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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

ともだちをたくさんつくろう！ 

条件 ①両親及び児童の面倒を見ている者が家庭外で働いている 

②両親及び児童の面倒を見ている者が家事以外の家業に従事

③母親が出産前後または障害のある方などを介護

　※３歳未満児は家庭保育ができない場合のみ受け付けます。

申込方法　入園申込書は各保育園、すくすく、役場にあります。

　必要事項を記入して各保育園または役場に提出してください。

受付期間　11月１日(火)～25日(金)　

入園決定　平成24年２月中旬

保育料　平成24年３月頃に広報お知らせ版でお知らせします

問い合わせ　住民福祉課住民福祉班�64－1471

　来年４月からの入園の募集を受け付けます。保育園は保護

者が希望するところをお選びください。　　　　　　

※ただし、定員を超えた場合は、ほかの保育園に入園をお願

いすることがありますので、ご了承ください。

定　員　�下関保育園…120人　�大島保育園…45人

        �女川保育園…45人

※下関保育園は入園のときにおおむね８か月に達した健康

な１歳未満の乳児と１歳児の入園も受け付けます。

保育時間　８時～16時（延長保育は７時30分～19時）

入園資格 平成24年４月１日現在、関川村に住所がある乳幼児

で 条件 の①～③のどれかに当てはまること

平成24年度保育園児募集

村民会館イベント

文化祭・菊花展・茶会スケジュール

と　き　平成24年３月19日(月)までの

毎月曜日　10時～11時30分

ところ　ふれあいど～む

参加費　500円

持ち物　飲み物・運動くつ・タオル

問い合わせ・申し込み

　村民会館�64－2134

　当日は、声援をお願いします

と　き　11月３日(木)10時スタート

コース内で交通事故のないよう十分

注意してください

第39回村民駅伝大会

と　き　11月19日(土)10時30分～11時

ところ　村民会館会議室

対　象　村内の子どもと保護者

問い合わせ　村民会館�64－2134

おはなしの会「絵本の読み聞かせ」

　１週間に１回、しっかり歩くことか

ら始めてみませんか？お友達さそって

マイペースウォーキング。途中からの

参加も大歓迎です！

好評開催中！歩く健康教室(昼)

　エアロビとボクササイズを組みあわせ

た脂肪燃焼プログラム！初心者から参加

できます。おもいっきり体を動かしたい

方、日頃運動不足だなぁと感じている方、

男性の皆さんにも是非おすすめしたいエ

クササイズです。

と　き　11月10日(木)～12月22日(木)

　毎木曜日(全７回)19時30分～20時30分

ところ　村民会館大ホール

講　師　インストラクター

　遠藤 康之さん(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・水分補給飲物

問い合わせ　村民会館�64－2134

健康教室シリーズ　第２弾！
脂肪燃焼！エクササイズ

文化祭

茶　会

菊花展

と　き　11月１日(火)～３日(木)
　９時～17時※３日のみ15時まで
ところ　村民会館アリーナ

と　き　11月３日(木)10時～15時
ところ　東桂苑
※茶席券(１席500円)が必要です
詳しくは村民会館(�64-2134)

と　き　11月11日(金)

　７時30分に歴史館集合

行き先　�県立近代美術館(長岡市)「借

りぐらしのアリエッティ」

　�中野邸美術館(旧新津市)

定　員　先着40名

参加費　4,500円(入館料、昼食代込み)

問い合わせ・申し込み

　歴史とみちの館�64－1288

歴史館イベント

秋の美術館めぐり



詳しくはhttp://www.e-tax.nta.go.jpへ

さらに便利に使いやすく
国税電子申告・納税システム
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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
から

診療所を休診します
休診日　11月４日(金)
◆診療所　�64－1051 　村上税務署では、年末調整の基本的な

仕組みや手続き方法などの説明会を開催

します。

と　き　11月16日(水)13時30分～15時30分 

ところ　村上市民ふれあいセンター

その他「年末調整のしかた」と「給与所

得の源泉徴収票等の法定調書の作成と

提出の手引き」を説明で使いますので、

お持ちください

問い合わせ　村上税務署法人課税部門

　�53－3664

国
から

平成23年分
年末調整説明会

募集職種・人員　保育士・１名程度

年齢要件　昭和61年4月2日以降に生まれ

た人

受験資格　保育士資格取得者（平成24年

３月末までに取得見込み含む）

申込締切　11月30日(水)当日消印有効

申込受付　土・日曜を除き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

一次試験　平成24年１月29日(日)

試験会場　関川村村民会館

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

村
から

保育士を募集します
関川村職員採用試験

　村税の滞納処分のため、不動産を公売

します。これは、村の財政基盤である村

税収入の確保や納税の公平性確保のため

に行うものです。

公売とは　村税滞納者から差し押さえた

不動産や動産などを入札によって売却し、

売却代金を滞納額にあてるものです。

公売の担当　新潟県地方税徴収機構

　(平成21年４月設立)

入札開始日時　　

　平成23年11月29日（火）

入札終了日時　　

　平成23年12月２日（金）

開札日時　　　　

　平成23年12月５日（月）10時

公売会場　

　関川村役場1階　税務会計課

公売物件　　　　

�売却区分1　下川口地内の田　約1,300㎡

　　見積価額　82万円

�売却区分2　中束地内の田　　約2,000㎡

　　見積価額　90万円

公売の方法　　　

見積価額以上で入札し、最高価で入札

した方が落札

公売参加の必要書類・条件

買受適格証明書(農業委員会で発行）

入札するには、公売保証金10万円が必

要（売却区分1,2共通）

その他　

滞納額が完納されたときなどは、公売

を中止することがあります。

問い合わせ　新潟県地方税徴収機構(新

発田地域振興局内)�0254－21－3761

県
から

村税滞納処分のため
差押物件(土地)を公売

年数区分　�地区表彰…10年

�県表彰…20年,30年,40年,50年

申請資格　�表彰年数の間、無事故・無

違反であること　

�交通安全協会の会員であること

申込締切　11月15日(火）

申請に必要なもの　運転免許証、印鑑

受付窓口　交通安全協会関川支部事務局

(役場総務課内)または役員宅

松田隆栄(下関)／近 満寿美(下関)／鈴

木紀夫(下関)／菅原 昭(下関)／伊藤 修

(上関)／菅 進(南赤谷)／近 良平(大島)

／佐藤 清(大島)／五十嵐一男(上川口)

／高橋八男(大石)／本間正良(安角)／船

山義雄(下川口)／伊藤 実(沼)／八幡 勉

(八ツ口)／河内 正(湯沢)／河内春一(小

見)／須貝康栄(高田)／今 和明(高田)／

大島栄助(上野新)／本部光一(南中)

問い合わせ 交通安全協会関川支部事務

局(役場総務課内�64－1476)

他 申請をお待ちしています
優秀運転者表彰団体

村
から

連絡がなかった方は異常なし
肺がん(喀淡)検診結果

　９月に行った肺がん(喀淡)検診は異常

のあった方にのみ連絡済です。連絡がな

かった方は異常ありませんでした。

問い合わせ

　住民福祉課健康介護班�64－1472

　今年も冬囲いの時期となりました。シ

ルバー人材センターを利用される方はお

早めに申し込みください。

冬囲いの費用　１人日額7,140円

　(８時間労働、事務費込)

問い合わせ・申し込み　シルバー人材セ

ンター関川村事務所�64－0020

シ
ル
バ
ー

冬囲いはシルバーにお任せください

冬囲いの申込受付中

他「花と癒しの村」プロジェクト
花木研修会団体

主　催　米沢街道地域づくり検討会

と　き　11月29日(火)13時～17時

ところ　村内および村民会館

内　容　村内植栽候補地視察および研修会

講　師　加藤 直人さん　(財)新潟県都

市緑花センター　花と緑のアドバイザー

問い合わせ

　�佐藤勝利(携帯)090－4536－3825

　　または�64－1328[(株)サトウ]

　�米野紀男(携帯)090－2620－8073

他 地域生活支援センターはまなす主催
こころの健康づくり講座団体

◆第２回講座　定員30名

と　き　11月４日(金)19時～20時30分

ところ　関川村村民会館会議室

内　容 「相談しよう！！ 地域の支え」

　　～困ったときはこの方に～

◆第３回講座　定員45名

と　き　11月25日(金)19時～20時30分

ところ　村上市教育情報センター

内　容 「こころの健康について考える」

　～こころの障害の理解と治療～

問い合わせ・申し込み

　医療法人責善会地域生活支援センター

　はまなす�0254－50－7104

他 融資担当者が商工会へ出張します
金融相談会(一日公庫)団体

　日本政策金融公庫の融資担当者が、商

工会へ出張して融資相談をお受けします。

お気軽にご相談ください。

と　き　11月24日(木)

　10時30分～15時

ところ　関川村商工会

申込締切　11月18日(金)※予約制

申し込み　関川村商工会�64－1341

他 女性の人権ホットライン団体

　法務局職員や人権擁護委員が電話での

無料相談会を行います。

と　き　�11月14日(月)～18日(金)は

８時30分～19時　�11月19日(土)・20

日(日)は10時～17時

相談電話番号　�0570－070－810

内　容　差別・ＤＶ・セクハラなど

問い合わせ　

　新潟地方法務局村上支局�53－2390

～ひろげよう 長寿社会へ 無事故の輪～　高齢者交通事故防止運動実施中！！
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と　き　11月５日(土)10時～14時

ところ　浦田の里(村上市岩船231-1)

内　容　作品展示／模擬店／生産品の販

売／茶席／アトラクション

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

問い合わせ先　浦田の里�53－1803

他 浦田祭のご案内団体

国
から

11/12(土)～25(金)
 女性に対する暴力をなくす運動

村
から

旧小学校の備品
払い下げします

　学校統合等で不要となった事務机や書

棚、図書などを払い下げします。

と　き　11月27日(日)９時～15時

ところ　旧土沢小、旧女川小

条　件　�村民なら誰でも可

�転売目的は不可

�希望者多数の場合は抽選

問い合わせ

　総務課企画財政班�64－1476

　暴力は、その対象の性別や加害者、被

害者の間柄を問わず、決して許されるも

のではありません。配偶者等からの暴力

やストーカー行為等、女性に対する暴力

は女性の人権を著しく侵害するもので、

男女共同参画社会を形成していく上で克

服すべき重要な課題です。

　だれにも相談できず、

ひとりで悩んでいませ

んか。相談してみるこ

とで、ひとりでは気づ

かなかった解決方法が

見つかるかもしれませ

ん。ひとりで悩まず、

まずはご相談ください。

ＤＶ相談ナビ　�0570-0-55210

※お近くの相談窓口をご案内します。携

帯電話や一部のＩＰ電話からもご利用

できます。ただし、ＰＨＳや一部のＩ

Ｐ電話からはつながりません。

問い合わせ　内閣府男女共同参画局推進課

　�03－5253－2111

　総務課企画財政班�64－1476
所　在　上関地内の３階建て

募集戸数　２階の１戸、３階の２戸

月額家賃　30,000～35,000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　11月14日(月)

入居時期　12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

※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�0254－26－5610

国
から
平成23年度自衛官募集

募集種目

応募資格

受付期間

試 験 日

陸上自衛隊高等工科学校生徒

推　薦

中卒(見込み)17歳未満の男子

一　般

平成24年１月７
日(土)～9日(月)
までの間の指定
する１日

中学校長・中等
教育学校長が
推薦する者

―

平成23年
11月１日(火)
　　～
同年12月16日
(金)

平成23年
11月１日(火)
　　～
平成24年
１月６日(金)

平成24年
１月14日(土)

女性に対する暴力根

絶運動シンボルマー

ク「パープルリボン」

 11月９日（水）から15日（火）は秋の

火災予防週間です。住宅と命を守るため、

次のことを心がけましょう。

◆３つの習慣

�寝タバコは、絶対しない

�ストーブは、燃えやすいものから離れ

た位置で使用する

�ガスコンロなどのそばを離れるときは、

必ず火を消す

◆４つの対策

�火災からの逃げ遅れを防ぐために、住

宅用火災警報器を設置する

�寝具や衣類、カーテンからの火災を防

ぐために、防炎品を使用する

�火災を小さいうちに消すために、住宅

用消火器を設置する

�お年寄りや身体の不自由な人を守るた

めに、隣近所の協力体制をつくる

消
防 秋の火災予防運動

平成23年度 全国統一防火標語
  「消したはず 決めつけないで
　　　　　　　　　　　　　　　      もう一度」

住宅用火災警報器を設置しましたか？

問い合わせ　村上市消防本部�53－7222

住民基本台帳の
閲覧状況を公表

平成22年４月から平成23年３月までに

村が閲覧を許可した案件を公表します。

住民基本台帳の
閲覧状況を公表
住民基本台帳の
閲覧状況を公表

村
から

申請者
閲覧した住民の範囲

住所区域 年 齢

利用目的

（　）は委託者

閲　覧

年月日

荒川の自然再生に関する事

業の効果を分析するための
アンケート送付世帯抽出
  (羽越河川国道事務所)

「平成22年度県民意識調査」
の対象者抽出
(県知事政策局政策評価室)

(株)東京建設

コンサルタン

ト

平成22年

8月18日

20歳以上

　75歳以下

20歳以上

　79歳以下

村全域

「平成22年通信利用動向調
査」の対象者抽出
(総務省情報通信国際戦略局
情報通信政策課)

(株)サーベイ

リサーチセン

ター

平成22年

11月18日
20歳以上

20歳以上

20歳以上

村全域

(株)ＩＴスク

エア
平成22年

9月29日

平成5年4月2日～
平成6年4月1日生
平成8年4月2日～
平成9年4月1日生

大島

上土沢

下土沢

自衛官募集に関する適齢者

の抽出

防衛省自衛隊
新潟地方協力
本部 新発田地
域事務所

平成22年

11月26日
村全域

「信頼される県立病院づく
りのための住民ニーズ調査」
の対象者抽出
        (県病院局業務課)

(株)ＩＴスク

エア

平成23年

１月24日

土沢

湯沢

高田

「平成23年度県民アンケー

ト調査」の対象者抽出

 (県知事政策局広報広聴課)

(株)ＩＴスク

エア

平成23年

２月25日

問い合わせ　住民福祉課住民福祉班�64－1471

第７回クラブカップ卓球大会 日程変更 11月13日(日)→12月11日(日）問い合わせ 村民会館　64-2134



と　き　12月３日(土)９時～
ところ　情報センター　※すべて入場無料
問い合わせ　村上市理科教育センター
　�53－7511

4
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

11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）
文化祭（９:00～17:00、村民会館アリーナ、３日15：00まで）
菊花展（９:00～17:00、村民会館アリーナ、３日15：00まで）
放課後子ども教室（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）

[文化の日]
第39回村民駅伝大会（10:00～、女川ふれあい自然の家スタート）
村民茶会（10:00～15：00、東桂苑）

機能訓練日（９:30～11:30、保健センター）
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）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）
歩く!!健康教室(昼)④（10:00～11:30、ふれあいど～む）

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]）

放課後子ども教室（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）

[立冬]
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）
歩く!!健康教室(昼)⑤（10:00～11:30、ふれあいど～む）

第25回荒川水系近隣市町村親善ゲートボール大会
（８:30～、ふれあいど～む）
心配ごと相談（９:00～14:00、社会福祉センター）
乳児健診・ブックスタート（受付13:00～13:30、保健センター）
健康教室(夜)「脂肪燃焼！エクササイズ」①
（19:30～20:30、村民会館大ホール）

１ 火

２ 水

３ 木

４ 金

５ 土

６ 日

７ 月

８ 火

９ 水

10 木

11 金

12 土

13 日

14 月

15 火

16 水

12月

21 月

20 日

19 土

22 火

23 水

24 木

25 金

26 土

27 日

28 月

29 火

30 水

１ 木

２ 金

３ 土

４ 日

５ 月

17 木

18 金

カレンダー 11月１日　 12月５日

幼児歯科健診・２歳児相談（受付13:00～13:45、保健センター）
健康教室(夜)「脂肪燃焼！エクササイズ」②
（19:30～20:30、村民会館大ホール）

おはなしの会（10:30～11:00、村民会館会議室）

乳がん(未受診者)検診（受付９:00～10:10、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）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）
歩く!!健康教室(昼)⑥（10:00～11:30、ふれあいど～む）

[勤労感謝の日][小雪]
村民芸能祭（10:00～、村民会館アリーナ）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）
歩く!!健康教室(昼)⑦（10:00～11:30、ふれあいど～む）

健康教室(夜)「脂肪燃焼！エクササイズ」④
（19:30～20:30、村民会館大ホール）

青色申告決算等説明会
（営業所得者９:30～・農業所得者13:30～、役場３階大会議室）

放課後子ども教室（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）

第２回血管いきいき学習会（受付９:30～10:00、ふれあいど～む）

心配ごと相談（９:00～14:00、社会福祉センター）
健康教室(夜)「脂肪燃焼！エクササイズ」③
（19:30～20:30、村民会館大ホール）

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）
歩く!!健康教室(昼)⑧（10:00～11:30、ふれあいど～む）

4

プラネタリウムものがたりシアター
科学や情報の体験

内　容　�青少年のための科学の祭典
　９時～15時　２階実験室ほか
�プラネタリウム無料上映会
　①９時10分～９時30分
　②13時10分～13時50分
　③15時～15時40分
　※各回先着80名

時　間　昼…13時30分～15時30分

　　　　夜…19時～21時

定　員　各講座先着８名

受講料　500円(テキスト代)

受付開始　11月22日(火)９時から

　電話(�53－7511)で受け付けます

と　き　９時30分～10時

ところ　プラネタリウム

内　容　�「王さまタクシー」

�「クリスマスのおくりもの」

※先着80名

映画の上映

ところ　視聴覚ホール

定　員　200名

その他　整理券を９時から配布します

内　容

�「スポンジ・ボブ

　　　スクエアパンツ」

　10時30分～12時

�「クマタカ森の精」　

　13時～13時40分

12月のパソコン研修会

講座名 とき 対 象

②インターネット
　研修(昼)

12/21(水)

①年賀状作成研修
　(夜)

パワーポイン
トの基本的な
使い方を研修
します。

12/14(水)
年賀状の文面
を簡単作成。

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

こころの
健　　康
相 談 会

女 性 の
健　　康
相 談 会

と　き　11月10日(木)・24日(木)
時　間　９時～14時
ところ　社会福祉センター
申し込み　社会福祉協議会�64―0111

と　き　11月16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　11月９日(水)
申し込み　社会福祉協議会�64―0111

と　き　11月29日(火)13時30分～
ところ　村上地域振興局健康福祉部※予約制
担当医　村上地域振興局 
　健康福祉部長　佐々木綾子(産婦人科医）
申し込み　村上地域振興局健康福祉部
　地域保健課�53－8369

と　き　11月11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(村上保健所)
　地域保健課�53－8369


