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村
から

第34回 関川村農林業まつり第34回 関川村農林業まつり

秋の生活総合 大展示即売会

と　き　10月25日(日) ９時～14時30分

ところ　せきかわふれあい ど～む ・あいさい市

　これからの冬に備えて生活用品などを豊富に取り揃えてお待ちしています。

問い合わせ 農林業まつり実行委員会(農林観光課内)☎64－1447

▷チャリティー「地元産朝日豚の豚汁」と「餅つき」福引きコーナー

▷鮭つかみどり大会フィッシングゲーム福まき農林水産物即売会

▷なめこ汁・甘酒の無料サービスあり

イベント・即売会・サービスコーナー

越後関川の「地」の恵みを
明治時代のお屋敷で「食」す

　８月末までに住宅改修補助金の申請

が、４６件ありました。村では、多くの皆

様にご利用いただくため予算枠を拡充し

ました。みなさまどうぞご利用下さい。

条　件

▷村内の施行業者が工事を行うこと

▷10万円以上の工事であること　など

補助額　補助対象の10％(上限10万円)　

下水道等に接続する場合は20％(上限

20万円)

問い合わせ・申請先　

▷【事前相談】建設環境課地域整備班

　　　　　　　☎64－1479

▷【書類申請】総務課企画財政班

　　　　　　　☎64－1476

　地元の厳選した食材で、地元のお母さ

んたちが作る郷土料理の昼食を、渡邉邸

分家「東桂苑」で、紅葉を眺めながら

ゆっくりお召し上がりいただけます。

と　き　10月31日(土)・11月1日(日)・

　　　　６日(金)・7日(土)・8日(日)

　　　　12時～1時間程度

ところ　東桂苑

参加費　2000円

定　員　各日先着30名

申込方法　実施日の４日前までに要予約

　　　　　※10月１日(木)より受付開始

その他　希望される方はプラス５００円

で10時15分から旧米沢街道１８世紀の

街並み見学ツアーにご参加いただけま

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

　村観光協会(農林観光課内)☎64－1478

予算枠拡充
住宅改修補助金(最大20万円)

よさこいソーラン・フリーマーケットなども同日開催！！よさこいソーラン・フリーマーケットなども同日開催！！よさこいソーラン・フリーマーケットなども同日開催！！

村営住宅入居者募集 村
から

食地（しょくじ）

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　10月14日(水)

入居時期　11月１日(日)

※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

フリーマーケット出店者募集村
から

と　き　10月25日(日)９時～15時

参加費　500円(清掃協力費)

その他　▷申込みは平日のみ受付けます。

▷販売スペースの敷物・展示台などは各

自で準備してください。

▷業者関係者はお断りします。

問い合わせ　村観光協会(農林観光課内)

　　　　　　☎64－1478

　昨年に引き続き、鷹ノ巣道路の現場見

学会を開催します。関川村にお住まいの

方はどなたでも参加できます。

と　き　10月13日(火)10時～11時

ところ　大内渕の工事現場

募集人数　先着50名　参加費　無料

申込締切　10月８日(木)※電話申し込み

対象　関川村にお住まいの方・役場職員

見学内容　１号橋の杭基礎、土質改良な

ど(工程などにより変更する場合あり)

問い合わせ・申し込み先

▷羽越河川国道事務所 建設専門官 伊藤

　☎62－3211(代表)

▷関川村役場建設環境課☎64－1479

から

関川村民が対象
鷹ノ巣道路現場見学会

村
から

村

村
から

関川診療所の休診について

★休診日　10月２日(金)午後

問い合わせ　関川診療所☎64－1051

※午前は通常通り診療をします。
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　宮城県と山形県にまたがる蔵王連峰の

一角にあり、宮城県の最高峰となる屏風

岳は、見事な紅葉でも有名です。

と　き　10月17日(土)

　　　　６時に村民会館集合～18時

ところ　屏風岳

　(エコーライン刈田峠登山口からの往復)

ルート紹介　エコーラインの刈田峠から

歩き始めて、南屏風岳まで足をのばし

ても２時間余りの登りです。東には太

平洋、西には熊野岳に続く山並みが紅

葉の中に浮かぶことでしょう。

募集人数　先着40名　参加費　1,000円

申込締切　10月13日(火)

問い合わせ・申し込み先　

　村民会館☎64－2134

から
秋の健康登山「屏風岳」

　ウイルス性肝炎（Ｂ型・Ｃ型）は、自

覚症状がないまま、肝硬変や肝がんに進

行する場合があります。ウイルス性肝炎

の理解を深め、進行を予防するために、

肝疾患相談センターの専門医による講演

会を開催しますのでご参加ください。

と　き　10月15日(木)　17時30分～19時

ところ　村上総合病院

内　容　講演・個別相談(希望者)

演　題　

「知っておきたい最新の肝疾患診療とお薬」

「肝炎医療費・通院費等の助成制度について」

講　師　新潟大学歯学総合病院　消化器

内科　特任助教　肝疾患相談センター

土屋　淳紀医師

申込締切　10月８日(木)※電話申し込み

問い合わせ・申し込み先　村上保健所

　　　地域保健課☎0254－53－8368

他 村上総合病院
「肝炎講演会」を開催します団体

と　き　 10月31日(土)　13時～16時

ところ　村上市生涯学習推進センター

内　容　「進化したリウマチ治療」につ

いて講演や、リウマチ医師によるミニ

診察や、薬剤師・リハビリスタッフ・

看護師による相談。暮らしに役立つ福

祉用具の展示が行われます。

その他　料金は無料。どなたでも参加で

きますが、ミニ診察・相談のみ事前申

し込みが必要です。

問い合わせ・申し込み先　

　県立リウマチセンター地域連携センター

　☎0254－23－7751

他 県立リウマチセンター
市民公開講座団体

募集作品　絵画・書道・陶芸・写真・押し

花・生け花・手芸・園芸・趣味作品など

申込方法　出品申込書を提出してくださ

い　※申込書は村民会館にあります

申込締切　10月19日(月)

作品展示と搬出スケジュール

▷展示…10月30日(金)13時～

▷搬出…11月３日(祝・火)15時30分～

と　き　10月19日(月)、26日(月)、

　　　　11月９日(月)、16日(月)

　　　　19時～20時　４回シリーズ

ところ　村民会館 大ホール

参加費　1,000円

講　師　小野塚 光恵 先生(新潟市)

持ち物　運動できる服装、水分、タオル、

　　　　内履き

申込締切　10月13日(火)までに村民会館へ

文化祭・茶会・菊花展

３Ｂ体操教室

と　き　10月15日(木)～12月10日(木)

　19時～20時 毎週木曜日 ８回シリーズ

　※10月22日(木)はお休み

ところ　村民会館 大ホール

参加費　無料

講　師　佐藤　清美 先生(関川村)

持ち物　運動できる服装、水分、タオル、

　　　　内履き

申込締切　10月８日(木)までに村民会館へ

体幹に効くウォーキングエクササイズ

　中高年男性の皆さん、運動する機会が

少なくなっています。個人参加も受け付

けますので是非ご参加ください。

と　き　10月18日(日)８時～午前中予定

ところ　スポーツ公園 第１野球場

対　象　35歳以上

申込締切　10月13日(火)までに村民会館へ

壮年ソフトボール大会

文 化 祭 作 品 募 集

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

ところ　村民会館アリーナ

と　き　11月３日(祝・火)

　　　　10時～15時

ところ　東桂苑

※茶席券(１席400円)が必要です

詳しくは村民会館(64-2134)

文化祭

茶　会

菊花展

村民会館イベント
問い合わせ　村民会館　64－2134

村

振込日　10月９日(金)

内　容　４か月分(６月～９月分)

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

から
児童手当を振込みます！村

10月は里親月間です。あなたも『里親』になりませんか？愛情を持って心身の成長を支えて

くださる『里親』を広く募集しています。　問い合わせ　新潟県新発田児童相談所☎0254－26－9131

他
団体

と　き　10月８日(木)

　　　　７時30分歴史館集合～17時

行き先　▷弥彦の丘美術館

          「天野 尚 写真展」ほか

定　員　先着25名

参加費　1,000円(入館料のみ)

申込締切　10月６日(火)

秋の美術館めぐり

と　き　10月29日(木)

　　　　８時40分歴史館集合～16時

行き先　旧出羽街道の史跡

定　員　先着25名　参加費　無料

持ち物　昼食・雨具等　

申込締切　10月25日(日)

史跡めぐり⑥

歴史館イベント
問い合わせ　歴史館　64－1288

　新潟県最低賃金は、従来の時間額715

円から16円引き上げられ、本年10月３日

から731円になります。新潟県最低賃金

は、県内で事業を営む全ての使用者およ

びその事業場で働く全ての労働者に適用

されます。(臨時・パート・バイトなど含む)

　最低賃金引き上げに向けた業務改善助

成金制度も設けられていますのでご相談

ください。

最低賃金・業務改善助成金に関する相談

　最低賃金相談センター☎025－250－7759

問い合わせ　新潟労働局労働基準部賃金室

　　　　　   ☎025－288－3504

新潟県最低賃金は
  時間額 ７３１円になります

　ふれあいど～む脇河川敷のコスモスパ

ークでは、約20万本のコスモスが見ごろ

を迎えています。色とりどりのコスモス

が、辺り一面にきれいに咲いています。

　みなさんもぜひお越しください。

問い合わせ　関川村自然環境管理公社

　　　　　　☎64－0252

から

関川村コスモスパーク
 コスモス見ごろです

村

と　き　10月18日(日)午前10時～正午まで

ところ　村上市民ふれあいセンター

内　容　▷第１部「活性化促進大会」

　　　　▷第２部「記念講演」

演　題 「感染症対策について」

講　師　県立坂町病院内科医長

　　　　小泉 健 先生

問い合わせ　健康介護班☎64－1472

から

病院の医師確保などを推進

坂町病院活性化促進大会
村

―進化したリウマチ治療―

他
団体

必ずチェック最低賃金!
使用者も、労働者も。



「第22回 大里峠越え交流」豊かな自然を満喫大石・山と川に親しむ会 「秋の立烏帽子探訪会」

タランペクラブ　秋の陣　山小屋サバイバル 「梁山泊に泊まろう！」
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主　催　大石・山と川に親しむ会

と　き　10月17日(土）小雨決行・大石ダム湖畔県民休養地

　おおいし自然館前に９時集合

※歩きやすい靴と服装、雨具と昼食をご用意ください

行　程　自然館→林道入り口→梁山泊→立烏帽子山頂

　→梁山泊(昼食)→下山→自然館到着解散(15時)

※立烏帽子の頂上は急な鎖場があるため、小学校低学年以下

　のお子さんは「梁山泊」までとなります。

定　員　先着40名程度 　申込締切　10月16日(金）

参加費  1人500円　※大石産のなめこ汁を振る舞います。

問い合わせ・申し込み先　大石・山と川に親しむ会事務局 

　高橋正衛さん ☎(FAX兼用)64－2170

　旧米沢街道の大里峠を歩き、豊かな自然と歴史にふれて

みませんか。小国町の方との交流会や、大里鍋の振る舞い

があります。

と　き　10月17日(土) ８時15分～受付(役場前)※小雨決行

※歩きやすい靴と服装、雨具と昼食をご用意ください

行　程　役場・出発(８時30分)→バスでわかぶな高原ス

キー場先へ→柄目木→大里峠山頂→旧玉川小中学校(小国

町の方との交流会）→バスで役場へ・解散(15時ころ)

定　員　先着50名(関川村側、小学生以下は保護者同伴）

参加費　無料　申込締切　10月13日(火)

その他　交流会場には、峠の茶屋(売店)があります。

問い合わせ・申し込み先　建設環境課地域整備班☎64－1479

「第22回 大里峠越え交流」豊かな自然を満喫大石・山と川に親しむ会 「秋の立烏帽子探訪会」

と　き　10月10日(土)～11日(日)　安角ふれあい自然の家に13時集合

行　程　安角ふれあい自然の家集合(13時)→林道終点まで車に分乗→梁山泊

到着(14時30分)→活動開始(希望者は立烏帽子登山も)→就寝→起床→下山

→安角ふれあい自然の家到着・解散(８時)※雨天時は別会場

活動内容　山歩き、ハシづくり、たき火、炊事、山小屋泊ほか

参加者　親子で、４年生以上は子どもだけでも参加受付けます。

服　装　汚れても大丈夫な動きやすい服装、運動靴、帽子※夜は長袖必要

持ち物　参加費１人500円、寝袋(無い人は貸出可)、雨具(ウィンドブレー

カー、防寒兼用)、携帯用ライト、軍手、おやつ(少々)、飲み物(500mlペッ

トボトル１本でOK)、その他各自必要と思うもの

※食器、ハシは不要。電子機器、携帯ゲーム機は必要ありません。

問い合わせ･申し込み先　タランペクラブ代表　加藤克徳☎090－1432－4873

タランペクラブ　秋の陣　山小屋サバイバル 「梁山泊に泊まろう！」

　「認知症とはどのような病気か」、「認

知症を予防するにはどうしたらよいか」

について講演していただきます。

と　き　10月14日(水)～11月19日(木)

　　　　10時30分～11時15分

ところ　ご都合の良いところにお越し下さい

その他　講演会前(８時半～10時受付)に「も

のわすれ検査」も受けられます。(無料)

講　師　新潟大学医学部教授　中村和利 氏

主　催　新潟大学医学部環境予防医学分野

　　　　☎025－227－2124

協　力　地域包括支援センターせきかわ

　　　　☎64－1473

他 認知症予防講演会を
　開催します団体

と　き　10月14日(水)

　10時～14時30分　集合・受付10時

ところ　大石ダム湖畔県民休養地

　おおいし自然館(☎64－1142)

主　催　村上食品衛生協会

講　師 新潟県森林研究所 松本専門研究員

服装など　実際にきのこを採りますの

で、林内に入る服装・雨具・昼食をご

用意ください。(お昼はきのこ汁提供)

参加費　300円　定員　先着50名

申込締切　10月13日(火)

問い合わせ・申し込み先　

　村上食品衛生協会事務局☎53－1911

他 これであなたもきのこ博士！
「きのこ講習会」参加者募集団体

と　き　10月20日(火)13時30分～

　14時30分(チャリティーバザーを開催)

ところ　村上プラザ(イオン村上東店)

その他　バザーの寄付品を募ります。

　(食品を除く日用品で新品に限る)

※10月９日(金)までに窓口で受付けます。

問い合わせ　住民福祉課健康介護班

　　　　　　(保健師)☎64―1472

他 バザー開催と寄付のお願い
精神障害者家族会あけぼの会団体

国
から

10月は土地利用月間です

　国土利用計画法では法定面積以上の土

地取引を行った場合、市町村を経由して

県知事に届け出ることが義務付けられて

いますので、忘れずに手続きをお願いし

ます。

　平成27年度の地価調査結果を９月17日

(木)に公表しました。

問い合わせ　総務課企画財政班☎64－1476

　障害者支援施設やまやの里では、今年

も『やまやフェスティバル(文化祭)』を

開催します。ゲームコーナーや抽選会な

どもご用意しております。皆様お誘い合

わせの上、ぜひご来園下さい。

と　き　11月８日(日)10時～13時30分

ところ　やまやの里(村上市山屋)

内　容　露店・模擬店・即売・お楽しみ

抽選会など

問い合わせ　障害者支援施設　

　やまやの里☎0254－66－5945

※当日お手伝いして頂けるボランティア

も募集しています。

法定面積　▷市街化区域…2,000㎡以上

▷市街化区域を除く都市計画区域

　　　　　　　　　　　 …5,000㎡以上

▷都市計画区域外の区域…10,000㎡以上

※村は計画区域外となります。

※個々の取引面積が小さい場合でも総面

積が法定面積以上になる場合は、届出

が必要です。

届出義務者　

　土地の権利取得者(売買であれば買主)

届出期限　契約(予約含)の日から起算し

て２週間以内

他 やまやフェスティバル
開催のご案内団体

土地取引の届出について

新潟県地価調査結果

月　日 場　所

10月14日(水)

　　15日(木)

　　21日(水)

　　22日(木)

　　29日(木)

11月２日(月)

　　11日(水)

　　12日(木)

　　19日(木)

上関集落センター

村民会館(大ホール)

大島集落センター

七ヶ谷地区ふるさと会館

高田地区ふるさと会館

むつみ荘

九ヶ谷地区ふるさと会館

女川地区ふるさと会館

村民会館(大ホール)

10月はスポーツの秋！食欲の秋！！登山の秋！！！10月はスポーツの秋！食欲の秋！！登山の秋！！！



●上映作品　「秋の星空～よだかの星」「星座のおい

　たち」

●上映日　10月４日（日）・10日（土）・18日（日）・24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

　日本の昔ばなしを上映します。

●上映作品　「闇夜にカラス」「髪剃り狐」ほか

●上映日時　10月３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

4

日 曜 行　事　予　定 日 曜 行　事　予　定

10月 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）

第17回村民ゴルフ大会(8：00～、村上市営あらかわゴルフ場)
タランペクラブ「梁山泊に泊まろう！」
（13:00に安角ふれあい自然の家集合）

秋の健康登山「屏風岳」(６:00に村民会館集合～18:00)
第22回大里峠越え交流会（８:30に役場出発～16:00）
秋の立烏帽子探訪会（９:00におおいし自然館前集合～15:00）

壮年ソフトボール大会(８:00～、スポーツ公園 第１野球場)
坂町病院活性化促進大会(10:00～12:00、村上市民ふれあいセンター)

部落解放新潟県研究集会（10:00～、村民会館アリーナ）

むらかみマルシェ(９:00～15:00、村上地域振興局　駐車場）

乳児(４・５か月児)相談（受付13:10～13:30、保健センター）

秋の美術館めぐり(７:30に歴史館集合～17時、弥彦の丘美術館ほか)

保育園50周年記念事業(第１部 ９:30～、下関保育園グラウンド
　　　　　　　　　　　　　 第２部 10:30～、村民会館大ホール)

［体育の日］

鷹ノ巣道路現場見学会(10:00～11:00、大内渕の工事現場)

きのこ講習会(10:00～14:30、おおいし自然館)

３Ｂ体操教室(19:00～20:00、村民会館大ホール)

肝炎講演会(17:30～19:00、村上総合病院)

関川中学校創立10周年記念式典(13:00～16:30、関川中学校体育館)

第34回関川村農林業まつり（９:00～14:30、ふれあいど～む）

３Ｂ体操教室(19:00～20:00、村民会館大ホール)

史跡めぐり⑥（８:40に歴史館集合～16:00、旧出羽街道の史跡）

田舎ご馳走(ごっつお)まつり(12：00～13：00、東桂苑)

無料調停相談会(10:00～15:00、新発田市生涯学習センター)

ふくしでまちづくりフォーラムinせきかわ(13:00～、村民会館大ホール)
文化祭・菊花展（９:00～17:00、村民会館アリーナ、11月３日のみ15：00まで）
食地(しょくじ)(12:00～、東桂苑)
県立リウマチセンター市民公開講座
(13:00～16:00、村上市生涯学習推進センター)

特定健診・胸部レントゲン未受診者検診（保健センター）
（特定健診受付13:15～14:30・胸部レントゲン検診受付13:30～15:00）

食地(しょくじ)(12:00～、東桂苑)
むらかみマルシェ(９:00～15:00、村上地域振興局　駐車場）

[文化の日]　 
茶会（10:00～15：00、東桂苑）
第43回村民駅伝大会（10:00～、女川保育園前スタート）

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 木

２ 金

３ 土

４ 日

５ 月

６ 火

７ 水

８ 木

９ 金

10 土

11 日

12 月

13 火

14 水

15 木

16 金

18 日

19 月

20 火

17 土

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

体幹に効くウォーキングエクササイズ
(19:00～20:00、村民会館大ホール)

毎週
木曜

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

11月

21 水

22 木

23 金

24 土

25 日

26 月

27 火

28 水

29 木

30 金

31 土

１ 日

２ 月

３ 火

４ 水

５ 木

◆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 相 談
こころの

健　　康

相 談 会

定　　例

行政相談

認知症相談　10月１日(木)・15日(木)

　　　　　　13時30分～16時30分

法律相談　10月５日(月)・13日(火)・19日(月)・

　　　　　26日(月) 13時30分～16時

不動産の鑑定・利活用の相談　

　10月14日(水)・28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　10月23日(金) 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　10月21日(水) まで

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　10月26日(月) ９時30分～11時30分

ところ　関川村社会福祉協議会

　　　　行政相談委員　伊藤　敏

問い合わせ　総務課総務班☎64－1476

教育委員会 教育課 学校教育班☎６４－１４９１・生涯学習班☎６４－２１３４

10月１日 　 11月５日カレンダー


