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村
から

村民会館から

　村では長寿をお祝いし米寿の方に記念

品を贈呈します。

贈呈日 ９月８日(月)に訪問します。

年齢の基準　▷米寿…大正15年４月１日

～昭和２年３月31日生まれの方

問い合わせ　福祉保険班☎64－1471

と　き　９月11日(木)13時40分～15時20分

ところ　関川中学校体育館

講　師　ＮＰＯ法人ジェントルハートプ

ロジェクト　小森美登里さん

内　容　毎年実施の関川中学校「いじめ

見逃しゼロプロジェクト」に合わせ講

演していただきます。※入場無料

その他　申込み不要・筆記用具持参

問い合わせ　総務課総務班　☎64-1476

村長・副村長がお届けします
長寿を祝う記念品

村
から と　き　９月７日(日)10時～12時

ところ　やまびこの家(村上保健所前)

内　容　模擬店(焼きそば、かき氷、フ

ランクフルト、ジュースなど)

 ゲーム近隣福祉施設の製作品販売

肴町区獅子舞上演不用品販売など

問い合わせ　やまびこの家☎53－5555

他 第10回
やまびこ・はまなす祭り団体

他 社会福祉法人 阿賀北福祉会
職員採用試験案内団体

他 新潟県立新発田病院
市民公開講座団体

村営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

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

★共通事項　申込締切　９月12日(金)

　　　　　　入居時期　10月１日(水)

問い合わせ・申し込み先

　建設環境課地域整備班☎64－1479

と　き　９月27日(土)13時30分～15時

ところ　新発田市生涯学習センター　講堂

講　師　新潟大学医師学総合病院　

　消化器内科　助教　佐藤祐一先生

その他　参加費無料。申込不要。

問い合わせ　新潟県立新発田病院

　公開講座委員会事務局☎22－3121

メ　ゾ　ン　下　関

～学校、家庭、地域、私たちにできること～

　「いじめ見逃しゼロ県民運動」の一環

として、社会全体でいじめなどの問題を

見逃さず、その解消や防止の気運を高め

る集いです。

と　き　10月13日(月・祝)

　13時15分～16時5分(受付12時30分～)

ところ　胎内市産業文化会館

内　容　▷第１部　実践交流会

　学校・家庭・地域の社会性育成等の取組紹介

▷第２部　講演会「いじめなど問題行動に

対して、学校、家庭、地域で心がけたいこと」

講　師　明治大学教授　諸富祥彦先生

申込方法　下記事務所へお申し込みくだ

さい(当日の受付も可能です)

問い合わせ・申し込み先

　下越教育事務所　学校支援第２課

　「県民の集い係」☎025－231－8360

「深めよう絆 県民の集い
(下越地区)」開催についてから

歴史館イベント

と　き　９月18日(木)

　８時40分に歴史館集合～15時

行き先　新発田市剣竜峡周辺史跡

講　師　小林　弘さん(新発田市)

持ち物　昼食・飲み物・雨具

申込締切　９月12日(金)　※参加費無料

問い合わせ　歴史とみちの館☎64－1288

史跡めぐり⑤

　村上市内のむらかみ長寿大学、朝日長

寿大学、山北高嶺大学、荒川地区高坪大

学、神林地区長寿大学と関川村やまゆり

大学の初めての六大学交流会をします。

と　き　９月11日(木)10時30分～

ところ　村上市民ふれあいセンター

内　容　▷公演「夢をあきらめないで」

　藤井きよしさん(クラウンミュージック)

　▷芸能発表会ほか

その他　参加費無料。申込み不要。

　一般の方もご覧いただけます。

問い合わせ　村民会館☎64－2134

第１回やまゆり大学含む六大学交流会

「働く人の電話相談室」　９月10日(水)、11日(木) 、12日(金)の３日間 10時～22時まで　
 仕事、人間関係、生活などでお悩みの方☎0120－583358【通話料・相談料とも無料】

国 平成26年度自衛官等募集

※詳細は、募集要項を必ずご確認ください。

問い合わせ・申し込み先　

　自衛隊新発田地域事務所☎26－5619

募集職種・人員　▷生活相談員・１～２

名▷生活支援員・３～４名▷看護師・

１名▷管理栄養士(栄養士)・１名

試験日　９月14日(日)10時～11時30分

試験方法　面接試験

試験会場　やまやの里　会議室(村上市)

申込締切　９月11日(木)15時まで

募集要項および採用試験申込書

　問い合わせ先に用意してあります。

問い合わせ　社会福祉法人阿賀北福祉会

　事務局☎66－5945

募集種目 資 格
受付
期間

試験
期日

防衛大学校
学生

（推薦）

防衛大学校
学生

（総合選抜）

防衛大学校
学生

（一般前期）

防衛医科
大学校
医学科

防衛医科
大学校
看護学科
(自衛官
コース)
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含)21歳未
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高卒(見込
含)21歳未
満の方※

県
いじめ見逃しゼロプロジェクト講演会

「やさしい心が一番大切だよ」から

村

テーマ：ピロリ菌ゼミナール
新発田校　開校します！！



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

日 曜 行　事　予　定 日 曜 行　事　予　定

９月

４歳児親子歯科健診（受付13:00～13:15、保健センター）

関川中学校体育祭（９:00～、関川中学校グラウンド）

高齢者レクリエーション大会（８:45～、村民会館アリーナ）
歴史講座（13:30～15:00、村民会館会議室）

秋季消防演習・定例表彰式（８:00～、ふれあいど～む）
第10回やまびこ・はまなす祭り（10:00～、やまびこの家）

[十五夜]
長寿を祝う記念品の配布（対象：米寿の方、村内）

[敬老の日]

乳児健診・ブックスタート（受付13:00～13:30、保健センター）
肝炎講演会（18:00～20:00、村上総合病院４階　講堂）

大島保育園運動会（８:30～、大島保育園）
女川保育園運動会（８:30～、女川保育園）

健康教室「美ューティ・ボディ・ウェイブ教室」
(19:30～20:30、村民会館大ホール）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）

定例村議会初日(予定)（10:00～、役場３階議場）
第１回六大学交流会（10:30～、村上市民ふれあいセンター）
こころの健康相談会（10:00～12:00、村上地域振興局健康福祉部）
いじめ見逃しゼロプロジェクト講演会（13:40～15:20、関川中体育館）

史跡めぐり⑤（８:40に歴史館集合～15:00、新発田市剣竜峡周辺）

交通安全祈願祭（10:00～、打上交通安全地蔵尊）

下関保育園運動会（８:30～、下関保育園）

丸山大橋フラワーロード事業（10:00～開会式、丸山大橋駐車場）

県立坂町病院活性化促進大会（10:00～、村民会館大ホール）
新発田病院市民公開講座（13:30～、新発田市生涯学習センター）
税理士・司法書士の無料相続相談（10:00～16:00、新潟県司法書士会館）

１歳半・３歳児健診（受付12:50～13:30、保健センター）
障がいに関する相談会（14:00～15:00、さくら工房）

家庭犬のしつけ方講座・講義講習（13:30～15:00、村上保健所）

人権講演会（18:00～、村民会館）

交通事故ゼロを目指す日

家庭犬のしつけ方講座・実技講習①（10:00～11:30、村上保健所）

[秋分の日]

１ 月

２ 火

３ 水 20 土

４ 木

５ 金

６ 土

７ 日

８ 月

９ 火

10 水

11 木

12 金

13 土

14 日

15 月

16 火

毎週
月曜

毎週
金曜

10月

21 日

22 月

23 火

24 水

25 木

26 金

27 土

28 日

29 月

30 火

１ 水

２ 木

３ 金

４ 土

５ 日

19 金

18 木

17 水

カレンダー ９月１日　 10月５日

相談案内
相談は無料で、秘密
は堅く守られます

税理士と
司法書士の
無料相続
相　　談

と　き　９月27日(土) 10時～16時
ところ　新潟県司法書士会館(新潟市中央区)
対　象　相続税や相続手続き、遺言でお悩みの方
相談方式　税理士と司法書士のペアで面談相談
その他　事前予約制・定員になり次第締め切り
申し込み先　新潟県司法書士会☎025－244－5121

子どもの
人権

電話相談

と　き　９月13日(土)・14日(日)　10時～17時
相談員　人権擁護委員
対　象　いじめ、体罰や暴行・虐待など子どもの
　人権をめぐるさまざまな人権問題でお悩みの方
問い合わせ　☎0120－007－110(フリーダイヤル)

高齢者や

その家族

の 相 談

法律相談　９月１日(月)・８日(月)・16日(火)・

　22日(月)・29日(月) 13時30分～16時

不動産の鑑定・利活用の相談　

　９月10日(水)・24日(水)　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

【９月】

作　品　「ねこざかな」

と　き　９月６日(土)10時～10時30分

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　10月９日(金)まで

　電話(☎53－7511)で受け付けます

　　　　　　　　　　　　(多数抽選)

10月のパソコン研修会

講座名 とき 対象

エクセル入門 パソコン
初心者の方

文字入力の
できる方

インターネット入門 10/24(金)

10/22(水)
10/23(木)

◆毎週の予定◆　※祝日の場合はお休みです。

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」(10:30～11:30、村民会館大ホール）

毎週
火曜


