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村民会館イベント

と　き　７月９日(土)

　５時に村民会館集合～18時00分

ところ　月山(志津口からの往復)

コース紹介　姥沢口からリフトを利用し

て最短コースを登ります。登りの時間

は２時間から２時間半程度、最も花の

多い時期で、頂上ではクロユリに会え

るかもしれません。

募集人数　先着40名　

参加費　2,130円

      (リフト代往復、美化協力金含む)

申込締切　７月４日(月)※悪天候は中止

その他　参加申込みの方は詳しい要項　

を送付します。

申し込み先　村民会館☎64－2134

夏の健康登山「月山」

と　き　７月３日(日)８時30分～

ところ　村スポーツ公園

申込締切　６月27日(月)

組み合わせ抽選会

　６月27日(月)村民会館で19時～

申し込み先　村民会館☎64－2134

連盟会長杯野球大会

季節の料理教室「灰汁笹巻」

と　き　７月６日(水)13時30分～15時

ところ　村民会館調理室

内　容　灰のあく水に浸したもち米でつ

くる笹巻、独特の風味と歯触り、その

つくり方を習います。

講　師　須貝 やすよさん(高田)

申込締切　６月29日(水) 参加費　無料

申し込み先　村民会館☎64－2134

←裏面(４ページ)に第24回参議院議員通常選挙の日程等についてお知らせがあります。

と　き　７月２日(土)８時30分に

　　　　高田地区ふるさと会館集合

コース　薬師山(386.7ｍ)　

参加費　500円

持ち物　おにぎり、飲み物など各自登山

に必要なもの。インスタントラーメン

１袋と水500ml(登頂後大鍋でラーメン

を作ります。)

申込締切　６月27日(月)

申し込み先　川北郷体育協会

　☎090－1056－3356(会長：小澤仁)

川北登山(薬師山)他
団体

　渡邉邸の茶室(通常は非公開)にて、茶

会を開催します。茶道石州流阿部社中の

皆さんが、浴衣姿でおもてなし致します。

と　き　７月16日(土)

　13時～19時(最終受付18時30分)

ところ　渡邉邸　新座敷茶室

料　金　前売券　　800円(入館料込)

　　　　当日券　1,000円(入館料込)

問い合わせ・前売券の申し込み先

　渡辺家保存会事務局☎64－1002

渡邉邸ゆかた茶会他
団体

他 関川村プレミアム商品券
 参加加盟店を募集します団体

あ  く

村
から

「還暦のつどい」中止について

　平成28年度「還暦のつどい」(対象者

Ｓ31.４.２～Ｓ32.４.１生まれの方)は

世話人会議の結果、諸般の事情により

中止いたします。

　参加を予定していた皆様には、急な

ご連絡となり誠に申し訳ございません。

問い合わせ　村民会館☎64-2134

と　き　７月16日(土)～８月21日(日)

　▷平日　９時～正午　▷土・日曜日　

　９時～16時(天候により閉館日あり)

ところ　下関地区村民プール

対　象　高校生以上で泳ぎができる方

募集人数　２～４名

申込締切　６月30日(木)

その他　詳細はお問い合わせください

問い合わせ　村民会館☎64-2134

　関川村商工会では、お得な買い物がで

きる「プレミアム商品券」を７月５日

(火)から発売します。

　この商品券は、村内の消費拡大と地域

経済の活性化を目的に販売するもので、

現在、参加加盟店を募集しています。申

込締め切りは６月28日(火)までです。

　商品券発売についての詳しいことは、

６月15日号の折り込みチラシなどでお知

らせします。

問い合わせ　関川村商工会☎64－1341

下関地区村民プール監視員募集村
から

　村上岩船婚活事業プロジェクト実行委員会では、独身男女の婚活を応援します！

　貸切のフェリーに乗って、海に沈む夕日を見ながら、素敵な出会いを探しませんか？

と　き　８月21日(日)14時～21時（受付開始13時30分）

ところ　岩船港(村上駅より無料シャトルバスが出ます)

イベント内容　▷観光名所スタンプラリー　▷ＢＢＱ＆交流会　

　▷ナイトクルージング＆マッチングタイム　など※雨天時は内容変更の場合有り

参加対象者　20代～40代の独身男女(学生は除く)　

募集人数　男女とも定員20名ずつ(定数を超えた場合は抽選)

参加費・参加条件　▷男性　3,000円・村上市、関川村、粟島浦村に住所を有する方　

　　　　　　　　　▷女性  　500円・住所は問いません

応募方法　６月30日(木)までに村上市ＨＰ(下記ＵＲＬ)よりお申し込みください。

　　　　　 http://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/10/konkatsu.html

事前セミナー　※男性対象のセミナーとなります。(参加必須)

　　　　　　　７月24日(日)午後開催予定・マナボーテ村上（生涯学習センター）

問い合わせ　村上市役所政策推進課企画政策室☎53－2111

～粟島と共に～
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他 「まちづくりのニナイテ講座」
受講生の募集団体

　地域に貢献したい、自分のアイデアを

活かしてまちづくりをしたいなど、まち

づくりや地域活動をリードするキーマン

になるためのスキルやノウハウを学ぶこ

とができます。

とき・場所・内容

①７月21日(木)19時～21時・

　「能力を引き出す技」など

②７月31日(日)10時～17時・

　「まちづくりのストーリー作成」など

③８月８日(月)19時～21時・

　「仲間作りとアイデア出し」など

④８月20日(土)13時～17時・

　「事業プランづくり」など

※①②③は村上市教育情報センター

　④はマナボーテ村上

定　員　30名(全4回受講できる方優先)

受講料　無料(昼食代等は自己負担)

申込締切　７月１日(金)

その他　詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ・申し込み先 村上地域振興局

　企画振興部地域振興課☎52－7231

　個人事業者等の記帳の仕方について、

説明会を開催します。

　対象は、事業(営業)・不動産・農業所

得のある白色申告者、または新規(平成28

年分～)の青色申告者です。

※平成26年１月から事業や不動産貸付等

を行う全ての方に、記帳・帳簿書類の

保存が義務づけられています。

とき・対象　６月28日(火)

▷10時～　事業(営業)所得者・不動産所得者

▷13時30分～　農業所得者

ところ　村上市民ふれあいセンター

持ち物　筆記用具

その他　申し込みは不要です。直接会場

にお越しください。

問い合わせ

　村上税務署個人課税部門☎53－3143

　移住者の受入について考える研修会を

新潟県と共催で開催します。※参加無料

と　き　７月５日(火)19時～21時

ところ　村民会館１階会議室

内容(予定)　①行政説明「村の人口減少

と今後の施策について」

②講義「移住者を受け入れる目的と、受

け入れにあたって地域で何が必要か」

③意見交換

講　師　NPO法人十日町市地域おこし

　実行委員会代表　山本 浩史氏

申込締切　６月24日(金)

問い合わせ・申し込み先　

　総務課企画財政班☎64－1476

「移住者の受入について
考える研修会」を開催します

村
から

　農地は農業生産の基盤となるため、宅

地などの土地利用計画と調整しながら、優

良農地の確保を進める必要があります。

　農地を宅地などの農地以外に利用する

ときは、許可申請や届出など一定の手続

きが必要になります。農地の転用には、

法律の規制がありますので、一時的な転

用も含め、事前にご相談ください。

問い合わせ・相談先　農業委員会事務局

　(農林観光課内)☎64－1447

農地転用には
 許可・届出が必要です！

村
から

　遊休農地の状況などを把握するため、

村内全域の利用状況を調査します。農地へ

立ち入ることやお話を伺うこともあります

が、ご理解とご協力をお願いします。

期　間　６月中旬～７月下旬

調査方法　農業委員と農業委員会職員など

が農地を見回り、耕作放棄している農

地などの調査をします。

問い合わせ　農業委員会事務局

　　　　　　(農林観光課内)☎64－1447

農地利用状況調査
(農地パトロール)の実施

村
から

　取引や証明に使用するはかりは、県が

行う定期検査を受けなければなりません。

　定期検査は、２年に１回行われ、今年

がその年になります。

　新たに事業を始めたり、拡大すること

により、はかりを使用することになった

方は、下記のとおりお申し込みください。

　なお、平成26年度に受検された方は、

後日文書で事前調査を行いますので、ご

連絡の必要はありません。

申込締切　６月30日(木)

検査予定　９月９日(金)　役場裏車庫

問い合わせ・申し込み先　

　農林観光課商工観光班☎64－1478

はかりの定期検査
・・・村

から

　医療費通知は、医療費のしくみや皆様

の健康に関する認識を深めていただくた

めのお知らせです。

送付予定　　平成28年６月下旬

対象診療月　平成27年12月診療分から

　　　　　　平成28年2月診療分

通知の内容

・世帯内で受診された方の名前

・受診した医療機関の名前

・受診日数

・医療費の総額　など

その他　▽世帯分をまとめて世帯主へ通

知します

▽対象診療月に受診者がいない世帯へは

通知されません

▽通知を希望されない世帯は6月22日ま

でに連絡ください

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

※受験応募資格等の詳細につきましては、

各種目の募集事項を必ずご確認ください。

問い合わせ・申し込み先　自衛隊

　新発田地域事務所☎0254－26－5619

受験資格　①平成28年４月１日現在で、高

校(中等教育学校)を卒業した日の翌日か

ら起算して３年を経過していない者およ

び平成29年３月までに高校(中等教育学

校)卒業見込みの者　

②人事院が上記①に掲げる者に準ずると認

める者

試験の程度　高等学校卒業程度

申込締切　▷郵送または持参申込の場合　

　６月20日(月)～22日(水)

※６月22日(水)までの通信日付印有効

▷インターネットの場合　６月20日(月)

　９時～６月29日(水)【受信有効】

申込専用アドレス

http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

第１次試験日　平成28年９月４日(日)

問い合わせ　関東信越国税局　

　人事第二課　試験係☎048－600－3111

国保の医療費通知を送ります
村
から

平成28年度自衛官募集国
から

個人事業者等の記帳説明会国
から

税務職員採用試験国
から

募集種目 資 格
受付
期間

試験
期日

～
6/20 6/26

7/9
6/21
～
7/4

自衛官
候補生
(男子)

18歳以上27
歳未満の方

防衛省では、自衛官等を募集しています。

相談
案内

　新潟県弁護士会では、「男女共同参画

週間」に合わせて、ＬＧＢＴの権利問題

に特化した電話法律相談を実施します。

と　き　６月23日(木)10時～22時

相談内容　ＬＧＢＴの権利に関すること。

相談電話番号

☎0570－045533(ナビダイヤル・当日限り)

その他　相談無料。秘密は固く守られます。

問い合わせ　

　新潟県弁護士会☎025－222－5533

男女共同参画週間
ＬＧＢＴ電話法律相談

・・・

・・・

「意識をカイカク。男女でサンカク。社会をヘンカク。」６月23日(木)～29日(水)は、
「男女共同参画週間」です。　　問い合わせ　新潟県男女平等社会推進課☎025-280-5142
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注意事項

★胃がん検診を受診する方へ

▷バリウムアレルギーのある方、妊娠中

の方、ペースメーカ装着中の方、検査

当日も含め３日間排便のない方等、そ

の他にも検診受けられない場合や、検

診を受けるにあたって主治医の許可が

必要な場合についても案内文に記載が

ありますので、案内文をよくご確認の

うえ受診して下さい。

▷前日の20時から検査終了まで食べ物、

アルコールを摂取しないでください。

▷受診当日、水または白湯は検査３時間

前までであれば飲んでも構いません。

牛乳やジュース類は飲まないでくださ

い。喫煙はしないでください。

★７月９日(土)に胃がん検診と胸部レン

トゲンの両方を受けられる方は、胸部

レントゲンを先に受けてから胃がん検

診を受けるようにしてください。

★大腸がん検診の便を役場に提出される

方は、必ず９時30分までにお持ちくだ

さい。※時間遵守のこと

★検診を申し込んだ方で受診しないとき

は、受診しない理由を受診票に記入し

て、住民福祉課へ必ず届けてください。

★申し込みをしていない方や80歳以上の

方で受診を希望するときは、住民福祉

課へご連絡ください。

★検査の結果、異常のない方には通知し

ませんので、ご了承ください。

胃がん

大腸がん

６月28日(火)

６月29日(水)

６月30日(木)

７月１日(金)

７月２日(土)

７月４日(月)

７月５日(火)

７月６日(水)

７月７日(木)

７月８日(金)

７月９日(土)

35歳以上の申込者

40歳以上の申込者

7:30～9:00

7:30～9:00

7:30～9:00

7:30～9:00

7:30～9:30

7:30～9:00

7:30～9:00

7:50～9:30

7:50～9:30

7:50～9:30

7:30～9:30

上土沢集落開発センター

大島集落開発センター

山本公会堂

七ヶ谷地区ふるさと会館

九ヶ谷地区ふるさと会館

下川口集落センター

関川村保健センター

関川村保健センター

高田地区ふるさと会館

関川村保健センター

小見前新田集落センター

中束集落センター

むつみ荘

女川地区ふるさと会館

関川村村民会館

上土沢

大島・下土沢

山本・幾地・鍬江沢

蔵田島・久保・鮖谷・安角・大石・金俣

沼・片貝・聞出・金丸・八ツ口

下川口・荒川台・大内渕・上川口

辰田新・打上・内須川

下関1組～11組・該当地区で受けられない人

高田・桂・平内新

勝蔵・南赤谷・下関12組～

松平・滝原・上野山・小見・小見前新田・松ヶ丘

蕨野・中束・田麦千刈・上新保・蛇喰

高瀬・沢・湯沢

上野原・深沢・若山・上野新・朴坂・

上野・小和田・南中・宮前

上関全域・該当地区で受けられない人

35歳～39歳…1,500円・41歳～…1,000円

500円

検診の種類

と　き 時　間 ところ 対象地区

対　象　者 料　　　金

胃がん・大腸がん検診
早期発見のために申し込みした方は必ず受診してください

胃がん検診は前日の20時
から飲食が制限されます

村
から

※40歳と50歳は無料

他 家庭犬のしつけ方教室団体

　犬の健康管理方法を学ぶ講義講習と、

愛犬と一緒に参加して犬のしつけ方を学

ぶ実技講習を行います。

▷講義講習

と　き　７月10日(日)13時30分～15時

ところ　村上地域振興局健康福祉部

講師　さかまち動物病院　鈴木正芳院長

　警察犬渡部訓練所　渡部志郎所長

定 員　40名　※受講料無料

▷実技講習（全３回）

と　き　７月18日(月・祝)・24日(日)・

　31日(日)各日とも10時～11時30分

ところ　警察犬渡部訓練所

講師　警察犬渡部訓練所　渡部志郎所長

定　員　各回15名　受講料　500円

その他　実技講習は先着順です。１回か

ら参加できますが、講義講習を必ず受

講してください。全日程参加者は修了

証をお渡しします。

申込締切　７月５日(火)

問い合わせ・申し込み先 村上地域振興局

　健康福祉部(村上保健所)衛生環境課

　☎53－8371

他 えちご「清流荒川」
フォトコンテスト作品募集団体

　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

他 ６月28日(火)13時30分～
労務セミナー「就業規則」団体

　県では、事業主の方を対象に労務管理

の改善に向けたセミナーを開催します。

今回のテーマは「就業規則」です。

と　き　６月28日(火)

　13時30分～15時30分(受付13時～)

ところ　新潟県立生涯学習推進センター

対象者　新潟県内事業所の事業主、

　　　　総務担当者　など

内　容　▷見直しが必要な就業規則とは

▷労働基準法と就業規則　▷服務規律

▷残業代と労働時間管理　など

定　員　先着180名　参加費　無料

講　師　新潟県労働相談アドバイザー

　特定社会保険労務士　相馬 篤哉氏

問い合わせ・申し込み先

　新潟地域振興局　企画振興部労政課

　☎025－231－8171、FAX025－266－5250

問い合わせ　住民福祉課 
健康介護班☎64－1472

と き ６月20日(月)17時30分～18時30分

ところ　役場３階 大会議室

テーマ　「食の月間とメンタルヘルス」

講　師　役場住民福祉課健康介護班

　佐々木主任保健師、竹田栄養管理士

その他　予約不要。参加費無料。

問い合わせ　総務課総務班☎64－1476

役場職員研修講座 
一般村民参加者募集

村
から
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　任期満了に伴う、参議院議員通常選挙

が６月22日(水)公示、７月10日(日)投票

の日程で行われます。

　選挙権年齢が引き下げられて初めての

選挙です。日本の未来のために、責任あ

る１票をお願いします。

①参議院新潟県選出議員選挙

　→候補者１名の氏名を書いてください

②参議院比例代表選出議員選挙

→政党名または候補者の氏名を１つ書

いてください

第24回 参議院議員通常選挙
投票日は７月１０日(日) 投票時間は７時～１８時まで

期日前投票は６月２３日(木)～７月９日(土)８時30分～20時まで

選挙の種類と投票用紙の記載

　今回の選挙で村内の投票所で投票でき

るのは、満18歳以上(平成10年７月11日

以前生まれ)の方です。ただし、最近転

入や転出した方は投票の仕方が変わりま

すのでご注意ください。

　詳しくは、一覧表(投票条件など)をご

確認ください。

投票できる方 ※選挙権年齢引下げ

　各世帯にハガキで郵送されます。世帯

主名で郵送されて行きますので必ず開封

してください。

　開封していただくと最大６人分の「投

票所入場券」個人情報が記載されていま

すので各自切り離して、投票所へお持ち

ください。

※期日前投票も同様となります。

投票入場券

　候補者の氏名・経歴・政見などを掲載

したものです。

　配付は７月１日以降の予定です。

問い合わせ　

　関川村選挙管理委員会(総務課内)

　☎64－1446

選挙公報

　投票日前でも本人が直接、投票箱に投

票できる制度です。

期日前投票できるのは　投票日に仕事や

冠婚葬祭の予定のある方、レジャーや

買い物で投票区外に出かける方など

期　間　６月23日(木)～７月９日(土)

時　間　８時30分～20時

会　場　関川村役場３階 大会議室

その他　可能なかぎり入場券(ハガキ)を

ご持参ください。印鑑は不要です。期

日前投票宣誓書の該当する事由に○を

つけるだけです。

期日前投票

不在者投票ができるのは　入院中、施設

入所中、遠方で就労中などの理由で投

票所へ行けない方

期　間　６月23日(木)～７月９日(土)

郵便でも可能　

　一定基準を満たしている方に限ります

が、郵便での投票も可能です。

※一定基準…重度の身体障害者の方や要

介護の方など

※手続きには時間を要しますのでお早め

に申請ください。

不在者投票

投票できる

方の条件

前日前投票

・

不在者投票

６月23日(木)～７月９日(土)

８時30分～20時

役場３階 大会議室

転　入

転　出

選挙種類 参議院新潟県選出議員選挙 参議院比例代表選出議員選挙

期　　間

時　　間

会　　場

期日前

投票

不在者

投票

一覧表（投票条件など）

◆◆◆　最近、転入や転出した方の投票方法　◆◆◆

満18歳以上の方(平成10年７月11日以前生まれ)ですが、最近、転入や転出

した方は、投票の方法が決まっていますので、ご注意ください。 

▼平成28年３月21日以前に他市区町村から転入し、引き続き

村内に住所を有する方…関川村で投票 

▼平成28年３月22日以後に他市区町村から転入した方で前住

所地に３か月以上住んでいた方…前住所地で投票 

※郵便等投票の交付請求期限は７月６日(水)ですので、 　

　お早目に手続きしてください 

▼平成28年３月22日以後に関川村から転出した方(関川村に

３ヵ月以上住んでいた方)で転出先市区町村の選挙人名簿に

登録されていない方…関川村で投票

※可能なかぎり入場券(ハガキ)をご持参下さい(印鑑不用)

※閉庁日や17時15分以降は通用口からお入りください

※エレベーターをお気軽にご利用ください 

投票区

投票場所について　※７月10日(日)７時～18時投票場所について　※７月10日(日)７時～18時

投票所 対象地区

第１投票区

第２投票区

第３投票区

第４投票区

関川村役場

村民会館

(図書室側入り口)

七ケ谷地区

ふるさと会館

上土沢集落センター

下関／辰田新／打上／勝蔵
／南赤谷／内須川

上関／下川口／荒川台／高
瀬／沢／湯沢

山本／幾地／鍬江沢／上土
沢／下土沢／大島

蔵田島／久保／鮖谷／金俣
／大石／安角／上川口

投票区 投票所 対象地区

第５投票区

第６投票区

第７投票区

第８投票区

はなみの里

金丸集落開発センター

女川地区
ふるさと会館

川北ふれあい自然の家

大内渕／片貝／聞出／沼

金丸／八ツ口

第９投票区 田麦千刈
生活改善センター

田麦千刈

松平／滝原／上野山／小見
／小見前新田／平内新／高
田／桂／松ヶ丘

上野原／深沢／上野新／若山／
上野／小和田／中束／蕨野／上
新保／蛇喰／南中／宮前／朴坂


