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村民会館イベント

と　き　８月15日(金)

　受付９時～９時20分 開会９時30分～

ところ　村民会館大ホール

対　象　平成５年４月２日～平成６年４

月１日に生まれた方

内　容　記念式典・記念写真撮影など

第60回 成人式  児童扶養手当と特別児童扶養手当の認

定を受けている方は、8月１日現在の状

況を提出ください。

現況届　７月下旬に郵送しています。届か

ない方は住民福祉課へご連絡ください。

提出期限

児童扶養手当…８月29日(金)まで

特別児童扶養手当…８月11日(月)～

　９月10日(水)まで

※期限内に提出がないと8月以降の手当

が受け取れなくなる場合があります。

問い合わせ・提出先　福祉保険班64－1471

児童扶養手当・特別児童扶養手当
「現況届」を忘れずに！

村
から

 国保の40歳以上の方で、今年度まだ特

定健診を受診していない方は施設健診を

ご利用ください。

健診期間　平成26年８月18日～平成27年

１月16日

受診医療機関

関川診療所 佐藤内科小児科医院

健診費用　2,000円

（ただし40・45・50・55歳の方は1,000円）

注意事項　施設健診を申し込まれた方に

は、村から案内を送付します。申し込

まれていない方で受診希望の方は下記

へお問い合わせください。

問い合わせ　福祉保険班64－1471

　または健康介護班64－1472

40歳～74歳の国保加入の皆さんへ
施設健診のご案内

村
から

採用職種　▷看護師 ２名程度▷理学療

法士 １名程度▷介護士 ２名程度

受験資格　それぞれ年齢要件、資格要件

あります。詳しくは問い合わせいただ

くか、ホームページからご確認ください

   http://www.murakamiiwafune.or.jp/

受付期間

　８月１日(金)～８月25日(月)16時まで

試験日　▷１次試験　９月７日(日)

　神林農村環境改善センター

▷２次試験　10月５日(日)いわくすの里

応募方法　職員採用試験申込書（村上岩

船福祉会本部事務局及び各施設に用

意、ホームページからも取得可）に必

要事項を記入し、本部事務局に提出

問い合わせ・申し込み　村上岩船福祉会

(いわくすの里内)☎50－2222

施設名など

役　場

診療所

問い合わせ先 10日(日) 11日(月) 12日(火) 13日(水) 14日(木) 15日(金) 16日(土)

村民会館

図書室

学童保育所

光兎こども館

ご　み

し　尿

ど～む

ゆ～む

路線バス

☎64－1441(代表)

☎64－1051

☎64－2134

☎64－1726

住民福祉課福祉保険班
☎64－1471

建設環境課水道環境班
☎64－1479

管理公社64－0252

新潟交通観光バス(株)
村上営業所☎53－4161

休み

平常の土日
と同じ

平常どおり

13時～18時

８時30分～
22時

９時～22時

ごみ収集日程表のとおり

くみ取りの申し込み
(公衛社☎62－5121へ)

平常どおり

平常どおり

平常どおり

13時～18時 13時～18時

９時～17時

９時～22時

平常どおり休み

休み

平常の土日
と同じ

９時～17時

休み

平常どおり

９時～22時

平常どおり 平常どおり

平常どおり平常どおり 平常どおり

休み

休み

９時～22時

休日ダイヤ 休日ダイヤ

休み

休み

休み 休み

９時～22時

平常どおり平常どおり

平常どおり 平常どおり午前のみ診療

平常どおり平常どおり

休み

休み

休み

休み

13時～
17時30分

13時～
17時30分

13時～
17時30分

13時～
17時30分

９時～22時 ９時～22時

平常どおり

平常どおり 平常どおり休み

８時30分～
22時

休み

13時～22時13時～22時13時～22時

平常どおり

13時～22時 13時～22時

平常どおり平常どおり 平常どおり 平常どおり 平常どおり

問い合わせ　村民会館　64－2134
他 村上岩船福祉会

職員を募集します団体

納める時期　▷第１期　９月１日(月)まで

▷第２期　12月１日(月)まで

納税窓口　８月８日頃に納税通知書を送

付しますので、最寄りの金融機関・郵便

局・地域振興局県税部で納めてください。

口座振替　預金口座のある金融機関で申

し込みください。

問い合わせ　

　新発田地域振興局県税部課税課

　☎0254－26－9024

個人事業主の皆さん
個人事業税の納税はお早めに

県
から

と　き　８月８日(金)19時～20時

ところ　垂水の里駐車場

内　容　▷出店　▷盆踊り大会(仮装歓

迎、参加者には景品をプレゼント！)

問い合わせ　▷関川愛広苑☎60－4025

▷垂水の里☎64－2322

▷ケアハウスせきかわ☎64－1111

湯沢地区福祉施設合同夏祭り他
団体

と　き　９月10日(水)18時～20時

ところ　村上総合病院　４階　講堂

内容・講師　▷演題①「ウイルス性肝炎

の治療と日常生活の留意点」

　村上総合病院　副院長　太田宏信氏

　▷演題②「肝臓病と食事について」

　村上総合病院　栄養科長　阿部和恵氏

※希望者に個別相談会あり

申込締切　９月１日(月)

申し込み　村上地域振興局健康福祉部(村

上保健所)地域保健課☎53－8368

肝炎講演会の開催について他
団体

村
から
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◆メゾン下関(世帯向け１戸・３ＬＤＫ) 月額家賃 40,000円
入居者募集　締切 ８月13日(水) 問い合わせ 建設環境課☎64－1479

夏まつり映画上映会

日 曜 行　事　予　定 日 曜 行　事　予　定

８月 関川村発足６０周年記念式典＆自治功労者表彰式
（9:30～12:00、村民会館大ホール）
健康教室「骨盤体操」(夜の部19:30～20:30、村民会館休養室）

第60回成人式（受付９:00～、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）

健康教室「骨盤体操」(夜の部19:30～20:30、村民会館休養室）

第46回村長杯野球大会（８:00～、村スポーツ公園）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）

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）

※８月12日（火）はそれぞれお休みです。

[立秋]

１ 金

２ 土

３ 日

４ 月

５ 火

６ 水

７ 木

８ 金

９ 土

10 日

11 月

12 火

13 水

14 木

15 金

16 土

17 日

18 月

９月

21 木

20 水

19 火

22 金

23 土

24 日

25 月

26 火

27 水

28 木

29 金

30 土

31 日

１ 月

２ 火

３ 水

４ 木

５ 金

８月１日　 ９月５日

夏の区長会議（15:30～、役場大会議室）

放課後子ども教室　夏休み版（９:00～、村民会館）

４歳児歯科健診（受付13:00～13:15、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）

わたしの主張郡市大会(12:50～、村上市教育情報センター)
特定健診結果説明会（９:45～11:15、13:40～15:00保健センター）

花火大会（19:00～、丸山大橋下流）
大盆踊り大会（20:00～、高瀬ふるさと会館前駐車場）

大蛇パレード（９:30～12:15、垂水の里～役場前）
龍泉太鼓披露・福まき（大蛇パレード終了後、役場前）

幼児歯科健診・２歳児相談（受付13:00～13:45、保健センター）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）

第40回高齢者レクリエーション大会（９:00～、アリーナ）

健康教室「骨盤体操」(夜の部19:30～20:30、村民会館休養室）

8.28羽越水害殉難者供養祭（10:00～、湯沢観音公園）

健康教室「骨盤体操」(夜の部19:30～20:30、村民会館休養室）

安全祈願祭・ミニ大蛇パレード（17:30～、おりのの碑［蛇喰］）
健康教室「骨盤体操」(夜の部19:30～20:30、村民会館休養室）

作　品 「アナと雪の女王」

と　き　８月16日(土)10時～11時30分

ところ　視聴覚ホール

内　容　触れたものを凍らせる秘密の力を

持ったエルサは、女王の座に就くことに

なったが、ふとしたきっかけで力が暴走。

雪山の奥に引きこもる。妹は、姉と王国を

救うため、雪山の奥へと旅に出る。

定　員　当日先着200名　※入場無料

その他　８月11日(月)９時から教育情報セ

ンター１階ホールにて整理券をお一人様

２枚まで配布します。

プラネタリウムものがたりシアター

作品① 「10匹のかえるのなつまつり」

とき①　８月13日(水)

作品② 「からすのパン屋さん」

とき②　８月14日(水) 

作品③ 「北かぜとおひさま・かぐや姫」

とき③　８月15日(木)

上映時間　各回10時～10時30分

定　員　当日先着80名

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　

　８月15日(金)～25日(月)

　９時から電話(☎53－7511)

　で受け付けます。(多数抽選)

９月のパソコン研修会

講座名 と き 内容

①Windows８

   入門
９/４(木)

文字入力の

できる方

②ワード中級

   研修

９/25(木)

～26(金)

文字入力の

できる方

と　き　８月13日(水)・14日(木)・15日(金)

　13時30分～14時10分　※途中入場不可

ところ　プラネタリウム

定　員　当日先着80名

その他　８月16日(土)・17日(日)の定期

上映も無料とします。

プラネタリウム無料上映

カレンダー

教育委員会 教育課 学校教育班☎６４－１４９１・生涯学習班☎６４－２１３４

相談案内
相談は無料で、秘密
は堅く守られます

障がい者
110番

弁護士の
無料法律
相　　談

と　き　９月17日(水)　13時～15時

ところ　関川村村民会館１階　会議室

対　象　障がいのある方、ご家族、関係者で、

　　　　離婚や財産、成年後見制度や借金返済

　　　　など法律的な問題でお困りの方

申込締切　９月５日(金)

申し込み　新潟県障害者社会参加推進センター

　☎025－381－0110

高齢者と

その家族

の 相 談

法律相談　８月４・11・18・25日 
　13時30分～16時
不動産の鑑定・利活用の相談　
　８月13・27日　13時30分～16時
税金・福祉用具・住宅改修相談　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

毎週
火曜


