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村民会館イベント

と　き　７月１日(日)８時30分～

ところ　村スポーツ公園

申込締切　６月25日(月)

組み合わせ抽選会

  ６月25日(月)村民会館で19時～

申し込み　村民会館�64－2134

連盟会長杯野球大会

　当日は、六本杉から金俣の一部で交通

規制を行います。路上駐車などないよう

にご協力願います。

と  き　６月17日(日)９時～開会式

ところ　安角ふれあい自然の家

問い合わせ　村民会館�64－2134

ＵＰ・ＤＯＷＮ第39回
関川マラソン大会

と　き　７月８日(日)８時～

ところ　村スポーツ公園

申込締切　７月２日(月)

申し込み　村民会館�64－2134

第18回教育委員長杯
壮年ソフトボール大会

と　き　７月１日(日)６時～17時30分

　６時に村民会館集合

ところ　松平山(標高953ｍ、阿賀野市)

コース紹介�五頭周回コースの２つのう

ちのひとつに挑戦しましょう！ブナの

森の中を歩く前半と展望の五頭稜線を

歩く後半です。

募集定員　44名　参加費　500円

持ち物　昼食・水・雨具

申し込み　村民会館�64－2134

夏の健康登山
　松平山から五頭山周回

今年は891名のランナーが参加します！

　どんな仕事でもお気軽に相談ください。

長年の経験を活かして、お役に立ちます。

問い合わせ・申し込み

　村上地域シルバー人材センター

　関川村事務所�64－0020

皆さんのお手伝いをします
シルバー人材センター

シ
ル
バ
ー

作 業 名
１時間当たり費用額
(事務費５％込)

草取り

草刈り

庭木剪定

襖・障子張り

普通車運転

その他雑役

788円

1,403円(燃料込み)

1,260円(器材含まず)

戸１枚1,260円 他紙代

945円

788円～893円

　平成25年度は中学校の教科書が大幅に

改訂されます。ぜひご来館ください。

と　き　６月15日(金)～30日(土)

　平日…９時～19時 土日…９時～17時

　閉館日…６月18日(月)、25日(月)

ところ　村上市教育情報センター

問い合わせ　村上教科書センター

　(村上小学校内)�53－2249

平成25年度使用
小中学校教科書の展示

他
団体

　男性と女性が、職場で、学校で、地域

で、家庭で、それぞれの個性と能力を発

揮できる「男女共同参画社会」その実現

のためには、国民のみなさん一人ひとり

の取り組みが必要です。私たちのまわり

の男女のパートナーシップについて、こ

の機会に考えてみませんか？

男女共同参画に関連する相談機関

　性別による差別的扱いや男女の健康・

生き方など、電話等により専任の相談員

が相談をお受けします。内容によって弁

護士による法律相談や医師による「ここ

ろの相談」を受けられます。

　相談は無料で秘密は固く守られます。

問い合わせ　新潟県男女平等推進相談室

　(新潟ユニゾンプラザ３階)

　�025-285-6605

６月23日(土)～29日(金)
 男女共同参画週間

他
団体

　新発田病院は、７月２日(月)から下記

診療科の外来紹介予約制が拡大されます。

◆医療機関に受診したいときは、次のよ

うにお願いします。

�お近くの開業医を受診してください。

�開業医で大きな病院での診察や検査等

が必要とされた場合は、開業医で紹介

状の用意とＦＡＸで予約をしていただ

いた上で当病院を受診してください。

�当病院は、紹介状をお持ちの予約患者

さんの診察に当たります。

�紹介予約制は、地元医師会の了解の上

で実施いたします。

問い合わせ　県立新発田病院

  �0254－22－3121(代表)

◆これまで紹介予約制をとっていた科

　�整形外科�眼科�泌尿器科

◆新たに紹介予約制となる科

　�内科�外科�胸部外科�神経内科

　�脳外科�産婦人科

県 県立新発田病院から
 外来受診方法についてから

　安全登山の正しい知識を身につけても

らおうと山岳事故防止訓練を実施します。

と　き　７月14日(土)８時～15時

　８時に大石ダム植物園集合

ところ　立烏帽子(たてえぼし)標高680ｍ

対象者　どなたでも

講　師　岩船地方山岳遭難対策協議会

参加費　無料(傷害保険は各自)

内　容　安全登山、緊急対応、読図、

　観察など

※雨天の場合は、おおいし自然館で座学

を実施し、正午で解散となります。

持ち物　昼食・水筒・非常食・雨具・軍

手・タオル・筆記用具・コンパスなど

申込締切　７月６日(金)

その他　日程を変更する場合は、参加者

へ連絡します。

問い合わせ・申し込み先

　総務課総務班�64－1476

村 岩船地方山岳遭難救助訓練
から

６月25日(月)～７月1日(日)は「子どもの人権110番強化週間」です。



2

国 採用試験のご案内
  税務職員(国家公務員Ⅲ種)から

受験資格　平成24年４月１日現在で、高

校(中等教育学校)を卒業した日の翌日

から起算して３年を経過していない人

及び平成25年３月までに高校(中等教

育学校)卒業見込の人

試験の程度　高等学校卒業程度

受験受付期間　６月26日(火)～７月10日

(火)まで(土・日曜日は除く)

※７月10日(火)までの通信日付印有効

受験申込書請求　村上税務署、関東信越

国税局人事第二課、人事院関東事務局

試験日　第１次 ９月９日(日) 　　

採用日　平成25年４月１日

問い合わせ　関東信越国税局人事第二課

　試験係�048－600－3111

県 来日外国人による不法滞在・
不法就労防止に関するお願いから

　国では６月を「外国人労働者問題啓発

月間」に設定しています。これを受け、

新潟県警察では６月を「来日外国人犯罪

対策及び不法滞在・不法就労防止のため

の活動強化月間」に指定し、不法滞在・

不法就労を助長する悪質・組織的な犯罪

の取り締まり、不法滞在・不法就労防止

のための指導啓発活動を強化しています。

事業者の方へお願い

　事業者の方が外国人を雇用する際、旅

券(パスポート)か外国人登録証明書で

�在留する資格を有しているか

�就労できる在留資格であるか

を確認いただくようお願いします。

※在留資格や在留期限、旅券、外国人登

録証明書、その他不明な点はお問い合

わせください。

問い合わせ　村上警察署�52－0110

６/15現在の状況　

�母屋：南側の下屋屋根の木部修理と

かまどの組立を行っています

�米蔵：屋根の木部修理中です

６/15 ～７/15までの工事予定

�母屋：屋根の木部修理、かまどの修理

�米蔵：屋根の板葺開始

※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.32

　日本赤十字社・共同募金会では、５

月６日に発生した竜巻災害により被災

された方々を支援します。

受付期間　

　平成24年７月31日(火)まで

義援金受付先　

　日赤関川分区・共募関川村分会

　(関川村社会福祉協議会内)�64－0111

注意事項

★胃がん検診を受診する方へ

�前日の20時から検査終了まで食べ物、

アルコールを摂取しないでください。

�受診当日、水または白湯は検査３時間

前までであれば飲んでも構いません。

牛乳やジュース類は飲まないでくださ

い。喫煙はしないでください。

�うっかり飲食したときは受診できませ

んので、ほかの日に受診してください。

★大腸がん検診の便を役場に提出される

方は、必ず９時30分までにお持ちくだ

さい。※時間遵守のこと

★検診を申し込んだ方で受診しないとき

は、受診しない理由を受診票に記入し

て、住民福祉課へ必ず届けてください。

★申し込みをしていない方や80歳以上の

方で受診を希望するときは、住民福祉

課へご連絡ください。

★検査の結果、異常のない方には通知し

ませんので、ご了承ください。

問い合わせ　住民福祉課 健康介護班�64－1472

胃がん

大腸がん

７月３日(火)

７月４日(水)

７月５日(木)

７月６日(金)

７月７日(土)

７月９日(月)

７月10日(火)

７月11日(水)

７月12日(木)

７月13日(金)

７月14日(土)

35歳以上の申込者

40歳以上の申込者

7:50～9:30

7:50～9:30

7:50～9:30

7:50～9:30

7:30～9:00

7:30～9:30

7:30～9:00

7:30～9:00

7:30～9:00

7:30～9:00

7:30～9:00

7:30～9:30

むつみ荘

小見前新田集会場

中束集落センター

女川地区ふるさと会館

女川地区ふるさと会館

高田地区ふるさと会館

村民会館会議室

七ヶ谷地区ふるさと会館

九ヶ谷地区ふるさと会館

上土沢集落開発センター

下川口集落センター

大島集落開発センター

山本公会堂

関川村保健センター

関川村保健センター

村民会館会議室

高瀬・沢・湯沢

松平・滝原・上野山・小見・小見前新田・松ヶ丘

蕨野・中束・田麦千刈

上野原・深沢・若山・上野新・上野・小和田

上新保・蛇喰・南中・宮前・朴坂

高田・桂・平内新

下関１組～11組・該当地区で受けられない人

蔵田島・久保・鮖谷・安角・大石・金俣

沼・片貝・聞出・金丸・八ツ口

上土沢

下川口・荒川台・大内淵・上川口

大島・下土沢

山本・幾地・鍬江沢

辰田新・打上・内須川

勝蔵・南赤谷・下関12組～37組

上関全域・該当地区で受けられない人

35歳～39歳…1,500円・41歳～…1,000円

500円

検診の種類

と　き 時　間 ところ 対象地区

対　象　者 料　　　金

胃がん・大腸がん検診
早期発見のために申し込みした方は必ず受診してください

胃がん検診は前日の20時
から飲食が制限されます

村
から

主　催　はっぴぃふぁーむ

と　き　６月30日(土) 18時30分～

ところ　東桂苑

参加費　2,000円

問い合わせ・申し込み 

　はっぴぃふぁーむ事務局　奥山

　�64－0190 

　Ｅメール:hana_pua@yahoo.co.jp

吉本有里
ハートウォームコンサート

他
団体

「つなげよう支援の輪」
 栃木・茨城県竜巻災害の義援金募集

社
協

※40歳と50歳は無料

※無料クーポン対象者は無料

「障がいに関する相談会」
 とき：６月19日(火)14時～16時　ところ：さくら工房　◆問い合わせ　住民福祉課住民福祉班　64－1471


