
No.510
2015年（平成27年）

1989年（平成元年）4.15創刊

発行／新潟県　関川村
編集／総務課
ＴＥＬ（0254）64―1476（直通）
ＦＡＸ（0254）64―0079

広　報

お知らせ版

11

8.1

村民会館イベント

と　き　８月15日(土)

　受付９時～９時20分 開会９時30分～

ところ　村民会館　大ホール

対　象　平成６年４月２日～平成７年４

月１日に生まれた方

内　容　記念式典・記念写真撮影など

第61回 成人式  児童扶養手当と特別児童扶養手当の認

定を受けている方は、８月１日現在の状

況を提出ください。

現況届　７月下旬に郵送しています。届か

ない方は住民福祉課へご連絡ください。

提出期限

児童扶養手当…８月31日(月)まで

特別児童扶養手当…８月10日(月)～

　９月10日(木)まで

※期限内に提出がないと８月以降の手当

が受け取れなくなる場合があります。

問い合わせ・提出先　福祉保険班64－1471

児童扶養手当・特別児童扶養手当
「現況届」を忘れずに！

村
から

 国保の40歳以上の方で、今年度まだ特

定健診を受診していない方は、施設健診

をご利用ください。

健診期間　平成27年８月17日～

　　　　　平成28年１月22日

受診医療機関

関川診療所 佐藤内科小児科医院

健診費用　2,000円

（ただし40・45・50・55歳の方は1,000円）

注意事項　施設健診申込者には案内を送

付します。申し込みしていない方で受

診したいときは問い合わせください。

問い合わせ　健康介護班☎64－1472

40歳～74歳の国保加入の皆さんへ
施設健診のご案内

村
から

　上土沢竹灯籠の会は、お盆の８月13日

に旧土沢小学校で竹灯籠にローソクの火

を灯し先祖への「迎え火」を計画しまし

た。みなさまのご参加をお待ちしていま

す。

と　き　８月13日(木)18時～  

ところ　旧土沢小学校

　　　　(グラウンド・庭園)

内　容　2015個の竹灯籠に参加された方

　　　　全員で火を灯します。

演　奏　尺八・笛・オカリナ・ギター・

　　　　和太鼓

問い合わせ　上土沢竹灯籠の会　

　　　　　　代表・岡田周一☎64-1702

施設名など

役　場

診療所

問い合わせ 10日(月) 11日(火) 12日(水) 13日(木) 14日(金) 15日(土) 16日(日)

村民会館

図書室

学童保育所

光兎こども館

ご　み

し　尿

ど～む

ゆ～む

路線バス

☎64－1441(代表)

☎64－1051

☎64－2134

☎64－1726

住民福祉課福祉保険班
☎64－1471

建設環境課水道環境班
☎64－1479

管理公社64－0252

新潟交通観光バス(株)
村上営業所☎53－4161

平常どおり

平常どおり

平常どおり

13時～18時

９時～22時

ごみ収集日程表のとおり

くみ取りの申し込み
(公衛社☎62－5121へ)

平常どおり

平常どおり

平常どおり

13時～18時 13時～18時

９時～22時

午前のみ診療平常どおり

休み

平常の土日
と同じ

平常の土日
と同じ

９時～17時９時～17時

休み

休み

９時～22時

平常どおり 平常どおり

平常どおり平常どおり 平常どおり

13時～18時

休み

９時～22時

平常どおり 休日ダイヤ休日ダイヤ

休み

休み

休み 休み

９時～22時

休み平常どおり

平常どおり 休み平常どおり

平常どおり

平常どおり

休み

平常どおり

休み

13時～
17時30分

13時～
17時30分

13時～
17時30分

13時～
17時30分

９時～22時 ９時～22時

休み

平常どおり 休み平常どおり

８時30分～
22時

８時30分～
22時

休み

13時～22時13時～22時

平常どおり

13時～22時13時～22時 13時～22時

平常どおり平常どおり 平常どおり 平常どおり

問い合わせ　村民会館　64－2134
他 2015本の竹灯籠で「迎え火」
団体

納める時期　▷第１期　８月31日(月)まで

▷第２期　11月30日(月)まで

納税窓口　８月10日頃に納税通知書を送

付しますので、最寄りの金融機関・郵便

局・地域振興局県税部で納めてください。

口座振替　預金口座のある金融機関で申

し込みください。

問い合わせ　

　新発田地域振興局 県税部 課税課

　☎0254－26－9024

個人事業主の皆さん
個人事業税の納税はお早めに

県
から

募集職種　経営指導員および経営指導員研修生

人　員 　各３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３日(月)～８月25日(火)必着

試験日　９月５日（土）

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

商工会職員募集他
団体

村 村営住宅入居者募集から

所　　在　下関地内のメゾネット住宅

募集戸数　単身向け１戸(１ＳＤＫ)

月額家賃　30,000円

申込締切　８月12日(水)

入居時期　９月１日(火)

※申込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

メ ゾ ン 下 関

村
から

関川診療所の休診について
★休診日　８月７日(金)午後

　　　　 　  21日(金)午後

問い合わせ　関川診療所☎64－1051

第47回村長杯野球大会　 とき ８月16日(日) ８時～　 ところ 村スポーツ公園　申込締切 ８月10日(月)　
組み合わせ抽選会　８月10日(月)村民会館で19時～　 問い合わせ　村民会館☎64－2134

村
から



●上映作品　「父と娘の星座解説」「輝けアルカス」

●上映日　８月毎週日曜日・土曜日及び８月10日

（月）～14日（金）

●上映時間　［日曜日］①午前11時②午後１時

　③午後３時［土曜日及び８月10日～14日］

　①午後１時②午後３時

●入場料　大人（高校生以上）200円・小人（小学

生以上）100円・乳幼児　無料

情報センタープラネタリウム番組上映
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日 曜 行　事　予　定 日 曜 行　事　予　定

８月 湯沢地区福祉施設合同夏祭り
(19:00～20:00、垂水の里駐車場）

臨時村議会（10:00～12:00、関川村役場　議場）
乳児(４、５か月児)相談（受付13:10～13:30、保健センター）

[立秋]　
あらかわ大祭花火大会(19:45～21:00、荒川橋付近）

放課後子ども教室　夏休み版（９:00～、村民会館）

むらかみマルシェ(９:00～15:00、村上地域振興局　駐車場）

村長杯野球大会組み合わせ抽選会(19:00～、村民会館）

竹灯籠　迎え火（18:00～、旧土沢小グラウンド）

第61回成人式（受付９:00～、村民会館　大ホール）

第47回村長杯野球大会（８:00～、村スポーツ公園）

夏の区長会議（13:30～、役場大会議室）

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）

わたしの主張郡市大会(12:50～、村上市教育情報センター)
特定健診結果説明会（９:45～11:15、13:40～15:00保健センター）

8.28羽越水害殉難者供養祭（10:00～、湯沢観音公園）
安全祈願祭・ミニ大蛇パレード（17:30～、おりのの碑［蛇喰］）

花火大会（19:00～、丸山大橋下流）
大盆踊り大会（20:00～、高瀬ふるさと会館前駐車場）

大蛇パレード（９:30～12:15、垂水の里～役場前）
龍泉太鼓披露・福まき（大蛇パレード終了後、役場前）

４歳児歯科健診（受付13:00～13:15、保健センター）

女川地区の方　※12日は休み
健脚うんどう日(10:30～11:45、村民会館大ホール)

１ 土

２ 日

３ 月

４ 火

５ 水

６ 木

７ 金

８ 土

９ 日

10 月

11 火

12 水

13 木

14 金

15 土

16 日

18 火

17 月

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）
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
水曜

リフレッシュ健康教室
(19:30～20:30、村民会館 休養室）

毎週
金曜

９月

21 金

20 木

19 水

22 土

23 日

24 月

25 火

26 水

27 木

28 金

29 土

30 日

31 月

１ 火

２ 水

３ 木

４ 金

５ 土

◆毎週の予定◆　※祝日の場合はお休みです。

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

労　働

トラブル

相談会

高齢者と

その家族

の 相 談

認知症相談　８月６日(木)・20日(木)

　　　　　　13時30分～16時30分

法律相談　８月３日(月)・10日(月)・17日(月)　・

　　　　　24日(月) ・31日(月)13時30分～16時

不動産の鑑定・利活用の相談　

　８月12日(水)・26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

と　き　８月６日(木)　 午後

　　　　９月17日(木)　午後

ところ　新潟県庁　16階　労働委員会

対　象　解雇、賃金未払い、退職金、パワハラ

　　　　などの労使間トラブル(採用を除く)

相談時間　１人当たり約30分

相談員　労使関係に豊富な知識と経験があ　

　　　　る、弁護士や労働組合役員など

申込締切　相談会開催日前々日の正午

申し込み先　新潟県労働委員会事務局

　☎025－280－5546（土日・祝日を除く）

教育委員会 教育課 学校教育班☎６４－１４９１・生涯学習班☎６４－２１３４

お詫びと訂正　7/15号広報せきかわお知らせ版「あゆ解禁日」に誤りが

ありました。誤：遊漁料金　年券7,500円→ 正：遊漁料金　年券8,000円８月１日　 ９月５日カレンダー


