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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

他 今月末が利用期限
プレミアム商品券団体

　親子で楽しくクッキングしませんか？

村
から
役場などの年末年始の休み

施設名 年末年始の休み

役場

診療所

村民会館

図書室

歴史館とみちの館

社協・むつみ荘

ふれあいの家

ゆうあい

光兎こども館

はなみの里

学童保育所

12/29(木)～１/３(火)

１/１(日)…休館

１/１(日)…休館

12/28(水)の17時15分～
１/３(火)

年末年始は休まず営業
１/１(日)…10時～20時

12/29(木)～１/３(火)

12/29(木)～１/３(火)

12/29(木)～１/３(火)

１/１(日)～１/３(火)

１/１(日)～１/３(火)

12/29(木)～１/３(火)

12/29(木)～１/３(火)

12/29(木)～１/４(水)

出生・死亡・婚姻などは受け付けます。
住民票などの証明書は発行できません。

観光情報センター

ど～む

ゆ～む

12/29、30・１/２、３…８時30分～22時
12/31…８時30分～18時

日によって利用時間が変わります

そのほか 休みなど

ごみ収集 12/31(土)～１/３(火)…休み

路線バス

荒川斎場 １/１(日)…休み

ごみの

持ち込み

12/31(土)～１/３(火)…休み
�村上市(朝日地区)桧原廃棄
　物処理場�72－1164
�リサイクルセンター(滝原)
※ごみの持ち込みは30日(金)
　午前中まで
　�64－2182

リサイクル

12/31(土)～１/３(火)
…年末年始特別ダイヤ
(下関－村上線のみ運行)
☆下関営業所発 �7:23※
※12月31日のみ運行
�10:00�14:55
☆村上営業所発�13:12�17:30
◆新潟交通観光バス㈱
　村上営業所�53－4161

部活動

支援バス

12/23(金)～１/９(月)…運休
１/10(火)からは平常どおり運
行(土日、祝祭日を除く)
☆坂町駅出発は19時15分
◆総務課企画財政班
　�64－1476

１/４(水)の収集地区…全地区

村民会館イベント 村
から

村の文芸作品を収録
文芸せきかわ第２２号

村
から

希望者に無料配布します！

「救急医療情報キット」

と　き　12月17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

お買い求め先

�村民会館

　(�64－2134)

�歴史とみちの館

　(�64－1288)

�㈲小泉屋

　(�64－1018)

代　金 １冊1,000円

問い合わせ　村民会館�64－2134

　初心者から楽しめるスポレックで運動

不足解消＆ストレス発散！気持ちよく汗

を流しませんか？

　一人暮らし高齢者や障がい者などが、

安心して暮らせるよう、個人の医療情報

（持病、かかりつけ医、現在服用してい

る薬剤など）や緊急時連絡先などの情報

を専用の容器に入れ、自宅冷蔵庫に保管

しておくことで、万一の救急時、災害時

に備えるものです。

対象者は、関川村に住所を有する

　希望者は、住民福祉課住民福祉班又は

地域包括支援センターに申請ください。

問い合わせ

　住民福祉課住民福祉班�64－1471

　地域包括支援センター�64－1473

①75歳以上の一人暮らし又は夫婦世帯

②要介護認定を受けている者

③身体障害者手帳（1・2級）の交付を受

けている者

④療育手帳（Ａ）の交付を受けている者

⑤上記①～④に掲げる者に準ずる症状の者

　７月に発売した「１割お得なプレミア

ム商品券」の利用期限は今月末です。

　それ以降は、無効になりますので、忘

れずに村内の「取扱加盟店」でご利用く

ださい。

問い合わせ　

　関川村商工会�64－1341

と　き　１月13日～３月16日までの毎

　金曜日　全10回シリーズ

　19時30分～20時30分

ところ　村民会館アリーナ

講　師　村スポーツ推進委員

定　員　20名　

参加費　�大人500円 �小中学生100円

持ち物　飲み物・運動くつ・タオル

その他　道具は公民館で準備します

問い合わせ・申し込み

　村民会館�64－2134

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」

スポレック(ミニテニス)教室
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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　議会事務局　64－1494　
建設環境課 地域整備班・水道環境班　64－1479　教育委員会 教育課 学校教育班　64－1491・生涯学習班　64－2134

12/15現在の状況　
�母屋：屋根工事が完了し、足場の解
体作業中です。
�宝蔵：壁の漆喰塗りの最終仕上中です。
H23/12/15～H24/１/15までの工事予定
�母屋：床の復旧工事を行うための準
備中です。
�宝蔵：内部の床を復旧しています。
※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.29

　県では、除雪ボランティアを募集して

います。

登録の方法　

�申込書に記入して提出

�提出方法は電子メール、ＦＡＸ、郵送

のいずれか

�申込書は県のホームページからダウン

ロードできます

http://www.chiiki.pref.niigata.jp/yuki/

※迅速かつ効率的な除雪活動を行うため、

県から除雪活動参加を依頼する時の連絡

手段として、原則ＰＣメールで登録願い

ます

除雪活動　地元の方の指示で高齢者世帯

の家屋周り、道付けなどの除雪を行い

ます

問い合わせ先　県地域対策課雪対策室

　�025－280－5096

検察審査会とは

　検察官が被疑者(犯人と思われる人)を

裁判にかけなかったこと(不起訴処分と

言います)のよしあしを審査する「国の

機関」です。審査は、選挙権のある国民

の中から「くじ」で選ばれた11人が国民

を代表して行います。

不起訴処分に不満の方は

　犯罪の被害にあったのに、検察官の不

起訴処分に不満をお持ちの方、詳しいこ

とを知りたい方は、検察審査会事務局へ

問い合わせください。

　審査申し立てや相談の費用は無料で、

秘密は固く守られます。

問い合わせ先　新発田検察審査会事務局

　(新潟地方裁判所新発田支部内)

　�0254－24－8467

　東日本大震災による東北地方無料措置

について、法令の改正に基づき対象区間、

対象車両、ご利用方法の見直しを行って

います。

期　間　平成23年12月１日(木)～

　平成24年３月31日(土)24:00まで

　(土日祝日・ＥＴＣのみ)

対象区間　�日本海東北自動車道 

「新潟中央ＪＣＴ～荒川胎内ＩＣ」

�磐越自動車道

「新潟中央ＪＣＴ～西会津ＩＣ」

対象車種　普通車以下

その他　対象路線内の走行分のみ無料。

詳しくは「東北地方の高速道路の無料

開放」の12月以降の取扱いの詳細につ

いては国土交通省ホームページをご覧

ください。

問い合わせ

　NEXCO 東日本お客さまセンター

　�0570－024－024

県
から

除雪ボランティア
「スコップ」メンバー募集

　村では歯周疾患を早期に発見し、治療

や歯科指導を行う目的に「成人歯科健診」

を実施しています。

　まだ受診されていない方は、この機会

にぜひ受診ください。

対象者　平成23年度中に40・45・50・55・

60・70歳になる方

受診期限　平成24年３月31日(土)まで

健診会場　岩船郡村上市歯科医師会所属

の歯科医院

健診費用　無料

その他　対象の方には受診案内を送付し

ています。詳しくは配布した受診案内

をご覧ください

問い合わせ

　住民福祉課健康介護班�64－1472

村
から
成人歯科健診受診のお願い

他  高速道路の無料開放実施団体

他 12月17日(土)以降オープン
 わかぶな高原スキー場団体

　今シーズンは、開業25周年！この冬も

ぜひ、ウィンタースポーツをお楽しみく

ださい。

お得な情報

�駐車場が毎日無料。レストランのみの

ご利用も可能です。

�村内居住の方は、リフト１日券が

2,500円になる「関川村民価格」を設

定 (割引前女性3,000円～男性3,800円)

※ご利用の際には氏名・住所・お電話番

号をお伺いします。

�「スキー子供の日」(毎月第３日曜日

と３月の全日曜日)と「下越エリア ス

キー・スノボ感謝の日」(１月22日、

２月26日)は、小学生のリフト料金無料。

わくわくウインターカーニバル開催

�美味しい屋台村、雪遊びや楽しいゲー

ムで冬を楽しみましょう。また、この

日は関川村民のリフト券が大人、子供

ともに無料となります。

主　催：関川村観光協会

と　き：１月22日(日)・２月19日(日)

その他お得情報　

�レンタルスキーは、最新モデルをさら

に増量し、多くのお客様に快適なスキ

ーをお楽しみいただける用意をしまし

た。大人用のレンタルウェアもリニュ

ーアル、またジュニアブーツはサイズ

展開を25.5㎝まで拡大しました。今シ

ーズンもジュニアセット(１日)ご利用

のお子様にはヘルメットの無料レンタ

ルをいたします。

問い合わせ

　わかぶな高原スキー場�64－0330

　その他最新情報は

　http://www.wakabuna.com/

雪処理事故防止！　除雪作業は「一人でしない」、「無理しない」、「落雪・転落気をつけて」を合言葉に。

村
から

納期限内の納付をお願いします

１２月の納税予定一覧

国
から
検察審査会からのお知らせ

科目(期)

納　期　限 12月27日(火)

口座振替日 12月26日(月)

口座再振替日 １月10日(火)

問い合わせ

税務会計課税務班
　64－1451

国民健康保険税
(６期)

固定資産税(３期)

住民福祉課健康介護班
　64－1472

介護保険料(６期)

住民福祉課住民福祉班
　64－1471

後期高齢者医療
保険料(６期)

　平成24年２月１日現在で、全国一斉

に"経済の国勢調査"といわれる「平成

24年経済センサス活動調査」が実施さ

れます。調査のため、村がお願いした

調査員が各事業所を訪問し、調査票を

お配りします。調査にご協力をお願い

します。

※調査票の回収にも調査員がお伺いし

ます。

問い合わせ　総務課総務班�64－1476

経済センサス活動調査に
　　　　　ご協力ください

事業所・事業主の皆さんへ


