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村民会館イベント

と　き　７月５日(土)

　６時に村民会館集合～17時30分

ところ　蔵王山(刈田岳・熊野岳)1,840ｍ

コース紹介　この時期見どころの多い

お釜や高山植物、中でも盛りを迎える

コマクサを眺めながら刈田岳と熊野岳

を縦走する約３時間の山旅です。

募集人数　40名　参加費　1,000円

申込締切　６月29日(木)※悪天候は中止

申し込み　村民会館☎64－2134

夏の健康登山「蔵王山」

と　き　７月６日(日)８時30分～

ところ　村スポーツ公園

申込締切　６月30日(月)

組み合わせ抽選会

　６月30日(月)村民会館で19時～

申し込み　村民会館☎64－2134

連盟会長杯野球大会

「太極拳教室」参加者募集！

　運動の苦手な方、高齢者でも無理なく

続けられます。ぜひお気軽にお越しくだ

さい。

と　き　７月７日(月)～毎週月曜日10時～

11時30分※７月21日(月)はお休みです。

ところ　村民会館　大ホール

講　師　NPO法人　日本健康太極拳協会

　準師範　大嶋　淑子　先生

参加費　１回500円(１回目は無料体験)

持ち物　内履き・水分補給・動きやすい

服装でご参加ください。

申し込み　村民会館☎64－2134

　「統合失調症」という病気を抱えなが

らも人生を楽しく生きるヒントをお話し

していただきます。

主　催　新潟県精神保健福祉協会

と　き　７月９日(水)

　15時30分～16時40分(受付15時～)

ところ　月岡温泉　華鳳　２階コンベン

ションホール黎明(新発田市)

内　容　「統合失調症がやってきた

　～100人に１人のよくある話～」

講師プロフィール　松本ハウス(ハウス

加賀谷・松本キック)

「 タ モ リ の ボ

キャブラ天国」

などの人気番組

に出演していな

がらも、ハウス

加賀谷の統合失

調症悪化により1999年に活動を休止。

その後入院生活を経て症状を改善させ

た加賀谷は10年ぶりに芸能界復帰を果

たす。現在、NHK　Eテレ「バリバラ」

やトークライブなど「お笑い」を武器

に精神疾患への理解を深めるため全国

を駆け回ってる。

定　員　先着300名　※入場無料

申込締切　６月27日(金)

問い合わせ　

　新潟県精神保健福祉協会県北支部事務局

　☎0254－26－9133

精神保健福祉協会総会　記念講演

「統合失調症がやってきた」
他
団体

　消費税引き上げに伴う給付金の申請書

を対象と思われる方に送付しました。書

類を確認して対象となる方は、申請を忘

れずにお願いします。

※給付金の対象者などは広報せきかわ

　６月１日号本紙をご覧ください。

問い合わせ・申請先

　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

臨時福祉給付金
  子育て世帯臨時特例給付金

村
から

　新潟地方法務局および新潟県人権擁護

委員連合会では、子どもの人権に関する

電話相談を受け付けます。

と　き　▷６月23日(月)～27日(金)８時

30分～19時　▷６月28日(土)～29日

(日)10時～17時

相談内容　いじめ、体罰や暴行・虐待な

ど子どもの人権に関すること

相談員　法務局員、人権擁護委員

相談・問い合わせ　

　☎0120－007－110(フリーダイヤル）

６月23日(月)～29日(日)
「子どもの人権110番」強化週間

他
団体

６/15現在の状況　

▷母屋：建具・表具・漆塗等の仕上作

業継続中です。

▷外部：主屋周囲の外溝が完了。塀の

修理は継続中。

６/15～７/15までの工事予定

▷母屋：建具・表具・漆塗・器具取付

等仕上作業が続きます。

▷外部：塀修理継続中。西側は、大工

仕事から屋根仕事に進みます。

※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.49

◆「還暦のつどい」日程変更について       問い合わせ　村民会館☎64－2134
　と　き　誤６月22日(日)→正６月29日(日)10時30分～　ところ　丸勝会館

と　き　７月19日(土)～８月24日(日)

　▷平日　９時～正午　▷土・日曜日　

　９時～16時(天候により閉館日あり)

ところ　下関地区村民プール

対　象　高校生以上で泳ぎができるかた

募集人数　２～３名

申込締切　６月30日(月)

その他　詳細はお問い合わせください

問い合わせ　村民会館☎64-2134

　平成26年７月１日現在で、全国一斉に

“経済の国勢調査”と言われる「経済

センサス-基礎調査・商業統計調査-」

が実施されます。

　調査のため、村がお願いした調査員

が６月中旬から７月にかけて各事業所

を訪問し、調査票をお配りしますので、

ご協力をお願いします。

問い合わせ　総務課総務班☎64－1476

村
下関地区村民プール監視員募集から

事業所・事業主の皆さんへ

経済センサス-基礎調査・商業統計調査-

にご協力ください！



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

注意事項

★胃がん検診を受診する方へ

前日の20時から検査終了まで食べ物、

アルコールを摂取しないでください。

受診当日、水または白湯は検査３時間

前までであれば飲んでも構いません。

牛乳やジュース類は飲まないでくださ

い。喫煙はしないでください。

うっかり飲食したときは受診できませ

んので、ほかの日に受診してください。

★大腸がん検診の便を役場に提出される

方は、必ず９時30分までにお持ちくだ

さい。※時間遵守のこと

★検診を申し込んだ方で受診しないとき

は、受診しない理由を受診票に記入し

て、住民福祉課へ必ず届けてください。

★申し込みをしていない方や80歳以上の

方で受診を希望するときは、住民福祉

課へご連絡ください。

★検査の結果、異常のない方には通知し

ませんので、ご了承ください。

問い合わせ　住民福祉課 

健康介護班☎64－1472

胃がん

大腸がん

７月１日(火)

７月２日(水)

７月３日(木)

７月４日(金)

７月５日(土)

７月７日(月)

７月８日(火)

７月９日(水)

７月10日(木)

７月11日(金)

７月12日(土)

35歳以上の申込者

40歳以上の申込者

7:30～9:00

7:30～9:00

7:30～9:00

7:30～9:00

7:30～9:30

7:50～9:30

7:50～9:30

7:50～9:30

7:50～9:30

7:30～9:00

7:30～9:00

7:30～9:30

上土沢集落開発センター

大島集落開発センター

山本公会堂

七ヶ谷地区ふるさと会館

九ヶ谷地区ふるさと会館

下川口集落センター

関川村保健センター

関川村保健センター

小見前新田集会場

中束集落センター

むつみ荘

女川地区ふるさと会館

女川地区ふるさと会館

高田地区ふるさと会館

関川村保健センター

関川村村民会館

上土沢

大島・下土沢

山本・幾地・鍬江沢

蔵田島・久保・鮖谷・安角・大石・金俣

沼・片貝・聞出・金丸・八ツ口

下川口・荒川台・大内渕・上川口

辰田新・打上・内須川

下関1組～11組・該当地区で受けられない人

松平・滝原・上野山・小見・小見前新田・松ヶ丘

蕨野・中束・田麦千刈

高瀬・沢・湯沢

上野原・深沢・若山・上野新・上野・小和田

上新保・蛇喰・南中・宮前・朴坂

高田・桂・平内新

勝蔵・南赤谷・下関12組～

上関全域・該当地区で受けられない人

35歳～39歳…1,500円・41歳～…1,000円

500円

検診の種類

と　き 時　間 ところ 対象地区

対　象　者 料　　　金

胃がん・大腸がん検診
早期発見のために申し込みした方は必ず受診してください

胃がん検診は前日の20時
から飲食が制限されます

村
から

と　き　７月11日(金)13時30分～16時

　(受付は13時～)

ところ　村上市教育情報センター

対象者　平成27年３月新規高等学校卒業

予定者で村上・岩船地域へ就職を希望

する人とその保護者

問い合わせ　ハローワーク村上

　求人・学卒部門☎0254－53－4141

アクセス2015
就職ガイダンス

他
団体

　すずかけ・やまやの里・浦田の里・み

どりの家４施設合同の運動会を開催しま

す。みなさまお誘い合わせのうえ、ぜひ

ご来場ください。

と　き　６月18日(水)10時30分～

　14時15分

ところ　パルパーク神林(神林総合体育館)

問い合わせ　みどりの家☎52－1930

６月18日(水)10時30分～
４施設合同運動会を開催します

他
団体

※40歳と50歳は無料

※無料クーポン対象者は無料

他 関川村民を無料招待
アルビレックス新潟 試合観戦団体

あて先　〒950－0954　新潟市中央区美

咲町2－1－10　アルビレックス新潟後

援会「試合観戦ご招待」係

応募期限　７月９日(水)必着

招待券の受け渡し　招待の可否を７月16

日(水)頃、返信用ハガキで通知

※電話で可否問い合わせはご遠慮ください

観戦の手順　観戦する方は、返信ハガキ

を持参のうえ、デンカビッグスワンス

タジアムのＥゲート前広場に設置の

「チケット引換所」にてチケットと引

換え後に入場、観戦

クラブの最新情報

　最新情報はアルビレック

　ス新潟携帯サイトをご覧

　ください

問い合わせ　アルビレックス新潟後援会

025－282－0011

招待試合

　Ｊリーグディビジョン１ 第16節

　アルビレックス新潟 対 FC東京

と　き　７月23日(水)試合開始19時～

ところ　デンカビッグスワンスタジアム

招待席　Ｓスタンド自由席

※状況によっては他の座席をご案内する

場合があります

応募条件　関川村在住者

募集人数　500名(応募多数のときは抽選)

応募方法　往復ハガキの往信裏面に①７

月23日FC東京②住所③氏名・年齢④電

話番号⑤メールアドレス(お持ちの方)

⑥チケットの希望枚数(４枚まで)⑦後

援会資料請求(する・しない)を記載

し、返信用表面に返信先(自分)の住

所・氏名を記入して、あて先に送付

※往復ハガキは各自用意

※応募は１世帯につき１通限り有効

往復ハガキ記入例

携帯端末用ＱＲコード


