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村民会館イベント

と　き　５月24日(日)

　　　　７時に村民会館集合～17時

ところ　菩提寺山(248ｍ秋葉区)と

　　　　五泉市東公園のしゃくやく見学

コース紹介　新津丘陵にある西山三山の

ひとつ菩提寺山は40分の登り、低山な

がら眺めの良い山です。

定　員　先着40名(定員になり次第終了)

参加費　1,000円　

持ち物　昼食・水・雨具

申込締切　５月15日(金)

申し込み先　村民会館☎64－2134

春の健康登山

歴史館イベント

と　き　５月21日(木)

　　　　8時40分に歴史館集合～16時

内　容　諏訪峠(阿賀町)ほか

定　員　20名　　参加費　無料

持ち物　昼食・水筒・雨具

申込締切　５月15日(金)

申し込み先　歴史とみちの館☎64－1288

史跡めぐり②

村 スクールバス運転嘱託員募集から

他 関川村商工会
第55回通常総会・懇親会団体

と　き　５月14日(木) 受付13時～

▷総会　13時30分～ 

▷懇親会　15時30分～

ところ　相馬鮮魚店(下関)

懇親会費　3,000円

問い合わせ　関川村商工会64－1341

募　集　スクールバス運転嘱託員 １名

資　格　▷村内居住の平成27年3月31日

現在で満60歳未満の方

▷大型自動車第一種免許所有の方

※免許の経験年数が５年以上に限る

申込手続　申込書(教育課にあります)を

提出してください。

受付期間　５月１日(金)～５月19日(火)

その他　詳細は問い合わせください。

問い合わせ・申し込み先

　教育課学校教育班☎64－1491

村 風しん予防接種
費用助成のお知らせから

　妊婦への風しん感染防止、赤ちゃんへ

の先天性風しん症候群の発生防止のた

め、接種費用を全額助成します。

期　間　平成27年４月1日から平成28年

３月31日までに接種した接種費用(全

額助成)

対象者　抗体検査を受検し、抗体価が低

い、または陰性となった人で次のいず

れかに該当する人①妊娠を希望する女

性　②①の配偶者などの同居者　③風

しん抗体価が低い、または陰性である

妊婦の配偶者などの同居者

持ち物　風しん予防接種済証、風しん抗

体検査結果証明書、領収書、振込先の

通帳、印鑑、母子健康手帳(③の人のみ)

その他　▷風しん抗体検査は県の委託医

療機関であれば無料で受検できます。

事前に医療機関に確認してください。

問い合わせ

　住民福祉課健康介護班☎64－1472

村 木質バイオマス発電
事業説明会から

　村内での操業を予定している『木質バ

イオマス発電』の事業内容と、その取り

組み状況などについて、村民への事業説

明会を開催します。

と　き　５月13日（水）　

　　　　▷受付18時～　▷開会18時30分

ところ　村民会館　大ホール

その他　事前申し込みは不要

問い合わせ　

　総務課新エネルギー対策室☎64－1476

村 練習の成果を競う！
村消防団ポンプ操法競技会から

　この日のために、各分団では練習を重

ねてきました。皆さんの熱い声援をお願

いします。

と　き　５月17日(日)

　　　　競技開始９時15分ころ～

ところ　ふれあいど～む

問い合わせ　総務課総務班☎64－1476

県 地域活動スタートアップ講演会
「未来を見据えた地域おこし」から

　過疎・高齢化が進む中、地域の課題解

決に向け、住民自らが主体に活動する動

きが活発化しています。県では、このよ

うな先進活動の実践者による、地域や集

落のあり方について考え、活動の更なる

活性化に向けた講演会を開催します。

と　き　５月30日(土)13時～14時30分

ところ　新発田市生涯学習センター

講　師　多田　朋孔　氏

タイトル　「未来を見据えた地域おこし」

申込方法　電子メールまたは電話で「氏

名」「住所」を連絡してください。

E-MAIL　ngt010130@pref.niigata.lg.jp

申込期限　５月22日（金）

問い合わせ・申し込み先　

　新潟県 総務管理部 地域政策課　

　特定地域振興班☎025-280-5095

と　き　５月16日(土)10時30分～11時30分

ところ　村民会館小会議室

対　象　赤ちゃんから大人までどなたでも

問い合わせ　村民会館☎64－2134

おはなしの会
「絵本の読み聞かせとプチ工作」

「春風に  ゆとりをのせて  安全運転」５月11日～20日は春の全国交通安全運動期間「春風に  ゆとりをのせて  安全運転」５月11日～20日は春の全国交通安全運動期間

村 村有住宅入居者募集から

所　　在　上関地内の３階建て

募集戸数①　１戸(１Ｋタイプ)　

月額家賃①　30,000円

募集戸数②　２戸(１ＬＤＫタイプ)　

月額家賃②　35,000円

★共通事項　申込締切　５月15日(金)

　　　　　　入居時期　６月１日(月)

※申し込み多数の場合は抽選となります。

問い合わせ・申し込み先

　　建設環境課地域整備班☎64－1479

上　関　住　宅



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

村
から

自己負担1万円で木造住宅の
　耐震診断を実施します

　新発田駐屯地では、駐屯地創設62周年

および第30普通科連隊創立53周年記念行

事を下記のとおり行います。

と　き　５月16日(土)14時～14時30分

ところ　新発田市本町交差点～中央町交差点

その他　音楽隊の演奏に合わせ、徒歩部

隊、車両等による行進およびヘ

リコプターによる観閲飛行

他 陸上自衛隊
新発田駐屯地記念行事団体

　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　５月１日(金)～６月１日(月)

※申込多数の場合は、申込期限に関わら

ず締め切る場合があります。

※診断補助を受けた方で耐震改修が必要

な住宅は耐震改修工事の補助もありま

すので詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ・申し込み先

  建設環境課地域整備班☎64－1479

(写真上：新潟県中越沖地震被害の状況)

市中パレード

と　き　５月17日(日)　10時～15時

ところ　新発田駐屯地

内　容　▷訓練展示▷広報展示

▷体験試乗▷装備品展示▷売店など

※天候により内容を変更する場合あり

問い合わせ　新発田駐屯地広報室

　　　　　　☎0254－22－3151

記 念 式 典

村
から

国保からのお知らせ

国保に加入するとき ▷ほかの市区町村

から転入したとき(職場の健康保険な

どに加入していない場合)

▷職場の健康保険などをやめたとき(退

職日の翌日)

▷子どもが生まれたとき

▷生活保護を受けなくなったとき

国保をやめるとき

▷ほかの市区町村に転出するとき

▷職場の健康保険などに加入したとき

▷死亡したとき

▷生活保護をうけるようになったとき

▷後期高齢者医療制度に加入したとき

(75歳で加入したときは届出不要)

※加入の届出が遅れると加入資格を得た

月まで遡って保険税を納めることにな

ります。また、保険証がないため、そ

の間にかかった医療費は全額自己負担

になりますのでご注意ください。

加入・脱退は14日以内に
届出が必要です

　交通事故など、第三者から傷病を受け

たとき、国保でお医者さんにかかること

ができます。その際はすみやかに国保担

当へ届け出てください。

※加害者から治療費を受け取ったり、示

談を済ませたりすると国保が使えなく

なります。示談の前に必ず担当にご相

談ください。

交通事故にあったとき

病気とみなされないとき

　人間ドック、予防注射、美容整形、歯

列矯正、正常な妊娠・出産など

労災保険の対象となるとき

仕事上の病気やけが(雇用主が負担す

べきもののため)

※給付が制限されるとき

故意の犯罪行為や事故

けんかや泥酔による病気やけがなど

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

保険証が使えないとき

国
から

酒類販売管理協力員
の募集について

　関東信越国税局では、スーパー、コンビ

ニ、酒販店などへの買い物の機会にお酒売

場の未成年者飲酒防止のための表示状況

を確認し、税務署に連絡していただく「酒

類販売管理協力員」を募集しています。

※詳しくは、国税庁ホームページをご覧

ください。　http://www.nta.go.jp/

問い合わせ　村上税務署　☎53－3141

　　　(自動音声案内の「２」番を選択)

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

あて先　〒950－0954　新潟市中央区

　美咲町2－1－10　アルビレックス新潟

後援会「試合観戦ご招待」係

応募期限　５月22日(金)必着

招待券の受け渡し　招待の可否を５月29

日(金)頃、返信用ハガキで通知します。

※電話で可否問い合わせはご遠慮ください

観戦の手順　観戦する方は、返信ハガキ

を持参のうえ、デンカビッグスワンス

タジアムのＥゲート前広場に設置の

「チケット引換所」にてチケットと引

換え後に入場、観戦となります。

クラブの最新情報

　最新情報は「アルビレックス新潟公式

サイト」をご覧ください。

問い合わせ　アルビレックス新潟後援会

　　　　　025－282－0011

招待試合　２０１５明治安田生命Ｊ１リ

ーグ１stステージ　第15節　アルビレッ

クス新潟　対　名古屋グランパス

と　き　６月７日(日)試合開始16時～

ところ　デンカビッグスワンスタジアム

招待席　Ｓ・Eスタンド自由席

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①６

月７日名古屋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(２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。

その他　▷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

▷今年より、ご招待券の申込は「自由席

２枚まで」となりました。３枚以上ご

希望の方は、優待価格にてご案内でき

ますのでお問い合わせください。

往復ハガキ記入例



3 健診（検診）の問い合わせ　住民福祉課健康介護班 ☎64－1472

村
から

村
から

村
から

対象者　▷子宮がん･･･20歳以上の女性

のうち平成28年４月１日時点で偶数年

齢の方(20,22,24,26歳…の方)

▷乳がん･･･40歳以上の女性のうち平成

28年４月１日時点で偶数年齢の方

(40,42,44,46歳…の方)

検診料　▷子宮がん･･･800円

▷乳がん･･･40歳代  1,800円

　　　　　 50歳代以上 1,000円

持ってくるもの　▷受診票▷問診票

▷乳がん検診を受ける方はバスタオル

注意事項　

▷自分の対象地区の日に受診できない方

はほかの日に受診してください

　前立腺がん・肝炎ウイルス検診同時実施

対象者　▷特定健診…30歳以上で村の特定

健診を申し込まれた方

▷肝炎ウイルス検診…40・45・50・55・

60・65・70・75歳の方で過去一度も肝炎

ウイルス検診を受けたことがない方

▷前立腺がん検診…50歳以上の男性

▷お口の健康チェック…希望する方

料　金

▷特定健診  ★30歳～39歳…1,300円

★国保41歳～74歳…1,300円

（40、45、50、55歳の方は500円）

★社保40歳～74歳…加入している保険者に

よって料金が異なります

★75歳以上(後期高齢者医療)…無料

▷肝炎ウイルス検診…無料

▷前立腺がん検診…700円(50歳は無料)

▷お口の健康チェック…無料

お願い　受診票・保険証・質問票・個人記

録票(記入して)を持ってきて下さい

▷両方受診する方は、子宮がん検診が終

わってから乳がん検診の受付をしてく

ださい

▷検診を申し込んだ方で受診しないとき

は、理由を受診票に記入して住民福祉

課へ提出してください

▷検診を申し込みしていない方で、受

診を希望する方は住民福祉課へご連

絡ください

問い合わせ

　住民福祉課健康介護班64－1472

月 日 対象地区 受付時間 ところ

６月15日(月)

保健
センター

午前 子宮がん　 8:50～ 9:30
乳がん　　 9:40～10:30

子宮がん　12:30～13:20
乳がん　　13:30～14:30

子宮がん　 8:50～ 9:30
乳がん　　 9:40～10:30

子宮がん　12:30～13:20
乳がん　　13:30～14:30

午後

午前

午後下関・九ヶ谷

霧出・七ヶ谷

上関・女川

川北・湯沢
四ヶ字

６月24日(水)

とき

５月25日
(月)

女川地区
未受診者

川北地区
湯沢地区

上関地区
霧出地区

下関11組～
四ヶ字地区

下関１～10組
九ヶ谷地区
七ヶ谷地区

未受診者

５月26日
(火)

５月27日
(水)

５月28日
(木)

５月29日
(金)

７月11日
(土)

対象地区 受付場所 時間

村民会館
大ホール

8:00～
10:00

村民会館
アリーナ

13:30
～

15:00

お願い(特定健診・胸部レントゲン共通)

▷７月11日(土)に未受診者検診がありま

す。５月に受診できなかった方は、ご

利用ください。

▷申し込みしていない方で受診したい方

は、住民福祉課へご連絡ください。

対象者　40歳以上で村の検診を申し込まれた方
料　金　無料　お願い　受診票(問診項目を記入して)をもってきてください

上土沢

勝蔵・南赤谷・内須川

辰田新・打上

下関(下町)

幾地

山本・鍬江沢

下土沢

大島

下川口・荒川台

大内渕

片貝・聞出・沼

八ツ口

金丸

特定健診受診者

田麦千刈

中束

南中・宮前・朴坂

上野原・深沢・上野新

特定健診受診者

蛇喰・上新保

小和田・蕨野

上野・若山

小見・前新田・上野山・松ヶ丘

下関(下町以外）

特定健診受診者

金俣

大石

鮖谷・安角

蔵田島・上川口・久保

上関(雲母・六本杉）

特定健診受診者

桂

高田・平内新

滝原・松平

湯沢

高瀬・沢

上関(本村）・特定健診受診者

特定健診受診者・未受診者

上土沢集落開発センター

南赤谷公会堂

辰田新生活センター

下関就業改善センター

(幾地)近百合子さん宅前

山本公会堂

下土沢公会堂

大島駅前

下川口集落センター

大内渕公会堂向かい

九ケ谷地区ふるさと会館

八ツ口公会堂

金丸集落センター

村民会館前（特定健診）

田麦千刈生活改善センター

中束集落センター

南中集落開発センター

女川地区ふるさと会館

村民会館前（特定健診）

蛇喰集落開発センター

小和田集落開発センター

上野集落開発センター

小見前新田集落センター

関川村保健センター

村民会館前（特定健診）

金俣生活改善センター

(大石)高橋貞二さん宅前

七ケ谷地区ふるさと会館

(旧)五十嵐工務店前

六本杉集落開発センター

村民会館前（特定健診）

(桂)須貝寅雄さん宅脇

高田地区ふるさと会館

滝原公会堂

湯沢集落センター

湯沢地区ふるさと会館

村民会館前（特定健診）

村民会館前（特定健診）

9:20～ 9:45

9:55～10:15

10:30～10:50

11:05～11:55

13:20～13:35

13:45～14:00

14:15～14:30

14:45～15:15

9:15～ 9:35

9:50～10:00

10:15～10:40

10:55～11:05

11:20～11:40

13:15～15:00

9:20～ 9:30

9:45～10:10

10:25～11:10

11:25～11:45

13:15～15:00

9:20～ 9:35

9:50～10:00

10:10～10:25

10:40～10:55

11:15～11:50

13:15～15:00

9:20～ 9:35

9:45～10:00

10:15～10:40

10:55～11:10

11:25～11:45

13:15～15:00

9:10～ 9:20

9:35～10:00

10:15～10:35

10:50～11:10

11:20～11:50

13:15～15:00

7:15～10:00

５月22日

(金)

５月25日

(月)

５月26日

(火)

５月27日

(水)

５月28日

(木)

５月29日

(金)

７月11日(土)

とき 実施時間 対象地区会場

※特定健診を受ける方は、特定健診会場(村民会館前)でも受診できます。

5月25日(月)～29日(金)
特定健診

６月15日(月)・６月24日(水)
婦人がん検診（子宮がん・乳がん）

胸部レントゲン検診 ５月22日(金)～29日(金)土日除く



　さかなとねこが仲良く大冒険！？大好評の絵本

シリーズを上映します。

●上映作品　「ねこざかな」「おどるねこざかな」

「ねむるねこざかな」「そらとぶねこざかな」

●上映日　５月９日（土）

●上映時間　午前１０時～１１時

●入場料　無料

●定員　８０人（先着順）

情報センターものがたりシアター

4

カレンダー ５月１日　 ６月５日

広報せきかわは、資源保護のため再生紙を使用しています。

日 曜 行　事　予　定 日 曜 行　事　予　定

５月

[憲法記念日]

[みどりの日]

[こどもの日]

[振替休日][立夏]

[母の日]

ボクササイズ（19:30～20:30、村民会館　大ホール）

犬の登録と狂犬病予防注射（村内各地、５月20日まで）

伝統文化いけばなこども教室(9:00～10:30、村民会館)
緑の少年団「育樹を通じ、自然を学ぶ日」、
　　　　　「フラワー作戦」（８:45～15:00、村民会館ほか）

木質バイオ発電事業説明会(18:00受付～、村民会館大ホール)
乳児健診（7～8、10～11か月児）・ブックスタート
（受付13:00～13:30、保健センター）

関川村商工会 第55回通常総会・懇親会
（受付13:00～、総会13:30～、相馬鮮魚店[下関]）

おはなしの会・プチ工作（10:30～11:30、村民会館小会議室）
陸上自衛隊新発田駐屯地パレード(14:00～14:30、新発田市街)

消防団春季消防演習・ポンプ操法競技会
（消防演習８:15～、操法競技９:15～、ふれあいど～む）

幼児歯科健診(２歳・２歳半・３歳半児)
（受付13:00～13:45、保健センター）
初心者「太極拳教室」(10:00～11:30、村民会館大ホール)

やまゆり大学開講式（９:45～11:00、村民会館大ホール）
史跡めぐり②(8:40に歴史館集合～16:00、阿賀町諏訪峠)

関川村森林組合総会（９:30～、村民会館大ホール）

関川村戦死病没者慰霊祭（10:30～、村民会館大ホール）

春の健康登山（7:00に村民会館集合～17:00、菩提寺山ほか）

キラリと光る地域活性化事業審査会(９:00～、の～む)

胸部レントゲン検診（村内各地、５月29日まで）※土日除く

関川小学校運動会（９:00～、関川小学校グラウンド）
伝統文化いけばなこども教室(9:00～10:30、村民会館)

特定健診（受付13:30～15:00、村民会館アリーナ、５月29日まで）
ボクササイズ（19:30～20:30、村民会館　大ホール）

地域活動スタートアップ講演会「未来を見据えた地域おこし」
(13:00～14:30、新発田市生涯学習センター)

リフレッシュ健康教室
(19:30～20:30、村民会館 休養室）※１日は休み

１ 金

２ 土

３ 日

４ 月

５ 火

６ 水

７ 木

８ 金

９ 土

10 日

11 月

12 火

13 水

14 木

15 金

16 土

17 日

18 月

19 火

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）※25日は休み
太極拳教室
（10:00～11:30、村民会館大ホール）※第１月曜は休み

毎週
月曜

毎週
金曜

６月

20 水

21 木

22 金

23 土

24 日

25 月

26 火

27 水

28 木

29 金

30 土

31 日

１ 月

２ 火

３ 水

４ 木

５ 金

◆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

情報ひろば
村上市教育情報センター

TEL５３－７５１１

相談案内
相談は無料で、秘密

は堅く守られます

こころの

健　　康

相 談 会

こころの

相　　談

ダイヤル

と　き　５月15日(金) 10時～12時

ところ　村上地域振興局健康福祉部

担当医　村上はまなす病院 馬場肝作医師

申込締切　５月13日(水) ※予約制

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

認知症相談　５月７日(木)・21日(木)
　　　　　　13時30分～16時30分
法律相談　５月７日(木)・11日(月)・18日(月)・
　　　　　25日(月) 13時30分～16時
不動産の鑑定・利活用の相談　
　５月13日(水)・27日(水) 13時30分～16時
税金相談　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

　県では、こころの悩みについての相談窓口として、

「こころの相談ダイヤル」を開設しています。

　悩みはひとりで抱え込まずに、身近な人や相談機関に

話してみてください。

受付時間　毎日24時間　

問い合わせ　県福祉保健部障害福祉課

　　　　　　いのちとこころの支援室☎025－280－5201

こころの相談  にいがたこころの相談  にいがた

『新潟県こころの相談ダイヤル』

０５７０－７８３－０２５

ーたった一人のあなたです たった一つの命ですーーたった一人のあなたです たった一つの命ですー

ナビダイヤル　　　　　なやみ　　　 なし にいがた


