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　裁判所では、５月３日の憲法記念日を

中心として憲法週間を定めています。

　そこで、憲法週間行事を下記の通り開

催しますので、ぜひご参加ください。

　詳しくは、各裁判所にお問い合わせく

ださい。

【新潟地方裁判所　裁判傍聴セミナー】

と　き　５月19日(木)・20日(金)13時30分～

ところ　新潟地方裁判所

定　員　各日先着30名(要予約)

問い合わせ　新潟地方裁判所事務局

　総務課広報係☎025－222－4175

【新潟家庭裁判所　庁舎内見学会】

と　き　５月24日(火)

　(１回目)　13時30分～15時

　(２回目)　14時30分～16時

ところ　新潟家庭裁判所

定　員　各回20名程度

問い合わせ　新潟家庭裁判所事務局

　総務課庶務係☎025－333－0053

他 地方裁判所裁判傍聴セミナー
家庭裁判所庁舎内見学会団体

　歌とおどりと笑いの饗宴を今年も開催

します。皆さまぜひご来場ください。

と　き　６月５日(日) 開演10時～

ところ　村民会館アリーナ

内　容　▷うど鳥海のばんば舞い　

▷天中軒雲助の浪曲漫芸

▷豪華ゲストによる歌謡ショーほか　

定　員　先着500名(村内はバス送迎可能)

入場料　3,000円（昼食付）

チケット買い求め　せきかわ笑楽会

※当日券も受付します。

問い合わせ・申し込み先 (代表)川又政男

　☎64－2876＜携帯＞090－4730－4259

他 せきかわ笑楽会主催　第16回
 歌とおどりと笑いの饗宴団体

村民会館イベント

と　き　６月５日(日)８時～

ところ　関川中学校グラウンド

申込締切　５月30日(月)

組み合わせ抽選会

　５月30日(月)村民会館で19時～

申し込み先　村民会館☎64－2134

第26回村民親善野球大会 募集職種・人員　一般行政職・２名程度

　　　　　　　　保　育　士・２名程度

受験資格　昭和61年４月２日以降生まれ

▷一般行政職　学校教育法による大学　

　(短期大学を除く)を卒業、又は平成29

　年３月31日までに卒業見込みの人

▷保育士　保育士資格を有する人、又は

平成29年３月31日までに資格取得見込

みの人

試験の程度 ▷一般行政職 大学卒業程度

　         ▷保育士　短大卒業程度

申込締切　６月10日(金)当日消印有効

申込時間　８時30分～17時15分

　　　　　(土曜日、日曜日を除く)

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

一次試験日　７月24日(日)

採用予定日　平成29年４月１日

その他　一般事務(高校卒業程度)などそ

の他の試験の募集については、７月１

日号の広報お知らせ版に掲載します。

問い合わせ・申し込み先　

　総務課総務班☎64－1476
村 狩猟免許などの取得経費の

一部を支援する制度がありますから

　近年、山地の崩壊や土石流・地すべり

などの山地災害が多発し、人命や財産に

甚大な被害が及んでいます。

　そこで、山地災害防止に対する住民の

理解と関心を深めるとともに、危機管理

体制の強化を目的にキャンペーンを実施

します。

実施期間　５月20日(金)～６月30日(木)

実施主体　林野庁、都道府県、市町村

協　賛　一般財団法人 日本治山治水協会

その他　新潟県のホームページ内で山地

災害危険地区および危険箇所が閲覧で

きます。

　新潟県ＨＰ→防災ポータル→

　防災マップ→土砂災害関連情報

問い合わせ　農林観光課農林振興班☎64－1447

村 平成28年度
 山地災害防止キャンペーンから

村
から

関川村職員採用試験
一般事務・保育士

No.528

国
から

募集人数　若干名

報　酬　羽越河川国道事務所より所定の

金額を支給(H27年度実績　月額4,580円)

応募資格　▷満20歳以上の方

▷荒川の河口から丸山大橋の間で、川岸

より概ね５km圏内に居住の方

活動内容　

荒川に対する意見／モニター自身の河

　川愛護に関する活動の報告／地域情報

　などを月１回以上報告

任　期　平成28年７月１日から１年間

応募方法　

応募用紙・履歴書に記入して提出(応

募用紙は羽越河川国道事務所で配布、

ホームページからダウンロード可)

　http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/

応募締切　６月10日(金)必着

問い合わせ・応募先

　羽越河川国道事務所　工務第一課

　☎62－6032

河川愛護モニター募集

　有害鳥獣駆除の担い手を確保するため

の支援制度です。

対　象　村の有害鳥獣確保に協力いただ

ける人で、次のいずれかに該当する人

▷新たに第１種銃猟免許を取得し、猟銃

の所持許可証および狩猟者登録証の交

付を受けた人

▷新たにライフル銃の所持許可証および

狩猟者登録証の交付を受けた人

支援内容　▷健康診断料▷射撃教習受講料

▷ハンター保険料など 53,000円以内

その他　支援を受けるには事前に申請が必

要です。詳しくはお問い合わせください。

●狩猟試験日　▷７月９日(土)　 　　

▷９月11日(日)▷11月18日(金)

※各試験日において申込期間があります。

問い合わせ　農林観光課農林振興班☎64－1447

ちょうかい

てんちゅうけんくもすけ
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やまゆり大学開講式

第42回高齢者レクリエーション大会

第26回村民親善野球大会

第43回UP・DOWN関川マラソン

還暦のつどい

季節の料理教室

連盟会長杯野球大会

夏の健康登山(月山)

浴衣茶会

関川中学校わたしの主張大会

第48回村長杯野球大会

第62回成人式

・ ベ ト レ会 イ ン カ ン ー

講　座　名 開催日

おはなしの会とプチ工作
（絵本の読み聞かせ）

毎月第３土曜日
10時30分～11時30分

教　室　名 開催日

放課後子ども教室
※川北ふれあい自然の家ほか

毎週火曜日
放課後～18時

カヌー体験教室 ７月予定

活　動　名 開催日

荒川クリーン作戦

育成会総会・入団式・きのこの駒打

育樹を通じ自然を学ぶ日・フラワー作戦

ホタル観察会

緑の少年団岩船地区交流集会

きのこ採り体験

自然工作活動

６年生を送る会・退団式

 ４月３日(日)

 ４月16日(土)

 ５月14日(土)

 ９月３日見込

 12月17日(土)

 ２月18日(土)

平成29年度入団説明会  ３月１日(水)

10月中旬

７月２日(土)

おおいしダム湖畔まつり参加 ７月30日(土)

少年自然の家合宿 ８月19日(金)
　　～20日(土)

問い合わせ・申し込み先

村　民　会　館 ☎64－2134
歴史とみちの館 ☎64－1288

※日程は変更になることがあります。
※詳しい募集内容は「広報せきかわ：お知らせ版」で
　その都度お知らせします。

ダ大

村 会民 館 図 室書

子 もど 向 け

緑 少の 年 団

平成28年度

生涯学習カレンダー
平成28年度

生涯学習カレンダー



講　座　名 開催時期10
１

2

30

土

日

日

秋の健康登山(安達太良山)

村民グラウンドゴルフ大会

観光ボランティアガイド(秋まつり)

月 日 曜 大会・イベント

1

2

3

11

12

村民文化祭・菊花展(～11月３日)

第44回村民駅伝競走大会

村民芸能祭

クラブカップ卓球大会

１

３

23

27

第28回関川村柔道選手権大会４

第29回村民囲碁将棋大会

第７回村民ふれあい綱引き大会

11

26

エンジョイ！生涯楽習広場

村長杯６人制バレーボール大会　

12

19

火

木

水

日

日

土

日

体育関係者新春懇談パーティー18 水

日

日

やまゆり大学
(60歳以上の村民が対象)

季節の料理・お菓子作り講座

年10回

年 ２ 回

イベント・講座名 開催期間

山と花スライド解説会

歴史講座

４月～10月(月１回)※8月除く

７月・10月(各１回)

９月～11月（月１回）

１月23日(月)

史跡めぐり

企 画 展 名 開催期間

全国白鳥公募作品展

山岳協会写真展

新潟自然を撮す写真展

４月

５月

６月～７月

美術館めぐり

教　室　名 開催時期

健康教室（昼・夜の部)
随時、広報お知らせ版
で募集します

出前健康教室（ウォーキング・ラジオ
体操・みんなの体操地域巡回・ストレッ
チなど)

トレーニングルーム利用者講習会

希望によって随時
開催します

６月～随時

生 学 社 教涯 習 会 育

健 ス ー康 ポ ツ

イ ンベ ・ 座講

企 展画

ト

大 向人 け

歴 と史 み ち の 館

うつ



4

　平成28年度の自動車税の納期限は、５

月31日(火)です。納税通知書に記載され

ている金融機関やコンビニエンスストア、

地域振興局県税部窓口などで、早めの納

税をお願いします。

納税方法　最寄りの金融機関、ゆうちょ

銀行、コンビニエンスストア、地域振

興局県税部窓口で納めてください。

クレジットカード収納

インターネット(Yahoo!公金支払い)を

　利用してクレジットカード（　

　　　 などのロゴがあるもの）でも自

　動車税を納付することができます。

（６月１日以降は、ご利用できません）

　詳しくは新潟県税務広報ホームページ  

　「県税の窓口」をご覧ください。

　http://www.pref.niigata.lg.jp/zeimu/

問い合わせ　新発田地域振興局県税部

　　　　　　村上収税課☎52－7922

県 納期限内に納付ください
自動車税(納期限５月31日)から

　がけ崩れや地すべりなどの土砂災害は一瞬

のうちに尊い命や財産を奪ってしまいます。

総合窓口　役場建設環境課地域整備班

　☎64－1479へご連絡ください。

※寄せられた情報を確認して、関連する

部署へ連絡します。

▷関連する部署…国や県、村では林道担

当や防災担当

６月は土砂災害防止月間です
から

　大麻及びけしに係る事犯は、依然とし

て後を絶たない状況にあります。

　村上管内でも、不正大麻・けしが発見

されています。不正栽培や自生の大麻・

けしを撲滅しましょう。

　なお、発見したときは下記問い合わせ

先または村上警察署(☎52―0110)へご連

絡ください。

問い合わせ　村上地域振興局健康福祉部

地域保健課(村上保健所)☎53－8368

　たばこは吸っている本人だけでなく、

周りの人の健康にも影響を与えます。禁

煙により生活習慣病を予防しましょう。

　また、県では禁煙等に取り組む施設(禁

煙・分煙宣言施設)や禁煙タイム等をサー

ビスに取り入れる飲食店(健康づくり支援

店)を募集しています。お住まいの地域の

施設等は、県「健康にいがた２１」ホー

ムページをご覧ください。

問い合わせ　村上地域振興局健康福祉部

　地域保健課(村上保健所)☎53－8368

県 ５月１日～９月30日
不正大麻・けし撲滅運動から

県 ５月31日は世界禁煙デー
 ５月31日～６月６日は禁煙週間から

納期限　　　５月31日(火)

村
から

５月12日～18日は民生委員・児童委員の日 

活動強化週間です

家の周りや山、がけ、川などで
　　異常なところを見つけたら…

　民生委員・児童委員は、相談内容に応

じて適切な関係機関による支援への「つ

なぎ役」になります。

　妊娠、子育て、一人暮らし、健康・医

療、学校生活、生活費、介護、福祉サー

ビスなど、心配ごとや悩みごとがありま

したらお気軽にご相談ください。

※民生委員・児童委員には守秘義務があります。

問い合わせ　

　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

　犯罪や交通事故の被害者とそのご家

族・ご遺族の皆さんが１日も早く平穏な

生活を取り戻すことができるよう電話相

談、面談相談、直接的支援(裁判所・検察・

警察等への付き添い)を行っています。

相談電話　☎025－281－7870

　毎週月～金曜(祝日等除く)10時～16時

その他　相談・支援無料、秘密厳守

問い合わせ　公益社団法人　にいがた被

害者支援センター☎025－281－2131

　労使間の問題でお悩みではありません

か？労働者、事業主を問わず、県労働委

員会の委員が、労使紛争の適切な問題解

決に向けてアドバイスします。

と　き　５月22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、退職金、

　パワハラなどの労使間のトラブル

その他　費用無料で秘密厳守

　　　　事前申し込みによる予約制

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

心配ごと、悩みごと
ひとりで抱えていませんか？

県
から

無料の介護講座に参加してみませんか？

県
から

労働トラブル相談会
開催のお知らせ

村
から

納期限内の納付をお願いします
５月の納税予定一覧

税目(期) 問い合わせ

軽自動車税(全期) 税務会計課税務班
☎64－1451

他
団体

犯罪・人身交通事故被害の
電話・面接相談

教育委員会 教育課 学校教育班☎６４－１４９１・生涯学習班☎６４－２１３４

　平成28年６月１日現在で、全国すべて

の事業所・企業の皆さまを対象に“経済

の国勢調査”と言われる「経済センサス-

活動調査」が実施されます。

　調査のため、村がお願いした調査員が

５月中旬以降に各事業所を訪問し、調査

票をお配りします。

　インターネットでもご回答できます。

　調査にご協力をお願いします。

問い合わせ　総務課総務班☎64－1476

事業所・事業主の皆さんへ
　経済センサス-活動調査に
　　　　　　　　　　　　　ご協力ください

村
から

村

　新潟県社会福祉協議会「新潟県介護実習普及センター」では、県の委託を受け

て平成28年度県民介護知識・技術習得講座を開催します。家庭や地域における介

護に関心のある方など、どなたでも無料で参加できます。ぜひ、体験してみて下

さい。

受講対象者　一般県民　定　員　各コースとも30人程度　受講料　無料

ところ　新潟会場／新潟ユニゾンプラザ（新潟市中央区）

申込方法　電話もしくは直接「介護実習・普及センター」窓口へお越しください。

コース①　総合習得コース（全６日間、10時～16時）※初回のみ16時10分まで

　と　き　　９月コース、11月コース、12月コース

　内　容　介護保険制度の仕組みとサービス、認知症・高齢者・障がい者の理解、

　　　　　 基本介護技術の習得、家庭における緊急時対応、高齢者疑似体験 など

コース②　介護技術習得コース（全３日間、10時～16時）

　と　き　６月コース、10月コース、２月コース

　内　容　ベッド上・車イスへの移動、衣類着脱・排泄介助、寝たままの洗髪 など

コース③　介護体験・入門コース（10時～16時）

　と　き　７月30日(土)、８月７日(日)、８月21日(日)、２月26日(日)

　内　容　コース①、②から講義と実技を１コマずつ

問い合わせ・申し込み先　新潟県社会福祉協議会　新潟県介護実習・普及センター

　　　　　　　　　　　　（新潟市中央区）☎025－281－5525




