立(損傷

材の取替)と北側土壁塗りです。また、

　鉄骨による耐震補強が完了します。

※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.24


