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村民会館イベント

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

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・飲み物

問い合わせ・申し込み

　村民会館�64－2134

と　き　９月17日(土)

  10時30分～11時00分

ところ　村民会館会議室

問い合わせ　村民会館�64－2134

　村では、長寿をお祝いし米寿の方に記

念品を贈呈します。

贈呈日　９月14日(水)午前中に訪問します

年齢の基準

�米寿…大正12年4月1日～大正13年3月31

日生まれの方

問い合わせ

　住民福祉課住民福祉班�64－1471

みんなで来てね！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 村長・副村長がお届けします

長寿を祝う記念品から

　５月と７月に村民会館で特定健診を受

けていただいた方で、まだ結果をお返し

していない方も大勢いらっしゃいます。

　お早めに役場保健師まで電話連絡の上、

ご来庁ください。

問い合わせ　住民福祉課健康介護班

　�64－1472

と　き　９月３日(土)～７日(水)

　８時30分～17時

ところ　選挙管理委員会(総務課内)

問い合わせ　選挙管理委員会

　(総務課内�64－1476)

村 ５月と７月の特定健診の
結果をお返ししていない皆様へから

　今般の豪雨により、国税についての申

告、申請、納付などを期限までにできな

い方は、管轄の税務署長に対し申告・納

付等の期限についての延長を申請するこ

とができます。詳しくは村上税務署へお

問い合わせください。

問い合わせ　村上税務署�53－3141

　(自動音声でご案内します)

国 ７月新潟・福島豪雨により
被害を受けた方へから

　村では、荒川河川敷の農園利用者を募

集します。

場　所　温泉橋下流右岸（湯沢側）

対　象　販売目的でない個人

期　間　平成23年9月20日～12月末

区画数　16区画・１区画約50㎡

使用料　無料

申込締切　９月９日（金）必着

申込用紙　農林観光課で交付

問い合わせ・申し込み

　農林観光課農林振興班�64－1447

村 ふるさとふれあい農園
利用者募集から

健康教室シリーズ
ＺＵＭＢＡ(ズンバ)①

村 選挙人名簿の閲覧から

　村では、下記の方が医療機関で支払う

医療費の一部を助成しています。

ひとり親家庭医療費助成

対象者

�母子・父子家庭または、父母がいない

家庭で18歳未満の子とその子を養育し

ている方

�父または母が、一定以上の重い障害に

ある世帯の子

その他　受給者証の有効期限が９月30日

までとなっていますので、手続きにお

越しください。

重度心身障害者医療費助成

対象者

�１～３級の障害手帳をお持ちの方

�療育手帳(Ａ)をお持ちの方

問い合わせ

　住民福祉課住民福祉班�64－1471

村
医療費助成のお知らせから

他 路線バス運行の変更団体

　10月1日から路線バスの運行が下記の

とおり変更となりますので、ご理解ご協

力をお願いします。

変更路線

下関～坂町病院前・坂町駅前・下海老

江線（坂町駅前行き）

変更内容について

�坂町駅前から下海老江の区間について

往復全便の運行を休止します。

（下関～坂町病院前・坂町駅前間の運行

となります）

�下関発（坂町駅前行き）の時刻が下記

のように一部変更になります。

　　　　　　�変更前　　　変更後

下関発�������15：41　→　15：36

下関商工会前�15：42　→　15：37

辰田新�������15：43　→　15：38

勝蔵���������15：44　→　15：39

橋場���������15：46　→　15：41

高田橋�������15：47　→　15：42

大島���������15：48　→　15：43

(省略)���������↓　　　　　↓

坂町病院前���16：01　→　15：56

坂町駅前�����16：06　→　16：01※終着

下海老江�����16：23　→　休止

※出発及び各停留所の時刻が５分早まります。

問い合わせ

　新潟交通観光バス㈱村上営業所

　�53－4161または総務課企画財政班

　�64－1476

他 やまびこ・はまなす祭り団体

と　き　９月10日(土)10時～13時

ところ　やまびこの家(村上保健所前)

内　容　�模擬店(焼きそば、かき氷、

フランクフルトなど) �ゲーム�近隣

福祉施設出店�新鮮野菜販売�肴町区

獅子舞など

問い合わせ　やまびこの家�53－5555
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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

村 魅力あるまちなみの見学会
散策しませんかから

他
団体

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！

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　９月８日(木)・22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　９月21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　９月14日(水)
申し込み先　社会福祉協議会�64－0111

日 曜 行　事　予　定 日 曜 行　事　予　定

９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）
第１回血管いきいき学習会（受付13:10～、保健センター）
健康教室(夜)「ズンバ①」（19:00～20:00、村民会館大ホール）

秋季消防演習・表彰式（８:00～、ふれあいど～む）

放課後子ども教室（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）

健康相談日（10:00～14:00、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）

健康教室(夜)「ズンバ③」（19:00～20:00、村民会館大ホール）

長寿を祝う記念品の配布（対象：米寿の方、村内）
乳児健診・ブックスタート（受付13:00～13:30、保健センター）

機能訓練日（13:30～15:30、保健センター）

[白露] 心配ごと相談（９:00～14:00、社会福祉センター）
第37回高齢者レクリエーション大会（９:00～、村民会館アリーナ）
健康教室(夜)「ズンバ②」（19:00～20:00、村民会館大ホール）

関川中学校運動会（９:00～、関川中学校グラウンド）
魅力あるまちなみの見学会（10:00～15:00、東桂苑ほか）
村上・岩船地域の医療を考えるフォーラム
（13:30～16:00、村上市民ふれあいセンター）
民話の語りと影絵と音楽のコラボレーション
（19:00～20:00、東桂苑）

特設人権相談（10:00～15:00、女川地区ふるさと会館）
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）
乳児(4・5か月児)相談（受付13:10～13:30、保健センター）

大島保育園運動会（９:00～、大島保育園）
女川保育園運動会（９:00～、女川保育園）
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）

心配ごと相談（９:00～14:00、社会福祉センター）

[秋分の日] 下関保育園運動会（８:30～、下関保育園）

健康相談日（10:00～14:00、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）

１歳６か月児、３歳児健診（受付12:50～13:30、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）

機能訓練日（9:30～11:30、保健センター）

人権講演会（18:00～19:30、村民会館大ホール）
健康教室(夜)「ズンバ④」（19:00～20:00、村民会館大ホール）

交通安全祈願祭（９:00～、打上交通安全地蔵尊）※雨天決行
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）

[敬老の日]

１ 木

２ 金

３ 土
20 火

４ 日

５ 月

６ 火

７ 水

８ 木

９ 金

10 土

11 日

12 月

13 火

14 水

15 木

16 金

10月

21 水

22 木

23 金

24 土

25 日

26 月

27 火

28 水

29 木

30 金

１ 土

２ 日

３ 月

４ 火

５ 水

17 土

18 日

19 月

こころの
健　　康
相 談 会

特　　設

人権相談

と　き　９月５日(月)　10時～15時
ところ　女川地区ふるさと会館
対　象　いじめ・夫婦・不当な差別などでお困りの方
相談員　人権擁護委員・法務局職員
問い合わせ　総務課総務班�64－1476

と　き　９月16日(金)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

カレンダー９月１日　 10月５日

９月はシートベルト・チャイルドシート着用強調月間です
着用率100％を目指しましょう！

上関住宅、高瀬住宅入居者募集中　入居時期 10月１日（土）　問い合わせ・申し込み　建設環境課 64-1479


