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と　き　６月２日(日) 開演10時30分～

ところ　村民会館アリーナ

定　員　先着500名

入場料　3,000円（昼食付）

チケット買い求め　せきかわ笑楽会

※当日券も受付します

(代表) 川又政男�64－2876

＜携帯＞090－4730－4259

他 せきかわ笑楽会主催　第13回
 歌とおどりと笑いの饗宴団体

主　催　下関堀と柳通りの会

と　き　５月26日(日)10時～15時

ところ　役場駐車場周辺

内　容　�10時～【鏡開き・ふるまい酒】

�10時20分～【えちごせきかわ太鼓龍泉会演奏】

�10時40分～【関川中学校吹奏楽部演奏】

�10時～15時【昔のお屋敷特別公開】　

（佐藤邸、津野邸、旧斎藤医院などが特別公開）

�10時30分～14時【街並スタンプラリー】

（豪華賞品が当たるかも。先着50名限定で参加賞あり）

※小学生以下の方は保護者同伴となります

�屋台の出店！テント村　�フリーマーケット

★わげしょガイド街並見学ツアー

　若者(わげしょ)が街並みをご案内します

�１回目10時40分～　�２回目12時30分～（１時間半程度）

みんなで参加しよう！
�10時～14時30分【にがおえ】無料で似顔絵を描いてくれます

�14時～【関川うんめもん抽選会】テント村で500円以上購入し

て抽選券をゲットしよう。関川村の特産品が当たるかも？

◆このほか、盛りだくさんのイベントを予定しています！

問い合わせ　村観光協会（農林観光課内）�64－1478

他
団体

村
・

村民会館イベント

と　き　６月２日(日)８時～

ところ　村スポーツ公園

申込締切　５月27日(月)

組み合わせ抽選会

　５月27日(月)村民会館で19時～

申し込み　

　村民会館�64－2134

第23回村民親善野球大会

と　き　６月から月２回(年間12～15回)

土曜日９時00分～10時30分

ところ　村民会館

指導者　渡辺道子さん(下関・華道教授) 

対　象　保育園児～中学生まで

その他　�花材道具は不要です

�花代(１回500円)が必要です

申込締切　５月31日(金)

問い合わせ　村民会館�64－2134

　または渡辺道子さん�64－1775

伝統文化生け花・こども教室

　当日はコース内で交通規制を行います。

路上駐車などないようにご協力願います。 募集職種・人員　一般行政職・１名程度

受験資格　昭和61年４月２日以降に生ま

れた人で、学校教育法による大学(短

期大学を除く)を卒業した人又は平成

26年３月31日までに卒業見込みの人

試験の程度　大学卒業程度

申込締切　６月14日(金)当日消印有効

申込時間　８時30分～17時15分

(土曜日、日曜日を除く)

受験用紙　役場総務課で交付(郵送も可)

※村ホームページからダウンロード可

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

一次試験日　７月28日(日)

採用予定日　平成26年４月１日

その他　初級一般事務等その他の試験の

募集については、７月１日号の広報お

知らせ版に掲載します

問い合わせ・申し込み

　総務課総務班�64－1476

と  き　６月16日(日）

ところ　ふれあいど～む

問い合わせ　村民会館�64－2134

ＵＰ・ＤＯＷＮ第40回
関川マラソン大会

村
から

関川村職員採用試験
一般行政職(大学卒業程度)

今年も大勢のランナーが参加します！

No.460

発行／新潟県　関川村
編集／総務課
ＴＥＬ（0254）64―1476（直通)
ＦＡＸ（0254）64―0079
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◆関川診療所から診療時間変更のお知らせ　・５月17日(金)と20日(月)は、午後から休診です。　
・５月21日(火)と23日(木)は、午後の診察開始時間は午後３時00分からとなります。

堀と柳の春まつり堀と柳の春まつり
イベント盛りだくさん!!
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と　き　５月30日(木)13時30分～

ところ　村上市民ふれあいセンター

　２階研修会議室

問い合わせ　

　ハローワーク村上・求人学卒部門

　�53－4141

　村上地域振興局では、軽自動車を使っ

て農林水産物や加工品などを生産者が直

接販売する直売市の出店者を募集します。

開催日　６月30日(日)、８月４日(日)、

　９月１日(日)、９月29日(日)、10月27

日(日)、11月17日(日)の全６回

開催場所　村上地域振興局駐車場

応募期限　５月31日(金)

募集台数　各開催日につき25台程度。応

募者が多数の場合は抽選します

出店条件　関川村・村上市・粟島浦村に

在住の方で、軽自動車にて販売行為の

できる方

その他　申込方法や出店条件などの詳細

については、お問い合わせください

問い合わせ

　村上地域振興局企画振興部地域振興課

　�52－7231

県 うんめもん村上フェア
軽自動車de直売市出店者募集から

村
から

　がけ崩れや地すべりなどの土砂災害は

一瞬のうちに尊い命や財産を奪ってしま

います。

納期限　５月31日(金)

口座振替日　５月27日(月)

家の周りや山、がけ、川などで

　　異常なところを見つけたら…

総合窓口　役場建設環境課地域整備班

　�64－1479へご連絡ください

※寄せられた情報を確認して、関連す

る部署へ連絡します

�関連する部署…国や県、村では林道

担当や防災担当

６月は土砂災害防止月間です

村
から

納期限内の納付をお願いします
５月の納税予定一覧

税目(期) 問い合わせ

軽自動車税(全期) 税務会計課税務班
�64－1451

応募資格　�村内に住所を有する方

�村内に勤務する方 �村出身の方

種　目　�随筆・紀行文・コント…1編

400字詰め原稿用紙10枚以内

　(種目数に制限なし)

�詩…1編につき400字詰め原稿用紙３

枚以内(１人２編まで)

�短歌…10首まで �俳句…10句まで

�川柳…10句まで

注意事項

�応募は各ジャンル１人３編以内

�応募作品は返却しません

�作品には題名をつけ、住所、氏名、

電話番号を明記ください

※無記名の原稿は掲載しません

�原稿用紙を使用し、字は楷書ではっ

きり書いてください

※ワープロ、パソコンも可(ただし、1

枚当たり20字×20行を厳守)

�随筆・紀行文・詩は新仮名使い

　ほかは旧仮名使いでも可

�常用漢字以外の漢字や読みにくい漢

字にはふりがなを付けてください

�改行や句読点の表記方法を厳守

作品提出締切　９月30日(月)厳守

提出先　村民会館�64－2134

村
から

文芸せきかわ
第24号作品募集

　講師がこれまで関わった人権侵害に関

するニュースに触れながら、報道するメ

ディアのあり方や受け取る側の情報を識

別する能力の必要性について語っていた

だきます。

主　催　新潟県及び新潟県人権啓発活動

ネットワーク協議会

と　き　６月11日(火)13時30分～15時

　開場13時～

ところ　新潟東映ホテル(新潟市中央区)

講　師　宮川俊二さん(ニュースキャス

ター)

内　容 「キャスターから見た人権～今

から変わるニュースのミカタ～」

宮川俊二さん

　愛媛県宇和島市生まれ

ＮＨＫやフジテレビの

キャスターを務める。

現在はフリーとして報

道・情報・クイズ・バ

ラエティー等に出演中

定　員　250名(入場無料・先着申込順)

その他　手話通訳、要約筆記があります

問い合わせ・申し込み

　県福祉保健部福祉保健課人権啓発室

　�025－280－5181

県
から

人権講演会
  ﾆｭーｽｷｬｽﾀー宮川俊二さん

と　き　６月６日(木)10時～15時

ところ　むつみ荘

対　象　いじめ・親子・夫婦・不当な差

　別扱い・妨害などでお困りの方

相談員　人権擁護委員

問い合わせ　

　総務課総務班�64－1476

相談
案内 特設人権相談所を開設

他 学卒求人受理説明会団体

５/15現在の状況　

�母屋：外部では北側下屋の解体を、

内部では土壁塗りを行っています。

�味噌蔵：屋根工事のための足場設置

中です。

５/15 ～６/15までの工事予定

�母屋：北側下屋損傷程度の調査を行

います。

�味噌蔵：屋根の解体を行います。

※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.39
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主　催　中束元気づくり実行委員会

と　き　６月８日(土）小雨決行

　７時に集落センター集合

募集人員　30名

※申込多数のときは実行委員会で調整

参 加 費（保険料・写真代含む）

�大人2,500円　�子ども1,000円

申込締切　５月25日(土）

申込方法　実行委員へ電話、ＦＡＸで

直接申し込みください

中束元気づくり実行委員

　須貝　隆�64－0786（ＦＡＸ兼用）

他
団体
光兎山登山と
ヒメサユリ観賞会


