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村民会館から

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

▷短歌…10首まで ▷俳句…10句まで

▷川柳…10句まで

注意事項　

　詳しくは、村民会館へご確認ください。

作品提出締切　９月30日(水)厳守

提出先　村民会館☎64－2134

文芸せきかわ原稿募集

下関地区村民水泳プール一般開放

と　き　▷７月18日(土)～20日(月)10時

～15時 ▷７月25日(土)～８月23日(日)

　平日10時～12時　土日10時～15時

ところ　下関地区村民水泳プール

その他　悪天候が予想される場合は開放

　　　しません。

問い合わせ　村民会館☎64－2134

　８月１日から使用する高齢受給者証を

７月下旬に郵送します。受給者証は、国

保の保険証と一緒に世帯主あてで発送し

ます。受給者証が届いたら、記載事項を

確認し、誤りなどがありましたら、至急

ご連絡願います。

高齢受給者証とは

　70歳以上75歳未満の方には、所得など

に応じて自己負担割合が記載された「高

齢受給者証」が交付されます。

　適用は70歳の誕生日の翌月(１日が誕

生日の方はその月)から75歳の誕生日の

前日までです。お医者さんにかかるときは

必ず保険証と一緒に提示してください。

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

「夏の道　きらりと輝く　あなたのマナー」
 ７月22日(水)～31日(金)は、夏の交通事故防止運動です！

村 国保加入者で70歳以上の方へ
高齢受給者証を更新から

他 ルールを守って釣りましょう
あゆ解禁日団体

問い合わせ　荒川漁業協同組合

 (関川村自然環境管理公社）☎64－0252

　腸炎ビブリオ食中毒は、激しい腹痛や

下痢、発熱等を引き起こす食中毒で、刺

身などを原因として夏場に多く発生しま

す。魚介類は低温で保管し、調理すると

きはよく洗い、こまめな手洗いや調理器

具の消毒をして予防しましょう。

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

種　別

釣り ７月５日(日)

８月１日(土)

８月21日(金)

８月15日(土)

８月21日(金)

７月５日(日)

９月15日(火)

投あみ

ウナワ

ゴロカケ

遊魚料金

区　域 解禁日

荒川全域
(禁漁区を除く)

温泉橋～
丸山大橋を除く

温泉橋～
丸山大橋間

温泉橋～
丸山大橋を除く

温泉橋～
丸山大橋間

高田橋下流～

年　券

１日券

7,500円

2,000円

荒川全域
(禁漁区を除く)

と　き　８月１日(土)16時30分～18時　

　　　(受付16時～)

ところ　渡邉邸　母屋

講　師　米沢「おしょうしなガイドの会」

　　　前山 みゑ子 氏

内　容　米沢藩上杉家と関川村の関わり

参加費　無料（申込不要）※ただし、開

催期間中(９時～16時)は入館料が必要。

問い合わせ　(公財)重要文化財渡辺家

　　　　　　保存会☎64－1002

他
団体

前山みゑ子氏講演会
「渡邊三左衛門様と上杉家」

村
から

村 夏場は血液が不足します
献血にご協力願いますから

県 腸炎ビブリオ食中毒に注意！
から

と　き　７月24日(金)

持ち物　運転免許証や健康保険証などの

本人を確認できるもの。

その他　400mlが男性に限り「17歳」か

らご協力いただけるようになりました。

問い合わせ　健康介護班☎64－1472

ところ

グローバルウェー
ハズ・ジャパン
㈱関川工場

垂水の里

保健センター

12時30分～13時15分

14時15分～16時

９時30分～10時30分

時間

　高校生等支援バスは、夏休みのため運

休します。ご理解とご協力をお願いします。

運休期間　７月27日(月)～８月28日(金)

※８月31日(月)から平常運転

問い合わせ　

　総務課企画財政班☎64－1476

村 高校生等支援バス
 ７月27日～８月28日は夏休み運休から

　喫煙と健康に対する認識を深め、禁煙

の促進や受動喫煙の防止について普及啓

発を図るため、禁煙ポスターコンクール

を実施します。

応募資格　県内の小・中学生、高校生

テーマ　「たばこの煙のない環境づくり」

　例：禁煙を呼びかけ、受動喫煙を防止、

　　 喫煙マナーなどに関するもの。

応募規格　▷画材、色彩などは自由。

▷用紙の大きさは、画用紙四ツ切（38㎝×

54㎝　縦横自由）

受付締切　９月25日(金)当日必着

その他　応募条件など、詳しくはお問い合

　わせください。

問い合わせ　県福祉保健部健康対策課

　成人保険係☎025－280－5199

禁煙ポスターコンクール
作品募集から

県

関川診療所の休診について

★休診日　７月２７日(月)
問い合わせ　関川診療所☎64－1051



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

　新潟県司法書士会では、県内の各司法

書士事務所において、無料相談を実施し

ます。

と　き　８月３日(月)

ところ　各司法書士事務所の営業時間内

相談例　▷相続を開始したが、土地や家

屋の名義をまだ変えていない。▷一人

暮らしの老後を安心して過ごしたい

　▷何年も返済を続けてきたのに一向に

　借金が減らない。▷アパートを退去す

　る際、多額の原状回復費を請求された。

問い合わせ　新潟県司法書士会

　　　　　　☎025－244－5121

平成27年度自衛官募集国
から

※受験応募資格等の詳細につきまして

は、各種目の募集事項を必ずご確認く

ださい。

問い合わせ・申し込み先　自衛隊

　新発田地域事務所0254－26－5619

募集職種　

　経営支援員（補助員、記帳専任職員）

人員 　９名

勤務地　県内の商工会または県商工会連合会

申込期間　8月17日(月)～9月16日(水)必着

試験日　9月27日（日）

申込方法　新潟県商工会ホームページを

　　　　　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

募集種目 資 格
受付
期間

試験
期日

航空学生

一般曹
候補生

高卒(見込
含)21歳未
満の方

8/1
～
9/8

9/23

9/26～30

8/1
～
9/8

18歳以上27
歳未満の方

自衛官
候補生
(男子) 7/1

～
9/8

9/18・19
※いずれか
１日を指定

9/26

18歳以上27
歳未満の方

自衛官
候補生
(女子)

8/1
～
9/8

18歳以上27
歳未満の方

他
団体

８月３日は司法書士の日
記念相談会を実施します

　犯罪や交通事故の被害者とそのご家

族・ご遺族のみなさんが一日も早く平穏

な生活を取り戻すことができるよう電話

相談、面接相談、直接的な支援(裁判所・

検察・警察などへの付添い)を行ってい

ます。

相談時間　

▷月曜日～金曜日(祝日・年末年始除く)

　10時～16時

その他　相談・支援は無料で秘密は固く

　　　　守られます。

問い合わせ　公共社団法人　にいがた

　被害者支援センター☎025－281－2131

他
団体

犯罪・人身交通事故被害の
電話・面接相談

商工会事務職員募集他
団体

と　き　８月１日(土)19時～20時

ところ　垂水の里駐車場

内　容　▷出店　▷盆踊り大会(仮装歓

　迎、参加者には景品をプレゼント！)

問い合わせ　▷関川愛広苑☎60-4025

▷垂水の里☎64-2322

▷ゆうあい☎64－3007

▷ケアハウスせきかわ☎64-1111

湯沢地区福祉施設合同夏祭り他
団体

と　き　７月28日(火)

　　　　15時～（1時間半程度）

ところ　関川村商工会館

講　師　(株)ライフプロデュース代表　

　　　振田 仁 氏

申込締切　７月23日(木)

その他　入場無料。電話申し込み。

申し込み先　関川村商工会☎64－1341

他
団体

中小企業事業者のための
マイナンバー制度実務研修会

　鷹の巣ダムでは、降雨などで川の水が

増えると予想されるとき、事前にダムゲ

ートから放流を行い、大きな出水に備え

災害防止に努めています。ダムゲートか

ら放流開始する10分前には、サイレンや

スピーカーを鳴らして周辺の皆さんにお

知らせします。放送後は川の水が急に増

えますので、すぐに川からあがって安全

なところに避難するようお願いします。

スピーカーの放送内容

「こちらは鷹の巣ダムです。ただ今から

上流鷹の巣ダムにおいて放流を行います

ので、川の水が急に増えてきます。河川

にいる人は危険ですからすぐにあがって

ください」(２回繰り返します)

サイレンを鳴らす方法

　約２分間サイレンが吹鳴「60秒吹鳴－

10秒休止－60秒吹鳴」

問い合わせ

　東北電力㈱鷹の巣発電所☎64－3575

他
団体

災害防止に備えて！
  鷹の巣ダムでは放流を行います

　水源の里の四季折々の自然風景、人々

の生活や祭事、水源の里の魅力が表現さ

れた作品を募集します。

応募資格　プロ・アマを問いません。

受付締切　７月31日(金)当日消印有効

応募料　１点につき1,000円

その他　詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ　全国水源の里連絡協議会　　

　　　　　 ☎0773－42－3280

他
団体

第7回全国水源の里
フォトコンテスト作品募集

　夏の暑い時期を迎え、強い日差しを避

けるため、飼っている犬のつなぎ止め場

所を変更しているケースが見受けられま

す。場所を変更する場合は、メーター検

針作業に支障のないところへつなぎ止め

ていただきますようご協力をお願いしま

す。

　また、つなぎ紐についても定期的に点

検いただき破損がある場合は取り替える

など、検針作業が安全に行なえるよう合

わせてご協力をお願いします。

問い合わせ　東北電力㈱村上営業所

　☎0120－175－466

他
団体

飼い犬のつなぎ場所
東北電力(株)からのお願い

募集職種・人員 　

▷看護師・５名程度　▷介護士・４名程度

受験資格　※当法人のいずれの施設(村

上市及び関川村)にも勤務可能な方

▷看護師…昭和31年4月2日以降に生まれ

た人で、看護師又は准看護師の資格を

有する人（平成28年３月末までに取得

見込みの人を含む）

▷介護士…昭和61年4月2日以降に生まれ

た人で介護福祉士の資格を有する人

(平成28年３月末までに取得見込みの人

を含む)

試験日・試験会場

１次試験　　８月30日(日)

　　　　　　神林農村環境改善センター

２次試験　　９月27日(日)

　　　　　　いわくすの里

受付期間　

　７月27日(月)～8月17日(月)16時まで

待遇　社会福祉法人村上岩船福祉会職員

　　給与規則によります。

応募方法　事務局及び各施設にあるほ

か、ホームページからも取得できます。

問い合わせ　特別養護老人ホームいわく

すの里内　社会福祉法人村上岩船福祉

会本部事務局☎0254-50-2222

他
団体

社会福祉法人村上岩船福祉会
平成28年度職員募集

相談電話　☎025－281－7870

※試験期
日は、い
ずれか１
日を指定

8/29～31

(28年３月
高校新卒
者予定者
含む）


