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村民会館イベント

　スポーツ推進協議会では、村民の方を

対象に体力測定を計画しました。今回は

インボディという測定機で筋肉量や脂肪

量も測定できます。中高年の方もぜひご

参加ください。

と　き　７月２日(木)19時～

ところ　村民会館　大ホール

申込締切　６月29日(月)　参加費　無料

持ち物　運動靴・タオル・飲み物

申し込み先　村民会館☎64－2134

体力測定をしてみませんか？

と　き　７月11日(土)

　６時に村民会館集合～18時00分

ところ　米山(下牧登山口を往復)992ｍ

コース紹介　上越市と柏崎市にまたがる

米山は「三階節」や「米山甚句」など

に詠われる名山です。一等三角点の頂

上は眺望も一等です。

募集人数　40名　参加費　1,000円

申込締切　７月６日(月)※悪天候は中止

申し込み先　村民会館☎64－2134

夏の健康登山「米山」

と　き　７月５日(日)８時30分～

ところ　村スポーツ公園

申込締切　６月29日(月)

組み合わせ抽選会

　６月29日(月)村民会館で19時～

申し込み先　村民会館☎64－2134

連盟会長杯野球大会

とらいあすろんＰＬＵＳ大会

　胎内市と岩船郡市内のスポーツ推進委

員が共同で企画した大会です。今年は、

スリッパ卓球・玉入れ・カローリングの

３種目で得点を競います。

と　き　７月12日(日)10時～

ところ　神林総合体育館

申込締切　６月29日(月)　

参加費　１チーム1,500円

その他　小学生以上(小学生のみは不可)

　　　　１チーム５～６人でエントリー

申し込み先　村民会館☎64－2134

　転倒予防のための介護予防講演会を開

催します。実際に下肢筋力アップのト

レーニングが体験できます。

と　き　6月24日(水)９時30分～11時

ところ　村民会館　大ホール

講　師　

　新潟リハビリテーション大学 松林先生

参加費　無料　

持ち物　内履き・水分補給のお茶か水・

　　　　動きやすい服装で参加ください

申込締切　６月22日(月)

申し込み先　村民会館☎64-2134

　地域包括支援センター☎64-1473

介護予防講演会
転倒予防「健脚」講演会

応募資格　▷村内に住所を有する方

▷村内に勤務する方▷村出身の方

種　目　▷随筆・紀行文・コント…1編

400字詰め原稿用紙10枚以内

　(２～３枚でも可・種目数に制限なし)

▷詩…1編につき400字詰め原稿用紙３枚

以内(１人２編まで)

▷短歌…10首まで ▷俳句…10句まで

▷川柳…10句まで

注意事項

▷応募は各ジャンル１人３編以内

▷応募作品は返却しません。

▷作品には題名をつけ、住所、氏名、電

話番号を明記ください。

※無記名の原稿は掲載しません。

▷原稿用紙を使用し、字は楷書ではっき

り書いてください。

※ワープロ、パソコンも可(ただし、1枚

当たり20字×20行を厳守)

▷随筆・紀行文・詩は新仮名使い

　ほかは旧仮名使いでも可

▷常用漢字以外の漢字や読みにくい漢字

にはふりがなを付けてください。

▷改行や句読点の表記方法を厳守

作品提出締切　９月30日(水)厳守

提出先　村民会館☎64－2134

文芸せきかわ
第２６号作品募集

村
から

村
から

と　き　７月18日(土)～８月23日(日)

　▷平日　９時～正午　▷土・日曜日　

　９時～16時(天候により閉館日あり)

ところ　下関地区村民プール

対　象　高校生以上で泳ぎができる方

募集人数　２～４名

申込締切　６月30日(火)

その他　詳細はお問い合わせください

問い合わせ　村民会館☎64-2134

下関地区村民プール監視員募集村
から

　農地は農業生産の基盤となるため、宅

地などの土地利用計画と調整しながら、優

良農地の確保を進める必要があります。

　農地を宅地などの農地以外に利用する

ときは、許可申請や届出など一定の手続

きが必要になります。農地の転用には、

法律の規制がありますので、一時的な転

用も含め、事前にご相談ください。

問い合わせ・相談先　農業委員会事務局

　(農林観光課内)☎64－1447

農地転用には
 許可・届出が必要です！

村
から

　 山田洋次監督映画「学校」のモデルの

方で、夜間中学教師やご自身の経験を通

した人とのつながり、心温まる講演です。

と　き　

　６月27日(土)13時30分～15時20分

ところ　村民会館　大ホール

講　師　松崎　運之助さん

その他　入場無料。会場準備のため、

　できる限り事前にお申込みください。

問い合わせ　

　住民福祉課(保健師)☎64－1472

「生ぎろで」キャンペーン！自殺防止講演会

～母からの贈りもの～
村
から

「地域×女性力＝無限大の未来」６月23日(火)～29日(月)は「男女共同参画週間」です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ　新潟県男女平等社会推進課☎025-280-5142

村
から

関川診療所の休診について

問い合わせ　関川診療所☎64－1051

★休診日　７月２日(木)
　　　　　　　３日(金)



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

　新潟地方法務局および新潟県人権擁護

委員連合会では、子どもの人権に関する

電話相談を受け付けます。

と　き　

▷６月22日(月)～26日(金)８時30分～19時

▷６月27日(土)～28日(日)10時～17時

相談内容　いじめ、体罰や暴行・虐待な

　　　　　ど子どもの人権に関すること

相談員　法務局員、人権擁護委員

相談・問い合わせ（IP電話は接続不可）

　☎0120－007－110(フリーダイヤル)

６月22日(月)～28日(日)
「子どもの人権110番」強化週間

他
団体

注意事項

★胃がん検診を受診する方へ

▷バリウムアレルギーの方、腸閉塞の既

往のある方、妊娠中の方、ペースメー

カ装着中の方、検査当日を含め３日間

排便の無い方は検査を受けられませ

ん。その他にも、場合によっては検査

が受けられないこともありますのでご

了承ください。

▷前日の20時から検査終了まで食べ物、

アルコールを摂取しないでください。

▷受診当日、水または白湯は検査３時間

前までであれば飲んでも構いません。

牛乳やジュース類は飲まないでくださ

い。喫煙はしないでください。

★大腸がん検診の便を役場に提出される

方は、必ず９時30分までにお持ちくだ

さい。※時間遵守のこと

★検診を申し込んだ方で受診しないとき

は、受診しない理由を受診票に記入し

て、住民福祉課へ必ず届けてください。

★申し込みをしていない方や80歳以上の

方で受診を希望するときは、住民福祉

課へご連絡ください。

★検査の結果、異常のない方には通知し

ませんので、ご了承ください。

問い合わせ　住民福祉課 
健康介護班☎64－1472

胃がん

大腸がん

６月30日(火)

７月１日(水)

７月２日(木)

７月３日(金)

７月４日(土)

７月６日(月)

７月７日(火)

７月８日(水)

７月９日(木)

７月10日(金)

７月11日(土)

35歳以上の申込者

40歳以上の申込者

7:30～9:00

7:30～9:00

7:30～9:00

7:30～9:00

7:30～9:30

7:50～9:30

7:50～9:30

7:50～9:30

7:50～9:30

7:30～9:00

7:30～9:00

7:30～9:30

上土沢集落開発センター

大島集落開発センター

山本公会堂

七ヶ谷地区ふるさと会館

九ヶ谷地区ふるさと会館

下川口集落センター

関川村保健センター

関川村保健センター

小見前新田集落センター

中束集落センター

むつみ荘

女川地区ふるさと会館

女川地区ふるさと会館

高田地区ふるさと会館

関川村保健センター

関川村村民会館

上土沢

大島・下土沢

山本・幾地・鍬江沢

蔵田島・久保・鮖谷・安角・大石・金俣

沼・片貝・聞出・金丸・八ツ口

下川口・荒川台・大内渕・上川口

辰田新・打上・内須川

下関1組～11組・該当地区で受けられない人

松平・滝原・上野山・小見・小見前新田・松ヶ丘

蕨野・中束・田麦千刈

高瀬・沢・湯沢

上野原・深沢・若山・上野新・上野・小和田・朴坂

上新保・蛇喰・南中・宮前

高田・桂・平内新

勝蔵・南赤谷・下関12組～

上関全域・該当地区で受けられない人

35歳～39歳…1,500円・41歳～…1,000円

500円

検診の種類

と　き 時　間 ところ 対象地区

対　象　者 料　　　金

胃がん・大腸がん検診
早期発見のために申し込みした方は必ず受診してください

胃がん検診は前日の20時
から飲食が制限されます

村
から

　平成28年度用の小・中学校教科書の展

示会を開催します。どなたでも閲覧でき

ます。ぜひご覧ください。

問い合わせ　

　村上教科書センター☎72－6882

他
団体

と　き　６月19日(金)～７月４日(土)

　平日…９時～19時 土日…９時～17時

　閉館日…６月22日(月)、29日(月)

ところ　村上市中央図書館

　　　　(村上市教育情報センター内)

※朝日支所でも６月19日(金)から７月

８日(水)の間、平日の９時～17時まで

開催しています。(土日は除く)

※40歳と50歳は無料

※無料クーポン対象者は無料

他 赤い羽根共同募金による
事業の助成を公募します団体

　赤い羽根共同募金による「安心・安

全・地域の支え合い支援」事業の助成を

公募します。

対象事業　

　①地域での災害に備えた防災支援活動

　②地域福祉推進を目的とした活動

対象団体　自治会、ボランティア団体、

　　　　　民間の非営利団体など

事業年度　平成27年度(８月～平成28年

　３月31日までに実施する事業)

助成基準　助成総額　30万円

　①助成額は１団体10万円以内

　②助成率は申請事業費の90％以内

申請締切　６月30日(火)

選考決定　助成審査委員会で審査し決定

　　　　　(７月末)

問い合わせ　関川村共同募金委員会事務局

　　　　　　(関川村社協内)☎64－0111

他 アクセス2016
就職ガイダンス団体

と　き　７月13日(月)13時30分～16時

　　　　(受付は13時～)

ところ　村上市教育情報センター・

　　　　村上市生涯学習推進センター

参加対象企業　平成28年３月新規高等学

校卒業予定者の村上・岩船地域での採

用予定がある企業

対象者　平成28年３月新規高等学校卒業

予定者で村上・岩船地域へ就職を希望

する生徒とその保護者

その他　▷参加希望企業は事前申込が必

要です。▷参加希望生徒は学校に申し

出てください。▷保護者は事前申込不

要です。当日会場にお越しください。

問い合わせ　ハローワーク村上

　求人・学卒部門☎0254－53－4141

平成28年度使用
小中学校教科書の展示


