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◆宮越住宅入居者募集中！　申込締切 11月14日(水) 問い合わせ・申し込み 建設環境課　64－1479

陸上自衛隊新発田駐屯地 第３中隊「徒歩行進訓練」11月13日(火)８時～16時 村内一円

◆12月４日(火)～19日(水)までの間、「ゆ～む」メンテナンス工事のため休館します。

村民会館イベント

文化祭・菊花展・茶会スケジュール

　当日は、声援をお願いします

と　き　11月３日(祝・土)10時スタート

コース内で交通事故のないよう十分

注意してください

第40回村民駅伝競走大会

と　き　11月16日(金)　

 ７時30分に歴史館集合～17時30分

行き先　�弥彦の丘美術館�弥彦神社菊祭

�もみじ谷　定　員　先着40名

参加費　4,000円(昼食代含む)

申込締切　11月11日(日)

問い合わせ　歴史とみちの館�64－1288

秋の美術館めぐり

文化祭

茶　会

菊花展

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

村
から

連絡がなかった方は異常なし
肺がん(喀淡)検診結果

　９月に行った肺がん(喀淡)検診は、異

常のあった方にのみ連絡済みです。連絡

がなかった方は異常ありませんでした。

問い合わせ　健康介護班�64－1472

村
から

にゃん吉健康ｽﾀﾝﾌ゚ﾗﾘー対象
第２回血管いきいき学習会

　第２回目(運動編)は、健康運動指導士

の木村道子先生をお招きして運動の秘訣

を学習します。皆さん一緒に楽しくいい

汗かきましょう！

と　き　11月16日(金) 10時～12時

　受付９時30分～10時

ところ　ふれあいど～む集合

持ち物　水分補給用飲み物・健康手帳

申込締切　11月12日(月)

その他　実際に体を動かしますので、運

動のできる服装でお越しください

問い合わせ・申し込み　

　住民福祉課(保健師・栄養士)�64－1472

年数区分　�地区表彰…10年

�県表彰…20年,30年,40年,50年

申請資格　�表彰年数の間、無事故・無

違反であること　

�交通安全協会の会員であること

申込締切　11月19日(月）

申請に必要なもの　運転免許証、印鑑

受付窓口　交通安全協会関川支部事務局

(役場総務課内)または役員宅

菅原 昭(下関)／伊藤新一(下関)／山本

誠一(下関)／鈴木紀夫(下関)／伊藤 修

(上関)／菅 進(南赤谷)／岡田周一(上土

沢)／近 良平(大島)／佐藤 清(大島)／

五十嵐一男(上川口)／高橋八男(大石)／

本間正良(安角)／船山義雄(下川口)／伊

藤 実(沼)／八幡 勉(八ツ口)／河内 正

(湯沢)／平田昭一(小見)／須貝康栄(高田)

／大島栄助(上野新)／本部光一(南中)

問い合わせ　交通安全協会関川支部事務局

　(役場総務課内�64－1476)

他 申請をお待ちしています
優秀運転者表彰団体

他 合同就職面接会団体

　村上税務署では、年末調整の基本的な

仕組みや手続き方法などの説明会を開催

します。

と　き　11月21日(水)13時30分～15時30分 

ところ　村上市民ふれあいセンター

その他「年末調整のしかた」と「給与所

得の源泉徴収票等の法定調書の作成と

提出の手引き」を説明で使いますので、

お持ちください

問い合わせ　村上税務署�53－3141(代)

自動音声案内の「２」をお選びください

と　き　11月21日(水)14時～16時

ところ　村上市民ふれあいセンター

 （２階 研修会議室）

対象者　就職希望者(求職活動中で中途

採用希望の方)、平成25年３月学校卒

業予定者

その他　事前申し込みが必要です。詳細

については、ハローワークまでお問い

合わせください。

問い合わせ　ハローワーク村上�53－4141

国
から

平成24年分
年末調整説明会

平成25年度保育園児募集ともだちを
たくさんつくろう！

 来年４月からの入園の募集を受け付けます。保育園は保護者が希望するところを

お選びください。　　　　　　　　　　　　

※ただし、定員を超えた場合は、ほかの保育園に入園をお願いすることがありま

すので、ご了承ください。

定　員　�下関保育園…120人　�大島保育園…45人　�女川保育園…45人

保育時間　８時～16時（延長保育は７時30分～19時）

入園資格  平成25年4月1日現在、関川村に住所がある乳幼児で 条件 の①～③の

どれかに当てはまること

 条件  ①両親及び児童の面倒を見ている者が家庭外で働いている 

       ②両親及び児童の面倒を見ている者が家事以外の家業に従事

       ③母親が出産前後または障害のある方などを介護

       ※３歳未満児は家庭保育ができない場合のみ受け付けます。

申込方法　入園申込書は各保育園、すくすく、役場にあります。必要事項を記入

して各保育園または役場に提出してください。

受付期間　11月１日(木)～26日(月)　入園決定　平成25年２月中旬

保育料　平成25年３月頃に広報お知らせ版でお知らせします

問い合わせ　住民福祉課住民福祉班�64－1471
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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　11月20日(火)９時から

　　電話(�53－7511)で受け付けます

12月のパソコン研修会

講座名 とき 対象

①年賀状作成研
修(昼)

12/12(水)
年賀状の文面

を簡単作成

電源の入れ方
から文字の入
力までを学習
します

②パソコン入門
研修(昼)

12/19(水)

相談案内
相談は無料で、秘密
は堅く守られます

こころの
健　　康
相 談 会

と　き　11月15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(村上保健所)
　地域保健課�53－8369

日 曜 行　事　予　定 日 曜 行　事　予　定

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

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）
燃焼系!!「エアロビクス教室」①
（19:30～20:30、村民会館大ホール）

[立冬]
歩く!!健康教室(昼)①（９:30～11:00、ふれあいど～む）
雪シンポジウムｉｎ関川村（10:00～20:00、村民会館大ホール）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）
燃焼系!!「エアロビクス教室」②
（19:30～20:30、村民会館大ホール）

歩く!!健康教室(昼)②（９:30～11:00、ふれあいど～む）
乳児健診・ブックスタート（受付13:00～13:30、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）

機能訓練日（９:30～11:30、保健センター）
ポーズ「ヨガ教室」①（19:30～20:30、村民会館大ホール）

秋のチャレンジ健康ウォーク（８:30～、安角ふれあい自然の家）

陸上自衛隊新発田駐屯地 第３中隊「徒歩行進訓練」
（８:00～16:00、村内一円）
放課後子ども教室（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）

秋の美術館めぐり(７:30に歴史館集合、弥彦の丘美術館ほか）
第２回血管いきいき学習会（受付９:30～10:00、ふれあいど～む）

おはなしの会（10:30～11:00、村民会館会議室）

ポーズ「ヨガ教室」②（19:30～20:30、村民会館大ホール）

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

乳がん(未受診者)検診（受付９:00～10:10、保健センター）
燃焼系!!「エアロビクス教室」③
（19:30～20:30、村民会館大ホール）

歩く!!健康教室(昼)③（９:30～11:00、ふれあいど～む）
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）

[勤労感謝の日]
村民芸能祭（10:00～、村民会館アリーナ）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）
燃焼系!!「エアロビクス教室」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）
乳児(４・５か月児)相談（受付13:10～13:30、保健センター）
燃焼系!!「エアロビクス教室」⑤
（19:30～20:30、村民会館大ホール）

青色申告決算等説明会
（営業所得者９:30～・農業所得者13:30～、役場３階大会議室）
放課後子ども教室（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）

歩く!!健康教室(昼)⑤（９:30～11:00、ふれあいど～む）
機能訓練日（13:30～15:30、保健センター）

首都圏在住関川村人会総会
（受付10:00～ 総会11:00～、上野精養軒）

放課後子ども教室（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）

ポーズ「ヨガ教室」④（19:30～20:30、村民会館大ホール）

歩く!!健康教室(昼)④（９:30～11:00、ふれあいど～む）

幼児歯科健診・２歳児相談（受付13:00～13:45、保健センター）

[小雪]
ポーズ「ヨガ教室」③（19:30～20:30、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）
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カレンダー11月１日　 12月５日

弁護士の
無料法律
相　　談

と　き　11月21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　11月14日(水)

申し込み　社会福祉協議会�64－0111

◆11月11日～17日は「税を考える週間」です！
　  国税庁ホームページ　www.nta.go.jp

高齢者と

その家族

の 相 談

法律相談　11月５・12・19・26日 13時30分～16時
介護相談　11月13・27日 10時～12時
税金相談　11月９日 10時～12時 ※いずれも予約制
ところ　(社)新潟県社会福祉協議会
申し込み　新潟県高齢者総合相談センター
　(新潟県社会福祉協議会内)�025－285－4165

女 性 の
健　　康
相 談 会

と　き　11月27日(火)13時30分～
ところ　村上地域振興局健康福祉部※予約制
担当医　村上地域振興局 
　健康福祉部長　佐々木綾子(産婦人科医）
申し込み　村上地域振興局健康福祉部
　地域保健課�53－8368

と　き　12月１日(土)９時～
ところ　情報センター　※すべて入場無料
問い合わせ　村上市理科教育センター
　�53－7511

プラネタリウムものがたりシアター
科学の体験

内　容　�青少年のための科学の祭典
　９時～15時　２階実験室ほか
�プラネタリウム無料上映会
　①10時30分～11時
　②15時20分～16時
　※各回先着80名

と　き　９時30分～10時

ところ　プラネタリウム

内　容　「たまごにいちゃん」

※先着80名

映画の上映

ところ　視聴覚ホール　10時30分～12時
定　員　200名
その他　整理券を９時から配布します
内　容
　バイキングとドラゴンが
長年にわたる戦いを繰り
広げる中、敵同士のはず
の少年とドラゴンの秘密
の出会いが奇跡を起こします

media messe 2012
メディアメッセ2012
情報科学の祭典 12月1日(土)

入場
無料


