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　親子で楽しくクッキングしませんか？

村
から

役場などの年末年始の休み

施設名 年末年始の休み

役場

診療所

村民会館・図書室

歴史とみちの館

社協・むつみ荘

ふれあい・ゆうあい

光兎こども館

はなみの里

学童保育所

12/29(火)～１/３(日)

１/１(金)…休館

１/１(金)…休館

年末年始は休まず営業
１/１(金)…10時～20時

12/29(火)～１/３(日)

12/29(火)～１/３(日)

12/28(月)～１/４(月)

12/29(火)～１/３(日)

１/１(金)～１/３(日)

12/29(火)～１/３(日)

12/29(火)～１/３(日)

12/29(火)～１/３(日)

※休みの間、出生・死亡・婚姻届などは受け付け
ますが、住民票などの証明書は発行できません。

観光情報センター

ど～む

ゆ～む

12/29、30…８時30分～22時
12/31…８時30分～18時
１/２、３…８時30分～20時

日によって利用時間が変わります

そのほか 休みなど

ごみ収集 12/30(水)～１/３(日)…休み

路線バス

荒川斎場 １/１(金)…休み

ごみの

持ち込み

リサイクル

12/31(木)～１/３(日)
(下関－村上線のみ運行)
☆下関営業所発 
▷９:50▷14:55
☆村上営業所発
▷13:20▷17:30
◆新潟交通観光バス㈱
　下関営業所☎64－1102

高校生等

支援バス

12/28(月)～１/６(水)…運休
◆総務課企画財政班64－1476

◆平成27年度ごみ収集日程表のとおりです

◆村上市ごみ処理場
　(エコパーク村上)☎60－2430 
12/31(木)～１/３(日) の間は
持ち込むことができません。

くみとり

◆リサイクルセンター(滝原)
　☎64－2182  
12/29(火)16:00～１/３(日)の間
は持ち込むことができません。

◆公衛社(坂町)☎62－5121 
　【休み】
　12月29日(火)～１月３日(日)

村
から

関川村職員採用試験
保健師・保育士

募集職種・人員 　

▷保健師・１名　▷保育士・若干名

受験資格　

▷保健師…昭和50年４月２日以降に生まれ

た人で保健師免許を取得しているか、

平成28年３月末までに取得見込みの人

▷保育士…昭和55年４月２日以降に生まれ

た人で保育士免許を取得しているか、

平成28年３月末までに取得見込みの人

試験内容　面接試験

面接試験日　平成28年１月30日(土)

　８時30分～45分受付、９時開始

申込締切　平成28年１月12日(火)

　　　　　※郵送の場合は当日消印有効

申込受付　土・日曜・祝祭日を除く

　　　　　８時30分～17時15分

受験用紙　役場総務課で交付(郵送も可)

※村ホームページからもダウンロード可

採用予定日　平成28年４月１日

問い合わせ・申し込み先

　総務課総務班☎64－1476

村
から

40歳以上の国保加入の皆さんへ
施設健診(特定健診)のご案内

　国保加入の40歳以上の方で、施設健診

を申し込んだ方は期限内の受診をお願い

します。また今年度集団健診(特定健診)

を受診しなかった方は、施設健診が受診

できますので申し込みください。

受診期限　平成28年１月22日(金)まで

注意事項　申し込まれた方へ村からすでに

案内を送付しています。まだ申し込まれて

いない方は下記へ問い合わせください。

問い合わせ・申し込み先　

　住民福祉課健康介護班☎64－1472

「一年を　無事故で終える　除夜の鐘」
 12月11日(金)～12月20日(日)は、冬の交通事故防止運動です！

関川村社会福祉協議会
「雪下ろし助成金」申請受付

社
協

　雪下ろし費用が半額助成になります。

対象　家族で雪下ろしができず、世帯全

員の年間収入が下記の基準(生活保護

世帯は対象外)を満たし、かつ条件の

いずれかに該当する世帯

基準 ▷１人世帯 90万円以下▷２人世帯 

135万円以下▷３人世帯 175万円以下

▷４人世帯 210万円以下▷５人世帯 

240万円以下

条件 ①子供が15歳以下の母子世帯

　②世帯主が障害者手帳１～４級の身体

障がい者世帯 ③盲人世帯 ④精神、知

的障がい者世帯 ⑤一人暮らし老人お

よび老人夫婦の世帯

申請　社協、または民生委員に雪下ろし

実施希望日の１週間前までに申請して

ください。※雪下ろし実施後の申請は

受け付けません。

問い合わせ・申請先

　関川村社会福祉協議会64－0111

　この冬もぜひ、ウィンタースポーツを

お楽しみください！

お得な情報　

▷駐車場が毎日無料。

▷村内居住の方は、リフト１日券が2,500

円になる「関川村民価格」を設定。

※ご利用の際には氏名・住所・電話番号

をお伺いします。

▷「スキー子供の日」(毎月第３日曜日と

３月の全日曜日)と「下越エリアス

キー・スノボ感謝の日」(１月24日、２

月28日)は、小学生のリフト料金無料。

わくわくウインターカーニバル開催

▷美味しい屋台村、雪遊びや楽しいゲー

ムで冬を楽しみましょう。また、この

日は関川村民のリフト券が大人、子供

ともに無料となります。

主　催：関川村観光協会

と　き：１月17日(日)・２月21日(日)

その他お得情報　

▷レンタルスキーは最新モデルをさらに

増量し、多くのお客様に快適なスキー

をお楽しみいただける用意をしまし

た。ジュニアレンタルは事前にイン

ターネット予約できるので、待ち時間

を大幅に短縮できます。ファミリーで

のご予約にも対応いたします。

問い合わせ

　わかぶな高原スキー場☎64－0330

　その他最新情報は

　http://www.wakabuna.com/

他 12月17日(木)オープン予定
 わかぶな高原スキー場団体
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2教育委員会 教育課 学校教育班☎６４－１４９１・生涯学習班☎６４－２１３４

　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。心理学・

福祉・経済・歴史・文学・自然科学など

幅広い分野を学べます。ただいま平成28

年度４月入学生を募集しています。

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　～平成28年３月20日(日)

問い合わせ・資料請求(無料)

　〒951－8122放送大学新潟学習センター

　☎025－228－2651

他 放送大学４月入学生募集団体

村
から

納期限内の納付をお願いします
１２月の納税予定一覧

村
から

桂の関温泉「ゆ～む」

◆総務課企画財政班 64－1476

優待券の使用期限について

今年４月に配付した桂の関温泉

「ゆ～む優待券」の使用期限は、平成

28年３月31日までです。使用期限前

に、ぜひご利用ください。

　お買い求めいただきました「プレミア

ム商品券」の有効期限は、12月31日(木)ま

でとなっております。有効期限の過ぎた商

品券は無効となりますので、忘れずに村

内の「取扱加盟店」でご使用ください。

問い合わせ　関川村商工会☎64－1341

　村では平成28・29年度の入札参加資格

審査(業者登録)の申請を受け付けます。

申請区分

①建設工事

②設計、調査、測量(コンサルタント)

③小規模工事(村内事業者限定)

申請様式・必要書類　

　村ホームページをご覧ください

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

受付期間　１月４日(月)～２月29日(月)

　　　　　８時30分～17時15分

※土・日曜、祝祭日を除く

※郵送のときは、当日の消印有効

登録の有効期間　平成28年４月１日～

　平成30年３月31日の２年間

問い合わせ・提出先

　総務課企画財政班 ☎64－1476

他 有効期限は12月31日(木)
プレミアム商品券団体

　環境省の「平成の名水百選」および

「新潟県の名水」に選定されている荒川

の四季の豊かな自然や風景、イベントな

どをテーマにした作品を募集します。

募集テーマ　「荒川の四季」

応募資格　どなたでも応募できます。

※未成年者は保護者の同意が必要です。

応募締切　平成28年６月30日(必着)

審査員　内山 アキラ 氏

その他　詳細はお問い合わせください。

問い合わせ　えちご「清流荒川」フォトコン

テスト実行委員会事務局☎025－280－5157

　12月１日から、路線バス「下関－坂町線」で新しいバス停「下鍛冶屋交差点南」

が設置されています。設置場所は原信荒川店の近くです。

他 えちご「清流荒川」
フォトコンテスト作品募集団体

　次の対象者に掲げるすべてに該当する

学生に対し、貸与・給付併用型の奨学金

を交付する大学奨学生を募集します。

募集対象者　※次のすべてに該当する方

①新潟県民の勤労者の子で学校教育法に

基づく４年制大学に2016年度進学する方

②ひとり親家庭の方

③家計の都合で学資の支弁が困難と認め

られる方　

募集人数　20名　

奨学金額　月額２万円(４年間総額96万円)

※月額２万円の内、貸与１万円・給付１万円

応募締切　平成28年１月22日(金)

応募方法　応募書類を添えて、在籍する

高校経由でご応募ください。

その他　詳細は問い合わせください。

問い合わせ　一般財団法人 新潟ろうきん

福祉財団「奨学金」係☎025－288－5273

他 2016年度
大学奨学生募集団体

村
から

平成28・29年度
入札参加資格申請

１月18日は「118番の日」国
から

　118番は、海上保安庁の緊急通報用電話

番号です。海上における事件・事故など

次のような場合に通報してください。

▷海難や人身事故に遭遇した、または目

撃した。

▷油の排出等を発見した。

▷見慣れない船、不審な船を発見した。

▷密航･密輸事犯等の情報を得た。

※「いつ」、「どこで」、「なにがあっ

た」などを簡潔に落ち着いて通報して

ください。

問い合わせ　第九管区海上保安本部

　総務課広報・地域連携室☎025-285-0118

納期限　12月28日(月)

口座振替日　12月25日(金)

税目(期) 問い合わせ

固定資産税(３期)

介護保険料(６期)

国民健康保険税(６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(６期)

路線バス「下関―坂町線」バス停を新設しました村
から

【時刻表】下関営業所→坂町駅前行　※土・休日運休（12月31日～１月３日運休）

【時刻表】坂町駅前→下関営業所行　※土・休日運休（12月31日～１月３日運休）

問い合わせ　新潟交通観光バス(株)　下関営業所☎64－1102

下関営業所 7:57
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