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村民会館イベント

歴史館イベント

と　き　６月６日(水)～７月25日(水)

　毎週水曜日　13時～15時

ところ　村民会館大ホール

講　師　後藤裕子さん

参加費　月1,000円 ※お試しレッスンで

ひと月だけでもＯＫです！

持ち物　内履きの運動靴・水分補給 

問い合わせ　村民会館�64－2134

　関川村内の23年産米を検査した結果、

放射性セシウムは検出されませんでした。

問い合わせ　県農林水産部食品・流通課

　�025－280－5303ヨガ教室「ｽﾃｯﾌ゚ｱｯﾌ゚編」

と　き　６月７日(木)～７月26日(木)

　毎週木曜(全７回)19時30分～20時30分

※６月14日(木)はお休みします

ところ　村民会館大ホール

講　師　近　愛さん(ヨガインストラク

ター)

参加費　2,000円 ※初回にお持ちください

持ち物　�ヨガマット(貸出も行います)

　�水分補給

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」

山城探索会③

と　き　６月20日(水)13時10分～17時

　13時10分に歴史館集合

内　容　内須川～南赤谷

定　員　20名　参加費　無料

持ち物　昼食・水・雨具

申込締切　６月15日(金)

古道を歩く②

と　き　６月28日(木)９時10分～17時

　９時10分に歴史館集合

コース　玉川～大里峠～沼

定　員　20名　参加費　無料

持ち物　昼食・水・雨具

申込締切　６月22日(金)

初心者 
社交ダンス教室(全８回)

と　き　６月16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

下記申し込み先は、歴史館�64－1288へ

県 ２３年産米の放射性物質

検査結果のお知らせから

立候補予定者説明会

　６月22日(金)13時30分～・大会議室

立候補届出事前書類審査

　６月28日(木)10時～12時・第３会議室

立候補届出受付(告示日)

　７月６日(金)９時～17時・大会議室

投票日　７月11日(水)７時～18時

　村内の９投票所

問い合わせ先　選挙管理委員会

 (総務課総務班)�64－1476

村 農業委員会委員一般選挙
 日程が決定しましたから

品目

精米
(コシヒカリ)

関川村 検出されず 検出されず

産地
放射性セシウム

Ｃｓ134 Ｃｓ137

　村では歯周病を早期発見し、治療や歯

科指導を行う目的で成人歯科健診を実施

しています。昨年度から妊婦を対象にし

た妊婦歯科健診も実施しています。この

機会にぜひ受診してください。

対象者�今年度40・45・50・55・60・70

歳になる方および妊婦

受診期限　

　６月１日～平成25年３月31日まで

受診先　

　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

ます。詳細は案内をご確認ください。

問い合わせ　

　住民福祉課健康介護班�64－1472

村
成人・妊婦歯科健診のお知らせから

と　き　６月３日(日)～７日(木)

　８時30分～17時

ところ・問い合わせ

　選挙管理委員会(総務課内)

　�64－1476

村 選挙人名簿の閲覧から

と　き　６月20日(水)15時～16時15分

ところ　御宿玄太郎(荒川台)

テーマ 「米沢街道と伊達政宗」

�米沢街道峠越えの想い出

�政宗が小田原参陣の経路に米沢街道を

選んだ謎

講　師　大滝友和さん(元関小学校教頭)

その他　会員以外の方の参加歓迎します

 申し込みは不要・無料です

問い合わせ

　米沢街道地域づくり検討会

 (渡邉家保存会事務局)�64－1002

大滝友和さんのお話を
聴きに来ませんか

（５月９日検査分）

主　催　大石・山と川に親しむ会　　

と　き　６月23日(土）小雨決行

探訪スポットと内容

�モリアオガエル生息地のイモリ池

�ブナ林コンサート

 (ハーモニカ演奏と合唱会)

�達人による森林・草花の説明、熊狩

　り秘話など

�９時に大石ダム湖畔県民休養地

　おおいし自然館前に集合

※歩きやすい靴と服装、雨具と昼食を

　用意してください

※山菜入り豚汁を振る舞います

定　員　先着40名

参加費　1人500円(当日集めます) 

申込締切　６月15日(金）

申し込み先　大石・山と川に親しむ会

　高橋�(ＦＡＸ兼用) 64－2170

他
団体
大石川源流と月夜平

ブナ原生林探訪会

他
団体
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⑤希望枚数（４枚まで）

⑥後援会資料請求（任意）
ご希望の方は空白部分に
「希望する」とご記入下さい。

他 関川村民を無料招待
アルビレックス新潟 試合観戦団体

あて先　〒950－0954　新潟市中央区美

咲町2－1－10　アルビレックス新潟後

援会「試合観戦ご招待」係

応募期限　６月15日(金)必着

招待券の受け渡し　招待の可否を６月22

日(金)頃、返信用ハガキで通知

※電話で可否問い合わせはご遠慮ください

観戦の手順　観戦する方は、返信ハガキ

を持参のうえ、東北電力ビッグスワン

スタジアムのＥゲート前広場に設置の

「アルビレックス新潟後援会」テント

でチケットと引換え後に入場、観戦

クラブの最新情報

　最新情報はアルビレック

　ス新潟携帯サイトをご覧

　ください

問い合わせ　アルビレックス新潟後援会

�025－282－0011

　つつが虫病は、ツツガムシというダニ

の幼虫に刺されて起こる病気です。県内

においては、４～６月に多く発生します。

　農作業や山菜採りなどで山林や草地に

入るときは十分注意しましょう。

つつが虫病の症状

�刺された局所に特有のかい瘍(刺口)を

生じる�リンパ節の腫脹(特に刺口局部

近くのものが多い）�少なくとも１週間、

通常２～３週間高熱が続く

予防のポイント

�肌を出さないようにする

�衣類を草むらに置いたり、草むらで

休息や用便をしない

�防虫スプレー等を使用する

問い合わせ  県福祉保健部健康対策課

　�025－280－5200

と　き　６月３日(日) 開演10時30分～

ところ　村民会館アリーナ

定　員　先着500名

入場料　3,000円（昼食付）

チケット買い求め　せきかわ笑楽会

(代表) 川又政男�090－4730－4259

(事務局) 渋谷鐵男�64－3333

県
から

当日入場できます。お待ちしています。

歌とおどりと笑いの饗宴

招待試合

　Ｊリーグディビジョン１ 第16節

　アルビレックス新潟 対 鹿島アントラーズ

と　き　６月30日(土)試合開始19時～

ところ　東北電力ビッグスワンスタジアム

招待席　Ｅスタンド２層目自由席

※状況によっては他の座席をご案内する

場合があります

応募条件　関川村在住者

募集人数　500名

応募方法　往復ハガキの往信裏面に①６

月30日鹿島②住所③氏名・年齢④電話

番号⑤チケットの希望枚数(３枚まで)

⑥後援会資料請求(する・しない)を記

載し、返信用表面に返信先(自分)の住

所・氏名を記入して、あて先に送付

※往復ハガキは各自用意

※応募は１世帯につき１通限り有効

※応募多数のときは抽選

往復ハガキ記入例

携帯端末用ＱＲコード

白
紙
の
ま
ま

（
招
待
の
可
否
が

記
載
さ
れ
ま
す
）

「人権擁護委員の日」◆６月１日は、人権擁護委員法が施行された日です。

村 農地転用には
許可・届出が必要です！から

　農地は農業生産の基盤となるため、宅

地などの土地利用計画と調整しながら、

優良農地の確保を進める必要があります。

　農地を宅地などの農地以外に利用する

ときは、許可申請や届出など一定の手続

きが必要になります。農地の転用には、

法律の規制がありますので、一時的な転

用も含め、事前に相談ください。

問い合わせ・相談　農業委員会事務局

 (農林観光課内)�64－1447

　放送大学はテレビなどの放送により授

業を行う通信制の大学です。働きながら

学んで大学を卒業したい、学びを楽しみ

たいなど、様々な目的で幅広い世代の方

が学んでいます。

教養学部　�科目履修生(６か月在学し、

希望科目を履修)�選科履修生(１年間

在学し、希望科目を履修)�全科履修

生(４年以上在学し、卒業を目指す)

大学院　�修士科目生(６か月在学し、

希望科目を履修)�修士選科生(１年間

在学し、希望科目を履修)

出願期間　６月１日(金)～８月31日(金)

問い合わせ・資料請求

　〒959－8122 放送大学新潟学習センター  

　�025－228－2651

他 放送大学10月入学生募集つつが虫病の発生と予防対策 団体

村
から

対象者　�子宮がん･･･20歳以上の女性

のうち平成25年４月１日時点で偶数年

齢の方(20,22,24,26歳…の方)

�乳がん･･･40歳以上の女性のうち平成

25年４月１日時点で偶数年齢の方

(40,42,44,46歳…の方)

検診料　�子宮がん･･･800円

�乳がん･･･40歳代  1,800円

　　　　　 50歳代以上 1,000円

持ってくるもの　�受診票�問診票

�乳がん検診を受ける方はバスタオル

注意事項　

�自分の対象地区の日に受診できない方

はほかの日に受診してください

�両方受診する方は、子宮がん検診が終

わってから乳がん検診の受付をしてく

ださい

�検診を申し込んだ方で受診しないとき

は、理由を受診票に記入して住民福祉

課へ提出してください

�検診を申し込みしていない方で、受診

を希望する方は住民福祉課へご連絡く

ださい

問い合わせ

　住民福祉課健康介護班�64－1472

月 日 対象地区 受付時間 ところ

６月11日(月)

保健
センター

上関・霧出 午前 子宮がん　 8:50～ 9:30
乳がん　　 9:40～10:30

子宮がん　12:30～13:20
乳がん　　13:30～14:30

子宮がん　 8:50～ 9:30
乳がん　　 9:40～10:30

子宮がん　12:30～13:20
乳がん　　13:30～14:30

午後

午前

午後

川北・女川

下関・九ケ谷

四ケ字・湯沢・
七ケ谷

６月20日(水)

６月11日(月)・６月20日(水）２日間行います！

婦人がん検診（子宮がん・乳がん検診）

※子宮がん検診と乳がん検診を

　同日に行います

他
団体

社会福祉チャリティー
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受付時間　８時～11時30分

�内科　１診・月曜～金曜日は新患の

み受付／その他の外来は再診専門／

消化器外来は火曜・水曜・金曜は全

て再診のみで予約

�神経内科　全て予約制(紹介状必要)

�外科　火曜は10時～診療／乳腺外来

は予約のみ

�整形外科

　受付10時30分まで

�眼科　

　火曜は手術のため受付８時～11時

　まで

　糖尿病は、初期には無症状ですが、

血糖コントロールが悪い状態で何年も

放置しておくと失明や透析が必要にな

ることがある怖い病気です。

　坂町病院では、糖尿病の教育入院を

平成８年から実施しています。

　この機会に糖尿病の知識を身に付け

てみませんか。

糖尿病教室入院Ａ

　(スタンダードコース：５泊６日)

�平成24年度スケジュール

　(全て日曜から金曜まで)

　６/10～15・７/８～13・９/９～14・

10/14～19・12/９～14・２/17～22

糖尿病教室入院Ｂ

　(ショートコース：２泊３日)

�スケジュールは問い合わせください

　(全て金曜から日曜まで)

問い合わせ・申し込み先　

　県立坂町病院�62－3111

�産婦人科　月曜・金曜は12時～15時

30分まで（５、６月は金曜休診）

�耳鼻咽喉科　月曜・水曜・金曜は

　12時～15時30分まで

受付方法

�初めての方、診察券をお持ちでない

方は申込用紙を記入して保険証など

と一緒に受付１番窓口へ提出

�診察券をお持ちの方は保険証などと

一緒に受付１番窓口へ提出

予約方法　

�予約の方は直接予約してある科へ

�予約以外にも受診したい科があると

きは受付1番窓口へ申し出ください。

　次回からの予約は診療科の看護師に

　相談ください。

�予約の変更をしたいときは、なるべ

く午後に診療科へ直接電話で相談く

ださい。

医療相談　坂町病院には医療相談室が

あります。各種申請・施設利用希望

など、お気軽に何でも相談ください。

　詳しくは、診療科の看護師または受

付窓口へ問い合わせください。

患者さんの声　より良い医療サービス

を提供できるよう、「患者さんの声」

の投書箱を設置しています。日頃感

じているご意見をお寄せください。

問い合わせ先　

　県立坂町病院�62－3111

糖尿病教育入院者募集

県立坂町病院外来診療の案内 平成24年６月１日現在

階 月 火 水 木 金

内　　科

整　形　外　科

眼　　　　　科

１　診 鈴木　　薫

姉﨑　一弥
（内科４診）

田邊　靖貴

近　　幸吉
10:30～

近　　幸吉
10:30～

淺野　良三

関根　輝夫
丹呉　益夫

鈴木　　薫

近　　幸吉

今田　研生

石塚　利江

今田　研生

石塚　利江

今田　研生

石塚　利江

今田　研生

第1･2週 石塚 利江
第3･4週 今田 研生

第１週 今田 研生
第３週 石塚 利江

第２週 石塚 利江

石塚　利江

今田　研生

石塚　利江

山本　尊彦 新潟大学 新潟大学山本　尊彦

今田　研生

関根　輝夫鈴木　　薫 丹呉　益夫 安斎　博隆

杉山　幹也

姉﨑　一弥
安斎　博隆
（内科２診）

【消化管】13:30～
再来予約のみ

淺野　良三

新潟大学(内科２診)

田島　陽介 新潟大学10:00～

新潟大学新潟大学

新潟大学

新潟大学

新発田病院
(５、６月休診)

冨田　　広
田島　陽介

冨田　　広
田島　陽介冨田　　広

新井　亜希 新井　亜希 新井　亜希

新潟大学(内科３診)

五十嵐　仁
 13:30～再来予約のみ

五十嵐　仁 10:00～

影向　　晃
14:00～再来予約のみ

影向　　晃
10:30～

鈴木　　薫

安斎　博隆

鈴木　　薫

近　　幸吉10:00～

田島　陽介
冨田　　広

遠山知香子
受付10:30まで

五十嵐　仁

補綴Ⅱ
(歯冠修復)

保存Ⅱ (歯冠修復)
(歯周病治療)
小児歯科(第４週)

保存Ⅰ 
(歯内療法)

補綴Ⅰ
(義歯)

口腔外科
(抜歯)

上田　　潤
(新潟大学)
受付11:00まで

羽入　貴子
(新潟大学)

張　大行
(新潟大学)

山﨑　清香
(新潟大学)

会沢　敦子
(新潟大学)

１　診

２　診

２　診

１　診
２　診

３　診

４　診

消化器

循環器

乳児健診 13:30～

喘息外来 13:30～

神経外来 13:30～

予防接種 13:30～

小児科

神　経　内　科

産婦人科(午後)

耳鼻咽喉科(午後)

皮　　膚　　科

泌　尿　器　科

歯科(日本歯科大学)

人 間 ド ッ ク※

外　　科

午
　
　
後

県
から

受付時間などについて

第2・4週

第1・3・5週

（内科４診）
９:00～予約のみ

（内科１診）
【肝臓】14:00～再来予約のみ



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。

作　品　�古やのもり

　　　　�粟福米福

と　き　６月２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

時　間　�昼…13時30分～15時30分

　　　　�夜…19時～21時

定　員　各講座とも先着８名

受講料　500円(テキスト代)

受付開始　６月20日(水)午前９時から

　電話(�53－7511)で受け付けます。

７月のパソコン研修会

講座名 とき 内容

①エクセル入門

（昼)
７/12(木)

文字入力が

できる方

②パソコン入門

（夜)
７/26(木)

パソコン

初心者

作品①　�父と娘の星座解説

　　　　�消えた恐竜

期間①　６月２日(土)～７月15日(日)

作品②　�蛇使い座にまつわる

　　　　　ギリシャ神話

　　　　�太陽

期間②　７月21日(土)～８月26日(日)

上映時間（各回40分）

　�土曜日…14時・16時

　�日曜日…11時・14時・16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

プラネタリウムものがたりシアター

　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？

相談案内
相談は無料で、秘密
は堅く守られます

特　　設

人権相談

弁護士の
無料法律
相　　談

と　き　６月１日(金)10時～15時
ところ　老人憩いの家むつみ荘
対　象　いじめ・夫婦・不当差別でお困りの方
相談員　人権擁護委員
問い合わせ　総務課総務班�64－1476

と　き　６月20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　６月13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

６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）
特設人権相談所（10:00～15:00、むつみ荘）

光兎山登山とヒメサユリ観賞会（７:00に中束集落センター集合）
キラリと光る地域活性化事業公開審査会（９:00～、村民会館大ホール）
ゴルフコンペ大会（９:00～、櫛形ゴルフ場〔胎内市〕）

婦人がん(子宮がん・乳がん)検診
（午前の部 受付８:50～、午後の部 受付12:30～、保健センター）
青少年育成関川村民会議総会（19:00～21:00、村民会館大ホール）

春の健康ウォーク（８:30に村民会館集合～15:00、笹川流れ）
歌とおどりと笑いの饗宴（開演10:30～、村民会館アリーナ）
下関地区敬老会（11:00～、村民会館大ホール）
湯沢地区敬老会（11:00～、むつみ荘）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）
乳児相談（4、5か月児）(受付13:10～13:30、保健センター）

[芒種]
放課後子ども教室・開講式（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）

第22回村民親善野球大会（８:00～、村スポーツ公園）
川北地区敬老会（11:00～、むつみ荘）

機能訓練日（13:30～15:30、保健センター）
初心者社交ダンス教室(昼)②（13:00～15:00、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）
霧出地区敬老会（11:30～、むつみ荘）

第39回ＵＰ・ＤＯＷＮ関川マラソン大会
（開会式９:00～、安角ふれあい自然の家）

初心者社交ダンス教室(昼)①（13:00～15:00、村民会館大ホール）

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（10:00～12:00、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)「ヨガ」①（19:30～20:30、村民会館大ホール）

１ 金

２ 土

３ 日

４ 月

５ 火

６ 水

７ 木

８ 金

９ 土

10 日

11 月

12 火

13 水

14 木

15 金

16 土

７月

21 木

20 水

22 金

23 土

24 日

25 月

26 火

27 水

28 木

29 金

30 土

１ 日
２ 月

３ 火

４ 水

５ 木

17 日

18 月

19 火

カレンダー６月１日　 ７月５日

こころの
健　　康
相 談 会

女 性 の

健　　康

相 談 会

と　き　６月19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）
申し込み先　村上地域振興局健康福祉部
　地域保健課�53－8368

と　き　６月21日(木)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
申込締切　６月19日(火)まで
申し込み先　村上地域振興局健康福祉部
　地域保健課�53－8369

　新潟いのちの電話は新潟県の自殺があまりに多いことから1984年
に設けられたボランティアによる自殺予防の電話相談活動です。

新潟いのちの電話

いつでも、
だれでも、
どこからでも

みんな笑顔になってください。

お近くの電話番号にお掛けください。

山城探索会③（13:10に歴史館集合～17:00、内須川～南赤谷）
弁護士無料法律相談（10時～15時、村上市社会福祉協議会神林支所）
婦人がん(子宮がん・乳がん)検診
（午前の部 受付８:50～、午後の部 受付12:30～、保健センター）
初心者社交ダンス教室(昼)③（13:00～15:00、村民会館大ホール）

[夏至] 
健康教室(夜)「ヨガ」②（19:30～20:30、村民会館大ホール）

１歳６か月、３歳児健診（受付12:50～13:30、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）

初心者社交ダンス教室(昼)④（13:00～15:00、村民会館大ホール）

女川地区敬老会（11:00～、むつみ荘）

健康相談日（10:00～12:00、保健センター）

大石川源流と月夜平ブナ原生林探訪会
（９:00におおいし自然館に集合、月夜平のブナ原生林）

古道を歩く②（9:10に歴史館集合～17:00、玉川～大里峠～沼）
健康教室(夜)「ヨガ」③（19:30～20:30、村民会館大ホール）

連盟会長杯野球大会（８:00～、村スポーツ公園）
七ヶ谷地区敬老会（11:00～、むつみ荘）

胃がん・大腸がん検診（～７月14日まで、日曜日除く）
放課後子ども教室（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）

あゆ解禁日「釣り」（禁漁区を除く荒川全域）
健康教室(夜)「ヨガ」④（19:30～20:30、村民会館大ホール）

乳児(７、８、10、11か月児)健診・ブックスタート
（受付13:00～13:30、保健センター）
初心者社交ダンス教室(昼)⑤（13:00～15:00、村民会館大ホール）

還暦のつどい（10:00～、会場未定）
四ヶ字地区敬老会（10:30～、むつみ荘）
上関地区敬老会（11:30～、上関集落開発センター）
郡市ポンプ操法競技会
(９:00～、村上市荒川地区総合運動公園)


