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村
から

　消費税率の引き上げに伴う給付金が昨

年に引き続き今年も支給されます。

　対象者と思われる方へは、9月中旬に

申請書を郵送します。忘れずに申請くだ

さい。

対象者　基準日（平成27年1月1日）に関

川村に住所があり、平成27年度住民税

が非課税の方

※ただし、平成27年度住民税が課税され

る方に扶養されているときや生活保護

受給者などは対象となりません。

給付額　対象者1人につき6,000円

※今年度は加算措置はありません。

支給予定日　10月以降の予定

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

　村では、５月と７月に行われた特定健

診をまだ受診されていない方を対象に未

受診者特定健診を10月に行います。

　糖尿病などの自覚症状のない生活習慣

病の早期発見のために、１年に１回は必

ず特定健診を受診しましょう。

対象者　国保に加入している40歳以上の

方で、特定健診を受診していない方

と　き　10月28日（水）

        13時15分受付～14時30分

ところ　保健センター

料　金　特定健診（1,300円）

申込締切　９月18日（金）

問い合わせ・申し込み先

　住民福祉課健康介護班☎64－1472

昨年に引き続き実施
臨時福祉給付金

村
から

　村では長寿をお祝いし、米寿の方に記

念品を贈呈します。

贈呈日 ９月７日(月)に訪問します。

年齢の基準　▷米寿…昭和２年4月1日～

昭和３年3月31日生まれの方

問い合わせ　

　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

　国土交通省では、道路交通調査（全国

道路・街路交通情勢調査）を９月～11月

に行います。この調査は自動車の使われ

方や道路の状況などを調べるもので、お

おむね５年に１回実施しています。

　無作為に抽出された自動車の所有者に

アンケートを郵送させていただきますの

で、ご協力をお願いします。

問い合わせ　国土交通省　羽越河川国道

事務所　工務第二課☎62-6036

村長・副村長がお届けします
 長寿を祝う記念品

村営住宅入居者募集

国
から

道路交通調査の
アンケートにご協力を

所　　在　下関地内のメゾネット住宅

募集戸数・月額家賃

▷世帯向け２戸(３ＬＤＫ)・40,000円

▷単身向け１戸(１ＳＤＫ)・30,000円

★共通事項　申込締切　９月14日(月)

　　　　　　入居時期　10月１日(木)

※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 ～学校、家庭、地域、私たちにできること～

～ネットいじめの防止～

　「いじめ見逃しゼロ県民運動」の一環

として、社会全体でいじめなどの問題を

見逃さず、その解消や防止の気運を高め

る集いです。

と　き　９月27日(日) 受付12時30分～

　　　　13時15分～16時5分

ところ　村上市民ふれあいセンター

内　容　▷オープニング　

　村上第一中学校のアトラクション

▷第１部　実践交流会　学校・家庭・

　　地域の社会性育成等の取組紹介

▷第２部　講演会

「いじめって何ですか？～いじめに対

する大人の認識を考える～」

講　師　ＮＰＯ法人ジェントルハート

　プロジェクト　小森美登里さん

問い合わせ・申し込み先

　下越教育事務所　学校支援第２課

　「県民の集い係」☎025－231－8360

「深めよう絆 県民の集い
(下越地区)」開催についてから

歴史館イベント

と　き　９月15日(火)

　　　　８時40分に歴史館集合～15時

行き先　胎内市の遺跡

講　師　小林　弘さん(新発田市)

持ち物　昼食・飲み物・雨具

申込締切　９月11日(金)　※参加費無料

問い合わせ　歴史とみちの館☎64－1288

史跡めぐり⑤

県

年に１度は必ず受けましょう
未受診者特定健診から

村

関川診療所の休診について
★休診日　９月４日(金)　  問い合わせ　関川診療所☎64－1051

村
から

村
から

と　き　９月12日(土) 10時～12時

ところ　やまびこの家 (村上保健所前)

内　容　▷模擬店(焼きそば、かき氷、

フランクフルト、ジュースなど)

　▷ゲーム▷近隣福祉施設の製作品販売

　▷肴町区獅子舞予定▷不用品販売など

問い合わせ　やまびこの家☎53－5555

他 第11回
 やまびこ・はまなす祭り団体

　犬の健康管理方法を学ぶ講義講習と、

愛犬と一緒に参加して犬のしつけ方を学

ぶ実技講習を行います。

▷講義講習

と　き　９月27日(日)13時30分～15時

ところ　村上地域振興局健康福祉部

講師　さかまち動物病院　鈴木正芳院長

　　　警察犬渡部訓練所　渡部志郎所長

定 員　40名　※受講料無料

▷実技講習（全３回）

と　き　

　10月４日(日)・12日(月・祝)・18日(日)

　各日とも10時～11時30分

ところ　警察犬渡部訓練所

講師　警察犬渡部訓練所　渡部志郎所長

定　員　15名　受講料　500円

その他　実技講習は先着順で、講義講習

も含め全日程参加できる方が対象

申込締切　９月18日(金)

問い合わせ・申し込み先 村上地域振興局

健康福祉部　衛生環境課☎53－8371

他 家庭犬のしつけ方教室団体



●上映作品　「秋の星空～よだかの星」「星座のおいたち」

●上映日　９月６日（日）・12日（土）・20日（日）・26日（土）

●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］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

　キツネとオオカミのかわいい友情物語４話を上映します。

●上映作品　「おれたち、ともだち！」

●上映日時　９月５日（土）午前10時～11時

●入場料　無料

●定　員　80人（先着）

プラネタリウムものがたりシアター
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日 曜 行　事　予　定 日 曜 行　事　予　定

９月

４歳児親子歯科健診（受付13:00～13:15、保健センター）
診療所休診日
27年度　三大学交流会（10:00～、神林パルパーク）

関川中学校体育祭（8：40～、関川小グラウンド）

秋季消防演習・定例表彰式（８:00～、ふれあいど～む）

長寿を祝う記念品の配布（対象：米寿の方、村内）

特設人権相談所（10:00～15:00、光兎こども館）

高齢者レクリエーション大会（８:30～、村民会館）

乳児(７～８、10～11か月児)健診・ブックスタート
（受付13:00～13:30、保健センター）

定例村議会初日（10:00～、役場３階議場）

史跡めぐり⑤（８:40に歴史館集合～15:00、胎内市の遺跡）

ゆ～む休館日

喀痰検診（容器回収９:00～10:30、保健センター）

交通安全祈願祭（10:00～、打上交通安全地蔵尊）

大島保育園運動会（８:30～、大島保育園）
第11回やまびこ・はまなす祭り（10:00～、やまびこの家）

下関保育園運動会（８:30～、下関保育園）
おはなしの会とプチ工作（10:30～11:30、村民会館　図書室）

[敬老の日]

[国民の休日]

[秋分の日]

１歳半・３歳児健診（受付12:50～13:30、保健センター）

人権同和講演会（18：00～、村民会館大ホール）
歴史講座①（19:00～20:00、村民会館会議室）

岩船林業振興祭
（９:30～、式典：村民会館大ホール、植樹：幾地地内）

部落解放新潟県研究集会（10:00～、村民会館アリーナ）

家庭犬のしつけ方講座・実技講習①（10:00～11:30、村上保健所）

乳児(４・５か月児)相談（受付13:10～13:30、保健センター）

深めよう絆 県民の集い(13:30～開演、村上市民ふれあいセンター)
家庭犬のしつけ方講座・講義講習（13:30～15:00、村上保健所）

湯沢・九ヶ谷地区の方
健脚うんどう日(10:30～11:45、村民会館大ホール)

１ 火

２ 水

３ 木

４ 金

５ 土

６ 日

７ 月

８ 火

９ 水

10 木

11 金

12 土

13 日

14 月

15 火

16 水

18 金

19 土

17 木

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

10月

21 月

20 日

22 火

23 水

24 木

25 金

26 土

27 日

28 月

29 火

30 水

１ 木

２ 金

３ 土

４ 日

５ 月

◆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

高齢者や

その家族

の無料

相 　談

高齢者・
障害者の

人権
あんしん
電話相談

こころの

健　　康

相 談 会

子どもの

人権

電話相談

働く人の

無料電話

相 談 室

認知症相談　９月３日(木)・17日(木)

　　　　　　13時30分～16時30分

法律相談　９月７日(月)・14日(月)・24日(木)・

　　　　　28日(月) 13時30分～16時

不動産の鑑定・利活用の相談　

　９月９日(水)・24日(木) 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　９月10日(木)・11日(金)・12日(土)　

　　　　10時～22時

対　象　仕事・人間関係・生活などさまざまな

　　　　問題にお悩みの方

相談先　日本産業カウンセラー協会　

　　　　☎0120-58-3358(フリーダイヤル)

と　き　９月７日(月)～11日(金)８時30分～19時

　　　　９月12日(土)・13日(日)10時～17時

相談員　法務局職員または人権擁護委員

相談内容　高齢者や障害者をめぐる様々な

　　　　　人権に関すること

相談先　全国共通人権相談ダイヤル

　　　　☎0570－003－110

と　き　９月17日(木)　10時～12時

ところ　村上地域振興局健康福祉部※予約制

担当医　村上はまなす病院 馬場肝作医師

申込締切　９月15日（火）

申し込み先　村上地域振興局健康福祉部

　　　　　　地域保健課☎53－8369

と　き　９月12日(土)・13日(日)　10時～17時

相談員　人権擁護委員

対　象　いじめ、体罰や暴行・虐待など子どもの

人権をめぐるさまざまな人権問題でお悩みの方

問い合わせ　☎0120－007－110(フリーダイヤル)

教育委員会 教育課 学校教育班☎６４－１４９１・生涯学習班☎６４－２１３４

９月１日 　 10月５日カレンダー


