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お知らせ版
村民会館イベント
問い合わせ

村民会館

64－2134

他 文化講演会「諦めない心」
工藤公康さんが講演

団体

村
から

医療費助成のお知らせ

おはなしの会
「絵本の読み聞かせとプチ工作」

村では下記の方が医療機関で支払う医
工藤公康さんがプロ野球最長となる実
働29年間を振り返り、限界をつくらない 療費の一部を助成しています。
と き ９月20日(土)10時30分～11時30分 生き方(探求心)の極意を伝えます。
ひとり親家庭等医療費助成
ところ 村民会館小会議室
と き 11月23日(日)16時30分～18時
対象者
対 象 赤ちゃんから大人までどなたでも ところ 新発田市民文化会館大ホール
▷母子・父子家庭または父母がいない家
第16回村民ゴルフ大会
講 師
工藤公康さん（野球解説者）
庭で18歳未満の子とその子を養育して
申込方法 往復はがきに住所、氏名、電
と き 10月12日(日)７時30分～
いる方
話番号、参加人数(ハガキ１枚で２名
ところ 村上市営あらかわゴルフ場
▷父または母が一定以上の重い障がいに
まで)をご記入の上、新潟県教職員互
参加費 3,000円
ある世帯の子
助会まで郵送。※同１人の２枚以上の
申込締切 10月１日(水)
重度心身障害者医療費助成
申し込みは無効となります。
関川村文化祭作品大募集！
対象者 ▷１～３級の身体障害者手帳を
申込締切 10月24日(金)必着
と き 11月１日(土)～３日(祝・月)
お持ちの方
定 員 先着1,000名(定員になり次第締切)
９時～17時※３日のみ15時まで
問い合わせ 新潟県教育庁福利課内(一財) ▷療育手帳(Ａ)をお持ちの方
募集作品 絵画・書道・陶芸・写真・押
新潟県教職員互助会☎025－283－7511 問い合わせ
花・生け花・手芸・園芸・趣味作品など
住民福祉課福祉保険班64－1471
申込方法 出品申込書を村民会館に提出
他 村上市あらかわ大祭花火大会
団体 10月４日（土）に実施決定！
村 病院の医師確保などを推進
※申込書は村民会館にあります。
から 坂町病院活性化促進大会
申込締切 10月17日(金)
延期していました花火大会を下記の通
その他 詳細は広報せきかわお知らせ版 り実施することになりました。みなさま と き ９月27日(土)午前10時～正午まで
10月１日号に掲載いたします。
お誘い合わせの上ぜひご参加ください。 ところ 村民会館大ホール
内 容 ▷第１部「活性化促進大会」
と き 10月４日(土)
他 これであなたもきのこ博士！
▷第２部「記念講演」
団体 「きのこ講習会」参加者募集
ところ 荒川河川敷
演 題 「進歩する糖尿病医療と坂町病院
内 容 【瀬波温泉潮太鼓】17時45分～
と き 10月８日(水)
での取り組み」
【花火大会】18時30分～19時30分
10時～14時30分 集合・受付10時
講 師 県立坂町病院内科部長
その他 雨天の場合は順延となります。
ところ 大石ダム湖畔県民休養地
五十嵐 仁先生
詳細については村上市ＨＰをご覧ください。
おおいし自然館(64－1142)
問い合わせ 健康介護班☎64－1472
問い合わせ 村上市あらかわ大祭
主 催 村上食品衛生協会
難病について理解しよう
他
実行委員会事務局☎62－3105
講 師 新潟県森林研究所 松本専門研究員
服装など 実際にきのこを採りますの
で、林内に入る服装・雨具・昼食をご
用意ください(お昼はきのこ汁提供)
参加費 300円 定員 先着50名
申込締切 10月７日(火)
問い合わせ・申し込み先
村上食品衛生協会事務局53－1911

他
団体

アユ禁漁(産卵のため)

アユ保護のため、採捕禁止期間中のア
ユ釣りは絶対にやめましょう。
と き 10月１日(水)～15日(水)
問い合わせ
荒川漁業協同組合☎62－1163
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団体

他
団体

「つなげよう支援の輪」
大雨・豪雨災害義援金募集

広島大雨災害
京都府豪雨災害・丹波市豪雨災害
日本赤十字社・共同募金会では８月中
旬に相次いで発生した大雨・豪雨災害に
より被災された方々を支援します。ご協
力お願いします。
受付期間 ～10月31日(金)
受付場所 日赤関川村分区・共同募金会
関川村分会
問い合わせ
関川村社会福祉協議会☎64－0111

難病医療講演会・交流会

新潟県難病相談支援センターは、難病
の方を総合的に支援する窓口です。みな
さまのご参加をお待ちしています。
と き 10月４日(土)13時30分～16時
受付13時～
ところ 村上市生涯学習推進センター
講 師・演 題
西新潟中央病院 副院長 内山政二先生
「わかりやすい脊柱靭帯骨化症のはなし」
その他 参加費無料。講演会終了後、交
流会を開催します。
問い合わせ・申し込み先 新潟県難病相
談支援センター☎025－267－2170
村上保健所☎53－8369

「自賠責があなたと家族を守ります」
自賠責保険・共済なしでの自動車・原付自転車の運行は法令違反です！
他 みんなでアルビを応援しよう！
関川村民を無料ご招待

団体

招待試合
Ｊリーグディビジョン１ 第28節
アルビレックス新潟 対 ヴァンフォーレ甲府

と き 10月18日(土)試合開始15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 200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①10
月18日甲府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

中央区

１

この面を外側にして折って差し出してください

２
行

10/18
甲府

村
から

９月29日(月)18:00～
人権講演会を開催します

「当たり前のことを当たり前に」
－人権教育の意味を考える－
と き ９月29日(月)18時～19時30分
ところ 村民会館大ホール
講 師 解放社会学研究所長 江嶋修作さん
内 容 高齢者問題やいじめ(子ども)問
題、部落差別問題を通して、人権教育の
意味を講演していただきます。大勢の参
加をお待ちしています。
その他 申込不要・入場無料
問い合わせ 総務課総務班☎64－1476

と き ９月19日(金)10時～
ところ 打上交通安全地蔵尊前
問い合わせ 交通安全協会関川支部事務局
(総務課内)☎64－1476

村
から

食から健康づくりを
おやこの食育教室

と き ９月28日(日)９時30分～14時
ところ 村民会館調理室・休養室
対象・定員 小学生と保護者で20組
内 容 ▷村のおいしい食材を使った調理
実習(デザート付)▷お口の健康について
他 オストメイトの生活向上を目指し
参加費
親子で500円
団体
講演会・懇親会を開催
持ち物 エプロン・親子で米１合
これは、公共社団法人日本オストミー
申込締切 ９月19日(金)
協会が厚生労働省の委託を受けて、オス
問い合わせ・申し込み先
トメイト(人工肛門・人口膀胱保有者)が
住民福祉課健康介護班☎64－1472
安心して暮らせる社会を目指し実施しま
す。どなたでも参加できますのでお気軽 村 納期限内の納付をお願いします
から
９月の納税予定一覧
にご参加ください。
と き 10月19日(日)10時30分～14時30分
税目(期)
問い合わせ
ところ 諏訪神社豊谷殿(新発田市)
国民健康保険税
税務会計課税務班
その他 講演会は無料。懇親会に参加さ
(３期)
64－1451
れる方は会費あり。事前申込制。
住民福祉課健康介護
介護保険料(３期)
問い合わせ・申し込み先
班64－1472
若月 辰夫☎0254－24－1954
後期高齢者医療 住民福祉課福祉保険
保険料(３期)
班64－1471
相談 １０月１日は「法の日」

案内 司法書士無料相談を開催

１０

他 交通事故のない社会を願い
交通安全祈願祭

団体

この面を内側にして折って差し出してください

岩船郡関川村○○ ○
-

様

新潟県司法書士会では、10月１日の
「法の日」にちなんで、県内各司法書士
９５９ △ △ △ △ ① 10/18 甲府
事務所において下記のとおり、無料で相
② 〒９５９-△△△△
岩船郡関川村○○-○
談を行います。
③ 後援 花子 ２０歳
と き 10月１日(水)～10月７日(火)
④０２５４-○○-△△△△
各事務所の執務時間内
⑤メールアドレス（お持ちの方）
ところ 県内の各司法書士事務所
⑥希望枚数（４枚まで）
相談内容 登記・訴訟・相続・多重債
⑦後援会資料請求（任意）
ご希望の方は空白部分に
務・悪徳商法など市民生活一般に関す
「希望する」とご記入下さい。
る法律相談をお受けします。
あて先 〒950－0954 新潟市中央区美 その他 相談無料。秘密は固く守られます。
咲町2－1－10 アルビレックス新潟後
問い合わせ
援会「試合観戦ご招待」係
新潟県司法書士会☎025－244－5121
応募期限 10月３日(金)必着
招待券の受け渡し 招待の可否を10月10
相談 高齢者と障がい者の困りごと
日(金)頃、返信用ハガキで通知
案内
無料法律相談会
※電話で可否問い合わせはご遠慮ください
高齢者や障がいのある方ご本人や、そ
観戦の手順 観戦する方は、返信ハガキ
のご家族からのご本人に関する法律相談
を持参のうえ、デンカビッグスワンス
に応じます。
タジアムのＥゲート前広場に設置の
と き ９月20日(土)10時～16時
「チケット引換所」にてチケットと引
ところ 新潟県弁護士会館(新潟地方裁判所内)
換え後に入場、観戦
内 容 財産管理・成年後見・遺言・相
クラブの最新情報
続など法律相談の内容は問いません。
最新情報はアルビレック
電話相談
ス新潟携帯サイトをご覧 携帯端末用ＱＲコード
☎0570－045533（ナビダイヤル・予約不要）
ください
面接相談
☎025－222－5533(予約必要)
問い合わせ アルビレックス新潟後援会
問い合わせ 新潟県弁護士会☎025－222－5533
025－282－0011

納期限 ９月30日(火)
口座振替日 ９月25日(木)

他
団体

平成の大修理

渡邉邸の改修日記ｖｏｌ.52

９/15現在の状況
▷母屋：内装仕上げ(建具・表具)の他、
各設備の試運転を行っています。
▷外部：東側の塀を修理中。
９/15～10/15までの工事予定
▷母屋：内装仕上げを完了し、清掃と畳
敷を行います。
▷外部：周囲の塀修理に加え、内部塀の
復旧中です。
※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

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