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村民会館から

　新潟県立文書館の職員が、関川村に古

文書の調査に来ます。

　古い文書をお持ちで、その内容を知りた

い方は、村民会館までご連絡ください。

問い合わせ　村民会館☎64－2134

と　き　▷７月24日(日)10時～▷８月７

日(日)９時～▷８月23日(火)19時～

ところ　ふれあいど～む

利用対象　高校生以上

その他　村民無料。申込制。参加証明書

を発行します。証明書がないとトレー

ニングルームの使用はできません。

問い合わせ・申し込み先　

  村民会館☎64－2134

古い文書（古文書）はありませんか

下関地区村民水泳プール一般開放

と　き　▷７月16日(土)～18日(月)

        　10時～15時

▷７月23日(土)～８月21日(日)

　平日10時～12時　土日10時～15時

ところ　下関地区村民水泳プール

その他　悪天候が予想される場合は開放

　　　しません。

問い合わせ　村民会館☎64－2134

他 ルールを守って釣りましょう
あゆ解禁日団体

問い合わせ　荒川漁業協同組合

 (関川村自然環境管理公社）☎64－0252

　８月１日(月)から「下関－坂町線」に

新しいバス停が設置されます。これに伴

い、運行経路の一部が変更されます。

　運賃や既存バス停の発着時間に変更は

ありません。

新設バス停：藤沢バス停

　　　　　　(荒川中央クリニック付近)

問い合わせ 新潟交通観光バス☎64－1102

種　別

釣り ７月５日(火)

８月１日(月)

８月21日(日)

８月15日(月)

８月21日(日)

７月５日(火)

９月15日(木)

投あみ

ウナワ

ゴロカケ

遊漁料金

区　域 解禁日

荒川全域
(禁漁区を除く)

温泉橋～
丸山大橋を除く

温泉橋～
丸山大橋間

温泉橋～
丸山大橋を除く

温泉橋～
丸山大橋間

高田橋下流～

年　券

１日券

8,000円

2,000円

荒川全域
(禁漁区を除く)

村 夏場は血液が不足します
献血にご協力願いますから

と　き　７月28日(木)

献血成分　全血献血（病院からの需要が

高い400ml献血のみの受付となります）

持ち物　運転免許証や健康保険証などの

本人を確認できるもの。

問い合わせ　健康介護班☎64－1472

ところ

グローバルウェー
ハズ・ジャパン
㈱関川工場

垂水の里

保健センター

12時30分～13時15分

14時15分～16時

９時30分～10時30分

時間

　「健脚・健脳うんどう日」の健脳の巻

で「スクエアステップ」という認知機能

を向上する運動を新しく始めます。

　併せて、「認知症サポーター養成講座」

も開催しますので、ぜひご参加ください。

と　き　８月２日(火)９時15分～受付

ところ　村民会館　大ホール

講　師　

　新潟リハビリテーション大学 田中先生

参加費　無料　

持ち物　内履き・水分補給用の飲み物・

　　　　動きやすい服装で参加ください。

申込締切　７月29日(金)

問い合わせ・申し込み先　

　地域包括支援センター☎64-1473

村 介護予防講演会
「認知症と運動の関係とは？」から

　８月１日から使用する高齢受給者証を

７月下旬に郵送します。受給者証は、国

保の保険証と一緒に世帯主あてに発送し

ます。受給者証が届いたら、記載事項を

確認し、誤りなどがありましたら、至急

ご連絡願います。

高齢受給者証とは

　70歳以上75歳未満の方には、所得などに

応じて自己負担割合が記載された「高齢

受給者証」が交付されます。

　適用は70歳の誕生日の翌月(１日が誕生

日の方はその月)から75歳の誕生日の前日

までです。お医者さんにかかるときは必

ず保険証と一緒に提示してください。

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

国保加入者で70歳以上の方へ
高齢受給者証を更新から

村

他 路線バス「下関－坂町線」
経路変更などについて団体

高校生等支援バス夏休み運休について　高校生等支援バスは、夏休みのため運休します。ご理解とご協力をお願いします。

　　運休期間　７月27日(水)～８月26日(金)※８月29日(月)から平常運転　問い合わせ　総務課企画財政班☎64－1476
村
から

ふれあいど～む
トレーニングルーム利用講習会

　村では、患者負担の軽減と国保の医療

費削減を目的に、今年度から「ジェネリ

ック医薬品差額通知書」を発送します。

ジェネリック医薬品とは

　後発医薬品ともいわれ、新薬（先発医

薬品）の特許期間が切れた後にほかの製

薬会社によって同じ成分、効能をもつ薬

を製造、販売する医薬品のことです。

　新薬（先発医薬品）に比べて薬を開発

する期間や費用が少なくてすむので、薬

の価格が安いのが特徴です。

　ジェネリック医薬品への切り替えにご

理解とご協力お願いします。

通知の対象者

　関川村国民健康保険に加入されている

方で、処方された新薬（先発医薬品）を

ジェネリック医薬品（後発医薬品）に変

更したときに薬代の自己負担額が一定額

以上軽減されると見込まれる方

※国保に加入されている方全員に届くも

のではありません。

送付予定日　7月下旬

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

村 国保のジェネリック医薬品
差額通知を送りますから



2教育委員会 教育課 学校教育班☎６４－１４９１・生涯学習班☎６４－２１３４

「ベルト締め　気をひき締めて　夏の道」
 ７月22日(金)～31日(日)は、夏の交通事故防止運動です！

　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。働きながら

大学を卒業したい、学びを楽しみたいな

ど、様々な目的で幅広い世代の方が学ん

でいます。

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　第１回募集 ～８月31日(水)

問い合わせ・資料請求先

　放送大学新潟学習センター

　☎025－228－2651

平成28年度自衛官募集国
から

※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

と　き　８月６日(土)９時～12時

ところ　関川村森林組合(上関)

募集人数　20名程度(関川村にお住まい

の方、山林を所有している方)

参加費　500円(昼食、ヤスリ)

内　容　・チェーンソーの目立ての理論

と実技　・正しい伐倒、玉切りの方法

その他　雨天決行。持ち物等はお問い合

わせください。

問い合わせ・申し込み先　

　関川村森林組合☎64－1249

募集種目 資 格
受付
期間

試験
期日

航空学生

一般曹
候補生

高卒(見込
含)21歳未
満の方

7/1
～
9/8

9/22

8/22～24

7/1
～
9/8

18歳以上27
歳未満の方

自衛官
候補生
(男子) 7/1

～
9/8

9/17

9/24

18歳以上27
歳未満の方

自衛官
候補生
(女子)

7/1
～
9/8

18歳以上27
歳未満の方

他
団体

放送大学10月入学生募集

　川で遊ぶときは急な増水に備え、河川

水位や降雨状況、土砂災害警戒情報など

を携帯電話などで確認しましょう。

　また、雨が降り始めたときは早めに非

難しましょう。河川水位情報はＮＨＫの

地上デジタル放送でも見れます。

●河川水位、降雨状況情報

　『検索ワード：新潟河川』

●土砂災害警戒情報

　『検索ワード：新潟土砂情報』

問い合わせ 県砂防課☎025－280－5424

　県河川管理課☎025－280－5414

正しい目立てでらくらく作業
目立て講習会

他
団体

と　き　７月29日(金)19時～20時

ところ　垂水の里駐車場

内　容　▷出店　▷盆踊り大会(仮装歓

　迎、参加者には景品をプレゼント！)

問い合わせ　▷関川愛広苑☎60-4025

▷垂水の里☎64-2322

▷ゆうあい☎64－3007

▷ケアハウスせきかわ☎64-1111

湯沢地区福祉施設合同夏祭り他
団体

　新潟県司法書士会では、県内の各司法

書士事務所において、無料相談を実施し

ます。

と　き・ところ　８月３日(水)・

　各司法書士事務所の営業時間内

相談例　▷相続を開始したが、土地や家

屋の名義をまだ変えていない。▷１人

暮らしの老後を安心して過ごしたい。

　▷何年も返済を続けてきたのに一向に

　　借金が減らない。▷アパートを退去す

　　る際、多額の原状回復費を請求された。

問い合わせ　新潟県司法書士会

　　　　　　☎025－244－5121

　社会を明るくする運動は、すべての国

民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人た

ちの改善更生について理解を深め、それ

ぞれの立場において力を合わせ、犯罪や

非行のない地域社会を築こうとする全国

的な運動です。皆様のご支援とご協力を

お願いします。

他
団体

７月は 社会を明るくする運動
強調月間です

と　き　７月28日(木)

　　　　18時45分～20時30分

ところ　やまゆり荘駐車場

　　　　※雨天時はやまやの里体育館

曲　目　炭坑節・花笠音頭・

　　　　水戸黄門音頭・山屋盆唄

その他　仮装での参加も大歓迎です。

　　　　参加賞もあります。

問い合わせ　やまゆり荘☎66－5666

　　　　　　やまやの里☎66－6954

他
団体

やまゆり荘・やまやの里
納涼盆踊り大会

採用職種　森林整備に関する業務　１人

応募資格(１)次のいずれかに該当する者

ア、４年制大学・大学院(研究生含む)で

林業経営学、造林学、林業工学等森林

林業に関する科目を履修し卒業した人

(見込み含む)で平成29年４月１日現在

の年齢が満29歳以下の人

イ、高等学校以上を卒業し、森林・林業

に関して５年以上の実務経験があり、

林業経営学、造林学、林業工学等森林

林業に関する知識を有する人

(２)普通自動車運転免許(AT限定不可・

取得見込み含む)を有する人

(３)wordやexcelを活用した文書作成や

表計算ができる人

受付期間　～７月28日(木)まで（郵送の

場合は７月28日(木)午後５時必着）

試験日・試験内容

▷第１次　８月７日(日)13時30分～

　　　　　筆記試験および小論文

採用予定日　平成29年４月１日

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 公益社団法人新

潟県農林公社総務課☎025－285－7711

他
団体

公益社団法人新潟県農林公社
職員募集

※試験期
日は、い
ずれか１
日を指定 9/25～26

(29年３月
高校新卒
者予定者
除く）

県 川をよく知ろう！
川で遊ぶときはチェックから

　日本遺族会では、「戦没者遺児による慰

霊友好親善事業」の参加者を募集します。

　戦没者の眠る地まで赴き、心ゆくまで

慰霊追悼を行い、現地の方と友好親善を

深めましょう。

実施地域　▷マリアナ諸島▷トラック・

パラオ諸島▷東部ニューギニア▷ボル

ネオ・マレー半島▷フィリピン▷ソロ

モン諸島▷ミャンマー▷台湾・バシー

海峡▷中国　など

参加資格　戦没者の遺児

実施時期　７月上旬～平成29年３月下旬

参加費　10万円(変動の場合あり)

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

　県福祉保健部福祉保健課援護恩給室

　☎025－280－5180

国 戦没者遺児の皆さんへ
慰霊友好親善事業 参加者募集から

相談
案内

８月３日は司法書士の日
記念無料相談会を実施します


