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他 アユ禁漁(産卵のため)団体

　アユ保護のため、採捕禁止期間中のア

ユ釣りは絶対にやめましょう。

と　き　10月１日(木)～15日(木)

問い合わせ

　荒川漁業協同組合☎62－1163

と　き　10月10日(土)８時00分～

ところ　村上市営あらかわゴルフ場

参加費　3,000円

申込締切　９月28日(月)

第17回村民ゴルフ大会

と　き　10月31日(土)～11月３日(祝・火)

　９時～17時※３日のみ15時まで

募集作品　絵画・書道・陶芸・写真・押

花・生け花・手芸・園芸・趣味作品など

申込方法　出品申込書を村民会館に提出

　※申込書は村民会館にあります。

申込締切　10月19日(月)

その他　詳細は広報せきかわお知らせ版

10月１日号に掲載いたします。

関川村文化祭作品大募集！

　村では下記の方が医療機関で支払う医

療費の一部を助成しています。

ひとり親家庭等医療費助成

対象者

▷母子・父子家庭または父母がいない家

庭で18歳未満の子とその子を養育して

いる方

▷父または母が一定以上の重い障がいに

ある世帯の子

重度心身障害者医療費助成

対象者　▷１～３級の身体障害者手帳を

お持ちの方

▷療育手帳(Ａ)をお持ちの方

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班64－1471

村 医療費助成のお知らせから

　過去10年間に納め忘れた国民年金保険

料を納付することで将来の年金額を増や

すことができる「10年の後納制度」は、

９月30日をもって終了します。

　終了後、10月１日から３年間に限り、

過去５年間に納め忘れた国民年金保険料

を納付することができる「５年の後納制

度」が始まりますが、10年の後納制度よ

り納付できる期間が短く、保険料の加算

額が高くなりますのでご注意ください。

※後納制度を利用するには、申し込みが

必要です。

申し込み先

▷国民年金保険料専用ダイヤル

　☎0570－011－050

▷新発田年金事務所国民年金課

　☎0254－23－2120

国民年金保険料「10年の
後納制度」は9月30日まで

　地元の食材を利用した自慢の“いなか

のごっつお”をお楽しみください。

と　き　11月４日(水)12時～13時

ところ　東桂苑

料　理　「関川秋のふるさと御膳」

定　員　先着30名　料　金　2,000円

申込受付開始日時　10月１日(木)９時～

申込方法　事前予約制です。上記申込受

付開始日時から電話またはＦＡＸでお

申し込みください。

その他　10月24日(土)、10月31日(土)～

11月10日(火)の期間中、村上・粟島の

各会場でも開催されます。詳しくは、

お問い合わせください。

問い合わせ・申し込み先　

▷関川村農林観光課

　☎64－1478・FAX64－0079

▷村上市観光協会

　☎53－2347・FAX75－5950

村 村上・関川・粟島
いなかご馳走(ごっつお)まつりから

　部落差別問題を通して、差別と人権に

ついて講演していただきます。大勢の参

加をお待ちしています。

と　き　９月28日(月)18時～19時30分

ところ　村民会館大ホール

講　師　山口県人権啓発センター事務局長

　　　　川口泰司さん

その他　申込不要・入場無料 

問い合わせ　総務課総務班☎64－1476

村 ９月28日(月)18:00～
人権講演会を開催しますから

　村上地区交通安全協会関川支部では、

交通事故犠牲者への供養と交通事故の防

止、交通安全思想の向上をめざし、交通

安全祈願祭を開催します。

と　き　９月18日(金)10時～

ところ　打上交通安全地蔵尊前

問い合わせ　交通安全協会関川支部事務局

　(総務課内)☎64－1476

村 交通事故のない社会を願い
交通安全祈願祭から

「夕暮れは　ゆとりの心と　早めのライト」　９月２１日～３０日 秋の全国交通安全運動

村民会館イベント
問い合わせ　村民会館　64－2134

と　き　９月19日(土)10時30分～11時30分

ところ　村民会館　図書室

対　象　赤ちゃんから大人までどなたでも

おはなしの会
「絵本の読み聞かせとプチ工作」

　村民会館図書室に、県立図書館から

「ビジネス支援セット200冊」「くらしセッ

ト100冊」「ヤングアダルト朝読セット100

冊」「児童セット100冊」の配本が決まりま

した。

　12月までの貸し出しになりますので、

この機会にぜひご利用ください。

読書の秋
図書室を利用しましょう

 労働者、事業主を問わず、労働委員会の

委員が、労使間の問題解決に向けてアド

バイスします。

　秘密は厳守され、費用は無料です。

と　き　10月25日(日)13時30分～16時

ところ 新潟県庁16階 新潟県労働委員会

内　容　解雇、賃金未払い、パワハラなど

の労使間のトラブルについての相談。

その他　事前にお問い合わせください。

問い合わせ・申し込み先　県労働委員会

事務局総務課☎025－280－5546

相談
案内

新潟県労働委員会による
休日労働トラブル相談会

「差別っていったいなんやねん」

他
団体



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

　独立行政法人国際協力機構「ＪＩＣＡ」

では、青年海外協力隊及び日系社会青年

ボランティアの2015年度秋募集に係る体

験談＆説明会を行います。

　開発途上国で活動するＪＩＣＡボラン

ティアには技術系・医療系・教育系・農

業系・スポーツ系などさまざまな職種が

あります。お気軽にご参加ください。

と　き　10月３日(土)14時～16時

ところ　えきまえオフィス貸し会議室

　７階大会議室（新潟市中央区）

問い合わせ　ＪＩＣＡ青年海外協力隊事

務局募集課☎03－5226－9813

村
から

納期限内の納付をお願いします

９月の納税予定一覧

納期限　９月30日(水)

口座振替日　９月25日(金)

税目(期) 問い合わせ

介護保険料(３期)

国民健康保険税
(３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(３期)

　新潟県司法書士会では、10月１日の

「法の日」にちなんで、県内各司法書士

事務所において下記のとおり、無料で相

談を行います。

と　き　10月１日(木)～10月７日(水)

　　　　各事務所の執務時間内

ところ　県内の各司法書士事務所

相談内容　登記・訴訟・相続・多重債

務・悪徳商法など市民生活一般に関す

る法律相談をお受けします。

その他　相談無料。秘密は固く守られます。

問い合わせ　

　新潟県司法書士会☎025－244－5121

相談
案内

１０月１日は「法の日」
司法書士無料相談を開催

　法務局職員、人権擁護委員、司法書

士、土地家屋調査士が困りごとの相談に

応じます。

と　き　10月６日(火)１０時～１５時

ところ　村民会館

相談内容　人権に関する問題、金銭の貸

し借りなどの法律問題、建物の新築・

土地の分筆土地や建物の売買・相続・

会社等の設立登記の問題など。

その他　相談無料。秘密は固く守られま

す。村外でも別日程で開催されていま

す。詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ　

　新潟地方法務局村上支局☎53－2390

相談
案内

法の日週間
くらしの無料相談

他 みんなでアルビを応援しよう！
関川村民を無料ご招待団体

他 JICA ボランティア2015年度秋
「体験談＆説明会」団体

　国土交通省では、９月・10月を「自動

車点検整備推進運動強化月間」として実

施しています。

　自動車は、使用期間や走行距離に応じ

て劣化するもので、本来の安全・環境性

能を維持するためには、自動車ユーザー

が責任を持って、適切に点検整備(日常点

検及び定期点検)を行うことが必要です。

問い合わせ　

　新潟運輸支局☎025－285－3125

他 ９月１日～10月31日
「自動車点検整備推進運動」団体

と　き　10月17日(土)～18日(日)１泊２日

ところ　新潟県立青少年研修センター

参加対象　家族・親子(子どもは小学生以上)

内　容　▷カボチャをくり抜いてランタ

ンクラフト作成 ▷ナイトハイク ▷さ

つまいも掘り▷さつま汁と芋ごはんを

作ろう！(野外炊事)　ほか

定　員　60名(応募多数の場合は抽選)

費　用　１人あたり2,300円

　　　　家族ごと  1,600円

申込締切　９月19日(土)必着

申込方法　電話にてお問い合わせ下さい。

抽選結果　当選者には郵便でお知らせし

ます。

その他　全日程での参加をお願いします。

　詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ・申し込み先　

　新潟県立青少年研修センター

　☎0256－77－2111・FAX0256－77－2114

他 新潟県立青少年研修センター
あつまれ！家族王国団体

　研究所紹介、実験林などの構内案内、

構内樹木の紹介・展示、きのこの栽培方

法説明、きのこクイズなどを用意。昼に

は研究所で開発したきのこの試食も。

と　き 10月3日(土)10時～15時

ところ　森林研究所（村上市鵜渡路）

その他　事前申し込みは不要ですが、団

体の場合は事前にご連絡ください。

問い合わせ　

　新潟県森林研究所☎0254－72－1173

他 新潟県森林研究所
一般公開について団体

あて先　〒950－0954　新潟市中央区

　美咲町2－1－10　アルビレックス新潟

後援会「試合観戦ご招待」係

応募期限　10月２日(金)必着

招待券の受け渡し　招待の可否を10月９

日(金)頃、返信用ハガキで通知します。

※電話で可否問い合わせはご遠慮ください。

観戦の手順　観戦する方は、返信ハガキ

を持参のうえ、デンカビッグスワンス

タジアムのＥゲート前広場に設置の

「チケット引換所」にてチケットと引

換え後に入場、観戦となります。

クラブの最新情報

　最新情報はアルビレックス新潟公式サ

イトをご覧ください

問い合わせ　アルビレックス新潟後援会

　　　　　025－282－0011

招待試合　２０１５明治安田生命Ｊ１

リーグ２ndステージ　第14節　アルビ

レックス新潟　対　松本山雅ＦＣ

と　き　10月17日(土)

　　　　試合開始18時30分～

ところ　デンカビッグスワンスタジアム

招待席　Ｓ・Eスタンド自由席

応募条件　関川村在住者

募集人数　200名(応募多数のときは抽選)

応募方法　往復ハガキの往信裏面に①10

月17日松本②住所③氏名・年齢④電話

番号⑤メールアドレス(お持ちの方)⑥

チケットの希望枚数(２枚まで)⑦後援

会資料請求(する・しない)を記載し、

返信用表面に返信先(自分)の住所・氏

名を記入して、あて先に送付。

その他　▷往復ハガキは各自用意

▷応募は１世帯につき１通限り有効

▷今年より、ご招待券の申込は「自由席

２枚まで」となりました。3枚以上ご

希望の方は、優待価格にてご案内でき

ますのでお問い合わせください。

往復ハガキ記入例

えっ本当！車に乗るのに
点検整備やってないの？

第２回「親子で体験・みんなで発見・
　　　秋こそ青研(せいけん)」


