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電話番号
一　　覧

総務課 総務班・企画財政班　64－1476　税務会計課 税務班・会計室　64－1451　
農林観光課 農林振興班　64－1447・商工観光班(関川村観光協会)　64－1478　農業委員会事務局(農林観光課内)　64－1447

村民会館イベント

と　き　８月15日(水)

　受付９時～９時20分 開会９時30分～

ところ　村民会館大ホール

対　象　平成３年４月２日～平成４年４

月１日に生まれた方

内　容　記念式典・記念写真撮影など

と　き　８月18日(土)10時30分～11時

ところ　村民会館会議室

第58回 成人式

みんなで来てね！おはなしの会

と　き　８月16日(木)８時～

ところ　村スポーツ公園

申込締切　８月６日(月)

組み合わせ抽選会　８月６日(月)

　村民会館で19時～

第44回 村長杯野球大会

 児童扶養手当と特別児童扶養手当の認

定を受けている方は、8月１日現在の状

況を提出ください。

現況届　７月下旬に郵送しています。届か

ない方は住民福祉課へご連絡ください。

提出期限

�児童扶養手当…８月31日(金)まで

�特別児童扶養手当…８月13日(月)～

　９月10日(月)まで

※期限内に提出がないと8月以降の手当

が受け取れなくなる場合があります

問い合わせ・提出　住民福祉班�64－1471

児童扶養手当・特別児童扶養手当

「現況届」を忘れずに！
村
から

 国保の40歳以上の方で、今年度まだ特

定健診を受診していない方は施設健診を

ご利用ください。

健診期間　平成24年８月１日～平成25年

１月18日

受診医療機関

�関川診療所 �佐藤内科小児科医院

健診費用　2,000円

（ただし40・45・50・55歳の方は1,000円）

注意事項　施設健診を申し込まれた方に

は、村から案内を送付します。申し込

まれていない方で受診希望の方は下記

までお問い合わせください。

問い合わせ　住民福祉班�64－1471

　または健康介護班�64－1472

40歳～74歳の国保加入の皆さんへ
施設健診のご案内

村
から

採用職種　�看護師 ２名程度

�介護士 １名程度

受験資格　�看護師は、昭和33年４月２

日以降に生まれた人で看護師または准

看護師の資格を有する人(平成25年３

月末までに資格取得見込み含む)

�介護士は、昭和58年４月２日以降に生

まれた人（職務経験不問）で、介護福

祉士の資格を有する人(平成25年３月

末までに資格取得見込み含む)

※当法人のいずれの施設(村上市・関川村)

にも勤務が可能な人

受付期間

　８月２日(木)～８月23日(木)16時まで

試験日　�１次試験　９月16日(日)

　神林農村環境改善センター

�２次試験　10月21日(日)いわくすの里

受験用紙　職員採用試験申込書（村上岩

船福祉会本部事務局及び各施設に用意、

ホームページからも取得可）に必要事

項を記入し、本部事務局に提出

問い合わせ・申し込み

村上岩船福祉会(特別養護老人ホーム

いわくすの里内)�50－2222

　夏の暑い時期を迎え、強い日差しを避

けるため、犬のつなぎ止め場所を変更し

ているケースが見受けられます。メータ

ー付近への変更は検針作業等の支障とな

りますので、避けていただきますようご

協力をお願いいたします。また、つなぎ

紐についても、定期的に破損等を点検い

ただき、咬傷災害防止へのご協力をあわ

せてお願いいたします。

問い合わせ　東北電力㈱村上営業所

　�0120－175－466

施設名など

役　場

診療所

問い合わせ先 11日(土) 12日(日) 13日(月) 14日(火) 15日(水) 16日(木) 17日(金)

お
盆
期
間
の
業
務
日
程

村民会館

図書室

学童保育所

光兎こども館

ご　み

し　尿

ど～む

ゆ～む

路線バス

�64－1441(代表)

�64－1051

�64－2134

�64－1726

住民福祉課住民福祉班
�64－1471

建設環境課水道環境班
�64－1479

管理公社�64－0252

新潟交通観光バス(株)
村上営業所�53－4161

休み

平常の土日
と同じ

平常どおり

13時～18時

８時30分～
22時

８時30分～
22時

９時～22時

ごみ収集日程表のとおり

くみ取りの申し込み
(公衛社�62－5121へ)

休み

休み

平常の土日
と同じ

平常どおり

13時～18時 13時～18時

９時～17時９時～17時

９時～22時

平常どおり休み

平常どおり

休み

９時～22時

平常どおり

平常どおり

平常どおり

平常どおり 平常どおり

休み

休み

休み休み

９時～22時

※休日ダイヤ※休日ダイヤ ※休日ダイヤ

※村上線のみ一部運行

休み

休み

休み

９時～22時

※休日ダイヤ

平常どおり平常どおり

平常どおり 平常どおり午前のみ診察

平常どおり平常どおり

休み

休み

13時～
17時30分

13時～
17時30分

13時～
17時30分

13時～
17時30分

９時～22時 ９時～22時

※休日ダイヤ

平常どおり

平常どおり

平常どおり

休み

平常どおり平常どおり休み 休み

13時～22時13時～22時13時～22時13時～22時 13時～22時

平常どおり平常どおり

８月26日(日)の下関六斎市は、大したもん蛇まつり大蛇パレードのため、お休みします。
問い合わせ　農林観光課商工観光班  64－1478

発行／新潟県　関川村
編集／総務課
ＴＥＬ（0254）64―1476（直通）
ＦＡＸ（0254）64―0079

問い合わせ　村民会館　64－2134

他 東北電力㈱からのお願い団体

他 村上岩船福祉会
職員を募集します団体

ゆ～む休館日お知らせ
★休館日 ８月22日(水)

※お盆の15日(水)は、営業します。

問い合わせ　ゆ～む �64－1726



夏まつり映画上映会
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相談案内
相談は無料で、秘密
は固く守られます

弁護士の
無料法律
相　　談

と　き　８月15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　８月８日(水)
申し込み　社会福祉協議会�64－0111

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。

日 曜 行　事　予　定 日 曜 行　事　予　定

８月 歴史館企画展「五十嵐 力展」（～３月31日まで）
（9:00～16:30、せきかわ歴史とみちの館）
特定健診結果説明会（９:45～11:15、金丸公会堂）
自治功労者表彰式（10:00～、村民会館大ホール）

第58回成人式（受付９:00～、村民会館大ホール）
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）
★ゆ～む営業日

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）

特定健診結果説明会（９:45～11:15、保健センター）
おはなしの会（10:30～11:00、村民会館会議室）

乳児(４、５か月児)相談（受付13:10～13:30、保健センター）

[立秋]

機能訓練日（９:30～11:30、保健センター）

第44回村長杯野球大会（８:00～、村スポーツ公園）

１ 水

２ 木

３ 金

４ 土

５ 日

６ 月

７ 火

８ 水

９ 木

10 金

11 土

12 日

13 月

14 火

15 水

16 木

９月

21 火

20 月

19 日

22 水

23 木

24 金

25 土

26 日

27 月

28 火

29 水

30 木

31 金

１ 土

２ 日

３ 月

４ 火

５ 水

17 金

カレンダー８月１日　 ９月５日

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）
区長会議（15:00～、役場大会議室）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）

秋季消防演習・定例表彰式（８:00～、ふれあいど～む）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）

幼児歯科健診・２歳児相談（受付13:00～13:45、保健センター）

★ゆ～む休館日
障がいに関する相談会（14:00～16:00、さくら工房）

[処暑]

8.28羽越水害殉難者供養祭（10:00～、湯沢観音公園）
安全祈願祭・ミニ大蛇パレード（17:30～、おりのの碑［蛇喰］）

映画「エクレール・お菓子放浪記」関川上映会
（18:30～20:15、村民会館大ホール）

村上・岩船地区医療フォーラム
（13:30～16:00、村上市民ふれあいセンター）

花火大会（19:00～、丸山大橋下流）
大盆踊り大会（20:00～、高瀬ふるさと会館前駐車場）

大蛇パレード（９:30～12:15、垂水の里～役場前）
龍泉太鼓披露・福まき（大蛇パレード終了後、役場前）

特定健診結果説明会（９:45～11:15、保健センター）

18 土

作品① 「ミッキーマウス」

と　き　８月４日(土)13時～14時

作品② 「おくりびと」

と　き　８月４日(土)19時～20時50分

ところ　視聴覚ホール

定　員　当日先着200名　※入場無料

プラネタリウム番組のご案内

作　品 「蛇使い座にまつわるギリシャ神話」

「太陽」

期　間　上映中～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

◆上関住宅入居者募集中！ 申込締切 ８月14日(火) 
　　　問い合わせ・申し込み　建設環境課　64－1479

時　間　昼…13時30分～15時30分

定　員　各講座先着８名

受講料　500円(テキスト代)

受付開始　８月20日(月)

　午前９時から電話

　(�53－7511)で受け付けます。

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

９月のパソコン研修会

講座名 とき 内容

①ワードで

　名簿作成(昼)
９/５(水)

文字入力が

できる方

②エクセルで

　名簿作成(昼)
９/27(木)

文字入力が

できる方

作　品 「10匹のかえるのなつまつり」他

期　間　８月１日(水)～４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

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？

東日本大震災復興支援
映画「エクレール・お菓子放浪記」
関川村上映会

大分・熊本県大雨災害義援金の募集について
　日本赤十字社・共同募金会では、７月に発生した大雨災害により被災
された方々を支援します。
�「平成24年７月大分県大雨災害義援金」�「Ｈ24.7.12熊本広域大水害義援金」
受付期間　平成24年８月31日(金)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

社
協


