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関川村森林組合 職員募集他
団体

　検診の結果で異常のあった方だけに連

絡しました。連絡のなかった方は、異常

ありません。

募集職種　事務職(一般事務・現場管理等)

募集人員　１名　

応募資格　昭和55年４月２日以降に生ま

　　　　れた方で、村内に居住する方

待遇　給与・勤務時間等組合規定による

試験方法　面接試験　提出書類　履歴書

申込締切　９月10日(木)

採用予定日　10月１日(木)

問い合わせ・申し込み先　

　関川村森林組合☎64－1249

　毎週土曜日に囲碁・将棋クラブを開催

しています。囲碁・将棋は集中力を付け

たい方や、決断力を身に付けたい方など

に効果的と言われています。初心者から

経験者までどちらも大歓迎です。楽しみ

に来てください。

と　き　毎週土曜日13時～18時

ところ　村民会館　休養室

指　導　日本棋院関川棋友会支部会員

　　　　囲碁・将棋とも有段者

参加料　無料

問い合わせ　

▷将棋　安良岡☎090－1508－1952

▷囲碁　加藤　☎090－1050－2302

胸部レントゲン・子宮がん・乳がん
胃がん・大腸がん 検診結果報告

村
から

　関川村プレミアム商品券の購入者にお

渡しした、利用実態に関するアンケート

の締切を８月31日(月)まで延長します。

　お渡しした返信用封筒に入れ、同日ま

でに投函ください。今後のプレミアム率

などの参考になる調査ですので、ご協力

をお願いします。

問い合わせ　総務課企画財政班

　　　　　　☎64－1476

「関川村プレミアム商品券」
アンケート調査を延長します

村
から

問い合わせ

　住民福祉課健康介護班64－1472

検診の種類

胸部レントゲン検診

子宮がん・乳がん検診

胃がん・大腸がん検診

５月

６月

７月

実施月

村の検診を申し込んだ方で、
受診しなかった方へ

　受診しなかった理由を受診票に記入し

て、必ず住民福祉課へ提出してください。

受けなかった理由

▷医療機関や人間ドックで受けた(受け

る予定含む）

▷病気や入院中 など

毎週土曜日開催
囲碁・将棋クラブ

他
団体

他 日本郵便(株)中条郵便局
からのお知らせ団体

　中条郵便局で受け持つ配達・集荷サー

ビス業務について、出発地を関川郵便局

に変更します。

対象地域　関川村全域

サービス内容　変更ありません。今まで

通りのサービスを提供します。

実施予定日　８月31日(月)

その他　８月18日(火)の区長会議で、詳

細の説明を行います。その後全戸に周

知チラシを配布します。

問い合わせ　

　中条郵便局総務部☎0254－44－6741

村民会館から

第41回 高齢者レクリエーション大会

 スポーツとレクリエーションを通して、

健康維持と相互の親睦をはかりましょう。

お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。

と　き　９月８日(火)

　　　　８時30分～開会式　

ところ　村民会館 アリーナ

申込締切　８月25日(火)

申し込み先　村民会館☎64－2134

　村上岩船地域の特性を活かした魅力あ

ふれる圏域づくりを目指して、様々な分

野において連携・協力し、補完し合う村

上岩船定住自立圏共生ﾋﾞｼﾞｮﾝの策定に関

して、次のとおり検討中の計画案を公表

し、ご意見を伺います。

公表および意見募集期間

　８月24日(月)～９月14日(月)

公表方法　関川村ＨＰで公開

（関川村役場でも閲覧・意見可能）

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

提出方法 郵送など※電話受付は行いません。

問い合わせ　

　総務課企画財政班☎64－1476

村上岩船定住自立圏共生ﾋﾞｼﾞｮﾝ(案)
への意見を募集します

他
団体

から

国 平成27年度自衛官等募集

※詳細は、募集要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

募集種目 資 格
受付
期間

試験
期日

防衛大学校
学生

（推薦）

防衛大学校
学生

（総合選抜）

防衛大学校
学生

（一般前期）

防衛医科
大学校
医学科

防衛医科
大学校
看護学科
(自衛官
コース)

高卒(見込
含)21歳未
満の方※

９/５
～

９/９

９/５
～

９/９

９/５
～

９/30

９/５
～

９/30

９/５
～

９/30

９/26(土)
９/27(日)

１次
９/26(土)

１次
11/７(土)
11/８(日)

１次
10/31(土)
11/１(日)

１次
10/17(土)

高卒(見込
含)21歳未
満の方※

高卒(見込
含)21歳未
満の方※

高卒(見込
含)21歳未
満の方※

高卒(見込
含)21歳未
満の方※

　消費税増税に伴う子育て世帯臨時特例

給付金の申請受付終了日は、

　　　平成27年８月31日(月)です。

　まだ申請がお済みでない方は忘れずに

申請してください。

※詳しくは、広報せきかわお知らせ版の

６月１日号をご覧ください。

問い合わせ・申請先

　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

子育て世帯臨時特例給付金
申請を忘れずに！

村
から



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

納期限内の納付をお願いします

８月の納税予定一覧

納期限　８月31日(月)
口座振替日　８月25日(火)

税目(期) 問い合わせ

村県民税(２期)

介護保険料(２期)

国民健康保険税(２期)

税務会計課税務班
64－1451

住民福祉課健康介
護班64－1472

住民福祉課福祉保
険班64－1471

後期高齢者医療
保険料(２期)

放送大学10月入学生募集他
団体

　放送大学はテレビなどの放送により授

業を行う通信制の大学です。働きながら

大学を卒業したい、学びを楽しみたいな

ど、様々な目的で幅広い世代の方が学ん

でいます。

教養学部　▷科目履修生(６か月在学

し、希望科目を履修)▷選科履修生(１

年間在学し、希望科目を履修)▷全科履

修生(４年以上在学し、卒業を目指す)

大学院　▷修士科目生(６か月在学し、

希望科目を履修)▷修士選科生(１年間

在学し、希望科目を履修)

出願期間　～８月31日(月)

問い合わせ・資料請求先

　〒951－8122 放送大学新潟学習センター

　☎025－228－2651

　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 ９月１日(火)～10月30日(金)

※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

自己負担1万円で木造住宅の
耐震診断を実施しています

村
から

他 電気さくにご注意ください団体

　電気さくは、野生動物の田畑への侵入

を防ぐために設置されているさくのこと

です。電気さく周辺の危険表示に注意

し、むやみに近づき電線に触れたりしな

いよう注意してください。

　また、設置者の皆さんは安全基準など

の確認をお願いします。詳しくは、経済

産業省ＨＰをご覧ください。

問い合わせ　

▷防災局危機対策課危機対策第２

　☎025－282－1636

▷農林水産部農産園芸課生産環境係

　☎025－280－5296

他 わたしの主張
村上・岩船地区大会団体

　郡市内の各中学校から代表に選ばれた

11人が自分の考えを発表します。皆さん

のご来場をお待ちしています。

と　き　８月22日(土)12時50分～

ところ　村上市教育情報センター

その他　入場無料。村上東中学校吹奏楽

部の皆さんによる演奏も披露されます。

問い合わせ　村上地域振興局健康福祉部

　企画調整課☎53－8361

他 消費生活サポーター養成講座
受講者募集団体

　県では、身近な方への消費者被害防止

の注意喚起や啓発、消費生活トラブルの

際の助言などについて、ボランティアと

して活動していただく「消費生活サポー

ター」の養成講座を開催します。

と　き　９月30日(水)、10月７日(水)、

14日(水)、20日(火)、28日(水)、11月

４日(水)各日程10時～15時30分

ところ　村上市生涯学習推進センター

対　象　サポーター活動や消費者問題に

関心のある方　30名程度

内　容　消費者として知っておきたい法

律などの基礎知識や最近の消費者問

題、相談事例

受講料　無料（保育ルームあり）

申込期間　～８月28日(金)

その他　受講の可否は、９月上旬に申込

者に通知します。

問い合わせ・申し込み先　

　新潟県消費者協会☎025－281－5558

大したもん蛇まつり大したもん蛇まつり

　大蛇・小大蛇の担ぎ手がまだまだ不足しています。担いでいただける方は、

区長さんを通じて役場総務課へご連絡ください。

問い合わせ・申し込み先　まつり実行委員会(総務課64－1476)

担ぎ手をまだまだ大募集しています！

今年も関川村に大蛇が出るぞ～！

・8.28羽越水害殉難者供養祭

・安全祈願祭、ミニ大蛇パレード

湯沢観音公園

おりのの碑(蛇喰)

10時～

17時30分～

役場前

高瀬温泉周辺 19時～

高瀬ふるさと会館前
駐車場 20時～

10時15分～
10時30分～

垂水の里～役場前 9時30分～
12時15分

・龍泉太鼓披露、体験教室
・よさこいソーラン

・福まき 役場前 大蛇パレード
終了後

・花火大会

・大盆踊り大会

・大蛇パレード

日 イベント名 ところ 時 間

8月 

28日
(金)

29日
(土)

30日
(日)

　新潟県薬剤師会では、新潟県地域自殺

対策緊急強化事業民間団体事業補助金の

対象事業として、「アルコールとうつと

自殺」をテーマに下記講座を開催しま

す。お気軽にご参加ください。

と き ９月６日(日)12時30分～開場

ところ　新潟日報メディアシップ

　　　　２階「日報ホール」

内 容 ▷特別講演  ▷ストレスチェック

　　　▷おくすり相談など

定 員　先着200名　参加費　無料　

その他　事前電話申込制。来場者にはエ

コバックなどプレゼント！

問い合わせ・申し込み先　公益社団法人

　新潟県薬剤師会☎025－281－7730

他
団体

県民公開講座
くすりと健康フェア2015


