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村民会館イベント

歴史館イベント

おはなしの会「絵本の読み聞かせ」

と　き　７月21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

と　き　７月19日(木)

　７時30分に歴史館集合

行き先　�外山康雄 野の花館(南魚沼市)

�トミオカホワイト美術館(南魚沼市)

�西福寺/石川雲蝶天井彫刻(魚沼市)

定　員　先着40名

参加費　4,000円(入館料、昼食込み)

申込締切　７月11日(水)

問い合わせ・申し込み

　歴史とみちの館�64－1288

美術館めぐり

と　き　７月28日(土)10時～(小雨決行)

ところ　大石ダム湖畔県民休養地周辺

内　容　�ウォーキングラリー�ダムと

発電所見学�カヌー体験�魚のつかみ

どり(小学生以下)�遊びのひろば開放

(ゴーカート、ミニＳＬ、バッテリー

カー)�フリーマーケット�ステージ

イベント

問い合わせ・申し込み

　おおいしダム湖畔まつり実行委員会

　(農林観光課内)�64－1478

�参加費500円(清掃協力費として)
�テント、敷物、展示台などは各自で
準備願います　�間口は３ｍ程度

�業者関係者はお断りします

他 7月28日(土)10時～

おおいしダム湖畔まつり団体

他 アクセス2013

 就職ガイダンス団体フリーマーケット出店者募集
20店舗募集(先着順)

と　き　７月29日(日)

　９時30分～13時30分

ところ　下川口河原(大石川)

定　員　先着500名

内　容　�親子でかじかとり�川遊び

�各種イベント　

参加料　2,000円(日帰り)

　用具代、昼食代、保険代含む

※宿泊パックもあります

その他　天候等により中止する場合があ

ります。大人だけのグループや1人で

の申し込みは受け付けておりません。

※事前申込が必要です

問い合わせ・申し込み

　関川村観光協会(農林観光課内)

　�64－1478  

他 ７月29日(日)

 親子かじかとりまつり団体

村  働く保護者を応援します
 学童保育利用者募集から

　学童保育所では夏休み中の利用者を募

集します。

対象者　昼間保護者がいない家庭の小学

校１～４年生までの児童

期　間　７月30日(月)～８月31日(金)の

夏休み中　７時30分～18時30分

�休み…第２、第４土曜、日曜祝祭日、

　　　お盆期間(８月14日～16日)

料金表

申込締切　7月10日(火)

問い合わせ・申し込み

　住民福祉課住民福祉班�64－1471

区　分 料金(保険料・
おやつ代含む)

7/30(月)～8/31(金) 15,000円　

1,100円　

550円　

1,200円　

600円　

9,000円　通年利用者で８月のみ

７月
１日

半日

１日

半日
８月

村 一般事務・栄養士を募集
 関川村職員採用試験から

募集職種・人員　�一般事務・１名程度

　　　　　　　　�栄養士・１名

受験資格　�一般事務は、昭和62年４月

２日以降に生まれた人で高等学校以上

の学校を卒業した人(平成25年３月卒

業見込み含む)

�栄養士は、昭和62年４月２日以降に生

まれた人で栄養士資格取得者(平成25

年３月末までに資格取得見込み含む)

試験の程度　高等学校卒業程度

申込締切　７月31日(火)当日消印有効

申込受付　土・日曜・祝祭日を除き

　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

一次試験日　９月16日(日)

採用予定日　平成25年４月１日

問い合わせ・申し込み

　総務課総務班�64－1476

村 夏場は血液が不足します
献血にご協力願いますから

と　き　７月24日(火)

持ち物　運転免許証や健康保険証などの

本人を確認できるもの

問い合わせ

　住民福祉課健康介護班�64－1472

と　き　７月13日(金)13時30分～16時

ところ　村上市教育情報センター

対　象　平成25年３月学校卒業予定者

その他　

　７月は「学卒者求人確保強化月間」

問い合わせ　ハローワーク村上

　求人・学卒部門�0254－53－4141

ところ

コバレントシリ
コン㈱関川工場

垂水の里

保健センター

12時45分～13時30分

14時30分～16時

９時30分～11時15分

時間（予定）

上関住宅入居者募集中！　申込締切 ７月17日(火) 問い合わせ・申し込み　建設環境課　64－1479
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他 職員募集
  下越障害福祉事務組合団体

採用職種　�社会福祉(支援員・指導員

または介護員) ４名

受験資格　昭和57年４月２日以降に生ま

れた方で学校教育法の規程に基づく高

等学校を卒業し、社会福祉主事任用資

格・保育士資格または同等以上の資格

を有する方(平成25年３月31日までに

卒業見込または資格取得見込み含む)

受付期間　７月13日(金)～８月３日(金)

　（直接または郵送で受け付けます）

受験用紙　下越障害福祉事務組合事務局

総務課で交付※新発田地域広域事務組

合のホームページからダウンロード可

 http://www.shibata-kouiki.jp/s-kouiki/

試験日 �第１次 ９月16日(日)10時～

�第２次　10月下旬※１次合格者に通知

試験内容　

�第１次 教養試験・適性検査・専門試験

�第２次 職場実地適正試験・面接試験

採用予定日　平成25年４月１日

問い合わせ・申し込み

　下越障害福祉事務組合事務局総務課

　�0254－26－1501

他 新潟県商工会連合会
 職員採用試験団体

募集職種　経営指導員・経営指導員研修生

募集人員　�経営指導員　６名　

�経営指導員研修生　５名

勤務先　

　県内の商工会または県商工会連合会

受付期間　

　７月20日(金)～８月21日（火）必着

試験日　９月２日(日)

採用予定日　平成25年４月１日

問い合わせ先

　関川村商工会�64－1341または、

　県商工会連合会�025－283－1311

募集職種・人員

①平成25年４月採用

�助産師・５人程度�看護師・110人程度

②平成24年10月以降採用(特別募集)

�助産師、看護師・合わせて10人程度

受験資格　

�①平成25年４月採用…昭和43年４月２

日以降に生まれた人

※助産師・看護師ともに免許取得者また

は平成25年に行われる国家試験により

免許取得見込みの人

�②平成24年10月以降採用…昭和42年４

月２日以降に生まれた人

※助産師・看護師の免許取得者

試験日時および試験会場

◆助産師　

�試験日　７月21日(土)、22日(日)

�受付時間　９時20分～９時40分

�試験会場　新潟県庁(新潟市中央区)

◆看護師　

�試験日　７月21日(土)、22日(日)、

　25日(水)、28日(土)、29日(日)

�受付時間　９時20分～９時40分

�試験会場　新潟県庁(新潟市中央区)

※上記試験日のいずれか１日を選択します

受付期間　７月12日(木)までの消印有効

問い合わせ・申し込み

　新潟県病院局総務課職員係

　�025－280－5554(直通)

新潟県職員採用試験県
から

平成24年度自衛官募集国
から

※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�0254－26－5619

募集種目 資 格
受付
期間

試験
期日

航空学生

一般曹候
補生

高卒(見込
含)21歳未
満の方

8/1
～
9/7

9/22
(土)

8/1
～
9/7

9/17
(祝・月)

18歳以上27
歳未満の方

自衛官候
補生(男子)

7/1
～
9/14

9/23(日)
9/24(月)
9/25(火)
9/26(水)

18歳以上27
歳未満の方

自衛官候
補生(女子)

8/1
～
9/7

9/23
(日)

18歳以上27
歳未満の方

他 ルールを守って釣りましょう

あゆ解禁日団体

問い合わせ

　荒川漁業協同組合�62－1163

種　別

釣り ７月５日(木)

８月１日(水)

８月21日(火)

８月15日(水)

８月21日(火)

７月５日(木)

９月15日(土)

投あみ

ウナワ

ゴロカケ

遊魚料金

区　域 解禁日

荒川全域
(禁漁区を除く)

温泉橋～
丸山大橋を除く

温泉橋～
丸山大橋間

温泉橋～
丸山大橋を除く

温泉橋～
丸山大橋間

高田橋下流～

年　券

１日券

8,000円

2,000円

荒川全域
(禁漁区を除く)

　こころの健康やメンタルヘルス、精神

疾患に関すること、障がいに関する困り

ごとなど、お気軽にご相談ください。

　ご家族からの相談も受け付けています。

と　き　７月24日(火) 14時～16時

ところ　地域活動支援センター

　さくら工房

相談員　相談支援専門員　手塚 健介

　相談支援専門員　小川 隆

問い合わせ・申し込み　

　住民福祉課住民福祉班�64－1471

相談
案内 障がいに関する相談会

住民基本台帳の
閲覧状況を公表

平成23年４月から平成24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

「平成23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)

「男女平等社会づくりに向
けた県民意識調査」の対象
者抽出(県男女平等社会推進課)

(株)ＩＴスク

エア

(株)ＩＴスク

エア

平成23年

９月29日

20歳以上

　75歳以下

村全域

自衛官募集に関する適齢者
の抽出

平成23年

11月29日

20歳以上

　79歳以下

20歳以上

村全域

(株)サーヴメ

ント
平成23年

10月19日

平成6年4月2日～
平成7年4月1日生
平成9年4月2日～
平成10年4月1日生

高田

「平成24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)

防衛省自衛隊
新潟地方協力
本部 新発田地
域事務所

平成24年

３月16日
高瀬

問い合わせ　住民福祉課住民福祉班�64－1471
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他 東北電力から
 感電事故防止のお願い団体

７月は社会を明るくする運動強調月間です「犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ」

　国民健康保険の保険証の有効期限は今

月末です。

新しい保険証の色　ベージュ色

保険証の受け渡し方法

　世帯分をまとめて世帯主あてに７月末

までに郵送します

※窓口交付を希望する方は７月18日(水)

までにご連絡ください

保険証が届いたら　内容に間違いがない

か、加入者全員分があるかご確認くだ

さい。誤りなどがありましたら、至急

連絡願います。

○学保険証　更新手続きが必要です。
　①在学証明書か学生証の写し

　②古い保険証

　③印鑑を持って役場受付で

　　　　　交付手続きをしてください

保険税を滞納すると

　①有効期間が短い保険証を発行します

　②さらに滞納が続くと医療費の全額を

　負担していただきます

問い合わせ

　住民福祉課住民福祉班�64－1471

国保の保険証更新です！村
から

　入院したときの食事代は、１食分の標

準負担額を自己負担して残りを国保が負

担します。

※診療や薬にかかる費用とは別支払い

食事代の標準負担額(１食あたり)

 鮎釣りのシーズンです。釣りをすると

きは、必ず付近に電線がないことを確認

してください。

　万が一、接触して

しまったときは

すぐに東北電力まで

ご連絡ください。

問い合わせ　東北電力コールセンター

　�0120－175－366(24時間受付)

注意①　住民税非課税世帯と低所得者Ⅰ・

Ⅱの方は、『認定証』が必要です。

　『認定証』は申請のあった月の初日か

ら適用しますので入院の前に申請して

ください。

注意②　過去12か月で入院日数が90日を

超えるときは、申請の翌月から１食

160円となります。入院日数を確認で

きる書類(領収証書など)を添えて申請

してください。

注意③　現在、長期に該当する『認定証』

をお持ちの方は、７月末で有効期限が

切れます。７月27日(金)までに継続申

請を忘れずに提出してください。

問い合わせ

　住民福祉課住民福祉班�64－1471

村
から

申請が必要な方はお忘れなく

国保の食事代『減額認定証』

　浄化槽の法定検査には、法第７条検査

と法第11条検査の２種類があり、受検す

ることが義務付けられています。

　ご家庭で管理する浄化槽から、水質基

準に合った水が放流されるように、必ず

受検をお願いします。

法定検査

�法第７条検査…新規設置、構造変更後

に初めて行う検査で、設置工事が正し

く行われたかどうかを判断するもの

�法第11条検査…保守点検や清掃が正し

く行われ、浄化槽が正常に機能してい

るかを判断するもので、年１回の定期

検査が義務付け

問い合わせ　村上地域振興局健康福祉部

　(村上保健所)衛生環境課�53－8371

県
から

受検ください
  「浄化槽の法定検査」

一般(下記以外の方) 260円

210円

160円

100円低所得者Ⅰ

住民税非課税

世帯

低所得者Ⅱ 過去12か月

で90日を超

える入院

90日までの

入院

 病気や事故により脳に障害を受け、記

憶力、注意力、計画的に物事に取り組む

能力、感情のコントロールや意欲が低下

する等の状態を「高次脳機能障害」と呼

んでいます。ご本人やご家族は障害に戸

惑い、様々な生活への不安を持つなど共

通の悩みを抱えています。そこで脳外傷

友の会「スワン」との共催で、高次脳機

能障害者のご家族を対象にした「家族の

つどい」を開催いたします。ぜひご参加

ください。

と　き　７月18日(水)14時～15時30分

ところ　新潟県精神保健福祉センター

　ユニゾンプラザ内(新潟市中央区上所) 

内　容　日ごろの悩みや苦労を語り合う

対　象　高次脳機能障害者のご家族

申込み　開催日の概ね１週間前まで

※初めて参加される方は、開催日の２週

間前までに申し込みください。

問い合わせ・申し込み　

　新潟県高次脳機能障害相談支援センター

　�025－365－0177

相談
案内

高次脳機能障害者
「家族のつどい」

村
から

納期限内の納付をお願いします

７月の納税予定一覧

納期限　７月31日(火)
口座振替日　７月25日(水)

税目(期) 問い合わせ

固定資産税(２期)

介護保険料(１期)

国民健康保険税
(１期)

税務会計課税務班
�64－1451

住民福祉課健康介護
班�64－1472

住民福祉課住民福祉
班�64－1471

後期高齢者医療
保険料(１期)

検診(健診)名 対象者 会　場 料　金受付時間

特定健診
(肝炎ウイル
ス検診も同時)

前立腺がん
検診

胸部レントゲ
ン検診

胃がん検診

大腸がん
検診

７
月
７
日(

土)

・
14
日(

土)

７月７日(土)、14日(土)に各種検(健)診を一斉開催！７月７日(土)、14日(土)に各種検(健)診を一斉開催！
村
から

まだ受診されていない方はこの機会にぜひ受診しましょう！

　受診には、受診票・問診票などが必要です。説明文をよくご覧の上、当日忘れずに
持参ください。

問い合わせ・申し込み　住民福祉課健康介護班�64－1472

と
き

30歳以上
(村国保以
外の方は、
保 険 者 発
行 の 受 診
券が必要)

50歳以上

40歳以上

35歳以上

40歳以上

8:00～
 10:00

30代…1,300円
国保…1,300円
(40,45,50,55歳は500円)
国保以外…各保険者によっ
　て異なる
後期高齢…無料

700円
50歳…無料

35～39歳…1,500円
41歳以上…1,000円
40歳・50歳…無料

500円
※がん検診推進事業対象者
(平成24年４月１日時点年齢
が40・45・50・55・60歳の
者)…無料

無料

村民会館
大ホール

村民会館
大ホール

村民会館
アリーナ側玄関前

村民会館会議室
(図書室奥)

村民会館会議室
(図書室奥)

8:00～
 10:00

7:15～
  9:30

7:30～
  9:30

7:30～
  9:30



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。

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　７月20日(金)午前９時から

　電話(�53－7511)で受け付けます

８月のパソコン研修会

講座名 とき 内容

①チラシ作成(夜)
８/９(木)

ワードの基
本操作がで
きる方

②デジカメ画像を

　取り込もう(昼)
８/23(木)

パソコン

初心者

作品①　�蛇使い座にまつわるギリシャ神話

　　　　�太陽

期　間　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

　クイズ形式で図書館の使い方を学ぼう！

と　き　８月３日(金)10時30分～11時30分

ところ　１階中央図書館内

定　員　先着で小学生(４年生以上)10名

受付開始　７月20日(金)９時から

　電話(�53－7511)で受け付けます

図書館クイズラリー

おはなしの会

内　容　図書館での仕事を体験
期　間　７月26日(木)～27日(金)
定　員　中高生５名　
受付開始　７月５日(木)～20日(金)の間に
　図書館カウンターか電話で受け付けます

中高生ボランティア

相談案内
相談は無料で、秘密
は堅く守られます

弁護士の
無料法律
相　　談

と　き　７月18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　７月11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

７月 夏の健康登山(６:00に村民会館集合～17:30、松平山[阿賀野市］）
連盟会長杯野球大会（８:30～、村スポーツ公園）
七ヶ谷地区敬老会（11:00～、むつみ荘）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）

歴史館企画展「五十嵐 力展」（～12月28日まで）
（9:00～16:30、せきかわ歴史とみちの館）
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）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）

機能訓練日（13:30～15:30、保健センター）
健康教室(夜)「ヨガ」⑤（19:30～20:30、村民会館大ホール）

関川スポーツ少年団 創立30周年記念事業
「記念講演会」（14:30～、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）

関川村農業委員会委員一般選挙【告示日】
立候補受付 8:30～17:00

[小暑]特定健診・胸部レントゲン検診・胃がん・大腸がん
検診 (村民会館大ホール、アリーナ側玄関前、会議室）

第18回教育委員長杯ソフトボール大会
（８:00～、村スポーツ公園）
九ヶ谷地区敬老会（11:00～、むつみ荘）

関川村農業委員会委員一般選挙【投票日】
（７:00～18:00、村内各投票所）
初心者社交ダンス教室(昼)⑥（13:00～15:00、村民会館大ホール）

特定健診・胸部レントゲン検診・胃がん・大腸がん検診
(村民会館大ホール、アリーナ側玄関前、会議室）
岩船地方山岳遭難救助訓練
（８:00に大石ダム植物園集合、立烏帽子）

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）

１ 日

２ 月

３ 火

４ 水

５ 木

６ 金

７ 土

８ 日

９ 月

10 火

11 水

12 木

13 金

14 土

15 日

８月

21 土

20 金

19 木

18 水

17 火

16 月

22 日

23 月

24 火

25 水

26 木

27 金

28 土

29 日

30 月

31 火

１ 水
２ 木

３ 金
４ 土

５ 日

カレンダー ７月１日　 ８月５日

こころの
健　　康
相 談 会

と　き　７月12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

申し込み　村上地域振興局健康福祉部

　地域保健課�53－8369

自治功労者表彰式（10:00～、村民会館大ホール）

第63回新潟県消防大会
（ポンプ操法競技13:00～、村上市グリーンパークあらかわ）

[海の日]

[大暑]

特定健診結果説明会（～８月１日まで、土・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）

おはなしの会（10:30～11:00、村民会館会議室）

初心者社交ダンス教室(昼)⑧（13:00～15:00、村民会館大ホール）

健康教室(夜)「ヨガ」⑦（19:30～20:30、村民会館大ホール）

関川小学校終業式

親子かじかとりまつり（９:30～13:30、下川口河原）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）

おおいしダム湖畔まつり（10:00～、大石ダム湖畔県民休養地）
緑の少年団キャンプ（～７月29日、鷹ノ巣キャンプ場）

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）
初心者社交ダンス教室(昼)⑦（13:00～15:00、村民会館大ホール）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）
関川中学校終業式
関川中わたしの主張大会(14:00～15:30、関川中体育館)

献血　９:30～11:15、コバレントシリコン(株)関川工場
　　　12:45～13:30、垂水の里　14:30～16:00、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）

夏の美術館めぐり（７:30に歴史館集合、南魚沼市へ）
健康教室(夜)「ヨガ」⑥（19:30～20:30、村民会館大ホール）

と　き　８月２日(木)
　10時30分～11時30分
ところ　おはなしコーナー
内　容　読み聞かせと折り紙でのペー
プサート作り

村　　上

サポステ

情　　報

 親サロンを開催します。親同士が気軽に話し合っ
たり、情報交換する場です。イベントも企画中で
す。参加しやすい日程を選んでご参加ください。
と　き　�第２土曜日　10時～11時30分
        �第４木曜日　19時～20時30分
ところ　村上市勤労青少年ホーム　
対　象　利用者の保護者
参加費　一人100円(お茶代)
問い合わせ　
　村上地域若者サポートステーション�50－1553

情報センター夏まつり特集


