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　笑楽会も今年で15周年！これを記念し

て、参加者のみなさまに祝まんじゅうをプ

レゼントします。ぜひご参加ください。

と　き　６月７日(日) 開演10時～

ところ　村民会館アリーナ

内　容　▷梅丸たまこのお笑いショー

▷豪華ゲストによる歌謡ショーほか　

定　員　先着500名(村内はバス送迎可能)

入場料　3,000円（昼食付）

チケット買い求め　せきかわ笑楽会

※当日券も受付します。

問い合わせ・申し込み先

　(代表) 川又政男☎64－2876

　　　　　 ＜携帯＞090－4730－4259

他 せきかわ笑楽会主催　第15回
 歌とおどりと笑いの饗宴団体

ところ　救護施設　ひまわり荘(胎内市)

募集職種・人員　介護員補助・若干名

雇用期間　～平成27年９月30日(その後、

６か月単位で更新の可能性あり。)

勤務時間　週38時間45分

賃　金　日額6,700円(有資格者は7,300円)

申込方法　ひまわり荘にご連絡ください。

　　　　(☎0254－47－3100)

その他　詳細は、お問い合わせください。

　人員が決定次第、募集を締め切ります。

問い合わせ・申し込み先

　下越障害福祉事務組合 救護施設 

　ひまわり荘☎0254－47－3100

他 下越障害福祉事務組合
 臨時職員募集団体

村民会館イベント

と　き　６月７日(日)８時～

ところ　村スポーツ公園

申込締切　６月１日(月)

組み合わせ抽選会

　６月１日(月)村民会館で19時～

申し込み先　村民会館☎64－2134

第25回村民親善野球大会 募集職種・人員　一般行政職・２名程度

　　　　　　　　建　　　築・１名

受験資格　昭和60年４月２日以降に生ま

れた人で、学校教育法による大学(短

期大学を除く)を卒業した人又は平成

28年３月31日までに卒業見込みの人

試験の程度　大学卒業程度

申込締切　６月12日(金)当日消印有効

申込時間　８時30分～17時15分

　　　　　(土曜日、日曜日を除く)

受験用紙　役場総務課で交付(郵送も可)

※村ホームページからダウンロード可

http://www.vill.sekikawa.niigata.jp

一次試験日　７月26日(日)

採用予定日　平成28年４月１日

その他　一般事務(高校卒業程度)などそ

の他の試験の募集については、７月１

日号の広報お知らせ版に掲載します。

問い合わせ・申し込み先

　総務課総務班☎64－1476

　村上地域振興局とむらかみマルシェ実行

委員会では、農林水産物や加工食品、手芸

品などを販売する出店者を募集します。

開催日　６月21日(日)、７月４日(土)、

　８月９日(日)、９月13日(日)、10月

　４日(日)、11月１日(日)の全６回

開催場所　村上地域振興局駐車場

出店者　村内外在住を問いません。

販売できるもの　農林水産物およびその

加工品、飲食料品、手芸雑貨品など

出店料　出店１回ごとに500円～。ただ

し、臨時食品営業許可を必要とする出

店者は、出店１回ごとに1,000円～

応募方法　６回分を一括募集します。

その他　出店条件や申し込み方法など、

　詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ　村上地域振興局企画振興部

　　　　　　地域振興課☎52－7231

県 村上マルシェin 地域振興局
出店者募集！から

　有害鳥獣駆除の担い手を確保するため

の支援制度です。

対　象　村の有害鳥獣確保に協力いただ

ける人で、次のいずれかに該当する人

▷新たに第１種銃猟免許を取得し、猟銃

の所持許可証及びおよび狩猟者登録証

の交付を受けた人

▷新たにライフル銃の所持許可証および

狩猟者登録証の交付を受けた人

支援内容　▷狩猟免許(健康診断料) ▷
銃所持許可(射撃教習受講料・健康診

断料) ▷狩猟者登録(ハンター保険)

その他　支援を受けるには事前に申請が必

要です。詳しくはお問い合わせください。

●狩猟試験日　▷７月11日(土)　 　　

▷９月13日(日)▷11月20日(金)

※各試験日において申込期間があります。

問い合わせ

　農林観光課農林振興班☎64－1447

村 狩猟免許などの取得経費の
一部を支援する制度がありますから

村
から

関川村職員採用試験
一般事務・建築(ともに大学卒業程度)

と　き　６月１日(月)10時～15時

ところ　むつみ荘

対　象　いじめや嫌がらせ、その他人権

　　　　にかかわることでお悩みの方。

相談員　人権擁護委員・法務局職員

問い合わせ　総務課総務班☎64－1476

相談
案内

６月１日は人権擁護委員の日です

特設人権相談所を開設

　村では、地震などの災害時に全国瞬時

警報システム(J-ALERTｼﾞｪｲ･ｱﾗｰﾄ)から送

られてくる緊急情報を、さまざまな情報

伝達手段を用いて確実にお伝えするため、

緊急情報伝達手段の試験を行います。

【当日実施する試験について】

　村内、17か所に設置の屋外スピーカー

および、各家庭に設置してある広報無線

から次の内容が一斉に放送されます。

放送内容

「これは、試験放送です」(※３回)

「こちらは、防災関川村です」

(その後、防災行政無線ﾁｬｲﾑが鳴ります。)

その他　災害の発生や気象状況などによ

っては、中止する場合もあります。

問い合わせ　総務課総務班☎64－1476

５月27日(水)10時15分頃に
「緊急情報」の伝達試験を行います

村
から
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やまゆり大学開講式

第41回高齢者レクリエーション大会

初心者パソコン教室

第25回村民親善野球大会

青少年育成関川村民会議総会

壮年ソフトボール大会

第42回UP・DOWN関川マラソン

還暦のつどい

季節の料理教室

連盟会長杯野球大会

夏の健康登山(美人林と天水山)

浴衣茶会

関川中学校わたしの主張大会

第61回成人式

第47回村長杯野球大会

・ ベ ト レ会 イ ン カ ン ー

講　座　名 開催日

おはなしの会とプチ工作
（絵本の読み聞かせ）

毎月第３土曜日
10時30分～11時30分

教　室　名 開催日

放課後子ども教室
※川北ふれあい自然の家ほか

毎週火曜日
放課後～18時

活　動　名 開催日

荒川クリーン作戦

育成会総会・入団式・きのこの駒打ち

育樹を通じ自然を学ぶ日・フラワー作戦

おおいしダム湖畔まつり参加

緑の少年団岩船地区交流集会

きのこ採り体験

シルクフラワー作り

６年生を送る会・退団式

 ４月５日(日)

 ４月18日(土)

 ５月９日(土)

 ９月５日(土)

 ８月

 12月12日(土)

 ２月20日(土)

平成28年度入団説明会  ３月１日(火)

10月28日(水)

７月25日(土)
　　～26日(日)

少年自然の家合宿 ８月20日(木)
　　～21日(金)

トンボ観察会

問い合わせ・申し込み先

村　民　会　館 ☎64－2134
歴史とみちの館 ☎64－1288

※日程は変更になることがあります。
※詳しい募集内容は「広報せきかわ：お知らせ版」で
　その都度お知らせします。

ダ大

村 会民 館 図 室書

子 もど 向 け

緑 少の 年 団

平成27年度

生涯学習カレンダー
平成27年度

生涯学習カレンダー



講　座　名 開催時期10
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土

日

土

秋の健康登山(浄土平)

観光ボランティアガイド(秋まつり)

村民文化祭・菊花展(～11月３日)

月 日 曜 大会・イベント

1

2

3

11

12

第43回村民駅伝競走大会

村民芸能祭

3

23

第27回関川村柔道選手権大会

クラブカップ卓球大会
6

第28回村民囲碁将棋大会

第６回村民ふれあい綱引き大会

11

28

エンジョイ！生涯楽習広場

村長杯６人制バレーボール大会　

13

20

火

月

日

木

日

体育関係者新春懇談パーティー20 水

日

日

やまゆり大学
(60歳以上の村民が対象)

季節の料理・お菓子作り講座

年10回

年 ２ 回

イベント・講座名 開催期間

山と花スライド解説会

歴史講座

４月～10月(月１回)※8月除く

７月・10月(各１回)

９月～11月（月１回）

１月25日(月)

史跡めぐり

企 画 展 名 開催期間

山岳協会写真展

新潟自然を撮す写真展

大修理完成記念「渡辺家宝物展」

４月

５月～６月

７月１日～

美術館めぐり

教　室　名 開催時期

健康教室（昼・夜の部)
随時、広報お知らせ版
で募集します

出前健康教室（ウォーキング・ラジオ
体操・みんなの体操地域巡回・ストレッ
チなど)

希望によって随時
開催します

生 学 社 教涯 習 会 育

健 ス ー康 ポ ツ

イ ンベ ・ 座講

企 展画

ト

大 向人 け

歴 と史 み ち の 館

うつ



4教育委員会 教育課 学校教育班☎６４－１４９１・生涯学習班☎６４－２１３４

　裁判所では、５月３日の憲法記念日を

中心として憲法週間を定めています。

　そこで、憲法週間行事を下記の通り開

催しますので、ぜひご参加ください。

　詳しくは、各裁判所に問い合わせください。

【新潟地方裁判所　裁判傍聴セミナー】

と　き　５月28日(木)・29日(金)13時30分～

ところ　新潟地方裁判所２号館１階

定　員　各日先着30名(要予約)

問い合わせ　新潟地方裁判所事務局

　総務課広報係☎025－222－4175

【新潟家庭裁判所　庁舎見学会】

と　き　５月26日(火)

　(１回目)　13時15分受付～15時

　(２回目)　14時15分受付～16時

ところ　新潟家庭裁判所

定　員　各回20名程度

申込締切　５月25日(月)17時まで

問い合わせ　新潟家庭裁判所事務局

　総務課庶務係☎025－333－0054

他 地方裁判所裁判傍聴セミナー
家庭裁判所庁舎見学会団体

　平成27年度の自動車税の納期限は、６

月１日(月)です。納税通知書に記載され

ている金融機関やコンビニエンスストア、

地域振興局県税部窓口などで、早めの納

税をお願いします。

納税方法　

最寄りの金融機関、ゆうちょ銀行、コ

ンビニエンスストア、地域振興局県税

部窓口で納めてください。

クレジットカード収納

インターネット(Yahoo!公金支払い)を

　利用してクレジットカード（　

　　　 などのロゴがあるもの）でも自

　動車税を納付することができます。

（６月２日以降は、ご利用できません。）

　詳しくは新潟県税務広報ホームページ  

　「県税の窓口」をご覧ください。

　http://www.pref.niigata.lg.jp/zeimu/

問い合わせ　新発田地域振興局県税部

　　　　　　村上収税課☎52－7922

県 納期限内に納付ください
自動車税(納期限6月1日)から

　労使間の問題でお悩みではありません

か？労働者、事業主を問わず、県労働委

員会の委員が、労使紛争の適切な問題解

決に向けてアドバイスします。

と　き　５月24日(日)13時30分～16時

ところ　新潟県庁16階 新潟県労働委員会

内　容　解雇、賃金未払い、退職金、

　パワハラなどの労使間のトラブル

その他　費用無料で秘密厳守

　　　　事前申し込みによる予約制

問い合わせ・申し込み先　県労働委員会

　事務局総務課　☎025-280-5546

県 労働トラブル相談会
開催のお知らせから

村
から

　がけ崩れや地すべりなどの土砂災害は

一瞬のうちに尊い命や財産を奪ってしま

います。

納期限　　　６月１日(月)

口座振替日　５月25日(月)

家の周りや山、がけ、川などで

　　異常なところを見つけたら…

総合窓口　役場建設環境課地域整備班

　☎64－1479へご連絡ください。

※寄せられた情報を確認して、関連す

る部署へ連絡します。

▷関連する部署…国や県、村では林道

担当や防災担当

６月は土砂災害防止月間です

村
から

　近年、山地の崩壊・土石流・地すべり

などの山地災害が多発し、人命・財産に

甚大な被害が及んでいます。

　そこで、山地災害防止に対する危機管

理体制を強化し、理解と関心を深めても

らうためにキャンペーンを実施します。

実施期間　５月20日(水)～６月30日(火)

実施主体　林野庁、都道府県、市町村

協　賛　一般財団法人 日本治山治水協会

山地災害防止標語

「歴史ある 山のみどりが 地域を守る」

問い合わせ　

　農林観光課農林振興班☎64－1447

平成27年度
山地災害防止キャンペーン

国
から

募集人数　若干名

報　酬　羽越河川国道事務所より所定の

金額を支給(H26年度実績　月額4,580円)

応募資格　▷満20歳以上の方

▷荒川河口から丸山大橋までの河川から

　約５㎞以内に居住する方

活動内容　

荒川に対する意見／モニター自身の河

　川愛護に関する活動の報告／地域情報

　などを月１回以上報告

任　期　平成27年７月１日から１年間

応募方法　

応募用紙・履歴書を記入して提出(応

募用紙は羽越河川国道事務所で配布、

ホームページからダウンロード可)

   http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/

応募締切　６月10日(水)必着

問い合わせ・応募先

　羽越河川国道事務所　工務第一課

　☎62－6032

河川愛護モニター募集

村
から

納期限内の納付をお願いします
５月の納税予定一覧

税目(期) 問い合わせ

軽自動車税(全期) 税務会計課税務班
☎64－1451

と　き　６月14日(日) 10時～17時

ところ　新潟大学五十嵐キャンパス　

　　　　人文社会科学系棟

内　容　離婚、相続、賃貸借、土地関係

などの民事事件(裁判中・調停中の事件

を除く)　※事前電話申込が必要です。

申し込み期間 ５月29日(金)～５月31日

(日)10時～18時　※29日のみ13時～

問い合わせ・申し込み先

　☎025－263－3730　☎025－201－9629

相談
案内

新潟大学法律相談部
無料法律相談会

　日本赤十字社は、大規模な災害に際し

て、医療救護活動や救援物資の搬送、義

援金の募集など、被災地域のいち早い復

興をめざした活動をはじめ、様々な活動

を行っています。

　皆様からの赤十字活動資金へのご支

援、ご協力をお願いいたします。

★目安としては、

　1世帯500円程度を

　お願いしております。

　納入は5月末日までに、

　隣組長または

　区長へお願いいたします。

問い合わせ　

　日本赤十字社新潟県支部　関川分区

　(関川村社会福祉協議会)☎64－0111

他
団体

５月は赤十字運動月間です
 活動募金にご協力ください

　関川村商工会では、お得な買い物がで

きる「プレミアム商品券」を７月１日(水)

から発売します。

　この商品券は、村内の消費拡大と地域

経済の活性化を目的に販売するもので、

現在、参加加盟店を募集しています。申

込締め切りは６月１日(月)までです。

　商品券発売についての詳しいことは、

６月１日号の広報せきかわ・折り込みチ

ラシなどでお知らせします。

問い合わせ　関川村商工会☎64－1341

他
団体

関川村プレミアム商品券
参加加盟店を募集します


