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◆「プレミアム商品券」 ７月１日から発売！！　詳しくは、全戸配布チラシをご覧ください

村 村職員募集
  関川村職員(一般事務)採用試験から

募集職種・人員　一般事務・２名程度

受験資格　平成２年４月２日以降に生ま

れた人で高等学校以上の学校を卒業し

た人または平成27年３月31日までに卒

業見込みの人

試験の程度　高等学校卒業程度

申込締切　７月31日(木)当日消印有効

申込受付　土・日曜・祝祭日を除く

　８時30分～17時15分

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　９月21日(日)

採用予定日　平成27年４月１日

問い合わせ・申し込み

　総務課総務班☎64－1476

　こころの健康やメンタルヘルス、精神

疾患に関すること、障がいに関する困り

ごとなど、お気軽にご相談ください。

　ご家族からの相談も受け付けています。

と　き　７月22日(火) 14時～15時

ところ　地域活動支援センターさくら工房

相談員　精神保健福祉相談員　

　寺澤　恵、永井　丈史

問い合わせ・申し込み　

　住民福祉課住民福祉班☎64－1471

　村民参加型の楽しいイベントを一緒に

企画運営していただけるスタッフを募集

します！

とき　平成27年４月４日(土)、５日(日)

ところ　渡邉邸、村民会館アリーナ

出演　狩野泰一(篠笛)、金子竜太郎(和太鼓)

内容　元鼓童のお二人をお迎えし、篠笛

　と和太鼓のしらべコンサート

申込締切　７月10日(木)

問い合わせ　

　渡邉邸オープニング記念イベント実行委員会

　担当　田村☎090－2244－8973

村 風しん予防接種
費用助成のお知らせから

　妊婦への風しん感染防止、赤ちゃんへ

の先天性風しん症候群の発生防止のた

め、接種費用を全額助成します。

期　間　平成26年４月1日から平成27年

３月31日までに接種した接種費用(全

額助成)

対象者　抗体検査を受検し、抗体価が低

い、または陰性となった人で次のいず

れかに該当する人①妊娠を希望する女

性　②①の配偶者などの同居者　③風

しん抗体価が低い、または陰性である

妊婦の配偶者などの同居者

持ち物　風しん予防接種済証、風しん抗

体検査結果証明書、領収書、振込先の

通帳、印鑑、母子健康手帳(③の人の

み)

その他　▷風しん抗体検査は県の委託医

療機関であれば無料で受検できます。

事前に医療機関に確認してください。

▷申請について詳しくは下記へお問い

合わせいただくか村ホームページをご

覧ください。

問い合わせ

　住民福祉課健康介護班☎64－1472

村民会館イベント

歴史館イベント

と　き　７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

　スポーツに取り組む意欲の向上と“ゆ

め”を与えることを目的とした教室で

す。ぜひ観覧に来てください。

と　き　７月６日(日)９:00～11:00

ところ　村民会館アリーナ

講　師　プロバスケットボールチーム新

潟アルビレックスＢＢの選手２名

実施種目　バスケットボール

問い合わせ　村民会館☎64-2134

美術館めぐり

ゆめづくりスポーツ教室

主　催　関川村茶道連盟

と　き　７月19日(土)15時～20時

ところ　東桂苑

その他　茶席券２席で800円(公民館でも

販売しています)

問い合わせ　村民会館☎64-2134

ゆかた茶会

とき７月28日(月)８時に歴史館集合～17時

行き先　▷新潟市万代島美術館「新潟が

生んだジブリの動画家　近藤喜文展」

    ▷メディアシップ他

定　員　40名

参加費　3,000円(観覧料、昼食代含む)

申込締切　７月15日(火)

問い合わせ・申し込み

  歴史とみちの館☎64－1288

おはなしの会
「絵本の読み聞かせとプチ工作」

村 村有住宅入居者募集から

所　　在　上関地内の３階建て

募集戸数・月額家賃

▷１戸(１Ｋタイプ)・30,000円　

▷１戸(１ＬＤＫタイプ)・35,000円　

▷１戸(２ＤＫタイプ)・38,000円

上　関　住　宅

所　　在　下関地内のメゾネット住宅

募集戸数　単身向け２戸(１ＳＤＫ)

月額家賃　30,000円

メ　ゾ　ン　下　関

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　７月14日(月)

　　　　　　入居時期　８月１日(金)

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 渡邉邸オープニング記念イベント

  実行委員募集！団体

村
から

広報無線機の
点検をお願いします

　停電に対応するために無線機には乾

電池が入っています。１年に１度交換

が必要になりますので、電池交換をお

願いします。※交換時は電源「切」に

問い合わせ　総務課総務班☎64－1476

相談
案内 障がいに関する相談会



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

と　き　７月26日(土)10時～(小雨決行)

ところ　大石ダム湖畔県民休養地周辺

内　容　ウォーキングラリー　ダム

と発電所見学　カヌー体験　魚の

つかみどり(小学生以下)　遊びのひ

ろば開放(ゴーカート、ミニＳＬ、バ

ッテリーカー)　 フリーマーケット

　ステージイベント

問い合わせ・申し込み

　おおいしダム湖畔まつり実行委員会

　(農林観光課内)64－1478

参加費500円(清掃協力費として)
テント、敷物、展示台などは各自で
準備願います　間口は３ｍ程度
業者関係者はお断りします

他 7月26日(土)10時～
おおいしダム湖畔まつり団体

募集職種　経営指導員・経営指導員研修生

募集人員　経営指導員　３名

　　　　　経営指導員研修生　５名

勤務先　県内の商工会または県商工会連合会

受付期間　～７月18日(金)必着

試験日　８月３日(日)９:00～

申し込み方法　新潟県商工会連合会ホー

ムページをご覧ください

問い合わせ

　関川村商工会☎64－1341または

　新潟県商工会連合会☎025－283－1311

　７月１日から県条例によって水源地域

(地目に関わらず、現況が森林である土

地)の売買行為には県への事前届出が必要

です。※関川村は村内全域が水源地域に

指定されています。

　売主(土地所有者)は土地取引の契約締

結をする30日前までに村上地域振興局林

業振興課に届出書を提出してください。

問い合わせ　村上地域振興局林業振興課

☎0254－52－7934

他 新潟県商工会連合会
   職員採用試験団体

他 関川村自然環境管理公社
正職員募集団体

他 水源地域の売買行為は
  県への事前届け出が必要です団体

採用職種　▷社会福祉(支援員・指導員ま

たは介護員) ５名程度

受験資格　昭和59年４月２日以降に生ま

れた方で学校教育法の規定に基づく高

等学校を卒業し、社会福祉主事任用資

格・保育士資格または同等以上の資格

を有する方(平成27年３月31日までに卒

業見込または資格取得見込み含む)

受付期間　

　７月11日(金)～８月１日(金)

（直接または郵送で受け付けます）

受験用紙　下越障害福祉事務組合事務局

総務課で交付※新発田地域広域事務組

合のホームページからダウンロード可

http://www.shibata-kouiki.jp/s-kouiki/

試験日

▷第１次　９月21日(日)10時～

▷第２次　10月下旬※１次合格者に通知

試験内容　

▷第１次 教養試験・適性検査・専門試験

▷第２次 職場実地適性試験・面接試験

採用予定日　平成27年４月１日

問い合わせ・申し込み

　下越障害福祉事務組合事務局総務課

　☎0254－26－1501

他 職員募集
  下越障害福祉事務組合団体

と　き　７月27日(日)

　９時30分～13時30分

ところ　下川口河原(大石川)

定　員　先着400名

内　容　▷かじかとり▷さかなのつかみど

り▷川遊び▷各種イベントもりだくさん！

参加料　2,500円(日帰り)

　用具代、昼食代、保険代含む

その他　天候等により会場を変更する場

合があります。大人・子どもに限らず

１人での申し込みは受け付けておりま

せん。※事前申込が必要です

申し込み　ＮＳＴ☎025－249－8800

問い合わせ　関川村観光協会

　(農林観光課内)☎64－1478

他 ７月27日(日)９時30分～
かじかとりまつり団体

　水源の里の四季折々の自然風景、人々

の生活や祭事、水源の里の魅力が表現さ

れた作品を募集します。

応募資格　プロ・アマを問いません

受付締切　７月31日(木)当日消印有効

応募料　１点につき1,000円

その他　詳しくはお問い合わせください。

応募問い合わせ　全国水源の里連絡協議会

　☎0773－54－0095

他 第６回全国水源の里
フォトコンテスト作品募集団体

他 東北電力から
感電事故防止のお願い団体

フリーマーケット出店者募集
20店舗募集(先着順)

募集職種・人員　一般事務職・１名

　(一般事務、出納事務、「ゆ～む」、

公園施設等管理)

待遇　給与・勤務時間等公社規則による

応募資格　▷年齢　昭和44年４月２日以

降に生まれた者▷学歴等　高校卒業程

度の学力を有し、業務に支障のない通

勤圏内に居住する者▷資格　普通自動

車運転免許

試験方法　面接試験

提出書類　履歴書・申込書(公社事務所

にあり)

申込締切　７月７日(月)当日消印有効

申込時間　８時30分～17時15分

試験日　申込者に追って通知します

採用予定日　８月１日

問い合わせ・申し込み

　公益財団法人関川村自然環境管理公社

　☎64－0252

　鷹の巣ダムでは、降雨などで川の水が

増えると予想されるとき、事前にダムゲ

ートから放流を行い、大きな出水に備え

災害防止に努めています。ダムゲートか

ら放流開始する10分前には、サイレンや

スピーカーを鳴らして周辺の皆さんにお

知らせします。放送後は川の水が急に増

えますので、すぐに川からあがって安全

なところに避難するようお願いします。

スピーカーの放送内容

「こちらは鷹の巣ダムです。ただ今から

上流鷹の巣ダムにおいて放流を行います

ので、川の水が急に増えてきます。河川

にいる人は危険ですからすぐにあがって

ください」(２回繰り返します)

サイレンを鳴らす方法

　約２分間サイレンが吹鳴「60秒吹鳴－

10秒休止－60秒吹鳴」

問い合わせ

　東北電力㈱鷹の巣発電所64－3575

他 災害防止に備えて！
鷹の巣ダムでは放流を行います団体

村
から

納期限内の納付をお願いします

７月の納税予定一覧

納期限　７月31日(木)
口座振替日　７月25日(金)

税目(期) 問い合わせ

固定資産税(２期)

介護保険料(１期)

国民健康保険税
(１期)

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

後期高齢者医療
保険料(１期)

７月は社会を明るくする運動強調月間です「犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ」

 鮎釣りのシーズンです。釣りをすると

きは、必ず付近に電線がないことを確認

してください。万が

一接触してしまった

ときはすぐに東北電

力までご連絡くださ

い。

問い合わせ　東北電力コールセンター

　0120－175－366(24時間受付)
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　国民健康保険の保険証の有効期限は今

月末です。

新しい保険証の色　空色

保険証の受け渡し方法

　世帯分をまとめて世帯主あてに７月下

旬に郵送します

※窓口交付を希望する方は７月16日(水)

までにご連絡ください

保険証が届いたら　内容に間違いがない

か、加入者全員分があるか確認くださ

い。誤りなどがありましたら、至急連

絡願います。

○学保険証　更新手続きが必要です。

　①在学証明書か学生証の写し

　②古い保険証

　③印鑑を持って役場受付で

　　　　　交付手続きをしてください

保険税を滞納すると

　①有効期間が短い保険証を発行します

　②さらに滞納が続くと医療費の全額を

　負担していただきます

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班64－1471

国保の保険証更新です！村
から

　入院したときの食事代は、１食分の標

準負担額を自己負担して残りを国保が負

担します。

※診療や薬にかかる費用とは別支払い

食事代の標準負担額(１食あたり)

注意①　住民税非課税世帯と低所得者

Ⅰ・Ⅱの方は、『認定証』が必要です。

　『認定証』は申請のあった月の初日か

ら適用しますので入院の前に申請して

ください。

注意②　過去12か月で入院日数が90日を

超えるときは、申請の翌月から１食

160円となります。入院日数を確認で

きる書類(領収証書など)を添えて申請

してください。

注意③　現在、長期に該当する『認定

証』をお持ちの方は、７月末で有効期

限が切れます。７月25日(金)までに継

続申請を忘れずに提出してください。

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班64－1471

村
から

申請が必要な方はお忘れなく

国保の食事代『減額認定証』

一般(下記以外の方) 260円

210円

160円

100円低所得者Ⅰ

住民税非課税

世帯

低所得者Ⅱ 過去12か月

で90日を超

える入院

90日までの

入院

検診(健診)名 対象者 会　場 料　金受付時間

特定健診
 (肝炎ウイル
 ス検診も同

時)

前立腺がん
検診

胸部レントゲ
ン検診

胃がん検診

大腸がん
検診

７月12日(土)に各種検(健)診を一斉開催！
村
から

3 0歳以上
(村国保以
外の方は、
保 険 者 発
行 の 受 診
券が必要)

50歳以上

40歳以上

35歳以上

40歳以上

8:00～
 10:00

30代…1,300円
国保…1,300円
(40,45,50,55歳は500円)
国保以外…各保険者によっ
　て異なる
後期高齢…無料

700円
50歳…無料

35～39歳…1,500円
41歳以上…1,000円
40歳・50歳…無料

500円
※がん検診推進事業対象者
(平成26年４月１日時点年齢
が40・45・50・55・60歳の
者)…無料

無料

村民会館
大ホール

村民会館
大ホール

村民会館
アリーナ側玄関前

村民会館会議室
(図書室奥)

村民会館会議室
(図書室奥)

8:00～
 10:00

7:15～
 10:00

7:30～
  9:30

7:30～
  9:30

村
から 特定健診結果説明会

５月19日～23日に受診された方へ

社保などの扶養者の方へ
◇特定健診の結果は、健診業者から郵
送で送られてきます。

◇結果の見方や日常生活の相談を希望
する方は、結果表を持参ください。

◇前立腺がん検診や肝炎ウイルス検査
を受けた方には、結果をお伝えしま
すので、ご利用ください。

※にゃん吉健康スタンプラリー対象事業

と　き 対　象ところ時　間

問い合わせ　住民福祉課 健康介護班保健師　64－1472

15日(火)

16日(水)

17日(木)

18日(金)

22日(火)

23日(水)

24日(木)

28日(月)

29日(火)

30日(水)

23日(土)

９:45～11:15

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

13:40～15:00

14:30～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

九ヶ谷地区ふるさと会館

七ヶ谷地区ふるさと会館

下川口集落センター

保健センター

金丸公会堂

大石公会堂

保健センター

女川地区ふるさと会館

中束集落センター

南赤谷公会堂

上関集落センター

川北地区ふるさと会館

女川地区ふるさと会館

辰田新集落センター

高田地区ふるさと会館

むつみ荘

大島集落センター

上土沢集落開発センター

山本公会堂

保健センター

保健センター

片貝・沼・聞出

安角・鮖谷・久保・蔵田島

上川口・下川口・荒川台・大内渕

下関１～18組

金丸・八ッ口

大石・金俣

下関18組～・前回来られなかった方

上野・上野新・深沢・若山・小和田・

上野原

中束・田麦千刈・蕨野・蛇喰

南赤谷・勝蔵・内須川

上関全域

小見・上野山・松ケ丘・小見前新田

松平・滝原

朴坂・宮前・南中・上新保

辰田新・打上

高田・平内新・桂

高瀬・沢・湯沢

大島・下土沢

上土沢

山本・幾地・鍬江沢

７月未受診者健診受診者・５月不参加者

７月未受診者健診受診者・５月不参加者
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日 曜 行　事　予　定

日 曜 行　事　予　定

７月 胃がん・大腸がん検診（～７月12日まで、日曜日除く）

放課後子ども教室（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）
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（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）
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）

「太極拳教室」(10:00～11:30、村民会館大ホール)
健康相談日（10:00～14:00、保健センター）
史跡めぐり④（８:40に歴史館集合～15:00、新発田市小戸・赤谷）

特定健診結果説明会（～７月30日まで、土・日曜日除く）
放課後子ども教室（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）
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）

夏の健康登山「蔵王山」(6:00に村民会館集合～17:30)
新潟県ホタルの会総会（13:00～16:00、の～む）
あゆ釣り解禁日（禁漁区を除く荒川全域）

[七夕・小暑] 
「太極拳教室」(10:00～11:30、村民会館大ホール)
健康相談日（10:00～14:00、保健センター）

特定健診・胸部レントゲン検診・胃がん・大腸がん
検診 (村民会館）

弁護士の無料法律相談（10:00～12:00、関川村役場　第３会議室）

乳児(７、８、10、11か月児)健診・ブックスタート
（受付13:00～13:30、保健センター）

連盟会長杯野球大会（８:30～、村スポーツ公園）
ゆめづくりスポーツ教室（９:00～11:00、村民会館アリーナ）

村民健康ウォーキング（19:20～、下川口集落センター）
健康教室「骨盤体操」(夜の部19:30～20:30、村民会館休養室）

こころの健康相談会(10:00～12:00、村上地域振興局)

軽自動車DEふれあい直売市(９:00～11:30、村上地域振興局)

１ 火

２ 水

３ 木

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

８月

21 月

20 日

19 土

18 金

22 火

23 水

24 木

25 金

26 土

27 日

28 月

29 火

30 水
31 木

１ 金

２ 土

３ 日

４ 月

５ 火

17 木

カレンダー ７月１日　 ８月５日

おはなしの会とプチ工作（10:30～11:30、村民会館小会議室）
ゆかた茶会（15:00～20:00、東桂苑）

関川小学校終業式
障がい者の居場所（精神）(10:00～12:00、むつみ荘)
健康教室「骨盤体操」(夜の部19:30～20:30、村民会館休養室）

障がい者の居場所（知的）(10:00～12:00、むつみ荘)
健康教室「骨盤体操」(夜の部19:30～20:30、村民会館休養室）

おおいしダム湖畔まつり（10:00～、大石ダム湖畔県民休養地）

障がい者の居場所（身体）(10:00～12:00、保健センター)

献血  ９:30～10:45、グローバルウェーハズ・ジャパン(株)関川工場
　　　　12:45～13:30、垂水の里　14:45～16:00、保健センター

放課後子ども教室（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）
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）
障がいに関する相談会（14:00～15:00、さくら工房）

「太極拳教室」(10:00～11:30、村民会館大ホール)
健康相談日（10:00～14:00、保健センター）
夏の美術館めぐり
（８:00に歴史館集合～17:00、新潟市万代島美術館ほか）

放課後子ども教室（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）
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（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）
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）

[大暑]
関川中学校終業式
関川中わたしの主張大会 (14:00～15:30、関川中学校体育館)

かじかとりまつり（９:30～13:30、下川口河原）
第20回教育委員長杯ソフトボール大会（８:00～、村スポーツ公園）

関川村発足６０周年記念式典＆自治功労者表彰式
（9:30～12:00、村民会館）
健康教室「骨盤体操」(夜の部19:30～20:30、村民会館休養室）

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）

[海の日]

相談案内
相談は無料で、秘密
は堅く守られます

弁護士の
無料法律
相　　談

と　き　７月16日(水) 10時～12時
ところ　関川村役場　第３会議室
対　象　概ね60歳以上の方およびその家族の方
定　員　先着４名　※予約制
申込締切　７月９日(水)
申し込み　関川村社会福祉協議会☎64－0111

こころの
健　　康
相 談 会

と　き　７月10日(木)　10時～12時
ところ　村上地域振興局健康福祉部※予約制
担当医　村上はまなす病院 馬場肝作医師
申込締切　７月８日（火）
申し込み　村上地域振興局健康福祉部
　地域保健課☎53－8369

高齢者や

その家族

の 相 談

法律相談　７月７・14・22・28日

　13時30分～16時

不動産の鑑定・利活用の相談　

　７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。

【７月】

作　品　「じごくのそうべえ」

と　き　７月５日(土)10時～

定　員　先着80名　※入場無料

その他　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。

　パソコン初心者の皆さん、教えあいな

がら楽しくパソコンを覚えませんか。

情報センターでは、パソコンの操作が初

心者の方を対象にパソコンクラブを開催

しております。どうぞお気軽にご利用く

ださい。

と　き　毎月第１・第３金曜日

　　　　13時30分～15時30分

ところ　２階ＬＡＮ研修室

その他　この間、自由においでください。

　　　　祝日はお休みです。

初心者パソコンクラブ

プラネタリウムものがたりシアター

時　間　

▷昼…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)

申し込み期限　７月16日(水)～７月28日(月)

　電話(☎53－7511)で受け付けます

８月のパソコン研修会

講座名 とき 対象

ワードで名簿作成 ８/５(火)
文字入力の
できる方

文字入力の
できる方

ワード入門 ８/６(木)
８/７(金)

〔 〕


