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主　催　村上・岩船地域医療懇談会

と　き　８月23日(土)13時20分～16時20分

ところ　村上市民ふれあいセンター

内　容　▷第１部　講　演　13時30分～

講　師　評論家　樋口恵子様(NPO法人 

　高齢社会をよくする女性の会理事長)

演　題 「人生100年　豊かな老いを迎え

るために～生き上手は老い上手～」

▷第２部　講　演　15時25分～

テーマ「県立坂町病院の挑戦」

講　師　県立坂町病院内科部長　近幸吉先生

▷話題提供　16時～

テーマ　「村上関川粟島コホート研究の

結果報告」

講　師　新潟大学大学院医師学総合研究科

環境予防医学分野　教授　中村和利先生

その他　入場無料・13時～村上高校書道部

による書道パフォーマンスあります。

問い合わせ　

　住民福祉課健康介護班☎64－1472

第９回「村上・岩船地域の
医療を考えるフォーラム」

他
団体

８月は「電気使用安全月間」です他
団体

　検診の結果が異常のあった方だけに連

絡しました。連絡のなかった方は、異常

ありません。

　夏は肌の露出が多くなり汗もかくこと

から、電気が流れやすくなります。また、

暑さにより注意力が散漫になりがちなた

め、感電事故が多くなる傾向があります。

　電気製品の取扱説明書をよく読み正し

く使用して電気安全に心がけましょう。

問い合わせ

　一般財団法人東北電気保安協会

　村上事業所☎53－3382

放送大学10月入学生募集他
団体

　放送大学はテレビなどの放送により授

業を行う通信制の大学です。働きながら

大学を卒業したい、学びを楽しみたいな

ど、様々な目的で幅広い世代の方が学ん

でいます。

教養学部　▷科目履修生(６か月在学

し、希望科目を履修)▷選科履修生(１

年間在学し、希望科目を履修)▷全科

履修生(４年以上在学し、卒業を目指

す)

大学院　▷修士科目生(６か月在学し、

希望科目を履修)▷修士選科生(１年間

在学し、希望科目を履修)

出願期間　～８月31日(日)

問い合わせ・資料請求先

　〒951－8122放送大学新潟学習センター

　☎025－228－2651

募集職種　事務職員(補助員・記帳専任職員)

募集人員　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　８月14日(木)～９月11日(木)必着

試験日　９月21日(日)

採用予定日　平成27年４月１日

申込方法　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

胸部レントゲン・子宮がん・乳がん
胃がん・大腸がん 検診結果報告

村
から

　消費税増税に伴う２つの給付金の

申請受付終了日は、

　　　平成26年９月16日(火)です。

　まだ申請がお済みでない方は忘れずに

申請してください。

※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

　関川村・村上市・粟島浦村の各中学校

から代表に選ばれた11人がさわやかな主張

を発表します。事前申込みは不要です。

　11人の主張をぜひ、聞いてください。

と　き　８月23日(土) 12時50分～

ところ　村上市教育情報センター(視聴

覚ホール)

その他　村上第一中学校吹奏楽部の皆さ

んによる演奏もあります。

問い合わせ　村上地域振興局健康福祉部

　企画調整課☎53－8361

わたしの主張
村上・岩船地区大会

県
から

問い合わせ

　住民福祉課健康介護班64－1472

検診の種類

胸部レントゲン検診

子宮がん・乳がん検診

胃がん・大腸がん検診

５月

６月

７月

実施月

村の検診を申し込んだ方で、
受診しなかった方へ

　受診しなかった理由を受診票に記入し

て、必ず住民福祉課へ提出してください。

受けなかった理由

▷医療機関や人間ドックで受けた(受け

る予定含む）

▷病気や入院中 など

新潟県商工会連合会
職員採用試験

他
団体

「長寿社会を豊かに生きる」

村民会館から

美ューティ・ボディ・ウェイブ教室

 体幹部のインナーマッスルを伸ばしな

がら刺激を与えてボディーを引き締める

プログラムです。

と　き　９月５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

講　師　小林雅子　先生

参加費　月額1,000円

申込締切　９月１日(月)

問い合わせ　村民会館☎64－2134

歴　史　講　座

 各地の地名の成り立ちなどについて、

わかりやすく解説していただきます。

と　き　９月４日(木)13時30分～15時

ところ　村民会館　会議室

講　師　新潟県地名研究会会長・

　村上市文化協会会長　長谷川勲　氏

問い合わせ　

　せきかわ歴史とみちの館☎64－1288

特設人権相談所を開設します　　と　き　９月２日(火)10時～15時　 　ところ　　女川地区ふるさと会館
対象　いじめ・親子・夫婦・不当な差別扱い・妨害などでお困りの方　　問い合わせ　総務課総務班☎64－1476

相談
案内



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

村
から

納期限内の納付をお願いします

８月の納税予定一覧

村
から

自己負担1万円で木造住宅の

耐震診断を実施しています納期限　９月１日(月)
口座振替日　８月25日(月)

税目(期) 問い合わせ

村県民税(２期)

介護保険料(２期)

国民健康保険税(２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(２期)

他 ファミリーエアロビクス
in 関川村団体

　エアロビインストラクター歴27年のみ

ゆき先生と声出して、汗かいて、楽しく

動いてたら、身体だけでなくモヤモヤし

ていた気持ちまでスッキリ！みなさまふ

るってご参加ください。

主 催　家族支援事業「村上ohanaネット」

と き　８月20日(水)19時～20時30分

ところ　女川ふるさと会館

講 師　エアロビクスインストラクター

　山本美幸さん

参加費　１家族1,000円

持ち物　内履き、バスタオルかヨガマッ

ト、飲み物

申し込み先　長郷美恵☎090－5334－7560

他 受信環境クリーン図案
コンクール作品募集団体

　信越環境クリーン協議会では、テレビ

やラジオをきれいな画面や音声でお楽し

みいただけるよう、今年も中学生のみな

さんから、テレビ放送やポスターなどの

キャンペーン用として放送受信に関する

ポスター図案を募集します。詳しくは問

い合わせください。

応募締切　９月１日(月)

その他　入賞者には賞状および副賞あり

問い合わせ　信越受信環境クリーン協議会

　☎026－234－9991

　村では、県建築士会岩船支部と協力し

て、住宅の耐震診断費用の補助制度を行

なっています。この制度で耐震診断をし

た場合は、自己負担１万円で住宅の耐震

診断ができます。

対　象　▷昭和56年５月31日以前に建築

された２階までの木造住宅

▷村内の所有者自ら居住している住宅

▷１戸建て住宅(店舗、事務所など住宅以

外の用途を兼ねる住宅は延べ面積の２

分の１以上を住宅用としているものに

限ります)　▷村税を完納していること

補助額　耐震診断経費から１万円を差し

引いた額(上限95,000円)

申請方法　申請書(建設環境課にあります)

を記入し、関係書類を添えて提出

申請期間　随時受付中

※診断補助を受けた方で耐震改修が必要

な住宅は耐震改修工事の補助もありま

すので詳しくは問い合わせください。

問い合わせ・申し込み先

　建設環境課地域整備班☎64－1479

大したもん蛇まつり大したもん蛇まつり

　大蛇・小大蛇の担ぎ手がまだまだ不足しています。担いでいただける方は、

区長さんを通じて役場総務課へご連絡ください。

問い合わせ・申し込み先　まつり実行委員会(総務課64－1476)

担ぎ手をまだまだ大募集しています！

今年も関川村に大蛇が出るぞ～！

・8.28羽越水害殉難者供養祭

・安全祈願祭・ミニ大蛇パレード

湯沢観音公園

おりのの碑(蛇喰)

10時～

17時30分～

役場前

丸山大橋下流 19時～

高瀬ふるさと会館前
駐車場

20時～

10時15分～
10時30分～

垂水の里～役場前 9時30分～
12時15分

・龍泉太鼓披露、体験教室
・よさこいソーラン

・福まき 役場前 大蛇パレード
終了後

・花火大会

・大盆踊り大会

・大蛇パレード

日 イベント名 ところ 時 間

29日
(金)

28日
(木)

30日
(土)

31日
(日)

　犬の健康管理方法を学ぶ講義講習と、

愛犬と一緒に参加して犬のしつけ方を学

ぶ実技講習を行います。

▷講義講習

と　き　９月28日(日)13時30分～15時

ところ　村上地域振興局健康福祉部

　(村上保健所)

講師　さかまち動物病院　鈴木正芳院長

　警察犬渡部訓練所　渡部志郎所長

定 員　40名　※受講料無料

▷実技講習（全３回）

と　き　

　10月５日(日)・13日(月)・19日(日)

　各日とも10時～11時30分

ところ　警察犬渡部訓練所

講師　警察犬渡部訓練所　渡部志郎所長

定　員　15名　受講料　500円

その他　実技講習は先着順で、講義講習

も含め全日程参加できる方が対象

申込締切　９月12日(金)

問い合わせ・申し込み先　村上地域振興局

　健康福祉部(村上保健所)衛生環境課

　☎53－8371

家庭犬のしつけ方教室他
団体

８/15現在の状況　

▷母屋：内装仕上げ中です。(建具・表

具・畳・照明器具・設備器具取付等) 

▷外部：東側の塀を修理中。

８/15～９/15までの工事予定

▷母屋：内装仕上げ工事が完了間近と

なります。

▷外部：周囲の塀の修理が大詰めとなります。

※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.51

と　き　９月11日(木)　10時～12時

ところ　村上地域振興局健康福祉部

担当医 村上はまなす病院 馬場肝作医師

申込締切　９月９日（火）※予約制

申し込み先　村上地域振興局健康福祉部

　地域保健課☎53－8369

相談
案内 こころの健康相談会


