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村民会館イベント

歴史館イベント

と　き　６月18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

問い合わせ　村民会館☎64-2134

史跡めぐり

と　き　６月28日(火)

　８時30分歴史館出発～16時30分

コース　阿賀町(津川城址、津川河港

跡、狐の嫁入り屋敷 ほか)

講　師　小林 弘さん(新発田市)

参加費　無料(施設入館料必要の場合は

各自負担)

定　員　20名　持ち物　昼食・水・雨具

申込締切　６月21日(火)

問い合わせ　歴史とみちの館☎64－1288

とらいあすろんＰＬＵＳ大会

　関川村、村上市、胎内市のスポーツ推

進委員などが共同で企画した大会です。

今年は、スリッパ卓球・玉入れ・カーリ

ンコンの３種目で得点を競います。

と　き　７月10日(日)10時～

ところ　村民会館アリーナ

申込締切　６月20日(月)　

参加費　１チーム1,500円

その他　小学生以上(小学生のみは不可)

　　　　１チーム５～６人でエントリー

申し込み先　村民会館☎64－2134

おはなしの会
「絵本の読み聞かせとプチ工作」

　村では、自殺防止「生ぎろで」キャン

ペーン企画として、テレビ・ラジオなど

で活躍中の露の団姫さんを講師に仏教落

語と命の講演をしていただきます。

と　き　６月５日(日)

　13時30分～15時20分(12時30分開場)

ところ　村民会館大ホール

講師プロフィール　

露の団姫(つゆのまるこ)

1986年生まれ 上方落語

協会所属の落語家。

2011年 天台宗で得度。2012年 比叡山行

院で四度加行を受け正式な天台僧とな

る。昨年「ぶっちゃけ寺」で大ブレーク。

定　員　250名（入場無料）

その他　入場券が必要です。(役場住民福

祉課、村民会館でも入場券を配布します)

問い合わせ・入場券配付

　住民福祉課健康介護班☎64－1472

　すずかけ・やまやの里・みどりの家・

浦田の里４施設合同の運動会を開催しま

す。みなさまお誘い合わせのうえ、ぜひ

ご来場ください。

と　き　６月15日(水)

　　　　10時30分～14時15分

ところ　パルパーク神林(神林総合体育館)

問い合わせ　すずかけ☎66－8045

６月15日(水)10時30分～
４施設合同運動会を開催します

他
団体

　親指ピアノの第一人者サカキマンゴー

さんが今年も関川村にやってきます。

　みんなで遊んで楽しみましょう！

問い合わせ・申し込み先

　teamえぶり  近☎090－5818－4050

　音屋OTOYA 田村☎090－2244－8937

と　き　６月10日(金)18時30分～

ところ　光兎こども館

参加費　子ども無料、

　　　　大人1,500円(当日2,000円)

サカキマンゴーさんの
音あそびといのちのまつり

他
団体

村 村有住宅入居者募集から

村
から

所　　在　上関地内の３階建て

募集戸数・月額家賃

▷１戸(１Ｋ、２階)・30,000円

▷１戸(１ＬＤＫ、３階)・35,000円

▷世帯向け１戸(２ＤＫ、１階)・38,000円

上　関　住　宅

所　　在　高瀬地内の平屋建て

募集戸数　２戸(２Ｋ)　

月額家賃　25,000円

高　瀬　住　宅

所　　在　下関地内の３階建て

募集戸数　３階の１戸　

月額家賃　所得に応じて決定

　※世帯の収入に制限があります。

★共通事項　申込締切　６月15日(水)

　　　　　　入居時期　７月１日(金)

※申し込み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

宮　越　住　宅

露の団姫(つゆのまるこ)さん
仏教落語と命の講演

ＵＰ・ＤＯＷＮ第43回関川マラソン大会 　と  き　６月19日(日）９時スタート　ところ　ふれあいど～む

当日はコース内で交通規制を行います。路上駐車などないようにご協力願います。　問い合わせ　村民会館☎64－2134
村
から

　関川村共同募金委員会では、防災や防犯

対策の取り組みを地域で進める活動並び

に地域での課題解決に向けての福祉推進

活動を支援するために助成を行います。

対象事業　①地域での防犯や見守り活動

②地域での防災に備えた支援活動

③地域での課題解決に向けて福祉の推進

を目的とした活動

対象団体　集落・コミュニティ・地域福祉

活動を行う民間の非営利団体・グループ

対象事業年度　28年度(平成28年８月～

平成29年３月31日までに実施する事業)

助成基準　①１団体20万円以内

②申請事業費の90％以内(千円未満切捨)

応募方法　所定の要望書、添付書類を関

川村共同募金委員会に提出

申請締切　６月30日(木)消印有効

その他　詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ　関川村共同募金委員会

　　　　　　(関川村社協内)☎64－0111

社
協

「安心・安全・地域の支え合い
支援」を助成します

「死なないで 生きて あなたは宝物」

みんなあつまれ ！ ファミリーライブ
マンゴーさんと音あそび

　明治、大正、昭和の時代を経て

今もなお何かが産まれる。

と　き　６月12日(日)17時30分～

ところ　旧齋藤医院の母屋とお庭

入場料(１ドリンク付き)

　前売り2,000円、当日2,500円

サカキマンゴー いのちのまつり　
コンサート
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　平成29年度用の小・中学校教科書の展

示会を開催します。どなたでも閲覧でき

ます。ぜひご覧ください。

と　き　６月17日(金)～７月２日(土)

　平日…９時～19時 土日…９時～17時

　閉館日…６月20日(月)、27日(月)

ところ　村上市中央図書館

　　　　(村上市教育情報センター内)

※朝日支所でも６月17日(金)から７月６

日(水)までの間、平日の９時～17時ま

で開催しています。(土日は除く)

問い合わせ　

　村上教科書センター☎72－6882

他
団体

村
から

対象者　▷子宮がん……20歳以上の女性

のうち平成29年４月１日時点で偶数年

齢の方(20,22,24,26歳…の方)

▷乳がん……40歳以上の女性のうち平成

29年４月１日時点で偶数年齢の方

(40,42,44,46歳…の方)

検診料　▷子宮がん…… 800円

▷乳がん……40歳代   1,800円

　　　　　  50歳以上 1,000円

持ってくるもの　▷受診票▷問診票

▷乳がん検診を受ける方はバスタオル

注意事項　

▷自分の対象地区の日に受診できない方

はほかの日に受診してください。

▷両方受診する方は、子宮がん検診が終

わってから乳がん検診の受付をしてく

ださい。

▷検診を申し込んだ方で受診しないとき

は、理由を受診票に記入して住民福祉

課へ提出してください。

▷検診を申し込んでいない方で、受診を

希望する方は住民福祉課へご連絡くだ

さい。

問い合わせ

　住民福祉課健康介護班64－1472

月 日 対象地区 受付時間 ところ

６月15日(水)

保健
センター

下関・九ヶ谷 午前 子宮がん　 8:50～ 9:30
乳がん　　 9:40～10:30

子宮がん　12:30～13:20
乳がん　　13:30～14:30

子宮がん　 8:50～ 9:30
乳がん　　 9:40～10:30

子宮がん　12:30～13:20
乳がん　　13:30～14:30

午後

午前

午後

四ヶ字・女川

湯沢・川北

上関・霧出・
七ヶ谷

６月22日(水)

６月15日(水)・６月22日(水）２日間行います！
婦人がん検診（子宮がん・乳がん検診）

※子宮がん検診と乳がん検診を

　同日に行います

平成29年度用
小・中学校教科書の展示

他
団体

守ろう！電波のルール

　農地中間管理機構から農用地等の借受

を希望される方は、「農用地等借受申出

書」の提出が必要です。認定農業者、

人・農地プランの中心経営体(担い手)、

および農用地等を借り受ける可能性があ

る方は忘れずに提出して下さい。

申込期限　６月30日(木)必着

申込方法　「農用地等借受申出書」を作

成して農林観光課に提出

その他　申出書は、村および県農林公社 

農地中間管理機構のHPからもダウン

ロードできます。

問い合わせ　

　農林観光課農林振興班☎64－1447

村
から

農地中間管理事業にかかる
農用地等借受申出について

村 児童手当「現況届」
６月分支給しますから

【児童手当の概要】

支給月額　▷３歳未満(一律)15,000円

▷３歳～小学校卒業まで

　第１・２子　10,000円

　第３子以降  15,000円

▷中学生(一律)10,000円

▷所得制限に該当する方  5,000円

支給時期　６月・10月・２月の年３回

　　　　（それぞれ前月分までを支給）

問い合わせ・提出先

　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

　児童手当を受給している方は、毎年６

月１日現在の児童と保護者の状況を記入

した現況届の提出が必要です。

※現況届を提出しないと６月以降の児童

手当が差し止めになりますので必ず提

出ください。

現況届が必要な方

　中学校卒業までのお子さんを養育し、

現在児童手当を受給している方

※現況届用紙などは５月下旬に郵送

提出期限　６月30日(木)

※公務員は勤務先で手続きしてください。

教育委員会 教育課 学校教育班☎６４－１４９１・生涯学習班☎６４－２１３４

６月は「不正改造車排除強化月間」　不正改造は犯罪です！
不正改造車を見かけたら情報をお寄せください。「不正改造車・黒煙110番」☎025－285－3125

村
から

関川診療所の休診について

★休診日　６月10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。

６月の児童手当支給

２月～５月分を６月10日(金)に振り

込みます。

　村では歯周病を早期発見し、治療や歯

科指導を行う目的で成人・妊婦歯科健診

を実施しています。この機会にぜひ受診

してください。

対象者▷今年度30・40・45・50・55・

60・70歳になる方で、健康診査調査票

において受診希望された方▷妊婦の方

受診期限　６月１日～(妊婦は４月１日

　～)平成29年３月31日まで

受診先　

　岩船郡村上市歯科医師会所属の歯科医院

健診費用　無料

その他　対象の方には受診案内を送付し

ます。詳細は案内をご確認ください。

問い合わせ　

　住民福祉課健康介護班64－1472

　６月１日から10日は、

電波利用環境保護周知啓発

強化月間です。私たち

みんなの財産である電波の

良好な利用環境を守るため、不法無線局

をなくし、電波を正しく使いましょう。

問い合わせ　信越総合通信局

【無線設備への混信・妨害などの情報】

　監視調査課☎026－234－9976

【テレビ・ラジオなど放送の受信障害】

　受信障害対策官☎026－234－9991

村
成人・妊婦歯科健診のお知らせから

主　催　大石・山と川に親しむ会　　

と　き　６月18日(土）小雨決行

９時に大石ダム湖畔県民休養地

　　　　おおいし自然館前に集合

※歩きやすい靴と服装、雨具と昼食を

用意してください。

※山菜入り豚汁を振る舞います。

参加費　1人500円(当日集めます) 

申込締切　６月16日(木）定 員 先着40名

申し込み先　大石・山と川に親しむ会

　高橋☎(ＦＡＸ兼用) 64－2170

他
団体

大石川源流と月夜平
ブナ原生林探訪会
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受付時間　８時～11時30分

▷内科　新患のみ受付：月曜日は１診・

２診、火曜～金曜日は１診／その他の

外来：再診専門／消化器外来：火曜・

水曜・金曜全て再診のみで予約

▷外科　月曜は10時から診療

▷整形外科　受付10時30分まで

▷眼科　火曜は手術のため、受付11時まで

▷産婦人科　全て予約（再診、紹介患者

当院で一次検診した要精密検査者）

▷耳鼻咽喉科　月曜・水曜・金曜は

　13時30分～15時30分まで

▷歯科　全て予約制

　糖尿病は、初期には無症状ですが、

血糖コントロールが悪い状態で何年も

放置しておくと失明や透析が必要にな

ることがある怖い病気です。

　坂町病院では、糖尿病の教育入院を

平成８年から実施しています。

　この機会に糖尿病の知識を身に付け

てみませんか。

糖尿病教室入院Ａ

　(スタンダードコース：５泊６日)

平成28年度スケジュール

　(全て日曜から金曜まで)

　６/12～17・７/10～15・９/４～９

10/16～21・11/13～18・１/22～27

３/５～10

糖尿病教室入院Ｂ

(ショートコース：２泊３日(金～日))

スケジュールは問い合わせください

問い合わせ・申し込み先　

　県立坂町病院62－3111

受付方法

▷初めての方、診察券をお持ちでない方

は申込用紙を記入して保険証などと一

緒に受付１番窓口へ提出

▷診察券をお持ちの方は保険証などと一

緒に受付１番窓口へ提出

予約方法　

▷予約の方は直接予約してある科へ

▷予約以外にも受診したい科があるとき

は受付1番窓口へ申し出ください。

　次回からの予約は診療科の看護師に相

談ください。

▷予約の変更をしたいときは、なるべく午

後に診療科へ直接電話で相談ください。

医療相談　坂町病院には医療相談室があ

ります。各種申請・施設利用希望な

ど、お気軽に何でも相談ください。

　詳しくは、診療科の看護師または受付

窓口へ問い合わせください。

患者さんの声　より良い医療サービスを

提供できるよう、「患者さんの声」の

投書箱を設置しています。日頃感じて

いるご意見をお寄せください。

専門外来　ストーマ外来は外科に、

　フットケア外来と透析予防外来は内科

にご確認ください。

問い合わせ

　県立坂町病院☎62－3111

糖尿病教育入院者募集

県立坂町病院外来診療のご案内 平成28年６月１日現在

階 月 火 水 木 金

内　　科

整　形　外　科

眼　　　　　科

１　診

【総合診療外来】
第1～3･5週 近 幸吉

【内科新患】
第2･4週 9:30～

新潟大学

姉﨑　一弥 姉﨑　一弥

田邊　靖貴

黒川　　允

五十嵐　仁

関根　輝夫

丹呉　益夫

鈴木　　薫

近　　幸吉 新潟大学【循環器】

今田　研生今田　研生
新潟大学 新潟大学

今田　研生
新潟大学

今田　研生

第１～4週  今田　研生

奇数週 新発田病院
偶数週 新潟大学

今田　研生

新潟大学 新潟大学

今田　研生
（予約制）

今田　研生
（予約制）

関根　輝夫鈴木　　薫 丹呉　益夫 黒川　　允

杉山　幹也14:00～

安斎　博隆13:30～
【消化管】
再来予約のみ

新潟大学【循環器】

新潟大学10:00～

新潟大学新潟大学

第2､4週 新潟大学

鈴木　薫

新潟大学

冨田　　広島田　哲也
島田　哲也

第２・４週　冨田

冨田　　広
冨田　　広

予約のみ 予約のみ

第１週　鈴木
ペースメーカー

外来

五十嵐　仁 
10:00～

黒川　允14:00～
再来予約のみ

黒川　允

鈴木　　薫

小泉　　健
(新潟大学)

鈴木　　薫

近　　幸吉10:00～近　　幸吉10:30～

島田　哲也
冨田　　広

五十嵐　仁

補綴Ⅰ
(義歯)

保存Ⅱ 
(歯冠修復)
(歯周病治療)

保存Ⅰ 
(歯内療法)

補綴Ⅱ
(歯冠修復)

口腔外科
(抜歯)

上田　　潤
受付11:00まで

羽入　貴子
(新潟大学)

林　良太
(新潟大学)

鈴木　丈雄
(新潟大学)

１　診

２　診

２　診

ストーマ外来10:00～

１　診
２　診

３　診

４　診

５診(場所は眼科)

乳児健診 13:30～

喘息外来 14:00～

予防接種 13:30～

小児科

フットケア外来

産 婦 人 科(午後)

耳鼻咽喉科(午後)

皮　膚　科(午前)

泌 尿 器 科(午前)

歯科(日本歯科大学)

人 間 ド ッ ク※

外　　科

午
　
後

午
前

県
から

受付時間などについて

五十嵐　仁13:10～
糖尿病透析予防外来

再来予約のみ

【肝臓】
再来予約のみ

冨田･島田(予約及び紹介のみ)

第２週　渡部和敏
第４週　三輪　仁
（新発田病院）

第2･4高村(新潟大学)



関川村戦死病没者慰霊祭（10:30～、村民会館大ホール）

銃による狩猟等の体験研修会(９:30集合、長岡地域振興局)

乳児相談（4、5か月児）(受付13:10～13:30、保健センター）

定例村議会初日（10:00～、役場３階議場）

荒川水防訓練（９:30～、荒川左岸小見橋下流河川敷）
サカキマンゴー いのちのまつり(17:30～、旧齋藤医院の母屋とお庭)

第43回ＵＰ・ＤＯＷＮ関川マラソン大会
（開会式８:30～、せきかわふれあいど～む）

マンゴーさんと音あそび ファミリーライブ(18:30～、光兎こども館)

村民親善野球大会(8:30～、関川中学校グラウンド)
歌とおどりと笑いの饗宴（開演10:00～、村民会館アリーナ）
むらかみマルシェ(10:00～15:00、村上地域振興局駐車場)
自殺防止講演会(13:30～15:20、村民会館大ホール)

ゆ～む休館日
婦人がん(子宮がん・乳がん)検診（保健センター）
（子宮がん　午前の部 受付８:50～９:30、午後の部 受付12:30～13:20）
（乳がん　　午前の部 受付９:40～10:30、午後の部 受付13:30～14:30）
４施設合同運動会(10:30～14:15、パルパーク神林)

大石川源流と月夜平ブナ原生林探訪会
（９:00におおいし自然館前に集合、月夜平のブナ原生林）
おはなしの会とプチ工作（10:30～11:30、村民会館図書室）

日 曜 行　事　予　定 日 曜 行　事　予　定

６月 [夏至] 
すくすく離乳食講習会(10:00～11:30、保健センター)

郡市ポンプ操法競技会(13:00～、神林農村環境改善センター)

婦人がん(子宮がん・乳がん)検診（保健センター）
（子宮がん　午前の部 受付８:50～９:30、午後の部 受付12:30～13:20）
（乳がん　　午前の部 受付９:40～10:30、午後の部 受付13:30～14:30）

史跡めぐり(８:30に歴史館出発～16:30、阿賀町の史跡)
記帳説明会(▷事業(営業)所得者・不動産所得者、10:00～12:00
　　　　　    ▷農業所得者、13:30～15:30、村上市民ふれあいセンター)
胃がん・大腸がん検診（～７月９日まで　日曜除く、
※時間と場所については６月15日号お知らせ版に掲載します）

１歳６か月、３歳児健診（受付12:50～13:30、保健センター）

連盟会長杯野球大会(８:30～、村スポーツ公園)

１ 水

２ 木

３ 金

４ 土

５ 日

６ 月

７ 火

８ 水

９ 木

10 金

11 土

12 日

13 月

14 火

15 水

16 木

17 金

18 土

19 日

20 月

７月

23 木

22 水

21 火

24 金

25 土

26 日

27 月

28 火

29 水

30 木

１ 金

２ 土

３ 日

４ 月

５ 火

4

●上映作品　「春の星空（らくだ座の話）」

　　　　　　「太陽系グランドツアー」

●上映日　６月５日（日）・11日（土）

　　　　　　　19日（日）・25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

　まんが日本昔ばなしを上映します。

●上映作品　「雷と悪者」「安珍清姫」「かみそり狐」

　　　　　　「佐吉舟」

●上映日時　７月２日（土）午前10時～10時50分

●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

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

九ヶ谷・七ヶ谷・湯沢地区　健脚・健脳うんどう日～健脚の巻～
 (10:30～11:45、村民会館大ホール)

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

◆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

TEL５３－７５１１

カレンダー ６月１日　 ７月５日

情報ひろば
村上市教育情報センター

広報せきかわは、資源保護のため再生紙を使用しています。

相談案内
相談は無料で、秘密

は堅く守られます
こころの

健　　康

相 談 会

常　設

行政相談

と　き　６月23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　６月21日(火)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　６月21日(火) ９時30分～11時30分

ところ　関川村社会福祉協議会会議室

相談員　行政相談委員　伊藤　敏

問い合わせ　総務課総務班☎64－1476

女 性 の

健  　康

相 談 会

休日労働

相 談 会

と　き　６月14日(火) 13時30分～（一人30分程度）
ところ　村上地域振興局健康福祉部（村上保健所）
担当医　健康福祉部長　佐々木綾子（産婦人科医）
申込締切　６月13日(月)まで
申し込み先　村上地域振興局健康福祉部
　　　　　　地域保健課☎53-8368

と　き　６月19日(日) 13時～16時30分
方　法　面談(事前予約要)または電話
　　　　(労働相談専用電話☎025－232－6110)
ところ　新潟地域振興局(新潟市中央区) 
相談内容(労働者側)残業代が支払われない など
　　　　(事業主側)問題社員がいて困っている など
その他　平日も労働相談を行っています。


