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　親子で楽しくクッキングしませんか？

村
から
役場などの年末年始の休み

施設名 年末年始の休み

役場

診療所

村民会館

図書室

歴史館とみちの館

社協・むつみ荘

ふれあい・ゆうあい

光兎こども館

はなみの里

学童保育所

12/29(土)～１/３(木)

１/１(火)…休館

１/１(火)…休館

12/28(金)の17時15分～
１/３(木)

年末年始は休まず営業
１/１(火)…10時～20時

12/29(土)～１/３(木)

12/29(土)～１/３(木)

12/29(土)～１/３(木)

12/31(月)～１/３(木)

12/29(土)～１/３(木)

12/29(土)～１/３(木)

12/29(土)～１/４(金)

出生・死亡・婚姻などは受け付けます。
住民票などの証明書は発行できません。

観光情報センター

ど～む

ゆ～む

12/29、30・１/２、３…８時30分～22時
12/31…８時30分～18時

日によって利用時間が変わります

そのほか 休みなど

ごみ収集 12/30(日)～１/３(木)…休み

路線バス

荒川斎場 １/１(火)…休み

ごみの

持ち込み

リサイクル

12/31(月)～１/３(木)
…年末年始特別ダイヤ
(下関－村上線のみ運行)
☆下関営業所発 
�7:23※12月31日のみ運行
�10:00�14:55
☆村上営業所発�13:12�17:30
◆新潟交通観光バス㈱
　村上営業所�53－4161

高校生等

支援バス

12/25(火)～１/４(金)…運休
１/７(月)からは平常どおり運
行(土日、祝祭日を除く)
☆坂町駅出発は19時15分
◆総務課企画財政班�64－1476

◆平成24年度ごみ収集日程表のとおりです

�村上市ごみ処理場
　�72－1164 12/30(日)と
　１/１(火)～１/３(木)…休み
　ただし、営業日であっても持
ち込める時間に制限があります
ので事前にご確認ください。
�リサイクルセンター(滝原)
�64－2182　12/29(土)～１
/６(日)の間は持ち込むこと
ができません。

投票区 投票所 対象地区

１２月１６日執行

投票日　12月16日(日) 　投票時間　７時～18時

投票所　下表のとおりです。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、12月１日号集落文書の回覧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

◆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

村
から

村の文芸作品を収録
文芸せきかわ第２3号

発売日　

　12月20日(木)

代　金 １冊1,000円

お買い求め先

�村民会館

　(�64－2134)

�歴史とみちの館

　(�64－1288)

�㈲小泉屋

　(�64－1018)

問い合わせ　村民会館�64－2134

　村では歯周疾患を早期に発見し、治療

や歯科指導を行う目的に「成人歯科健診」

を実施しています。

　まだ受診されていない方は、この機会

にぜひ受診ください。

対象者　平成24年度中に40・45・50・55・

60・70歳になる方

受診期限　平成25年３月31日(日)まで

健診会場　岩船郡村上市歯科医師会所属

の歯科医院

健診費用　無料

その他　対象の方には受診案内を送付し

ています。詳しくは配布した受診案内

をご覧ください

問い合わせ　健康介護班�64－1472

村
から
成人歯科健診受診のお願い

第46回衆議院議員総選挙�
最高裁判所裁判官国民審査
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12/15現在の状況　

�母屋：足場を撤去し、冬仕度が完了

しました。内部では、床の組立と壁

塗り作業中です。

�米蔵：全工事ほぼ完了。

12/15～１/15までの工事予定

�母屋：床の組立・壁塗りに加え、敷居・

鴨居等の造作材料の点検・準備を行

います。

※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.37

検察審査会からのお知らせ国
から

　７月と９月に発売した「１割お得なプ

レミアム商品券」の利用期限は今月末で

す。

　それ以降は、無効になりますので、忘

れずに村内の「取扱加盟店」でご利用く

ださい。

問い合わせ　

　関川村商工会�64－1341

検察審査会とは

　検察官が被疑者(犯人と思われる人)を

裁判にかけなかったこと(不起訴処分と

言います)のよしあしを審査する「国の

機関」です。審査は、選挙権のある国民

の中から「くじ」で選ばれた11人が国民

を代表して行います。

不起訴処分に不満の方は

　犯罪の被害にあったのに、検察官の不

起訴処分に不満をお持ちの方、詳しいこ

とを知りたい方は、検察審査会事務局へ

問い合わせください。

　審査申し立てや相談の費用は無料で、

秘密は固く守られます。

問い合わせ先　新発田検察審査会事務局

 (新潟地方裁判所新発田支部内)

　�0254－24－8467

他 今月末が利用期限
プレミアム商品券団体

　飲食店や給食施設などで働いている調

理師は、２年ごとに就業届を提出するこ

とが義務付けられています。

届出の方法　「調理師業務従事者届」に

　必要事項を記入して提出

※届出用紙は、役場総務課にあります

※郵送、ＦＡＸ可

※インターネット（ＰＣ・携帯）も可

届出期間　

　平成25年１月１日(火)～15日(火)

※窓口での受付は、土・日・祭日および

平成25年１月３日(木)を除く午前８時

30分から午後５時15分まで。

問い合わせ・提出先

　村上地域振興局地域健康福祉部 

　地域保健課�53－8368

　この冬もぜひ、ウィンタースポーツを

お楽しみください。

お得な情報　

�駐車場が毎日無料。レストランのみの

ご利用も可能です。

�村内居住の方は、リフト１日券が

2,500円になる「関川村民価格」を設

定 (割引前女性3,000円～男性3,800円)

※ご利用の際には氏名・住所・お電話番

号をお伺いします。

�「スキー子供の日」(毎月第３日曜日

と３月の全日曜日)と「下越エリア ス

キー・スノボ感謝の日」(１月27日、

２月24日)は、小学生のリフト料金無料。

わく湧くウインターカーニバル開催

�美味しい屋台村、雪遊びや楽しいゲー

ムで冬を楽しみましょう。また、この

日は関川村民のリフト券が大人、子供

ともに無料となります。

主　催：関川村観光協会

と　き：１月20日(日)・２月17日(日)

その他お得情報　

�レンタルスキーは、最新モデルをさら

に増量し、多くのお客様に快適なスキ

ーをお楽しみいただける用意をしまし

た。大人用のレンタルウェアもリニュ

ーアル、またジュニアブーツはサイズ

展開を25.5㎝まで拡大しました。今シ

ーズンもジュニアセット(１日)ご利用

のお子様にはヘルメットの無料レンタ

ルをいたします。

問い合わせ

　わかぶな高原スキー場�64－0330

　その他最新情報は

　http://www.wakabuna.com/

他 12月20日(木)以降オープン
 わかぶな高原スキー場団体

県
から

調理師免許をお持ちの方へ
就業届出のお知らせ

　村では平成25・26年度の入札参加資格

審査(業者登録)の申請を受け付けます。

申請区分

①建設工事

②設計、調査、測量(コンサルタント)

③物品納入 

④小規模工事(村内事業者限定)

申請様式・必要書類　

　村ホームページをご覧ください

http://www.vill.sekikawa.niigata.jp/

受付期間　２月１日(金)～28日(木)

　８時30分～17時15分

※土・日曜、祝祭日を除く

※郵送のときは、当日の消印有効

※申請は随時受付します

登録の有効期間　平成25年４月１日～

　平成27年３月31日の２年間

問い合わせ・提出先

　総務課企画財政班 �64－1476

村
から

平成25・26年度
入札参加資格申請

　放送大学は、テレビなどの放送により

授業を行う通信制の大学です。働きなが

ら大学を卒業したい、学びを楽しみたい

など、様々な目的で幅広い世代の方が学

んでいます。ただいま平成25年４月入学

生を募集しています。

教養学部　�科目履修生(６か月在学し、

希望科目を履修)�選科履修生(１年間

在学し、希望科目を履修)�全科履修

生(４年以上在学し、卒業を目指す)

大学院　�修士科目生(６か月在学し、

希望科目を履修)�修士選科生(１年間

在学し、希望科目を履修)

出願期間　

　12月１日(土)～平成25年２月28日(木)

問い合わせ・資料請求

　〒951－8122放送大学新潟学習センター

　�025－228－2651

他 放送大学入学生募集団体

村
から

納期限内の納付をお願いします

１２月の納税予定一覧

科目(期)

納　期　限 12月27日(木)

口座振替日 12月25日(火)

問い合わせ

税務会計課税務班
　64－1451

国民健康保険税
(６期)

固定資産税(３期)

住民福祉課健康介護班
　64－1472

介護保険料(６期)

住民福祉課住民福祉班
　64－1471

後期高齢者医療
保険料(６期)


