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年数区分　地区表彰…10年

県表彰…20年,30年,40年,50年

申請資格　表彰年数の間、無事故・無

違反であること　

申込締切　11月28日(金）

申請に必要なもの　運転免許証、印鑑

受付窓口　交通安全協会関川支部事務局

(役場総務課内)または役員宅

　※詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ　交通安全協会関川支部

　事務局(役場総務課内)64－1476

村 申請をお待ちしています
優秀運転者表彰から

　村上税務署では、年末調整の基本的な

仕組みや手続き方法などの説明会を開催

します。

と　き　11月18日(火)13時30分～15時30分 

ところ　村上市民ふれあいセンター

その他「年末調整のしかた」と「給与所

得の源泉徴収票等の法定調書の作成と

提出の手引き」を説明で使いますの

で、お持ちください。

問い合わせ　村上税務署53－3141(代)

　自動音声案内の「２」をお選びください

国
から

平成26年分
年末調整説明会の開催

　安心して住み続けられる地域づくりの

ために、自分たちの地域で今起こってい

ることや、これからの未来のことを皆で

話し合います。

第１回目 とき 11月15日(土)18時～20時

 ところ　村民会館大ホール

第２回目 とき 11月22日(土)18時～20時

 ところ　女川地区ふるさと会館

※詳しくはチラシをご覧ください。

問い合わせ　村社会福祉協議会☎64－0111

住民福祉課福祉保険班☎64－1471

村
から

関川村地域福祉(活動)
　計画策定に向けた地区懇談会

認定農業者制度とは　今後の地域農業を

担う「やる気」のある農業者から「農

業経営改善計画書」を提出してもら

い、村の基本構想と照らして認定する

仕組みです。認定は５年間有効です。

また、補助事業等の要件として必要に

なる場合もあります。

申請条件　▷年齢制限なし

▷２つ全て満たすことが必要

１.農業経営に意欲があること　

２.村が定める構想に合う計画を立案す

ること

申請方法　農業経営改善計画書を作成し

て農林観光課農林振興班へ提出

申請締切　12月５日(金)

認　定　12月下旬の審査会で決定

問い合わせ・申請先　

　農林観光課農林振興班☎64－1447

村
から

意欲のある方をお待ちします
認定農業者申請受付中

　 ７月12日実施の胸部レントゲン検診、９月13日実施の肺がん喀痰検診は、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。　問い合わせ　住民福祉課健康介護班☎64－1472

村
から

村民会館イベント

　パソコンでの文章作成や、インターネッ

トの使い方など、初心者向けの教室です。

と　き　11月11日(火)～毎週火曜日　

　全５回シリーズ　18時30分～20時

ところ　関川中学校　パソコン教室

定　員　先着10名　参加費　無料

申込締切　11月７日(金)

初心者パソコン教室

問い合わせ　村民会館　64－2134

募集職種　経営指導員　募集人員　３名

勤務先　県内の商工会または県商工会連合会

申込期限　11月４日(火)必着

試験日　11月16日(日)

採用予定日　平成27年４月１日

受験資格・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

　新潟県商工会連合会☎025－283－1311

新潟県商工会連合会
経営指導員採用候補者試験

他
団体

　平成27・28・29年度に新発田地域広域事

務組合、新発田地域老人福祉保健事務組

合、下越障害福祉事務組合が発注する物品

の調達等の入札・見積参加を希望する者

(法人を含む)の参加申請を受け付けます。

提出書類の様式　３組合の定める様式

受付期間　11月１日～11月30日※土・日・

祝日を除く。郵送は11月30日消印有効

問い合わせ・提出先 新発田地域広域事務

組合 事務局 総務課☎0254－26－1501

物品の調達等の
入札・見積の参加申請

他
団体

　地域にある資源を使ったブランドの作

り方から、関川村にあった観光や商品のコ

ンセプトまでわかりやすく講演します。

と　き　11月18日(火)15時～16時30分

ところ　村民会館　会議室

講　師　経営コンサルタント・合同会社

フォーティR&C　代表　水津 陽子 氏　

申込方法　申込書(商工会にあり)に必要事

項を記載の上、関川村商工会までFAXま

たは電話。どなたでも参加できます。

定　員　先着45名　参加費　無料

申込期限　11月14日(金)

問い合わせ・申し込み先

　関川村商工会☎64－1341　FAX64－0423

元気な村づくり　講演会
関川村ブランドの作り方!!

他
団体

　村上特別支援学校の防犯教室に県警音

楽隊が来校します。お聴きになりたい方

は、学校へお申し込みください。

と き 11月14日(金)10時45分～11時30分

ところ　県立村上特別支援学校体育館

定 員　先着30名　参加費　無料

申込締切　11月10日(月) ※要電話申込

問い合わせ・申し込み先

　村上特別支援学校　川村☎53－0448

村上特別支援学校に
県警音楽隊が来校します

他
団体

村
から

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２戸(１ＳＤＫ)　

月額家賃　30,000円

★共通事項　申込締切　11月14日(金)

　　　　　　入居時期　12月１日(月)

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



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

11月 文化祭・菊花展（～３日まで）
（９:00～17:00、村民会館アリーナ、11月３日のみ15：00まで）
浦田祭（10:00～14:00、浦田の里）
ピーカーブーハロウィンパーティー(17:00～19：30、村民会館大ホール)

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

白色申告者の記帳説明会
（営業所得者９:30～・農業所得者13:30～、役場３階大会議室）

[立冬] 

米沢街道むらづくりフォーラム(９:00～16:00、村民会館ほか)

きりでまつり（９:00～、土沢ふれあい自然の家）
やまやフェスティバル（10:00～13:30、やまやの里）

経営コミュニケーション能力向上講演会（19:30～、関川村商工会）

元気になれるSST講座(10:00～12:00・13:30～16:00、保健センター)

乳がん(未受診者)検診（受付９:00～10:10、保健センター）
県警音楽隊来校(10:45～11:30、村上特別支援学校体育館)

おはなしの会とプチ工作（10:30～11:00、村民会館小会議室）
自殺防止講演会(13:30～15:50、の～む)
関川村地域福祉計画地区懇談会(18:00～20:00、村民会館大ホール)

平成26年分年末調整説明会(13:30～15:30、村上ふれあいセンター)
関川村ブランドの作り方!!講演会(15:00～16:30、村民会館会議室)

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）

歩く!!健康教室 (９:30～11:00、ふれあいど～む)
※19日から（19日のみ第11回村民健康ウォーキングと合同開催）

乳児(7・8・10・11ヵ月)健診（受付13:00～13:30、保健センター）

女性の健康相談会(13:30～、村上保健所）※前日まで要予約

くすりと健康フェア2014（12:30～、万代シルバーホテル５階）

関川村発足60周年記念事業・文化講演会（18:00～、村民会館）

首都圏在住関川村人会総会（11:00～、上野精養軒）

乳児(４・５か月児)相談（受付13:10～13:30、保健センター）

幼児歯科健診・２歳児相談（受付13:00～13:45、保健センター）

[勤労感謝の日] 村民芸能祭(10:00～、村民会館アリーナ）
工藤公康氏 文化講演会（16:30～、新発田市民文化会館大ホール）

青色申告決算等説明会
（営業所得者９:30～・農業所得者13:30～、役場３階大会議室）

地域福祉下越フォーラム(受付12:30～16:30、新発田市ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ)

関川村地域福祉計画地区懇談会(18:00～20:00、女川ふるさと会館)

１ 土

２ 日

３ 月
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８ 土

９ 日
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12 水

13 木

14 金

15 土

16 日
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健康相談日（10:00～14:00、保健センター）毎週
月曜

毎週
金曜

12月

21 金

22 土

23 日

24 月

25 火

26 水

27 木

28 金

29 土

30 日

１ 月

２ 火

３ 水

４ 木

５ 金

カレンダー 11月１日　 12月５日

相談案内
相談は無料で、秘密
は堅く守られます

女 性 の
人　　権
ホットライン

と　き　
▷11月17日(月)～21日(金)８時30分～19時
▷11月22日(土)・23日(日)10時～17時
電話相談員　法務局職員または人権擁護委員
相談内容　差別・DV・セクハラ・夫婦間の問題
 など広く女性の人権に関すること
電話番号　☎0570－070－810（全国共通）

こころの
健 　康
相 談 会

と　き　11月14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　11月12日(水)
申し込み先　村上地域振興局健康福祉部(村上
  保健所)地域保健課☎53－8369

高齢者と

その家族

の 相 談

法律相談　11月４日(火)・10日(月)・17日(月)

・25日(火) 13時30分～16時

不動産の鑑定・利活用の相談　

　11月12日(水)・26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

作　品　「変光星とグッドリック」

　　　　「太陽系グランドツアー」

期　間 10月25日(土)～11月30日(日)

　上映時間(各回40分)　

　▷土曜日　14時・16時

　▷日曜日　11時・14時・16時

料　金　大人200円　小中学生100円

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

プラネタリウム番組のご案内

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　12月８日(月)まで

　電話(☎53－7511)で受け付けます

　　　　　　　　　　　　(多数抽選)

12月のパソコン研修会

講座名 とき 内容

年賀状作成

ワード等を
使っての
年賀状作成

12/17(水)
12/18(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）
初心者パソコン教室
（18:30～20:00、関川小学校パソコン教室）※11日から

毎週
火曜

＜税に関するパネル展＞
と　き　11月11日(火)～17日(月)　 ところ　村上プラザ ほか
内　容　▷中学生の「税についての作文」入選作品　など

毎週
水曜


