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と　き　９月27日(木)18時～19時30分

ところ　村民会館大ホール

講　師　坂田かおりさん

内　容　部落に生まれ、学習会の中で育

てられ部落差別を無く

したいと真に思い行動

してきた坂田さん。

　たくさんの仲間との

出逢いに支えられ、教

えられてきた事をお話

ししていただきます。

その他　申込不要・入場無料 

問い合わせ　

　総務課総務班�64－1476

人権・同和問題講演会
「いのち輝いて生きる」

村
から

　普段、車の点検・整備って「何をした

ら良いのかわからない？」「メカに弱く

てよくわからない？」と悩んでいるドラ

イバーの皆さん。この機会にマイカー点

検教室に参加して、自分の車のメンテナ

ンスについて学んでみませんか！参加さ

れた方には、もれなく景品などを進呈い

たします。

と　き　10月６日(土)13時30分～15時30分

　(受付13時～13時20分まで)

ところ　荒川商工会館(村上市羽ヶ榎)

講習内容　

　日常点検の仕方／タイヤ交換の仕方／

バッテリあがりの対応など

受講料　無料

申込方法　お近くの下記自動車整備工場

へ申し込みください

問い合わせ・申し込み

　新潟県自動車整備下越地域協議会

(関川地区)

�(株)須貝モータース�64－1117

�(株)松田輪業�64－2110

�(有)関川自動車�64－1033

�田村自動車�64－2282

�伊藤整備工場�60－4822

クルマの無料点検・整備相談

マイカー点検教室
他
団体

◆Ｙａｈｏｏ！オークション「インターネットから入札受付中～９月21日まで」 ◆総務課企画財政班
◆「広めよう 早めのライトと 反射材」　９月２１日～３０日 秋の全国交通安全運動

と　き　10月７日(日)７時30分～

ところ　村上市営あらかわゴルフ場

参加費　3,000円

申込締切　９月26日(水)

問い合わせ・申し込み

　村民会館�64－2134

第14回村民ゴルフ大会

　今年は11月１日から４日まで文化祭を

開催します。力作をお待ちしています。

募集作品　絵画・書道・陶芸・写真・押

し花・生け花・手芸・園芸作品・趣味

の作品など

※申し込み方法などは、次回の広報お知

らせ版でお知らせします。

問い合わせ　村民会館�64－2134

村民文化祭作品募集

村民会館イベント

村民会館アリーナ使用できません

　９月17日(月)から11月５日(月)までの
期間、改修工事等のため使用できません。

問い合わせ　村民会館�64－2134

歴史館イベント

と　き　９月25日(火)19時～20時30分 

ところ　村民会館会議室

内　容　越後平氏一族と板額御前

講　師　五十嵐 力さん(胎内市)

参加費　無料

問い合わせ・申し込み

　歴史とみちの館�64－1288

歴史講座① (全３回)

と　き　９月27日(木)13時10分～17時

　13時10分に歴史館集合

行き先　女川地区

内　容　上野新のたたら跡ほか

講　師　小林　弘さん(新発田市)

参加費　無料

問い合わせ・申し込み

　歴史とみちの館�64－1288

鉱山跡を訪ねて

　新潟県司法書士会では、10月１日の「法

の日」に因んで、県内各司法書士事務

所において下記のとおり無料で相談を

行います。

と　き　10月１日(月)～７日(日)

　各事務所の執務時間中

ところ　県内の各司法書士事務所

内　容　登記・訴訟・相続・多重債務・

　悪徳商法などの法律相談

問い合わせ

　新潟県司法書士会�025－244－5121

相談
案内

司法書士無料相談週間

と　き　９月23日(日)10時～15時 

ところ　クリエート村上(村上市三之町)

相談員　人権擁護委員

相談内容　いじめや虐待など広く子ど

もの人権に関すること

問い合わせ

　新潟地方法務局村上支局�53－2390

相談
案内 子どもの人権相談日

主　催　新潟地方法務局村上支局・村

上人権擁護委員協議会・県司法書士

会下越支部・県土地家屋調査士会下

越支部

と　き　10月２日(火)10時～15時

ところ　村民会館会議室

相談内容　土地・建物・登記・戸籍・

供託・多重債務・人権などでお困り

の方

相談員　人権擁護委員、司法書士、土

地家屋調査士

その他　相談は無料で秘密は固く守ら

れます

問い合わせ　総務課総務班�64－1476

相談
案内

１０月１日は「法の日」
くらしの無料相談を開催

と　き　10月１日(月)～15日(月)

問い合わせ

　荒川漁業協同組合�62－1163

他 あゆ禁漁(産卵のため)団体
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他 交通事故のない社会を願い
 交通安全祈願祭団体

と　き　９月21日(金)９時～

ところ　打上交通安全地蔵尊前

問い合わせ　

　交通安全協会関川支部事務局(総務課内)

　�64－1476

他 鑑別方法を学ぼう
「きのこ講習会」参加者募集団体

と　き　10月10日(水)10時～14時30分

　集合・受付10時

ところ　大石ダム湖畔県民休養地

　おおいし自然館(�64－1142)

主　催　村上食品衛生協会

講　師　新潟県森林研究所

服装など　実際にきのこを採りますので、

林内に入る服装・雨具・昼食をご用意

ください(お昼はきのこ汁提供)

参加費　300円　定員　先着100名

申込締切　10月５日(金)

問い合わせ・申し込み　

　村上食品衛生協会事務局

　�・FAX共通53－1911

９/15現在の状況　

�母屋：南側屋根の瓦葺きと西側屋根

の木部修理を行っています。

�米蔵：壁の漆喰補修を行っています。

９/15～10/15までの工事予定

�母屋：南側屋根瓦葺き継続、西側屋

根こけら葺き�米蔵：壁の漆喰補修

継続

※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.34

　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。

と　き　９月20日(木) 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　村上・寺澤(精神保健福祉相談員)

　村上地域振興局保健指導担当

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

　野生きのこの解説と展示、実験林・き

のこ施設案内、木質バイオマスの解説と

展示を行います。また、品種改良中のエ

ノキタケ等の試食も予定しています。

と　き　10月６日(土)10時～15時

ところ　村上市鵜渡路

その他　申し込み不要　

※団体の場合は、事前に電話等でご連絡

ください

問い合わせ　

　新潟県森林研究所�72－1172

新潟県森林研究所
一般公開します

県
から

「まちかど保健室～お父さん 眠れてます

か？」と題したメンタルヘルスや精神保

健福祉の啓発キャンペーンにご家族で参

加してみませんか？

主　催　村上地域振興局健康福祉部

と　き　９月29日(土)

　13時30分～15時30分

ところ　イオン村上東店　村上プラザ１階

　セントラルコート

内　容　唾液でストレス度チェック、ア

ルコールパッチテスト、スモーカライ

ザー(喫煙者の呼気の一酸化炭素濃度測

定)、障害者施設の製品販売と紹介、健

康関連パンフレット配布、パネル展示

参加費　無料

問い合わせ　住民福祉課健康介護班

　(保健師)�64－1472

新潟県自殺対策推進月間
 啓発キャンペーンを行います

県
から

「地域づくりサポートマッチィングイベ

ント」のための地域づくり団体とサポー

ターの公募について

　県では、地域の主体的な取り組みを支

援することを目的に、地域づくりを積極

的に展開しようとする団体と、それらを

サポートしたいと考えている人のマッチ

ィングイベントを開催します。また、マ

ッチィングが成立した中で、地域づくり

計画を作成しようとする組合せには、審

査を経たうえで、活動支援金を助成しま

す。そこでマッチィングイベントにあた

り、「地域づくりをサポートしたい人材」

と、「サポートを必要とする地域づくり

団体」を下記のとおり公募します。

申込期限　９月28日（金）

申込方法　所定の申込書に必要事項を記

載し、ＦＡＸかメールで申込みください。

その他　申込書は、にいがたＮＰＯ情報

ネット(http://www.nponiigata.jp)か

らダウンロードできます。

問い合わせ・申し込み

　新潟県ＮＰＯ・地域づくり支援センター

　�025－283－8686 FAX025－281－0014

【公募の対象例】

�地域づくり団体について（集落やコ

ミュニティなどの組織も含む）

・地域や組織の問題を解決したい

・住民と一緒に地域の宝物を見つけたい

�地域づくりサポーター（個人、団体

を問わず）

・人や地域の手助けがしたい

・自分の特技を地域づくりに活かしたい

新潟県地域づくり活動支援事業
県
から

　労働者や事業主を問わず、労働委員会

の委員が労使間の問題解決に向けてアド

バイスします。ご相談に応じる者は、労

使関係に豊富な知識や経験がある公益委

員(弁護士等)、労働者委員(労働組合役員

等)、使用者委員(会社経営者等)です。

と　き　10月８日(祝・月)

　13時30分～16時

ところ　新潟県庁16階 新潟県労働委員会

内　容　解雇、賃金未払い、退職金、パ

ワハラなどの労使間のトラブル

相談時間　１人あたり約30分

相談員　新潟県労働委員会委員

相談料　無料

申込方法　事前にお問い合わせください。

　予約時間をお知らせします。

※事前連絡がない場合、お受けできない

ことがあります。

問い合わせ・申し込み

　新潟県労働委員会事務局(県庁16階)

　�025－280－5546(土日・祝日を除く)

労働トラブル相談会
開催のお知らせ

県
から

村
から

納期限内の納付をお願いします

９月の納税予定一覧

納期限　10月１日(月)

口座振替日　９月25日(火)

税目(期) 問い合わせ

介護保険料(３期)

国民健康保険税
(３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(３期)

診療所を休診します　【休診日】９月28日(金)　 ◆関川診療所 　64－1051


