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村民会館から

文芸せきかわ原稿募集

★締切は８月31日(金)です。

応募資格　�村内に住所を有する方

�村内に勤務する方 �村出身の方

種　目　�随筆・紀行文・コント…１編

　400字詰め原稿用紙10枚以内

�詩…１編につき400字詰め原稿用紙

　３枚以内

�短歌…10首まで �俳句…10句まで

�川柳…10句まで

注意事項　詳しくは村民会館へ確認くだ

さい

作品提出締切　８月31日(金)厳守

提出先　村民会館�64－2134

　村では、村税の確保と納税の公平性確

保のために公売を行います。

　公売は、ヤフー株式会社が提供するイ

ンターネット公売システムを利用して行

います。

公売品 「虎のはく製」

参加手続き 「村ホームページ」か「ヤ

フー株式会社ホームページの官公庁オ

ークション」をご覧ください

公売スケジュール(予定)

　高校生等支援バスは、夏休みのため運

休します。ご理解とご協力をお願いします。

運休期間　７月30日(月)～８月24日(金)

※８月27日(月)から平常運転

問い合わせ　

　総務課企画財政班�64－1476

下見会(無料)※事前に申込みが必要です。

と　き　７月17日(火) ９時～16時

ところ　関川村役場

問い合わせ　新潟県地方税徴収機構

　�0254－21－3761

村 インターネット公売と
  公売品の下見会を実施しますから

　村では、地域経済の活性化を促進する

ため、住宅改修費用の一部に補助金を交

付しています。

条件�村内の施工業者が工事を行うこと

�20万円以上の工事であること

�住宅の改修・修繕工事であること  など

補助額　補助対象額の10％

（10万円を上限）

申請・問い合わせ

【事前相談】建設環境課地域整備班

�64－1479

【書類申請】総務課企画財政班

�64－1476

村 住宅改修補助金(10万円)
申請はお早めに！から

　８月１日から使用する高齢受給者証を

７月末までに郵送します。郵送は、国保

の保険証と一緒に世帯主あてで発送しま

す。受給者証が届いたら、記載事項を確

認し、誤りなどがありましたら、至急ご

連絡願います。

高齢受給者証とは

　70歳以上75歳未満の方には、所得など

に応じて自己負担割合が記載された「高

齢受給者証」が交付されます。

　適用は70歳の誕生日の翌月(１日が誕

生日の方はその月)から75歳の誕生日の

前日までです。お医者さんにかかるとき

は必ず保険証と一緒に提示してください。

問い合わせ

　住民福祉課住民福祉班�64－1471

村 国保加入者で70歳以上の方へ
高齢受給者証を更新から

　放射能の基本的な知識と食品の放射性

物質の新基準に関する講演会を行います。

と　き　８月20日(月) 受付13時～

　講演13時30分～

ところ　村上市教育情報センター

講　師　新潟薬科大学　浦上　弘教授

（にいがた食の安全安心審議会委員）

題　目「放射能って何？～食品の放射性

　物質の基準を中心に～」

申込み　先着50名　※電話で申し込みく

ださい

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)衛生環境課�53－8371

県 放射能に関する講演会から
　夏休みやお盆休み中の旅行や出張など

のため、乗車券を購入される際は、「下関

駅」をご利用ください。下関駅では、１

か月以上前から電話で受け付けています。

また、高校等通学のための定期券購入も、

ぜひ「下関駅」でお買い求めください。

窓口営業時間　6時40分～18時20分

乗車券・定期券購入の問い合わせ

　越後下関駅�64－1044

問い合わせ

　総務課企画財政班�64－1476

村 列車指定券予約は
ぜひ越後下関駅で！から

と　き　７月29日(日) ９時～16時

ところ　村民会館小会議室

対　象　受験希望者及びその家族等、公

務員に興味のある方

内　容　高等工科学校、防衛大学校、防

衛医科大学校、看護学生、航空学生、

自衛官等の採用個別説明

問い合わせ

　防衛省・自衛隊新発田地域事務所

　�0254－26－5619

国 平成24年度
自衛官等採用説明会から

村 高校生等支援バス
 ７月30日～８月24日は夏休み運休から

受付中

７／20(金)23:00

７／27(金)13:00

７／29(日)23:00

８／６(月)14:30

開始

締切

開始

締切

参加申込

入札

買受代金納付期限�

と　き　７月27日(金)19時～21時

ところ　浦田の里

内　容　�踊り�各種模擬店�打上げ花火

その他　当日、お手伝いいただけるボラ

ンティアスタッフを募集しています

問い合わせ

　浦田の里納涼祭実行委員�53－1803

浦田の里 納涼祭他
団体

診療所を休診します【休診日】７月26日(木)、27日(金)、30日(月) ◆関川診療所 　64－1051
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と　き　８月３日(金)19時～20時15分

ところ　垂水の里駐車場

内　容　�出店(ゲーム・かき氷・飲み

物など)�盆踊り大会(仮装歓迎、参加

者には景品をプレゼント！)

問い合わせ

　関川愛広苑 担当�60－4025

　垂水の里 担当�64－2322

　ケアハウスせきかわ 担当�64－1111

湯沢地区福祉施設
合同夏祭り

他
団体

と　き　７月28日(土)17時30分～20時

ところ　たかつぼ駐車場(坂町病院隣)

仮装盆踊りの参加申し込み方法

７月25日(水)までに電話で申し込みく

ださい

問い合わせ・申し込み

　たかつぼ夏祭り担当�62－1455

たかつぼ夏祭り
仮装盆踊り参加者大募集

他
団体

　鷹の巣ダムでは、降雨などで川の水が

増えると予想されるとき、事前にダムゲ

ートから放流を行い、大きな出水に備え

災害防止に努めています。

　ダムゲートから放流開始する10分前に

は、サイレンやスピーカーを鳴らして周

辺の皆さんにお知らせします。放送後は

川の水が急に増えますので、すぐに川か

らあがって安全なところに避難するよう

お願いします。

スピーカーの放送内容

　「こちらは鷹の巣ダムです。ただ今か

ら上流鷹の巣ダムにおいて放流を行いま

すので、川の水が急に増えてきます。河

川にいる人は危険ですからすぐにあがっ

てください」(２回繰り返します)

サイレンを鳴らす方法

　約2分間サイレンが吹鳴「60秒吹鳴－

10秒休止－60秒吹鳴」

問い合わせ

　東北電力㈱鷹の巣発電所�64－3575

災害防止に備えて！

  鷹の巣ダムでは放流を行います
他
団体

村
から

５月21日～25日に受診された方へ

特定健診結果説明会

問い合わせ　住民福祉課 健康介護班保健師　�64－1472

7月17日(火)
　　～8月1日(水)

�やむを得ない理由で他の会場へ出席する方や説明会

の前に結果を知りたい方は、事前にご連絡ください。

�当日は、健康手帳(お持ちの方)をご持参ください。

注意！

特定健診の結果をお返しできる方は、

①村の国保加入者　②後期高齢加入者

③30歳代の方です。

と　き 対　象 ところ 時　間

７月

８月

17日(火)

18日(水)

19日(木)

20日(金)

23日(月)

24日(火)

25日(水)

26日(木)

27日(金)

30日(月)

31日(火)

１日(水)

朴坂・宮前・南中

上野・上野新・深沢・若山・小和田・上野原

上関全域

高田・平内新・桂

中束・上新保・田麦千刈・蕨野・蛇喰

大石・金俣　

小見・上野山・松ケ丘・小見前新田・松平・滝原

安角・鮖谷・久保・蔵田島

南赤谷・勝蔵・内須川

辰田新・打上

大島・下土沢

下関１～17組

高瀬・沢・湯沢

上土沢

下関18組～・前回来られなかった方

上川口・下川口・荒川台・大内淵

片貝・沼・聞出

山本・鍬江沢・幾地

金丸・八ツ口

女川地区ふるさと会館

女川地区ふるさと会館

上関集落センター

高田地区ふるさと会館

中束集落センター

大石公会堂

川北地区ふるさと会館

七ヶ谷地区ふるさと会館

南赤谷公会堂

辰田新集落センター

大島集落センター

保健センター

むつみ荘

上土沢集落開発センター

保健センター

下川口集落センター

九ヶ谷地区ふるさと会館

山本公会堂

金丸公会堂

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

13:40～15:00

９:45～11:15

９:45～11:15

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

９:45～11:15

主　催　映画「エクレール・お菓子放浪記」関川村上映実行委員会

と　き　８月31日(金) 18時30分～20時15分

ところ　村民会館大ホール

前売券　�一般1,000円(当日券1,500円)  �小・中・高800円(当日券800円)

問い合わせ　映画「エクレール・お菓子放浪記」関川村上映実行委員会事務局

　関川村社会福祉協議会�64－0111

映画「エクレール・お菓子放浪記」関川村上映会
東日本大震災復興支援

社保などの扶養者の方へ
◇特定健診の結果は、健診業者から郵送で送られてきます。

◇結果の見方や日常生活の相談を希望する方は、結果表

を持参ください。

◇前立腺がん検診や肝炎ウイルス検査を受けた方には、

結果をお伝えしますので、ご利用ください。

「暑い夏 あせらず早めの ひとやすみ」
 ◆７月22日(日)～31日(火)は、夏の交通事故防止運動です！

★にゃん吉健康スタン

　プラリー対象事業


