
えちごせきかわ 堀と柳の秋まつり

No.491
2014年（平成26年）

1989年（平成元年）4.15創刊

発行／新潟県　関川村
編集／総務課
ＴＥＬ（0254）64―1476（直通）
ＦＡＸ（0254）64―0079

広　報

お知らせ版

1

10.1

1

県
から

第33回 関川村農林業まつり第33回 関川村農林業まつり

秋の生活総合 大展示即売会

と　き　10月26日(日) ９時～14時30分

ところ　せきかわふれあい ど～む ・あいさい市

　これからの冬に備えて生活用品などを豊富に取り揃えてお待ちしています。
問い合わせ 農林業まつり実行委員会(農林観光課内)☎64－1447

▷チャリティー「地元産朝日豚の豚汁」と「餅つき」福引きコーナー

▷鮭つかみどり大会フィッシングゲーム福まき農林水産物即売会

▷なめこ汁・甘酒の無料サービスあり

イベント・即売会・サービスコーナー

えちごせきかわ 堀と柳の秋まつり
と　き　10月26日(日) ９時～15時  ところ　役場前～柳とせせらぎ通り

フリーマーケット出店者募集

必ずチェック最低賃金!
使用者も、労働者も。

参加費 500円(清掃協力費)※申し込み

は平日のみ受付

▷販売スペースの敷物・展示台などは各

自で準備▷業者関係者はお断りします問い合わせ　村観光協会(農林観光課内)☎64－1478

時　間

 9:00～ 9:40

9:00～15:00

9:30～14:00

10:00～15:00

10:00～15:00

10:00～11:30

鏡開き・龍泉太鼓

街並み見学

街並みスタンプラリー

巡回バス

よさこいソーラン

わげしょガイドの街並見学
ツアー

ふるまい酒をどうぞ

特別公開もあります

豪華賞品目指して探索

農林業まつり会場までを巡回します

迫力の踊りを堪能ください

村のわげしょ(若者)がガイドしま
す！役場玄関前に集合

イベント名 内　容

　新潟県最低賃金は、従来の時間額701

円から14円引き上げられ、本年10月４日

から715円になります。新潟県最低賃金

は、県内で事業を営む全ての使用者およ

びその事業場で働く全ての労働者に適用

されます。(臨時・パート・バイトなど含む)

　最低賃金引き上げに向けた業務改善助

成金制度も設けられていますのでご相談

ください。

最低賃金・業務改善助成金に関する相談

　最低賃金相談センター☎025－250－7759

問い合わせ　新潟労働局労働基準部賃金

室☎025－288－3504

　新潟山形南部連絡道路の工事の進捗や

計画について理解を深めるとともに、両

県住民の交流を図ることを目的に、新潟

山形南部連絡道路建設促進期成同盟会工

事見学会を開催します。

と　き　10月29日(水)

募集人数　先着20名  参加費　無料

申込締切　10月10日(金)

行　程　関川村道の駅出発(10時)→工事

見学会(荒川・鷹ノ巣道路など)→小国

町道の駅で食事交流会→工事見学会

(小国・梨郷道路など)→関川道の駅到

着・解散(16時30分予定)

問い合わせ・申し込み先

　関川村役場建設環境課☎64－1479

他 新潟県最低賃金は
  時間額　７１５円になります団体

他 新潟山形南部連絡道路
工事見学会を開催します団体

１０月２６日(日)は秋の２大まつりが同日開催！！１０月２６日(日)は秋の２大まつりが同日開催！！

村営住宅入居者募集

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１戸(１ＳＤＫ)　

月額家賃　30,000円

★共通事項　申込締切　10月14日(火)

　　　　　　入居時期　11月１日(土)

問い合わせ・申し込み先

　建設環境課地域整備班☎64－1479

メ　ゾ　ン　下　関
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　高校、大学等への入学時・在学中にかか

る費用を対象とした公的な融資制度です。

融資額　お子さま１人あたり350万円以内

金　利　固定金利(ＨＰでご確認ください)

返済期間　15年以内※

使いみち　入学金、授業料、教科書代、

　アパート・マンションの敷金家賃など

返済方法　毎月元利均等返済※

保　証　(公財)教育資金融資保証基金

※詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ　教育ローンコールセンター

　☎0570－008656(ナビダイヤル)

国
から

「国の教育ローン」
  (日本政策金融公庫)のご案内

国
から

10月は土地利用月間です

　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)▷村税等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　10月31日(金)締切り

問い合わせ　建設環境課☎64－1479

　国土利用計画法では法定面積以上の土

地取引を行った場合、市町村を経由して

県知事に届け出ることが義務付けられて

いますので、忘れずに手続きをお願いし

ます。

　平成26年度の地価調査結果を９月19日

(金)に公表しました。

問い合わせ　総務課企画財政班☎64－1476

　材料として使用できるか確認後購入い

たします。

　詳細についてはお問い合わせください。

問い合わせ　※平日のみ10時～16時まで

　猫ちぐらの会　担当　伊藤☎64－3311

法定面積　▷市街化区域…2,000㎡以上

▷市街化区域を除く都市計画区域

　　　　　　　　　　　 …5,000㎡以上

▷都市計画区域外の区域…10,000㎡以上

※村は計画区域外となります。

※個々の取引面積が小さい場合でも総面

積が法定面積以上になる場合は、届出

が必要です。

届出義務者　

　土地の権利取得者(売買であれば買主)

届出期限　契約(予約含)の日から起算し

て２週間以内

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

他 10月１日は法の日です
  模擬裁判を体験してみませんか？団体

他 猫ちぐら制作用の
  稲わら(ｺｼﾋｶﾘ)を購入します団体

　裁判所、法務省、検察庁および弁護士

会では、10月１日からの１週間を「法の

日」週間とし、法を身近に感じていただ

ける催しを行います。

裁判員裁判体験教室―小学５・６年生と

中学生を対象に模擬裁判を行います。―

と　き　10月19日(日)10時～12時

ところ　新潟地方裁判所２号館101号法廷

募集人数　先着30名(小学生は保護者同伴)

その他　要申込み、見学希望も可。

問い合わせ・申し込み先　

　地裁総務課広報係☎025－222－4175

模擬少年審判～あなたならどう判断しま

すか？～(グループディスカッション)

と　き 10月７日(火)13時15分～16時30分

ところ　新潟家庭裁判所５階大会議室

募集人数　先着40名(要申込み)

問い合わせ・申し込み先　

　家裁総務課庶務係☎025－333－0054

募集作品　絵画・書道・陶芸・写真・押し

花・生け花・手芸・園芸・趣味作品など

申込方法　出品申込書を提出してくださ

い　※申込書は村民会館にあります

申込締切　10月17日(金)

作品展示と搬出スケジュール

▷展示…10月30日(木)13時～

▷搬出…11月３日(祝・月)15時30分～

　ダンスやリズムの勉強、ゲームなどを組

み合わせた楽しいプログラムです。運動が

苦手な方でも遊び感覚で楽しめます。

と　き　10月11日(土)～25日(土)19時～

20時まで　毎週土曜日　３回シリーズ

ところ　村民会館大ホール

対　象　小学生　　参加費　無料

持ち物　運動できる服装、水分、タオル、

　内履き※25日はハロウィンパーティー

申込締切　10月８日(水)までに村民会館へ

と　き　10月９日(木)

　７時30分歴史館集合～17時

行き先　▷県立万代島美術館(伊藤若冲

と京の美術) ▷新潟県立近代美術館

(黒井健 絵本原画の世界展)

定　員　先着25名

参加費　3,500円(入館料、昼食込)

申込締切　10月７日(火)

文化祭・茶会・菊花展

ズンバキッズ教室

文 化 祭 作 品 募 集

土地取引の届出について

新潟県地価調査結果

と　き 11月１日(土)～３日(祝・月)

　９時～17時※３日のみ15時まで
ところ　村民会館アリーナ

と　き　11月３日(祝・月)
　10時～15時
ところ　東桂苑
※茶席券(１席400円)が必要です
詳しくは村民会館(64-2134)

文化祭

茶　会

菊花展

村民会館イベント
問い合わせ　村民会館　64－2134

秋の美術館めぐり

と　き　10月20日(月)

　８時40分歴史館集合～15時

行き先　菅谷周辺の遺跡

定　員　先着25名　参加費　無料

持ち物　昼食・雨具等　

申込締切　10月15日(水)

史跡めぐり⑥

と　き　10月23日(木)13時30分～15時 

ところ　公民館会議室　参加費　無料

内　容 「地名のはなし②」

講　師　長谷川　勲さん(村上市)

歴史講座②

歴史館イベント
問い合わせ　歴史館　64－1288

　総務省では、行政相談制度について広く

国民の方々に理解され、利用していただけ

るよう「行政相談週間」を設けています。

と　き・ところ　

▷10月21日(火)12時30分～16時30分・

　新潟市東区プラザ２階ホール

▷10月30日(木)13時～16時・新発田市

　生涯学習センター１階多目的ホール

内　容　登記、道路、年金、雇用などの

行政について

問い合わせ　総務省新潟行政評価事務所

　☎025－282－1115

相談
案内

10月20日(月)～26日(日)は
  行政相談週間です

村

振込日　10月10日(金)

内　容　４か月分(６月～９月分)

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

から
児童手当を振込みます！村
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主　催　大石・山と川に親しむ会

と　き　10月18日(土）小雨決行・大石ダム湖畔県民休養地

　おおいし自然館前に９時集合

※歩きやすい靴と服装、雨具と昼食をご用意ください

行　程　自然館→林道入り口→梁山泊→立烏帽子山頂

　→梁山泊(昼食)→下山→自然館到着解散(15時)

※立烏帽子の頂上は急な鎖場があるため、小学校低学年以下の

　お子さんは「梁山泊」までとなります

定　員　先着40名程度 　申込締切　10月17日(金）

参加費  1人500円　※大石産のなめこ汁を振る舞います

問い合わせ・申し込み先　大石・山と川に親しむ会事務局 

　高橋正衛さん ☎(FAX兼用)64－2170

　旧米沢街道の大里峠を歩き、豊かな自然と歴史にふれてみま

せんか。小国町の方との交流会も開かれます。

と　き　10月18日(土) ８時30分～受付(役場前)※小雨決行

　※歩きやすい靴と服装、雨具と昼食をご用意ください

行　程　役場・出発(９時)→バスでわかぶな高原スキー場先へ

→柄目木→大里峠山頂→旧玉川小中学校(小国町の方との交

流会）→バスで役場へ・解散(16時ころ)

定　員　先着50名(関川村側、小学生以下は保護者同伴）

参加費　無料　申込締切　10月14日(火)

その他　交流会場には、峠の茶屋(売店)があります。

　また、大里鍋の振る舞いがあります。

問い合わせ・申し込み先　建設環境課地域整備班☎64－1479

「第21回 大里峠越え交流」豊かな自然を満喫

大石・山と川に親しむ会 「秋の立烏帽子探訪会」

と　き　10月11日(土)～12日(日)　安角ふれあい自然の家に13時集合

行　程　安角ふれあい自然の家集合(13時)→林道終点まで車に分乗→梁

山泊到着(14時30分)→活動開始(希望者は立烏帽子登山も)→就寝→起

床→下山→安角ふれあい自然の家到着・解散(８時)※雨天時は別会場

活動内容　山歩き、ハシづくり、たき火、炊事、山小屋泊ほか

服　装　汚れても動きやすい服装、運動靴、帽子※夜は長袖必要

持ち物　参加費１人500円、寝袋(無い人は貸出可)、雨具(ウィンドブ

レーカー、防寒兼用)、携帯用ライト、軍手、おやつ(少々)、飲み

物(500mlペットボトル１本でOK)、その他各自必要と思うもの

※食器、ハシは不要。電子機器、携帯ゲーム機は必要ありません。

問い合わせ･申し込み先　タランペクラブ代表　加藤克徳☎090－1432－4873

タランペクラブ　秋の陣　山小屋サバイバル 「梁山泊に泊まろう！」

知らないキノコは食べないで！県
から

　県内では毎年この時期に毒キノコによ

る食中毒が多数発生しています。ご注意

ください。

予防のポイント

▷種類の鑑定できないキノコは「採らな

い」「食べない」「人にあげない」。

▷専門知識のある人に鑑定してもらう。

※村上市鵜渡路の新潟県森林研究所で鑑

定を受け付けしています。

▷虫が食べていると毒キノコではない等

　の迷信を信じない。

問い合わせ　村上地域振興局健康福祉部

　(村上保健所)衛生環境課☎53－8371

　20年にもわたる日本の先住民論争の当事

者の１人、東京大学の解剖学の教授であっ

た小金井良精(こがねい　よしきよ)の残さ

れた書簡類を中心に、日本の骨人類学の始

まり、日本人起源論を展覧します。

期　間　～11月９日(日)まで

　９時30分～17時(入館16時30分まで)

※毎週月曜日は休館(祝日の場合は翌日)

ところ　新潟県立歴史博物館 企画展示室

観覧料　▷一般720円　▷大高生500円

　▷中学生以下無料

問い合わせ　

　新潟県立歴史博物館☎0258－47－6135

　麻薬・覚せい剤等の薬物乱用の根絶を

図るため、10月１日～11月30日まで、全

国一斉に「麻薬・覚せい剤乱用防止運

動」を実施しています。

　覚せい剤などの違法薬物は、たとえ一

回だけの使用でも乱用になり、同時に犯

罪になります。身近な人に誘われても

「ダメ。ゼッタイ。」と勇気をもって断

ることが大切です。

薬物に関する相談　▷精神保健福祉セン

ター☎025－280－0113　▷新潟県医務

薬事課薬務係☎025－280－5187

問い合わせ　村上保健所☎53－8368

他 新潟県立歴史博物館
秋季企画展のご案内団体

　電気がない、水道がない、布団がない、音がない、ト

イレは木のかげ、夜は暗闇の林の中。でも…暗いけど面

白い、怖いけど楽しい。不便を楽しむため、そして「山

の神様」に会いに梁山泊へ行きましょう。

県
から

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」!!



4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

10月

岩船林業振興祭(９:30～、村上農村環境改善センター)

あらかわ大祭花火大会(17:45～、荒川河川敷)

家庭犬のしつけ方教室・実技講習①（10:00～11:30、村上保健所）

乳児(4・5か月児)相談（受付13:10～13:30、保健センター）

すくすくおやつ作り講習会(10:00～、保健センター)

きのこ講習会（受付10:00におおいし自然館集合）

秋の美術館めぐり（８:15に歴史館集合～17:00、万代島美術館他）

第16回村民ゴルフ大会（７:30～、村上市営あらかわゴルフ場）

[体育の日]
家庭犬のしつけ方教室・実技講習②（10:00～11:30、村上保健所）

タランペクラブ「梁山泊に泊まろう！」
（13:00に安角ふれあい自然の家集合）
ズンバキッズ教室(19:00～20:00、村民会館大ホール)

秋の立烏帽子探訪会（９:00におおいし自然館集合）
おはなしの会とプチ工作（10:30～11:00、村民会館休養室）
ズンバキッズ教室(19:00～20:00、村民会館大ホール)

村内一斉の防災訓練（８:30～11:30、関川中学校)
第21回大里峠交流会（８:30に役場前集合～16:00）
家庭犬のしつけ方教室・実技講習③（10:00～11:30、村上保健所）

健康教室「美ューティ・ボディ・ウェイブ教室」
(19:30～20:30、村民会館休養室）

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）

史跡めぐり⑥（８:40に歴史館集合～15:00、菅谷周辺の遺跡）

文化祭・菊花展
（９:00～17:00、村民会館アリーナ、11月３日のみ15：00まで）

[文化の日]　 
茶会（10:00～15：00、東桂苑）
第42回村民駅伝大会（10:00～、女川保育園前スタート）

関川小学校文化祭（９:40～、関川小学校）
関川中学校文化祭（８:30～、関川中学校）
ズンバキッズ教室(19:00～20:00、村民会館大ホール)

第33回関川村農林業まつり（９:00～14:30、ふれあいど～む）
えちごせきかわ堀と柳の秋まつり
（９:00～15:00、役場前～柳とせせらぎ通り）
観光ガイドボランティア（９:00～12:00、柳とせせらぎ通り周辺）

歴史講座②（13:30～15:00、公民館会議室）

特定健診・胸部レントゲン未受診者検診
（受付13:15～14:30、保健センター）

[ハロウィン]

１ 水

２ 木

３ 金

20 月

４ 土

５ 日

６ 月

７ 火

８ 水
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11 土
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13 月
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15 水

16 木

17 金

18 土
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毎週
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毎週
金曜
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21 火

22 水

23 木

24 金
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28 火

29 水

30 木

31 金

１ 土

２ 日

３ 月

４ 火

５ 水

カレンダー 10月１日　 11月５日

相談案内
相談は無料で、秘密
は堅く守られます

定　　例
行政相談

と　き　10月16日(木) ９時30分～11時30分
ところ　関川村社会福祉協議会
　行政相談委員　伊藤　敏
問い合わせ　総務課総務班☎64－1476

こころの
健 　康
相 談 会

と　き　10月24日(金) 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　10月22日(水)まで
申し込み先　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　10月６日(月)・14日(火)・20日(月)・

　27日(月) 13時30分～16時

不動産の鑑定・利活用の相談　

　10月８日(水)・22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

申し込み先　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

【10月】

作　品 「はらぺこあおむし」

　　　 「パパ、お月さまとって！」

ほか　

と　き　10月４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


