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1
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

　今年は11月1日から３日まで文化祭を

開催します。力作をお待ちしています。

募集作品　絵画・書道・陶芸・写真・押

し花・生け花・手芸・園芸作品・趣味

の作品など

※申し込み方法などは後日、広報お知ら

せ版でお知らせします。

問い合わせ　村民会館�64－2134

 ＺＵＭＢＡ(ズンバ)とは、ひとことで

いうと「ラテン系フィットネス」楽しく

陽気にラテンのリズムにのって体を動か

しましょう。

と　き　９月１日(木)～10月27日(木)の

毎木曜日　全７回シリーズ　　　　　

19時～20時

※９月22日(木)と10月６日(木)は、お

休みします

ところ　村民会館大ホール

講　師　インストラクター

　郷内小織さん(村上市)

参加費　2,000円 ※初回にお持ちください

持ち物　タオル・内履き・水分補給用

　飲み物

問い合わせ・申し込み

　村民会館�64－2134

村民文化祭作品募集

健康教室シリーズ

ＺＵＭＢＡ(ズンバ)

　検診の結果が異常のあった方だけに連

絡しました。連絡のなかった方は異常あ

りません。

「メタボの方だけでない、血糖・脂質・

血圧・禁煙の大切さ」を新潟県立大学田

邊先生からお話をして頂きます。

と　き　９月１日(木)受付13時10分～

ところ　保健センター

内　容　�学習会13時30分～14時40分

　�リフレッシュ体操14時45分～15時

申し込み　８月25日(木)までに下記へ

問い合わせ・申し込み

　住民福祉課健康介護班�64－1472

と　き　９月10日(土) 10時～15時

ところ　東桂苑および下関地区

内　容　�10時～12時　講演会

�13時～13時40分「渡辺邸」改修現場

の視察　�13時40分～15時　下関地区

「撞木づくりの町並み」散策

※ガイドつきです

その他　�講演会のみ出席…無料

　�入館料等、実費徴収

問い合わせ・申し込み　

　渡邉家保存会事務局�64－1002

胸部レントゲン・子宮がん・乳がん
胃がん・大腸がん 検診結果報告

村
から

魅力あるまちなみの見学会
散策しませんか

村
から

８月２6日(金)～２8日(日) 熱く燃える３日間　第２4回えちごせきかわ大したもん蛇まつり

問い合わせ

　住民福祉課健康介護班�64－1472

第１回血管いきいき学習会村
から

検診の種類

胸部レントゲン検診

子宮がん・乳がん検診

胃がん・大腸がん検診

５月

６月

６月～７月

実施月

村の検診を申し込んだ方で、
受診しなかった方へ

　受診しなかった理由を受診票に記

入して、必ず住民福祉課へ提出して

ください。

受けなかった理由

�医療機関や人間ドックで受けた

　(受ける予定含む）

�病気や入院中 など

　今年のフォーラムでは、整形外科医と

して骨粗しょう症や関節症、腰痛症、骨

折などについて研究されている新潟大学

医学部教授遠藤直人先生を講師にお迎え

し、その研究成果と日常生活の注意点に

ついて学ぶ講演会を開催します。

　介護を必要としない自立した生活は誰

もが願う姿です。そのヒントが盛りだく

さんの講演です。多数の皆さんのご参加

をお待ちしています。

主　催　村上岩船地域医療懇談会

と　き　９月10日(土)13時30分～16時

ところ　村上市民ふれあいセンター

内　容　�第１部　講演

　演題「元気でいきいき生活するために

～骨と関節の痛みをどうしたらよいか～」

講　師　遠藤直人 教授

(新潟大学大学院医歯学総合研究科整

形外科学分野)　

�第２部　情報提供

テーマ「健康コホート調査～鮭で元気

プロジェクト～」

講　師　中村和利 教授

　(新潟大学環境予防医学分野)

問い合わせ　村上市保健医療課健康支援室

　�0254－53－2111

第６回「村上・岩船地域の
　　医療を考えるフォーラム」

他
団体

　「民話の語りと影絵と音楽のコラボレ

ーション」と題し、第１回公演を下記の

とおり開催します。村内外の大勢の皆さ

んに村に語り継がれる伝説や昔話を楽し

んでもらい、すばらしい村の文化に触れ

てもらうため企画しました。また、当日

は琵琶の生演奏もあります。皆さんのご

参加をお待ちしています。

と　き　９月10日(土) 19時～20時

ところ　東桂苑

演　目　「大里峠大蛇伝説」in月夜の東桂苑

入場料　無料

問い合わせ　いなかなかなかいいなプロ

ジェクトチーム代表　田村優子(平内新)

　�090－2244－8973

民話の語りと影絵と音楽の
コラボレーション！

他
団体



2
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

８/15現在の状況　母屋南側屋根の骨組

の修理と宝蔵のなまこ壁塗りを行っ

ています。

H23/８/15～９/15までの工事予定

�母屋南側屋根について修理用材料の加

工と再組立を行います。また、母屋北

側と宝蔵の壁塗の仕上げに入ります。

※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.25

大したもん蛇まつり

　大蛇・小大蛇の担ぎ手がまだまだ不足しています。
　担いでいただける方は、役場総務課へご連絡ください。
�大　蛇…中学生以上　�小大蛇…保育園児・小学生
※小大蛇のみやげ引換券は、湯沢・高瀬温泉入口・役場前の
休憩所で配布します。

問い合わせ・申し込み　まつり実行委員会(総務課�64－1476)

担ぎ手をまだまだ大募集しています！

今年も関川村に大蛇が出るぞ～！今年も関川村に大蛇が出るぞ～！

大したもん蛇まつり

※パレードコースの沿道への駐停車はご遠慮ください。

　パレード中は係員の指示に従ってください。

大したもん蛇まつり 8.28水害殉難者
供養祭

安全祈願祭・
ミニ大蛇パレード

灯ろう流し

湯沢観音公園

おりのの碑(蛇喰)

10時～

17時30分～

荒川高瀬河原 18時30分～

役場前特設ステージ 10時～

役場前特設広場 10時30分～
11時45分～

丸山大橋下流 19時～

高瀬ふるさと会館
前駐車場

20時～

役場前
特設ステージ

大蛇パレード
終了後

垂水の里～役場前 9時30分～
12時15分

龍泉太鼓体験教室

花火大会

大盆踊り大会

大蛇パレード

龍泉太鼓披露

喜っ喜大会

福まき

よさこいソーラン

日 イベント名 ところ 時 間

26
日
(金)

27
日
(土)

28
日
(日)

他 新潟県商工会連合会
職員採用試験団体

募集職種　補助員・記帳専任職員

募集人員　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　

　８月29日(月)～10月３日(月)必着

試験日　10月16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

※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

国
から
平成23年度自衛官募集

県
から

募集種目 資　格 試験日
受付
期間

防衛大

学校学

生

防衛医科大

学校学生

自衛隊中央

病院高等看

護学院学生

高卒(見込み

含む)で21歳

未満の方

高卒(見込み

含む)で21歳

未満の方

高卒(見込み

含む)で24歳

未満の方

9/5
～9/8

9/5
～9/30

9/24
・25

11/5
 ・6

10/29
・30

10/22

推
薦

一
般

所　在　上関地内の３階建て

募集戸数　２階の２戸、３階の１戸

月額家賃　30,000円～35,000円

と　き　９月21日(水) 13時～15時

ところ　新発田市ボランティアセンター

申込締切　９月９日(金)

問い合わせ・申し込み　

新潟県障害者社会参加推進センター(新

潟市江南区)�025－381－0110

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　８月22日(月)

入居時期　９月１日(木)

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
から

納期限内の納付をお願いします

８月の納税予定一覧

納期限　８月31日(水)

口座振替日　８月25日(木)

税目(期) 問い合わせ

村県民税(２期)

介護保険料(２期)

国民健康保険税
(２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(２期)

「障害者110番」
巡回専門相談会

県
から

　関川村・村上市・粟島浦村の各中学校

から代表に選ばれた11人がさわやかな主

張を発表します。事前申込みは不要です。

　11人の主張をぜひ、聞いてください。

と　き　８月20日(土) 12時50分～

ところ　村上市教育情報センター(視聴

覚ホール)

問い合わせ先　村上地域振興局

　健康福祉部企画調整課�53－8361

わたしの主張
村上・岩船地区大会


