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　米坂線は、越後金丸駅付近における線

路脇斜面の土留め壁復旧作業に伴い、坂

町駅から小国駅間で列車を運休し、代行

バスを運行しています。この復旧作業は、

大雪の影響などで、しばらくかかる見込

みです。

　ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協

力をお願いします。なお、代行バスの運

行時刻、乗り降りの場所など、詳しくは

越後下関駅までお問い合わせください。

問い合わせ　越後下関駅�64－1044

　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。

入札日時　３月16日(金)13時30分

開札日時　３月16日(金)14時05分

公売会場　関川村役場３階 第３会議室

公売物件　　　　

�売却区分1　下川口地内の田　約1,300㎡

　見積価額　55万円

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

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

ＪＲ米坂線の運行状況

　70歳から74歳までの方が医療機関で受

診した場合の自己負担割合が、１割のま

ま平成25年３月31日まで据え置かれます。

　該当者には、３月末までに新しい保険

証を送付します。また、70歳から74歳ま

での方の医療費が高額となった場合の自

己負担限度額も、１年間据え置かれます。

　なお、現役並みの所得のある方の自己

負担割合と限度額は変更ありません。

問い合わせ　住民福祉班�64－1471

国保の自己負担割合が
 据え置かれます

村
から

　村上保健所では、リウマチ患者さんと

ご家族の療養生活を支援するため、大き

く進歩しているリウマチ医療について学

び、情報交換する場として「リウマチの

つどい」を開催します。

　大勢の参加をお待ちしています。

と　き　３月14日(水)13時30分～15時30分

ところ　村上市教育情報センター

対象者　�リウマチと診断された方とそ

のご家族�リウマチの患者さんの支援

を行っている方

内　容　�講義「最新のリウマチ治療に

ついて」講師　村澤 章先生

　(県立リウマチセンター院長)

�座談会　村澤先生を囲んで情報交換など

申込締切　３月９日(金)

問い合わせ・申し込み　村上地域振興局

　健康福祉部(村上保健所)�0254－53－8369

村上地域リウマチのつどい県
から

「振り向いて 後部座席も ベルトよし」３月はシートベルト・チャイルドシート着用強調月間です

日の出・高瀬住宅入居者募集中 申込締切 ３月14日(水)　問い合わせ・申し込み 建設環境課　64－1479

村民会館イベント

と　き　３月６日(火)19時～20時30分

ところ　村民会館会議室

内　容　「気象学から見る八・二八水

害と三八豪雪」

　発表者：伊藤 敏さん(気象予報士・

　下川口)

その他　入場無料、事前申し込み不要

問い合わせ　村民会館�64－2134

関川学研究発表会

と　き　３月11日(日)10時～15時

ところ　村民会館アリーナほか

エンジョイ！生涯楽習広場
＆福祉まつり

�チャレンジスポーツ(スリッパ卓球）

�おはなしの会(絵本の読み聞かせ)

�手作りコーナー(内容はお楽しみ！)

問い合わせ　村民会館�64－2134

生涯楽習広場の内容（予定）

�障がい者との交流・各種体験コーナー

問い合わせ　

　住民福祉課住民福祉班�64－1471

福祉まつりの内容（予定）

と　き　３月25日(日)９時～

ところ　村民会館アリーナ

申込締切　３月16日(金)

抽選会　３月19日(月)19時～

問い合わせ　村民会館�64－2134

村長杯バレーボール大会

対　象　�大学(短大を除く)に入学、ま

たは在学していること

�村に３年以上住み、今後引き続き住む

見込みのある村民のお子さん

�学業成績が優良で、奨学生として誇り

を持って学業を修める方

貸与額　月額３万円　利　息　無利子

定　員　５人以内

申込方法　詳細は問い合わせください

申込期間　４月２日(月)～27日(金)

問い合わせ・申し込み

　教育課学校教育班�64－1491

村が奨学を応援します

 奨 学 生 募 集
村
から

「田舎暮らしを考えているが、どこに移

住しようか迷っている」、「観光や登山

などのため、一時的な宿を探している」

などさまざまな目的にあわせてご利用で

きます。また、自宅の新築、増改築工事

のための仮住まいとしてもご利用できま

す。ご友人やご親戚にも、ぜひおすすめ

ください。

ところ　上野新地内（女川保育園付近）

利用料金（利用期間が長いほどお得です）

�１日　3,500円 �10日間　30,000円

�1か月 65,000円 �３か月 180,000円

※光熱水費を含む利用料金ですが、使用

の程度によって、後日、個人負担をい

ただく場合があります。

※洗濯機、地デジ対応テレビ、冷蔵庫、

炊飯器、電子レンジ、ガスコンロ、最

低限の台所用品と食器があります。

その他

　ご利用にあたり、事前に申請が必要です。

問い合わせ　

　総務課企画財政班�64－1476

利用者募集中！
  田舎暮らし体験施設「光兎寮」

村
から

村税滞納処分のため
 差押物件(土地)を公売

県
から

他
団体
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日 曜 行　事　予　定 日 曜 行　事　予　定

３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）
確定申告相談
（受付９:00～11:30・13：00～16：00、役場３階大会議室、
～３月15日まで、土日を除く）

スポレック教室(夜)⑧（19:30～20:30、村民会館アリーナ）

放課後子ども教室（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）
関川学研究発表会（19:00～20:30、村民会館会議室）

機能訓練日（９:30～11:30、保健センター）

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）

スポレック教室(夜)最終（19:30～20:30、村民会館アリーナ）

[啓蟄]
関川中学校卒業式（９:30～、関川中学校）
健康相談日（10:00～14:00、保健センター）
歩く!!健康教室(昼)⑲（10:00～11:30、ふれあいど～む）

心配ごと相談（９:00～14:00、社会福祉センター）
３月定例村議会初日(予定)（10:00～、役場３階議場）
1歳6か月児・3歳児健診（受付12:50～13:30、保健センター）

商工会税務相談（10:00～15:30、商工会）
スポレック教室(夜)⑨（19:30～20:30、村民会館アリーナ）

エンジョイ！生涯楽習広場＆福祉まつり
（10:00～15:00、村民会館アリーナほか）

乳児(7・8か月児、10・11か月児)健診
（受付13:00～13:30、保健センター）

１ 木

２ 金

３ 土

19 月

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

４月

21 水

22 木

23 金

24 土

25 日

26 月

27 火

28 水

29 木

30 金

31 土

１ 日

２ 月

３ 火

４ 水

５ 木

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）
歩く!!健康教室(昼)⑳（10:00～11:30、ふれあいど～む）

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）

保育園卒園式
（下関保育園10:30～、大島保育園９:00～、女川保育園９:00～）

消防団辞令交付式（８:30～、ふれあいど～む）
スポーツ少年団入団式（10:00～、村民会館大ホール）

[清明]
保育園入園式
（下関保育園10:30～、大島保育園９:00～、女川保育園９:00～）

心配ごと相談（９:00～14:00、社会福祉センター）

関川小学校卒業式（９:10～、関川小学校）

村長杯バレーボール大会（９:00～、村民会館アリーナ）

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）

[春分の日]

17 土

18 日

カレンダー ３月１日　 ４月５日

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

と　き　３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　社会福祉協議会�64―0111

と　き　３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　３月14日(水)
申し込み　社会福祉協議会�64―0111

と　き　３月９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

アニメ劇場

作　品　「銀河鉄道の夜」

と　き　３月３日(土)

　10時45分～11時35分

ところ　視聴覚ホール

定　員　先着200名　※入場無料

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　３月21日(水)９時から

　電話(�53－7511)で受け付けます

作　品　「風の神と子ども」　　　

「赤い鼻をなくしたピエロ」

「暖かい手袋はだれのもの」

と　き　３月３日(土)10時～10時30分

ところ　プラネタリウム

定　員　先着80名　※入場無料

４月のパソコン研修会

講座名 とき 対 象

②エクセル入門

　(昼)

①インターネット

　入門(夜)
４/５(木)

４/19(木)

～20(金)

文字入力が

できる方

文字入力が

できる方

作　品　「サケ・星の海の旅」

期　間　３月３日(土)～４月８日(日)

上映時間（各回40分）

�土曜日…14時・15時

�日曜日…11時・14時・15時

料　金　�大人200円

�小中学生100円

プラネタリウム番組のご案内

　情報センターでは、ピアノを一般開

放しています。どうぞご利用ください。

と　き　毎週月曜日の13時～21時

利用方法　�事前に電話申し込みが必要

　　　　　�使用料は１時間500円

ピアノ練習をしませんか？

高齢者と

その家族

の 相 談

法律相談　３月５・12・19・26日 13時30分～16時
介護相談　３月13・27日 10時～12時
税金相談　３月９日 10時～12時 ※いずれも予約制
ところ　(社)新潟県社会福祉協議会
申し込み　新潟県高齢者総合相談センター
　(新潟県社会福祉協議会内)�025－285－4165


