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村

村民会館イベント

　毎週火曜日、川北ふれあい自然の家

(旧川北小学校)を遊び場とし、小学生約

100人の子どもたちと一緒に遊んだりし

てみませんか？放課後子ども教室はボラ

ンティアで成り立っています。地域の子

どもたちのために一肌脱いでいただけま

せんか？近所のおじちゃん、おばちゃん

だけでなくお兄ちゃん、お姉ちゃんも募

集しています。

申込期限　４月30日(水)

問い合わせ・申し込み

　村民会館☎64－2134

★★★ボランティアの声★★★

地域の子と気軽に話ができるように

なったし、パワーをもらっています。

感動があったり、新鮮な発見があった

り、子どもから学ぶことも多いです。

地域の役に立ててうれしいです。

都合のいい時だけ参加できるので気軽

です。

放課後子ども教室
ボランティア募集

歴史館イベント

　入会希望者は、総会当日に下関城址へ

お集まりください。

と　き　４月29日(祝・火)10時～

ところ  下関城址　年会費　1,000円

その他　昼食と飲み物は各自で用意

問い合わせ　歴史館☎64－1288

下関城址顕彰会
総会案内・会員募集

村
から

平成26年度も継続実施
キラリと光る地域活性化事業

　村では、地域課題の解決や地域活性化

に取り組むみなさんを応援する「むらづ

くり総合推進事業」を今年度も行います。

補助事業名　むらづくり総合推進事業

 (地域緊急対策分)

募集期間　５月12日(月)まで

対象者　コミュニティ、集落、企業、任

意団体、有志など(当村に活動拠点が

あること)

対象事業　地域の活性化に寄与する事業

補助金　総額700万円(補助率100％以内)

公開プレゼン　７月ごろ(予定)

※平成25年度事業の成果発表も行います

※詳しい日時などは、今後の広報せきか

わでお知らせします

問い合わせ・申請

　総務課企画財政班☎64－1476　

村
から

平成26年度「にゃん吉」
健康ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ始まります！

「にゃん吉健康スタンプラリー」を今年

度も実施します。ラリー最初のイベント

は、４月19日開催の春の村民健康ウォー

キングです。イベント会場で年間ラリー

予定表とスタンプカードを配付しますの

でご参加ください。

問い合わせ

　住民福祉課健康介護班☎64－1472

村
から

国保からのお知らせ

国保に加入するとき ほかの市区町村

から転入したとき(職場の健康保険な

どに加入していない場合)

職場の健康保険などをやめたとき(退

職日の翌日)

子どもが生まれたとき

生活保護を受けなくなったとき

国保をやめるとき

ほかの市区町村に転出するとき

職場の健康保険などに加入したとき

死亡したとき

生活保護をうけるようになったとき

後期高齢者医療制度に加入したとき

(75歳で加入したときは届出不要)

※加入の届出が遅れると加入資格を得た

月まで遡って保険税を納めることにな

ります。また、保険証がないため、そ

の間にかかった医療費は全額自己負担

になりますのでご注意ください。

加入・脱退は14日以内に
届出が必要です

　交通事故など、第三者から傷病を受け

たとき、国保でお医者さんにかかること

ができます。その際はすみやかに国保担

当へ届け出てください。

※加害者から治療費を受け取ったり、示

談を済ませたりすると国保が使えなく

なります。示談の前に必ず担当にご相

談ください。

交通事故にあったとき

と　き　４月19日(土)10時30分～11時30分

ところ　村民会館小会議室

対　象　赤ちゃんから大人までどなたでも

問い合わせ　村民会館☎64－2134

おはなしの会
「絵本の読み聞かせとプチ工作」

病気とみなされないとき

　人間ドック、予防注射、美容整形、歯

列矯正、正常な妊娠・出産など

労災保険の対象となるとき

仕事上の病気やけが(雇用主が負担す

べきもののため)

※給付が制限されるとき

故意の犯罪行為や事故

けんかや泥酔による病気やけがなど

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

保険証が使えないとき



2教育委員会 教育課 学校教育班☎６４－１４９１・生涯学習班☎６４－２１３４

　村民会館では、シニア世代の皆さん

がいきいきとした生活を送る手助けと

してやまゆり大学を開講します。

　「ちょっと勉強は苦手…」という方

も「何か新しいことを始めたい」とい

う方にも楽しんでもらえる講座をたく

さん準備しています。

　大勢の参加をお待ちしています。

対　象　村内に住む、おおむね60歳以

上の方で、年間講座10回のうち半分

程度は受講できる人

※年度途中の入学はできません。

入学金　1,000円(各講座の昼食代や材

料費などは実費となります。)

※開講式まで村民会館にお納めくださ

い。

定　員　先着60名

申込締切　４月25日(金)

申し込み　

　村民会館☎64－2134

関川村やまゆり大学の受講生募集！
村民
会館

とき

５／23

 (金)

開　講　式

9：45～11：00

村民会館

大ホール
無料

７月

下旬

地域の魅力発見講座

「村内、知らない場所

を訪ねる旅」

村　内 無料

今年度は、六大学交流会が予定されていま

す！内容は例年同様で午前が講演会、後は芸

能発表です。

何年も住みながらまだ見たことのない名所や

文化財がありませんか？この機会に出かけて

みましょう。天然記念物(樹木)、名水(清

水)、史跡など深い歴史と豊かな自然に触れ

る旅。今回は下関、上関、九ケ谷地区です。

平成26年度の開講式の後、新潟県立歴史博物

館の講師による出前講座です。

９／11

 (木)
六大学交流会

村上市民

ふれあい

センター

弁当代

実費

およそ300品種、60万本の日本四大あやめ園

のひとつ「五十公野公園あやめ園」を見に行

きましょう！

６月

下旬

大人の社会科見学

「五十公野公園あやめ

園と月岡散策の旅」

新発田市

観覧料

弁当代

実費

講座名 内容など ところ 備考

他
団体

平成の大修理
渡邉邸の改修日記ｖｏｌ.47

　新潟県共同募金会関川村分会では、地

域福祉を推進するための活動を行う団体

を支援するために助成の募集を次により

行います。　

助成団体　福祉活動を行うボランティア

団体や福祉団体

募集期間　

　４月15日(火)～５月15日(木)

応募方法　助成申請書(関川村分会に用

意してあります）及び添付書類を関川

村分会に提出

問い合わせ　

　新潟県共同募金会関川村分会

（関川村社会福祉協議会内☎64－0111）

社
協

共同募金助成事業申請の
募集について(ご案内）

４/15現在の状況　

▷母屋：大工・左官工事が残りわずか

となり、建具・表具等の仕上工事へ

と移行しつつあります。

▷外部：塀修理準備中です。

４/15～５/15までの工事予定

▷母屋：仕上工事のうち建具建込を主

に行います。

▷外部：塀修理の準備(解体・足場架)

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

以降の予定　・10月／運動「卓球・バドミントン」・11月／体験「工芸教室」

・12月／緑の少年団との交流！・１月／研修「リニューアルする渡邉邸の見学」

・２月／運動「ズンバゴールド＆骨盤体操」・３月／閉講研修旅行

村
から

意欲のある方をお待ちします
認定農業者申請受付中

認定農業者制度とは　

今後の地域農業を担う「やる気」のあ

る農業者から「農業経営改善計画書」

を提出してもらい、村の基本構想と照

らして認定する仕組みです。認定は５

年間有効です。また、補助事業等の要

件として必要になる場合もあります。

申請条件　※年齢制限なし　

※２つ全て満たすことが必要

１.農業経営に意欲があること　

２.村が定める構想に合う計画を立案す

ること

申請方法　

農業経営改善計画書を作成して農業委

員会事務局へ提出

申請締切　５月２日(金)

認定　５月下旬の審査会で決定

問い合わせ・申請　

　農林観光課農林振興班

　☎64－1447

県
から

平成26年度
 調理師(国家資格)試験

試験日　７月15日(火)13時～15時30分

　受付時間 12時～12時30分

願書受付期間

　５月19日(月)～５月26日(月)

※受験願書は村上地域振興局健康福祉部

　(村上保健所)で配布します

問い合わせ　

　村上地域振興局健康福祉部地域保健課

　☎53－8368

国
から

荒川河川内の伐採木を
有効活用しませんか

　荒川では河川内の樹木を計画的に伐採

しています。今回伐採した樹木を丸太

(直径５～20㎝、長さ１ｍ程度)に細断し

て無償で提供します。

と　き　４月24日(木)～４月26日(土)

　９時～16時

※期間中でも、なくなり次第終了します

ところ　村上市海老江地先(乙大日川樋

門付近)

その他　▷申込み不要(お名前と使用目

的を確認する場合があります)

▷直接会場へお越しください

▷事故等が発生した場合は各自の責任に

おいて対処願います

問い合わせ

　羽越河川国道事務所荒川出張所

　☎62－2528


