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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

申込方法　出品申込書を提出してくださ

い　※申込書は村民会館にあります

申込締切　10月12日(金)

作品展示と搬出スケジュール

�展示…10月31日(水)13時～

�搬出…11月４日(日)15時30分～

問い合わせ・申し込み

　村民会館�64－2134

文化祭・茶会・菊花展

と　き　10月20日(土)10時30分～11時

ところ　村民会館休養室

対　象　村内の子どもと保護者

問い合わせ　村民会館�64－2134

おはなしの会「絵本の読み聞かせ」

文 化 祭 作 品 募 集

ス ケ ジ ュ ー ル

村民会館イベント

と　き　11月１日(木)～４日(日)

　９時～17時※４日のみ15時まで

ところ　村民会館アリーナ

と　き　11月３日(土)、４日(日)

　10時～15時

ところ　東桂苑

※茶席券(１席500円)が必要です

詳しくは村民会館(�64-2134)

文化祭

茶　会

菊花展

歴史館イベント

と　き　10月26日(金)９時10分～15時30

分　９時10分に歴史館集合

ところ　宇津峠(山形県小国町：米沢街

道の面影を残す数少ない峠のひとつ)

定　員　20名　参加費　無料

持ち物　昼食・水・雨具

申込締切　10月24日(水)

申し込み　歴史館�64－1288

古道を歩く③
　関川村内の24年産米を検査した結果、

放射性セシウムは検出されませんでした

ので、安心して出荷販売してください。

問い合わせ　村上地域振興局農林振興部

　企画振興課�52－7927

県
から

２4年産米の放射性物質
検査結果のお知らせ

採取地
134ＣＳ 137ＣＳ

放射性セシウム
品目

早生
(五百万石)

玄米
(ｺｼﾋｶﾘ)

関川村 検出されず 検出されず

関川村 検出されず 検出されず

第31回 関 川 村 農 林 業 ま つ り

秋の生活総合大展示即売会

と　き　10月28日(日) ９時～14時30分

ところ　せきかわふれあい「ど～む」・あいさい市

　これからの冬に備えて生活用品などを豊富に取り揃えてお待ちしています。

問い合わせ 農林業まつり実行委員会(農林観光課内)�64－1447

�チャリティー「地元産朝日豚の豚汁」と「餅つき」�福引きコーナー

�鮭つかみどり大会�フィシングゲーム�福まき�農林水産物即売会

イベント・即売会・サービスコーナー

えちごせきかわ堀と柳の秋まつり
と　き　10月28日(日) ９時～15時  ところ　役場前～柳とせせらぎ通り

フリーマーケット出店者募集
参加費 500円(清掃協力費)※申し込みは平日のみ受付

�販売スペースの敷物・展示台などは各自で準備

�業者関係者はお断りします

問い合わせ　村観光協会(農林観光課内)�64－1478

時　間

 9:00～ 9:40

 9:00～15:00

 9:30～　

 9:30～14:00

10:00～15:00

10:00～15:00

10:00～15:00

10:00～11:30
12:00～13:30

9:30～15:00

鏡開き・龍泉太鼓

街並み見学

和服で歩ご

街並みスタンプラリー

巡回レトロバス

人力車体験(有料)

よさこいソーラン

わげしょガイドの街並見学
ツアー

新・体力測定　※参加賞あり

ふるまい酒をどうぞ

特別公開もあります

和服で来場された方、先着30名様
にプレゼント！

豪華賞品目指して探索

農林業まつり会場までを巡回します

旧米沢街道を巡ります

迫力の踊りを堪能ください

村のわげしょ(若者)がガイドしま
す！役場玄関前に集合

子供からお年寄りまで、楽しく
ゲーム感覚でできる体力測定

イベント名 内　容

病院の医師確保などを推進
坂町病院活性化促進大会

村
から

と　き　10月13日(土) 10時～12時

ところ　胎内市産業文化会館

内　容　�第１部「活性化促進大会」

�第２部「記念講演」

講　師　近　幸吉先生

　(県立坂町病院 内科部長)

演　題 「最近の目覚ましい医療の進歩

と坂町病院におけるその実践」

問い合わせ

　住民福祉課健康介護班�64－1472
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　メタボ・高血圧・高脂血症・糖尿病に

ついて、詳しく皆さんにご理解していた

だけるよう新潟大学の中村和利先生をお

招きしてお話ししていただきます。

と　き　10月12日(金)受付13時10分～

ところ　関川村保健センター

内　容　�講演会13時40分～14時40分

�リフレッシュ体操14時45分～15時

申し込み　10月９日(火)までに下記へ

問い合わせ・申し込み

　住民福祉課健康介護班�64－1472

第１回血管いきいき学習会村
から

投票区 投票所 対象地区

１０月２１日(日)執行予定新潟県知事選挙投票日
と　き　10月21日(日) 投票時間７時～18時

投票所　表のとおりです。お間違えのないようご注意ください。

※入場券を忘れずにお持ちください

※詳しくは、10月15日号の全戸配布チラシをご覧ください

第１投票区

第２投票区

第３投票区

第４投票区

第５投票区

第６投票区

第７投票区

第８投票区

第９投票区

関 川 村 役 場 下関／辰田新／打上／勝蔵／南赤谷／内須川

上関／下川口／荒川台／高瀬／沢／湯沢

山本／幾地／鍬江沢／上土沢／下土沢／大島

村民会館
（図書室側入り口）

土沢ふれあい自然の家

七 ケ 谷 地 区
ふるさと会館

は な み の 里

金丸集落開発センター

川北ふれあい自然の家

女川地区ふるさと会館

田 麦 千 刈
生活改善センター

伐採箇所　

�関川村高田地先(高田橋上流右岸)

�村上市川部地先(神林水辺の楽校上流)

伐採区画数　軽トラック２台分程度の伐

採可能な区画を15区画用意

その他　�一人につき、応募区画は１区

画で、応募多数のときは抽選

�申し込みの際に、希望地区を選ぶ

※伐採木の用途は自家消費用に限り、無

償で持ち帰りできます。

伐採期間　11月上旬～12月３日(月)

応募提出期限　10月25日(木)

申込要件　県内に居住の方

申込方法　申込用紙に記入のうえ、提出

(郵送・ＦＡＸ・メール・持参のいず

れか)※申込用紙は羽越河川国道事務

所とホームページで配布

　http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/

問い合わせ・申し込み　羽越河川国道事

務所工務第一課�62－6032

国
から

荒川河川敷樹木の

伐採希望者を公募

と　き　10月９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

相談
案内 障がいに関する相談会

土地取引の届出について

　国土利用計画法では、法定面積以上の

土地取引を行った場合、市町村を経由し

て県知事に届け出ることが義務付けられ

ています。届出をしなかったり、偽りの

届出をすると罰せられることがあります

ので、忘れずに手続きをお願いします。

法定面積　�市街化区域…2,000㎡以上

�市街化区域を除く都市計画区域

　　　　　　　　　　　…5,000㎡以上

�都市計画区域外の区域…10,000㎡以上

※個々の取引面積が小さい場合でも、総

面積が法定面積以上になる場合は、届

出が必要です。

届出義務者　

　土地の権利取得者(売買であれば買主)

届出期限　契約(予約含)の日から起算し

て２週間以内

新潟県地価調査結果

　平成24年度の地価調査結果を９月20日

(木)に公表しました。

問い合わせ

　総務課企画財政班�64－1476

国
から
10月は土地利用月間です

　村では、県建築士会岩船支部と協力し

て、住宅の耐震診断費用の補助制度を行

なっています。この制度で耐震診断をし

た場合は、自己負担１万円で住宅の耐震

診断ができます。

対　象　�昭和56年５月31日以前に建築

された２階までの木造住宅

�村内の所有者自ら居住している住宅

�１戸建て住宅(店舗、事務所など住宅

以外の用途を兼ねる住宅は延べ面積の２

分の１以上を住宅用としているものに限

ります) �村税等を完納していること

補助額　耐震診断経費から１万円を差し

引いた額(上限95,000円)

申請方法　申請書(建設環境課にあります)

を記入し、関係書類を添えて提出

申請期間　10月15日(月)締切り

※診断補助を受けた方で耐震改修が必要

な住宅は耐震改修工事の補助もありま

すので詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ・申し込み

　建設環境課地域整備班�64－1479

村
から

自己負担１万円で木造住宅の

耐震診断を実施しています

他 家庭犬のしつけ方教室団体

◆ 講義講習 

と　き　①10月14日(日)13時30分～15時

ところ　村上保健所(村上市肴町10-15)

定　員　40名　受講料　無料

◆ 実技講習 

と　き　②10月21日③11月４日④11月11

日の毎日曜日　10時～11時30分

ところ　警察犬渡部訓練所

　(村上市小川872)

定　員　先着15名　※講義講習も含め、

①～④の全日程に参加できる方が条件

受講料　500円　

申し込み　10月10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

　建設環境課水道環境班�64－1479

　村上地域振興局健康福祉部衛生環境課

　�53－8371

◆問い合わせ先　選挙管理委員会(総務課総務班)　 64－1476

蔵田島／久保／鮖谷／金俣／大石／安角／
上川口

松平／滝原／上野山／小見／小見前新田／
平内新／高田／桂／松ケ丘

上野原／深沢／上野新／若山／上野／小和田／
中束／蕨野／上新保／蛇喰／南中／宮前／朴坂

大内渕／片貝／聞出／沼

金丸／八ツ口

田麦千刈
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と　き　10月14日(日) ６時に村民会館集合～16時30分

ところ　徳網山(標高787ｍ)

コース紹介　徳網山は、山形県小国町にある標高787ｍの山です。

ブナ林の登山道を２時間ほど登って着く頂には、朝日と飯豊

連峰のすばらしい眺望が待っています。

募集定員　44名　参加費　500円

持ち物　昼食・水・雨具

その他　悪天候が予想されるときは中止にします。中止のときは、

　前日の夜、広報無線で放送します。

問い合わせ・申し込み　村民会館�64－2134

主　催　大石・山と川に親しむ会

と　き　10月20日(土）小雨決行・大石ダム湖畔県民休養地

　おおいし自然館前に９時集合

※歩きやすい靴と服装、雨具と昼食を用意ください

行　程　自然館→林道入り口→梁山泊→立烏帽子山頂

　→梁山泊(昼食)→下山→自然館到着解散(15時)

※立烏帽子の頂上は急な鎖場があるため、小学校低学年以下の

　お子さんは「梁山泊」までとなります

定　員　先着40名程度 　申込締切　10月19日(金）

参加費  1人500円　※大石産のなめこ汁を振る舞います

問い合わせ・申し込み

　大石・山と川に親しむ会事務局 

　高橋正衛さん �(FAX兼用)64－2170

　旧米沢街道の大里峠を歩き、豊かな自然と歴史にふれてみま

せんか。小国町の方との交流会も開かれます。

と　き　10月21日(日) ８時30分～受付(役場前)

　※歩きやすい靴と服装、雨具と昼食をご用意ください

行　程　役場・出発(９時)→バスでわかぶな高原スキー場先へ

　→柄目木→大里峠山頂→手ノ倉口(小国町の方との交流会・

　大里鍋）→旧玉川小中学校→バスで役場へ・解散（16時）

定　員　先着50名(関川村側、小学生以下は保護者同伴）

参加費　無料　申込締切　10月16日(火)

その他　交流会場には、峠の茶屋(売店)があります。

　小雨決行、大雨のときは、中止となります。

問い合わせ・申し込み　建設環境課地域整備班�64－1479

「秋の健康登山」ブナ林を２時間歩いて着く、朝日・飯豊連峰眺望の山「秋の健康登山」

「第19回 大里峠越え交流」豊かな自然を満喫

大石・山と川に親しむ会 「秋の立烏帽子探訪会」

住宅改修補助金(10万円)
　申請はお早めに！

村
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

と　き　10月14日(日)

　10時30分～14時30分

ところ　[新発田市]諏訪神社豊谷殿

対　象　オストメイト(人工肛門・人工

膀胱保有者)とその家族の方

講　師　佐藤奈津子先生 県立新発田病

院(皮膚・排泄ケア認定看護師)　

問い合わせ・申し込み

　雪椿友の会 (源川医科器械(株)内)

　�025－229－7775)

他 オストメイト協会主催
社会適応訓練団体

振込日　10月10日(水)

内　容　４か月分(６月～９月分)

問い合わせ　住民福祉班�64－1471

村
から
児童手当を振込みます

と　き　10月13日(土)９時30分～16時

ところ　新潟ふるさと村　※入場無料

内　容　�ソーセージづくり(有料)�手

作りバター教室(無料)�動物とのふれ

あいコーナー�県産畜産物の販売など

問い合わせ　新潟県農林水産部畜産課

　�025－280－5308

県
から
ふれあい畜産フェスタ2012

宮越住宅入居者募集中！　申込締切 10月15日(月) 問い合わせ・申し込み　建設環境課　64－1479
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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。

作　品　�月見の枝　

�いなかのねずみ・町のねずみ

と　き　10月６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

ピアノ練習をしませんか？

　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

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　10月22日(月)９時から電話

　　　　(�53－7511)で受け付けます

11月のパソコン研修会

講座名 とき 対象

①パソコン入門

　(昼)
11/15(木)

パソコン

初心者

文字入力の

できる方
②年賀状入門

　(昼)
11/22(木)

作　品 �よだかの星　　　　

　�消えた恐竜

期　間　10月20日(土) 

　～11月25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

相談案内
相談は無料で、秘密
は堅く守られます

特　　設

行政相談

と　き　10月15日(月)・16日(火)　10時～12時
ところ　関川村社会福祉協議会
行政相談委員　伊藤　敏
その他　10月15日(月)は、新潟行政評価事務所
　職員が同席します。お気軽にご相談ください
問い合わせ　社会福祉協議会�64－0111

くらしの

無料相談

と　き　10月２日(火)　10時～15時
ところ　関川村村民会館
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

申し込み　総務課総務班�64－1476

こころの
健　　康
相 談 会

と　き　10月12日(金)　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

日 曜 行　事　予　定 日 曜 行　事　予　定

10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）
健康相談日（10:00～14:00、保健センター）
乳児(4・5か月児)相談（受付13:10～13:30、保健センター）

くらしの無料相談（10:00～15:00、村民会館）
放課後子ども教室（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）

第14回村民ゴルフ大会（７:30～、村上市営あらかわゴルフ場）

[寒露] [体育の日]

放課後子ども教室（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）

きのこ講習会（受付10:00におおいし自然館集合）

健康教室(夜)「ヨガ」⑤（19:30～20:30、村民会館大ホール）

血管いきいき学習会（受付13:10～13:30、保健センター）

秋の健康登山（６:00に村民会館集合～16:30、徳網山[小国町]）

健康相談日（10:00～14:00、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）

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）

県立坂町病院活性化促進大会
（10:00～12:00、胎内市産業文化会館）
下越地区スポーツフェスティバルグラウンドゴルフ大会
（10:00～、村スポーツ公園）

新潟県知事選挙【告示日】
機能訓練日（9:30～11:30、むつみ荘）
陶芸教室(昼)③（13:30～15:00、村民会館会議室）
健康教室(夜)「ヨガ」④（19:30～20:30、村民会館大ホール）

陶芸教室(昼)④（13:30～15:00、村民会館会議室）
健康教室(夜)「ヨガ」⑥（19:30～20:30、村民会館大ホール）

秋の立烏帽子探訪会（９:00におおいし自然館集合）
おはなしの会（10:30～11:00、村民会館休養室）

[霜降]
放課後子ども教室（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）

陶芸教室(昼)最終回（13:30～15:00、村民会館会議室）
健康教室(夜)「ヨガ」最終回（19:30～20:30、村民会館大ホール）

第31回関川村農林業まつり（９:00～14:30、ふれあいど～む）
えちごせきかわ堀と柳の秋まつり
（９:00～15:00、役場前～柳とせせらぎ通り）
観光ガイドボランティア（９:00～12:00、柳とせせらぎ通り周辺）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）

古道を歩く③（９:10に歴史館集合～15:30、宇津峠[小国町]）

健康相談日（10:00～14:00、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）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）

[文化の日]　茶会（10:00～15：00、東桂苑、11月４日まで）
第40回村民駅伝大会（10:00～、女川保育園前スタート）

文化祭・菊花展
（９:00～17:00、村民会館アリーナ、11月４日15：00まで）

新潟県知事選挙【投・開票日】（７:00～18:00、村内各投票所）
第19回大里峠交流会（８:30に役場前集合～16:00）
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カレンダー 10月１日　 11月５日

弁護士の
無料法律
相　　談

と　き　10月17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　10月10日(水)

申し込み　社会福祉協議会�64－0111


