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村民会館イベント

初心者「太極拳教室」
参加者募集！

と　き　▷４月８日(火)～毎週火曜日

　10時30分～11時30分▷４月11日(金)

　～毎週金曜日19時30分～20時30分

ところ　村民会館大ホール

参加費　月会費1,000円

申込み　村民会館まで申し込みください

★講師は、ズンバゴールド・骨盤体操

とも小林雅子先生(下関)です。

健康教室「骨盤体操」

と　き　４月８日(火)～毎週火曜日

▷昼の部９時30分～10時20分

▷夜の部19時30分～20時30分

ところ　村民会館大ホール

参加費　月会費1,000円

健康教室「ズンバゴールド」

　初心者から経験者まで、どなたでもお

気軽にお越しください。特に初心者の方

には「いろはのい」から丁寧にお教えし

ます。

主　管　日本棋院新潟関川支部

と　き　４月５日(土)からの毎週土曜日

　13時～17時

※この時間帯なら、いつでも受付けます

ところ　村民会館休養室

指導者　日本棋院関川棋友会支部会員

参加費　無料

問い合わせ　村民会館☎64－2134

囲碁を始めてみませんか

歴史館イベント

と　き　４月10日(木)

　８時40分に歴史館集合～15時30分

内　容　菅谷の箱岩峠

講　師　小林　弘さん(新発田市)

定　員　20名　持ち物　昼食・水筒・雨具

申し込み　歴史館☎64－1288

史跡めぐり①

村 介護保険
支給限度が変わりましたから

　現在、春休みで運休しています高校生

等支援バスは、４月７日(月)から運行を

開始します。下関行きと女川行きがあり

ますので、ご利用の際はご注意願います。

発車時刻　ＪＲ坂町駅前19時15分発

利用できる方　

　中学生、高校生、専門学生、大学生
と　き　４月21日(月)～６月16日(月)

　毎週月曜日(全８回)10時～11時30分

※５月５日(月)は、お休みです

ところ　村民会館大ホール

講　師　関　文恵先生　参加費　2,000円 

申込締切　４月14日(月)まで

持ち物　内履き・水分補給・動きやすい

服装で参加ください

★★太極拳の効果★★

▷身体が柔軟になり、けがの防止に！

▷血流がよくなり内臓機能が向上！

▷体内バランスを理想的な状態に保つ！

▷肩こり・腰痛にも効果抜群！

問い合わせ　村民会館☎64－2134

　介護保険の主な在宅サービスの支給限

度(区分支給限度基準額)が平成26年４月

から変わりました。これは消費税の増税

に伴う改正となります。

※要介護・要支援認定者の「介護保険被

保険者証」に記載されてある「区分支

給限度基準額」は読み替え対応となり、

再発行等の手続きは必要ありません。

問い合わせ

　住民福祉課健康介護班☎64－1472

問い合わせ　

　総務課企画財政班☎64－1476

利用時の注意事項　

運行は平日のみ

夏休みなど一定期間運休します

列車が遅れた場合は、19時20分まで列

車の到着を待ちます。19時20分に間に

合わない場合は、お家の方に迎えを頼

むなど各自で対応してください

バスの乗車時に、降車場所記入簿に記

入してください。（記入しないと、降

車したい場所で停車できません）

村 ４月７日(月)運行開始
高校生等支援バスから

村 村有住宅入居者募集から

所　　在　下関地内のメゾネット住宅

募集戸数　単身向け１戸(１ＳＤＫ)

月額家賃　30,000円

メ　ゾ　ン　下　関

所　　在　上関地内の３階建て

募集戸数　３階の１戸(１Ｋ)　

月額家賃　30,000円

上　関　住　宅

所　　在　高瀬地内の平屋建て

募集戸数　１戸(２Ｋ)

月額家賃　25,000円

★共通事項　申込締切　４月14日(月)

入居時期　５月１日(木)

問い合わせ・申し込み

　建設環境課地域整備班☎64－1479

高　瀬　住　宅

他 今年も桜の季節となりました

観桜会参加者大募集！団体

と　き　４月28日(月) 受付17時30分～ 

　開演18時～　雨天決行

ところ　むつみ荘上手桜並木

参加費　1,300円（折詰代として）

その他　飲み物などは会場で販売します

ので、各自でお求めください

問い合わせ・申し込み

　関川村自然環境管理公社☎64－0252

要介護

状態区分

１か月の支給限度額

改正前 改正後

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

49,700円

104,000円

165,800円

194,800円

267,500円

306,000円

358,300円

50,030円

104,730円

166,920円

196,160円

269,310円

308,060円

360,650円
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村 国保・後期の人間ドック

平成26年度受診者募集から

県 毒草による食中毒に
注意しましょうから

国 労働基準監督官採用試験
から

対象者　▷平成25年４月30日以前から国

保に加入している方

▷35歳以上の方

▷国保税の滞納がない世帯の方

▷住民税の申告が終わっている方

その他　結果は受診者と村に通知されま

す。村ではその結果を特定健診や保健

指導などに利用します。あらかじめご

了承願います。また、受診後の申請は

できませんので必ず受診前に申請して

ください。

国保加入者以外の方

加入している保険者または健診機関に

直接お問い合わせください。

受診日　平成27年１月31日まで

申込締切　平成26年12月12日(金)

受 

診 

機 

関

下越総合健康開発センター(新発田市)

健康医学予防協会(新潟市)

新潟県健康管理協会(新潟市)

新潟県労働衛生医学協会(新潟市)

みどり病院(新潟市)

村上総合病院(村上市)

国民健康保険の方

対象者　▷後期高齢者医療制度の被保険

者の方（75歳以上の方、65歳以上で障

害認定を受けている方)

▷保険料を滞納していない方

その他　受診後の申請はできませんの

で、必ず受診前に申請してください。

受診日　平成27年３月31日まで

申込締切　平成27年２月13日(金)

問い合わせ・申し込み

　住民福祉課福祉保険班64－1471

後期高齢者医療制度の方

　村では障害者手帳などをお持ちの方に

タクシー利用券を発行しています。

利用券　▷小型タクシー基本料金相当額24枚

▷人工透析を受けている障害者であっ

て、村民税非課税世帯48枚

※利用は村内のタクシー会社に限る

対象となる手帳の種類

▷身体障害者手帳１級、２級、３級の一

部（視覚・聴覚・下腿・体幹・脳原性

運動移動機能・内部）▷療育手帳Ａ

▷精神障害者保健福祉手帳１級

申請期間　４月１日(火)～

手続きに必要なもの　障害者手帳・印鑑

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

　ＮＨＫ-ＢＳプレミアムで放送中の

「にっぽん縦断こころ旅(2014春の旅)」

で、３月31日に愛知県をスタートし、夏

の北海道を目指しています。番組ではみ

なさんからのお手紙で旅のルートを決定

するため、村内の「忘れられない場所・

風景」にまつわる手紙を募集していま

す。手紙が採用されれば、旅人の俳優・

火野正平さんが関川村を訪れるかもしれ

ません。みなさんからの応募をお待ちし

ています。

応募内容　住所、氏名、電話番号、性

別、年齢、思い出の場所、風景にまつ

わるエピソード

応募方法　番組ホームページへ

  http://www.nhk.or.jp/kokorotabi/

応募期限　４月22日(火)必着

その他　新潟県の放送予定日

▷６月２日(月)・６月15日(日)

問い合わせ

　ＮＨＫふれあいセンター

　☎0570－066－066

主　催　新潟県土地家屋調査士会(土地家

屋調査士による表示登記無料相談会)

と　き　４月５日(土)10時～16時

ところ　新潟県土地家屋調査士会館

 (新潟市中央区上大川前通6-1211-5)

相談内容　土地や建物の登記や境界に関

するもめ事でお困りの方

▷土地を分ける(分筆)、合わせる(合筆)

▷土地の境界が不明、隣人と見解が異なる

▷登記してある建物とくい違いがあるなど

その他　予約不要、電話での相談も可

問い合わせ　

　新潟県土地家屋調査士会

　☎025－378－5005

福祉タクシー利用券受付中
村
から

他 新潟県男女平等推進相談室より
「相談をお受けします」団体

他 「にっぽん縦断こころ旅」
お手紙募集！団体

▷心や身体のことを誰かに聞きたい

(例)思春期、更年期、妊娠、病気など

▷家族のことで相談したい

(例)親子関係、子育て、不登校、介護の

ことなど

▷男女関係、対人関係で悩んでいる

(例)結婚、離婚、職場の人間関係、友人

のことなど

▷その他生活上の悩みなど

　相談は無料で秘密は固く守られていま

す。悩みの解決に向けてアドバイスや情

報を提供します。また、必要に応じて他

の関係機関等をご案内します。

問い合わせ　

　新潟県男女平等推進相談室

　☎025-285-6605

　春になり草木も新芽を出す季節となり

ました。まもなく山菜採りのシーズンが

始まります。

※新潟県庁ホームページ内の「にいがた

食の安全インフォメーション」では、

誤食しやすい毒草を写真で紹介してい

ますのでそちらもご覧ください。

　http://www.fureaikan.net/syokuinfo/

問い合わせ　

　村上地域振興局健康福祉部

　(村上保健所)衛生環境課☎53－8371

【予防のポイント】

▷種類の判定のできない植物は絶対に食

べない、人にあげない

▷山菜等と有毒植物が混生することがあ

るのでよく確認する

▷調理前に再度よく確認する

▷間違えやすい山菜等と有毒植物は離し

て植える

受験資格　▷昭和59年４月２日～平成５

年４月１日生まれの方▷平成５年４月

２日以降に生まれた方で、大学卒業者

か平成27年３月までに大学卒業見込み

の方(人事院が同等と認める方を含む)

試験の程度　大学卒業程度

申込締切　▷郵送の場合 ４月２日(水)

※４月２日までの通信日付印有効

▷インターネットの場合 ４月14日(月)

【インターネット申込専用アドレス】

http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

１次試験　６月８日(日)

問い合わせ・提出先　〒950－8625

　新潟市中央区美咲町１丁目２番１号

　新潟美咲合同庁舎２号館３階

　新潟労働局総務部総務課人事係

　☎025－288－3500

相談
案内

「表示登記の日」
無料相談会開催

～こんな相談を受けています～

教育委員会 教育課 学校教育班☎６４－１４９１・生涯学習班☎６４－２１３４



「春風に のせよう マナーと 思いやり」４月６日～15日は春の全国交通安全運動期間

巡回地 停留場所 開閉時間 巡回日

巡回地 停留場所 開閉時間 巡回日

大　島

下土沢

幾　地

上土沢

南赤谷

松　平

湯　沢

六本杉

片　貝

沼

下川口

安　角

大　石

金　俣

鮖　谷

郵便局前

集落開発センター

集落入口付近

集落センター

公会堂前

集落センター

ゆうあい駐車場

集落開発センター

駅駐車場

集落開発センター

集落センター

公会堂

バス停付近

集落センター

集落センター

 ９:10～９:20

９:25～９:35

９:45～９:55

10:05～10:15

10:20～10:30

11:00～11:10

11:20～11:30

11:40～11:50

13:15～13:25

13:35～13:45

14:00～14:10

14:15～14:25

14:35～14:45

14:50～15:00

15:05～15:15

高  田

沢

深　沢

上野新

小和田

中　束

南　中

朴　坂

ふるさと会館

旧公会堂

バス停

光兎こども館

地蔵様前

集落センター

女川診療所

消防小屋前

11:40～11:50

13:05～13:15

13:35～13:45

13:50～14:00

14:10～14:20

14:30～14:40

14:50～15:05

15:25～15:35

４／20(日)

５／10(土)・25(日)

６／14(土)・29(日)

７／12(土)・27(日)

８／９(土)・31(日)

９／13(土)・28(日)

10／11(土)・26(日)

11／８(土)・23(日)

12／13(土)

１／11(日)・24(土)

２／15(日)

３／７(土)・22(日)
４／13(日)・26(土)
５／18(日)
６／７(土)・22(日)
７／５(土)・20(日)
８／２(土)・24(日)
９／６(土)・21(日)
10／４(土)・19(日)
11／１(土)・16(日)
12／６(土)・21(日)
１／17(土)
２／８(日)・21(土)
３／15(日)

大島～片貝～大石方面

高田～沢～女川方面

問い合わせ

　村上市立中央図書館53－7511

　関川村村民会館図書室(村民会館内)64－2134

移動図書館の利用方法など　郡市内に住んでいる方、勤務

している方ならどなたでも利用できます

貸出料金は必要ありません（無料です）

1枚のカードで５冊まで、２週間借りることができます

※移動図書館車で借りたときは次回巡回日に返却可

利用者カードは郡市内の図書館で全て共通です

読みたい本のリクエストも可

車内でカードの申込ができ、その場で借りられます

平成２6年度移動図書館時刻表

納期月 担　当 ４月 ５月 ６月

１期 ２期 ３期 ４期

１期

全期

２期

１期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期

１期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期

１期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期

３期 ４期

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月科目

村・県民税

固定資産税

納　期　限

口座振替日

軽自動車税

国民健康保険税
(介護２号保険)

介護保険料 
(介護１号保険)

後期高齢者
 医療保険料

税務会計課税務班
64－1451

住民福祉課健康介護班
64－1472

住民福祉課福祉保険班
64－1471

４／30
(水)

６／２
(月)

６／30
(月)

７／31
(木)

９／１
(月)

９／30
(火)

10／31
(金)

12／１
(月)

12／26
(金)

２／２
(月)

３／２
(月)

３／31
(火)

４／25
(金)

５／26
(月)

６／25
(水)

７／25
(金)

８／25
(月)

９／25
(木)

10／27
(月)

11／25
(火)

12／25
(木)

１／26
(月)

２／25
(水)

３／25
(水)

納税相談をご利用ください 固定資産課税台帳の縦覧新潟県地方税徴収機構とは

　村税を滞納すると財産の差し押さえ

などの滞納処分を受けることになりま

す。納付困難な事情があるときは、お

早めに税務会計課にご相談ください。

　市町村と新潟県が共同で滞納処分を

行う組織です。

　事務処理などは「特別機動整理班(県

の地域振興局に設置)」が行います。

と　き　４月30日(水)まで

 ８時30分～17時15分（休庁日除く）

対　象　固定資産税の納税者

ところ　税務会計課税務班

平成26年度村税(料)納付一覧表
問い合わせ　税務会計課税務班64－1451

税金は私たちの生活に欠かすことのできない公共

サービスの財源です。納期限内に納税しましょう。

普通徴収

普通徴収

普通徴収

普通徴収

3



プラネタリウムものがたりシアター
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日 曜 行　事　予　定 日 曜 行　事　予　定

４月

保育園入園式（大島保育園９:00～、下関保育園10:30～）

村内一斉クリーン作戦（６:30～、村内）
荒川クリーン作戦（９:00～、河川敷スポーツ公園集合）雨天決行
消防団辞令交付式（９:00～、ふれあいど～む）
スポーツ少年団入団式（10:30～、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）

関川小学校入学式（10:00～、関川小学校）
関川中学校入学式（13:30～、関川中学校）
健康教室「ズンバゴールド」
(昼の部９:30～10:20、夜の部19:30～20:30、村民会館大ホール）
健康教室「骨盤体操」(昼の部10:30～11:30、村民会館大ホール）

健康教室「ズンバゴールド」
(昼の部９:30～10:20、夜の部19:30～20:30、村民会館大ホール）
健康教室「骨盤体操」(昼の部10:30～11:30、村民会館大ホール）
放課後子ども教室開校式（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）

関川地区老人クラブ協議会ゲートボール大会
（８:30～、ふれあいど～む）
健康教室「骨盤体操」(夜の部19:30～20:30、村民会館大ホール）

交通安全指導所（８:30～、国道113号線 川口橋チェーン着脱場）

史跡めぐり①（８:40に歴史館集合～15:30、菅谷の箱岩峠）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）

[清明]

１ 火

２ 水

３ 木

19 土

20 日

４ 金

５ 土

６ 日

７ 月

８ 火

９ 水

10 木

11 金

12 土

13 日

14 月

15 火

16 水

17 木

５月

21 月

22 火

23 水

24 木

25 金

26 土

27 日

28 月

29 火

30 水

１ 木

２ 金

３ 土

４ 日

５ 月

コミュニティゆさわ総会（19:30～、湯沢集落センター）
健康教室「骨盤体操」(夜の部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）
初心者「太極拳教室」① (10:00～11:30、村民会館大ホール）

女川郷コミュニティ光兎総会（19:00～、女川地区ふるさと会館）
健康教室「骨盤体操」(夜の部19:30～20:30、村民会館大ホール）

コミュニティかわきた総会（19:00～、高田地区ふるさと会館）

健康教室「骨盤体操」(夜の部19:30～20:30、村民会館大ホール）

初心者「太極拳教室」② (10:00～11:30、村民会館大ホール）
観桜会（受付17:30～、開演18:00～、むつみ荘上手桜並木）

[昭和の日]
下関城址顕彰会(10:00～、下関山城）

[穀雨]

緑の少年団入団式（10:00～、村民会館大ホール）
おはなしの会（10:30～11:00、村民会館小会議室）

健康教室「ズンバゴールド」
(昼の部９:30～10:20、夜の部19:30～20:30、村民会館大ホール）
健康教室「骨盤体操」(昼の部10:30～11:30、村民会館大ホール）
区長連絡協議会（13:00～、高瀬むつみ荘）
春の区長会議（14:00～、高瀬むつみ荘）
放課後子ども教室（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）

[憲法記念日]

[みどりの日]

[こどもの日]

18 金

カレンダー ４月１日　 ５月５日

相談案内
相談は無料で、秘密
は堅く守られます

時　間　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　４月25日(金)まで

　電話(☎53－7511)で受け付けます

【４月】

と　き　４月５日(土)10時～10時30分

作　品　「おおかみと七ひきのこやぎ」

ところ　プラネタリウム

定　員　先着80名　※入場無料

その他　番組終了後には、星を見るこ

とができます。未就学のお子さんか

ら小学生まで幅広く楽しめる、わか

りやすい番組を用意しています。

５月のパソコン研修会

講座名 と き 対 象

②ワードで

　チラシ作成

①ワード中級

５/23(金)

５/21(水)        
　　　　
～22(木)

文字入力の

できる方

文字入力の

できる方

日　時　毎月第１・第３金曜日

　13時30分～15時30分

※この間、自由においでください。祝日

はお休みです。

ところ　２階ＬＡＮ研修室

初心者パソコンクラブ

　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。

開放日　毎日８時30分～22時

利用方法　使用料は１時間500円

　　　　　申込みは電話または窓口へ

ピアノの一般開放のご案内

高齢者と

その家族

の 相 談

法律相談　４月７・14・21・28日 
　13時30分～16時
不動産の鑑定・利活用の相談　
 ４月９・23日　13時30分～16時
税金・介護相談　
　相談日時は、その都度調整となります。

※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

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。


