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村民会館イベント

と　き　８月15日(月)

　受付９時～９時20分 開会９時30分～

ところ　村民会館　大ホール

対　象　平成７年４月２日～

　　　　平成８年４月１日に生まれた方

内　容　記念式典・記念写真撮影など

第62回 成人式

 児童扶養手当と特別児童扶養手当の認

定を受けている方は、８月１日現在の状

況を提出ください。

現況届　７月下旬に郵送しています。届か

ない方は住民福祉課へご連絡ください。

提出期限

児童扶養手当…８月31日(水)まで

特別児童扶養手当…８月12日(金)～

　９月12日(月)まで

※期限内に提出がないと８月以降の手当

が受け取れなくなる場合があります。

問い合わせ・提出先　福祉保険班64－1471

児童扶養手当・特別児童扶養手当
「現況届」を忘れずに！

村
から

　食材本来のうまみを活かした料理で健

康について学びながら、皆さんと一緒に

楽しいひと時を過ごしましょう。

と　き　８月25日(木)９時～受付

　　　　９時30分～14時

ところ　村民会館調理室・休養室

定　員　15名(男性・女性大歓迎)

持ち物　一番最近の健康診断結果、

　エプロン、三角巾、米半合、

　自宅の味噌汁(塩分測定希望の方のみ)

参加費　300円

申込期限　８月15日(月)

その他　送迎もできます。希望者には、

自宅の味噌汁の塩分測定も行います。

問い合わせ・申し込み先　

　住民福祉課 管理栄養士☎64－1472

生活習慣病予防教室
～あなたの体・食事編～

村
から

施設名など

役　場

診療所

問い合わせ 11日(木・祝) 12日(金) 13日(土) 14日(日) 15日(月) 16日(火) 17日(水)

村民会館

図書室

し　尿

ごみ(村上市)

光兎こども館

学童保育所

ごみ(公衛社)

ど～む

ゆ～む

路線バス

☎64－1441(代表)

☎64－1051

☎64－2134

☎64－1726

住民福祉課福祉保険班
☎64－1471

ごみ処理場☎60－2430
建設環境課水道環境班

☎64－1479

管理公社64－0252

公衛社☎64－2182

新潟交通観光バス(株)
下関営業所☎64－1102

休み

13時～18時

９時～22時

回収：ごみ収集日程表どおり　持ち込み：13日(土)11時～15日(月)までは不可

くみ取りの申し込み
公衛社☎62－5121へ
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問い合わせ　村民会館　64－2134
村 村有住宅入居者募集から

所　　在　下関地内のメゾネット住宅

募集戸数　世帯向け１戸（３ＬＤＫ）

月額家賃　40,000円

※入居条件として、45歳以下の者で構成

する世帯であること。

メ ゾ ン 下 関 Ａ

所　　在　上関地内の３階建て

募集戸数　１戸(１Ｋ、２階)

月額家賃　30,000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　８月12日(金)

　　　　　　入居時期　９月１日(木)

※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

村
から

関川診療所の休診について
★休診日　８月５日(金)１日

　　　　 　  19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)

村
から

ゆ～む休館日変更について

★休館日　

問い合わせ

　関川村自然環境管理公社☎64－0252

８月17日(水)→８月24日(水)

に変更します。

第48回村長杯野球大会　　とき ８月16日(火)８時～　ところ 村スポーツ公園　申込締切 ８月８日(月)　

組み合わせ抽選会　８月８日(月)村民会館で19時～　問い合わせ　村民会館☎64－2134
村
から



　県では、猟銃による狩猟や有害鳥獣捕

獲に関心のある方を対象として、研修会

を開催します。

と き ８月27日(土)

　　　９時30分までに集合

ところ　巻射撃場(新潟市西蒲区)

募集人数　50人程度

申込方法　電話か県の環境ポータルサイ

ト「環境にいがた」ページから申込み

参加費　無料

内　容　▷射撃見学や模擬銃の体験

　▷野生鳥獣の捕獲に関する講習会

　▷若手ハンター体験談　ほか

申込締切　8月26日(金)12時まで

問い合わせ・申し込み先　県庁環境企画

課鳥獣保護係☎025－280－5152

　建退共制度は、中小企業退職金共済法

に基づき建設現場労働者の福祉の増進と

建設業を営む中小企業の振興を目的とし

て設立された退職金制度です。

　国の制度なので安全、確実、申込み手

続きは簡単です。

加入できる事業主　建設業を営む方

対象労働者　建設業の現場で働く人

掛金　日額310円

建退共から事業主の方へお願い

▷「建設業退職金共済手帳」を所持して

いる労働者が、建設業界を引退すると

きは忘れずに退職金を請求するよう指

導して下さい。

その他　建退共制度の一部変更など、詳

しくはお問い合わせください。

問い合わせ　

　建退共新潟支部☎025－285－7117

　村では、県建築士会岩船支部と協力し

て、住宅の耐震診断費用の補助制度を行

なっています。この制度で耐震診断をし

た場合は、自己負担１万円で住宅の耐震

診断ができます。

対　象　▷昭和56年５月31日以前に建築

された２階までの木造住宅

▷村内の所有者自ら居住している住宅

▷１戸建て住宅(店舗、事務所など住宅

以外の用途を兼ねる住宅は延べ面積の２

分の１以上を住宅用としているものに限

ります)　▷村税を完納していること

補助額　耐震診断経費から１万円を差し

引いた額(上限95,000円)

申請方法　申請書(建設環境課にありま

す)を記入し、関係書類を添えて提出

申請期間 ８月１日(月)～９月30日(金)

※診断補助を受けた方で耐震改修が必要

な住宅は耐震改修工事の補助もありま

すので詳しくは問い合わせください。

問い合わせ・申し込み先

　建設環境課地域整備班☎64－1479

村
から

自己負担1万円で木造住宅の
耐震診断を実施しています

　国保加入の40歳以上の方で、今年度ま

だ特定健診を受診していない方は、施設

健診をご利用ください。

健診期間　平成28年８月17日～

　　　　　平成29年１月31日

受診医療機関

　▷関川診療所 ▷佐藤内科小児科医院

健診費用　2,000円

（ただし40・45・50・55歳の方は1,000円）

注意事項　施設健診申込者には案内を送

付します。申し込みしていない方で受

診したいときは問い合わせください。

問い合わせ　健康介護班☎64－1472

　または福祉保険班☎64－1471

村
から

40歳～74歳の国保加入の皆さんへ

施設健診のご案内

県
から

第２回「 銃による狩猟等の
体験研修会」参加者募集！

県
から

わたしの主張
村上・岩船地区大会

　公益財団法人明るい選挙推進協会・都

道府県選挙管理委員会連合会等は全国の

児童・生徒を対象に、明るい選挙啓発ポ

スターを募集します。未来を担う皆さん

の多数の応募をお待ちしています。

応募規定　①内容　明るい選挙を呼びかけ

ることを、自由に表現してください。

②応募資格　

　小学校児童、中学校・高等学校の生徒

③募集期間　9月9日(金)まで

④提出先　

　関川村選挙管理委員会(関川村役場内)

その他　詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ　新潟県選挙管理委員会

　　　　　　☎025－280－5057

納める時期　▷第１期　８月31日(水)まで

　▷第２期　11月30日(水)まで

納税窓口　８月10日頃に納税通知書を送

付しますので、最寄りの金融機関・郵

便局・地域振興局県税部で納めてくだ

さい。

口座振替　預金口座のある金融機関で申

し込みください。

▷今年の７月～９月に申込みをした場合

　→今年の第２期分から

▷今年の10月～来年６月に申込みをした

場合→来年の第１期分から

問い合わせ　

　新発田地域振興局 県税部 課税課

　☎0254－26－9024

県
から

個人事業主の皆さん
個人事業税の納税はお早めに

県
から

明るい選挙啓発ポスター
作品募集！

他 平成28年度自衛官等募集団体

問い合わせ　自衛隊新発田地域事務所

　　　　　　0254－26－5619

募集種目

推薦
９月５日
～８日

９月５日
～８日

９月５日
～30日

９月５日
～30日

９月５日
～30日

９月24・25日

１次
９月24日

１次
11月５・６日

１次
10月29日・10月30日

１次
10月15日

総合
選抜

一般
(前期)

防衛医科大学校
医学科学生

高卒(見込含)21歳未満の者

防衛医科大学校
看護学科学生

(自衛官候補看護学生)

高卒(見込含)21歳未満の者

高卒(見込含)21歳未満の者
(自衛官は23歳未満)

高卒(見込含)21歳未満の、成績優秀
かつ生徒会活動等に顕著な実績を
修め、学校長が推薦できる者

高卒(見込含)21歳未満の者
(自衛官は23歳未満)

資　格 受付期間 試験期日

※受験応募資格等の詳細は、自衛隊新発田地域事務所にお問い合わせください。

 郡市内の各中学校から代表に選ばれた

11人が自分の考えを発表します。皆さん

のご来場をお待ちしています。

と　き　８月20日(土)12時50分～

ところ　村上市教育情報センター

その他　入場無料。村上東中学校吹奏楽

部の皆さんによる演奏も披露されます。

問い合わせ　村上地域振興局健康福祉部

　企画調整課☎53－8361

他
団体

知っていますか？
建退共制度



 「親子で川遊び」

と き ８月９日(火)

　　　17時30分～18時30分

ところ　役場３階 大会議室

テーマ　「災害・その時の村職員の対応

は/新潟地震や羽越大水害の体験から」

講　師　副村長 佐藤 忠良 ほか

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

村
から

役場職員研修講座 
一般村民参加者募集

　今年はツキノワグマの主なエサとなる

山の堅果類(ブナやナラの実)の凶作が予

想されます。エサを求めて多くのクマが

人里へ下りてくる可能性が指摘されてい

ます。

●出会わないために　

▷山にクマがいるのは当たり前。地域の

出没情報に注意する。▷朝、夕の薄暗

い時間帯の行動を極力避ける。

▷単独行動を避け、農作業中も鈴やラジ

オを鳴らす。

●引き寄せないために

▷生ゴミや、不要な農作物や果実など、

エサとなるものは放置せず土に埋める。

▷山野にあるお墓のお供え物、キャンプ

や登山で出たゴミは必ず持ち帰る。

▷ヤブや茂みは刈り払い、クマが出没し

にくい環境をつくる。

●目撃や痕跡を見つけたら

　役場や最寄りの警察署にご連絡下さい。

問い合わせ　

　農林観光課農林振興班☎64－1447

村
から

ツキノワグマに 
注意しましょう

　鷹の巣ダムでは、降雨などで川の水が

増えると予想されるとき、事前にダムゲ

ートから放流を行い、大きな出水に備え

災害防止に努めています。ダムゲートか

ら放流開始する10分前には、サイレンや

スピーカーを鳴らして周辺の皆さんにお

知らせします。放送後は川の水が急に増

えますので、すぐに川からあがって安全

なところに避難するようお願いします。

スピーカーの放送内容

「こちらは鷹の巣ダムです。ただ今から

上流鷹の巣ダムにおいて放流を行います

ので、川の水が急に増えてきます。河川

にいる人は危険ですからすぐにあがって

ください」(２回繰り返します)

サイレンを鳴らす方法

　約２分間サイレンが吹鳴「60秒吹鳴－

10秒休止－60秒吹鳴」

問い合わせ

　東北電力㈱鷹の巣発電所☎64－3575

他
団体

災害防止に備えて！
鷹の巣ダムでは放流を行います

県
から

肝炎ウイルス検査を
受けましょう

 「肝炎ウイルス検査」を受けたことが

ありますか？

　検査を受けることで感染を早期に発見

し、適切な治療を受けて肝硬変や肝臓が

んを予防することができます。

　検査は保健所で無料で受けられます。

(一部条件があります)

　まだ一度も検査を受けたことがない方

は、検査を受けることをお勧めします。

※検査は、前日までに申し込みが必要です。

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)☎53－8371

県
から

腸炎ビブリオ食中毒に注意！

 腸炎ビブリオ食中毒は、激しい腹痛や下

痢、発熱等を引き起こす食中毒で、刺身な

どを原因として夏場に多く発生します。下

記ポイントに注意して予防しましょう。

【予防のポイント】

①調理前に魚体を真水でよく洗い、エラや

内臓を除去した後も再度洗いましょう。

②使用した調理器具は、洗浄後、熱湯や

漂白剤などで消毒しましょう。

③魚介類は低温(４℃以下)で保管し、調

理後はすぐ食べましょう。

④生魚を扱った後は、せっけんで手洗い!

問い合わせ　村上地域振興局健康福祉部

　(村上保健所)衛生環境課☎53－8371

　上土沢竹灯籠の会は、お盆の８月13日

に旧土沢小学校で竹灯籠にローソクの火

を灯し先祖への「迎え火」をします。み

なさまのご参加をお待ちしています。

と　き　８月13日(土)18時～(雨天順延)

ところ　旧土沢小学校(グラウンド・庭園)

内　容　5000本の竹灯籠に参加された方

全員で火を灯します。土沢産コシヒカ

リおにぎりふるまいあります。(200個)

演　奏　オカリナ・琴・篠笛・笛太鼓・

　　　ギター演奏(高校生特別出演)

問い合わせ　上土沢竹灯籠の会　

　　　　　　代表・岡田周一☎64-1702

　魚といっしょに泳いだり、川の流れに身を任せたり、魚とりにたき火・・・

　関川村の子どもたち、故郷に帰省する子どもたちなど。楽しい川遊び教えます。

と　き　８月13日(土)　９時30分集合～14時解散

ところ　集合：七ヶ谷ふるさと会館　　会場：大石川(鮖谷橋下)

活動内容　川遊び、かじか捕り、羽釜で炊飯、生き物観察会　

    　　　ほかにも楽しい企画が盛りだくさん！夏休みの自由研究に最適！

参加料　子ども、大人ともに１人500円（当日徴収）

申込方法　Eメール、ハガキ等で「郵便番号、住所、参加者氏名、年齢(学年)、

連絡先電話番号」を添えてお申し込みください。

その他　増水時は中止。朝８時決定で電話連絡します。受け入れ人数に限りが

ありますので早めにお申し込みください。

問い合わせ･申し込み先　タランペクラブ代表　加藤克徳☎090－1432－4873

携帯メール：kajikataro-taranpe@docomo.ne.jp　

Eメール：tarannpeclub@yahoo.co.jp

はがきあて先　〒959－3234　関川村大字鮖谷213

旧米沢街道を再現
5000本の竹灯籠で迎え火を

他
団体

　新潟県では、家庭、職場、地域において、性別による役割分担意識にとらわ

れずにいきいきと活動している姿で、男女共同参画を身近なものとして感じら

れるような写真を募集しています。最優秀賞には３万円分のギフトカードを進

呈します。多数のご応募をお待ちしています。

応募締切　９月30日(金)必着　※詳しくは県のHPをご覧ください。

応募先・問い合わせ　〒950－8570　新潟市中央区新光町４番地１

　新潟県県民生活・環境部　男女平等社会推進課☎025－280－5142

県
から

タランペクラブ　夏の陣　タランペクラブ　夏の陣　  「親子で川遊び」

携帯メールQRコード

平成28年度

「みんなが主役！男女共同参画フォトコンテスト」

村
から



関川村自治功労者表彰式(10:00～、村民会館大ホール)
乳児(４、５か月児)相談（受付13:10～13:30、保健センター）

目立て講習会(9:00～12:00、関川村森林組合)
あらかわ大祭花火大会(19:45～21:00、荒川橋付近）

放課後子ども教室　夏休み版（９:00～、村民会館）
役場職員研修講座(17:30～18:30、役場大会議室)

山の日
藤島蔵書一般公開(９:00～16:00、川北ふれあい自然の家)

特定健診結果説明会（９:45～11:15、13:40～15:00保健センター）
わたしの主張郡市大会(12:50～、村上市教育情報センター)

竹灯籠迎え火（18:00～、旧土沢小グラウンド）
タランペクラブ「親子で川遊び」(９:30　七ヶ谷ふるさと会館集合)

[立秋]
ど～むトレーニングルーム利用講習会(9:00～、ど～む)
第67回新潟県消防大会ポンプ操法競技会
(11:30～入場行進、糸魚川市姫川河川敷右岸)

関川診療所１日休診

第62回成人式（受付９:00～、村民会館大ホール）

第48回村長杯野球大会（８:00～、村スポーツ公園）

夏の区長会議（15:30～、役場大会議室）

関川診療所午後休診(午前は通常どおり診療)

村長杯野球大会組み合わせ抽選会(19:00～、村民会館）

介護予防講習会・認知症サポーター養成講座
(9:15受付～、村民会館大ホール)
特定健診結果説明会（～８月３日まで）

村上地区交通安全協会関川支部ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ大会(９:00～、ど～む)

日 曜 行　事　予　定

日 曜 行　事　予　定

８月
ど～むトレーニングルーム利用講習会(19:00～、ど～む)
幼児歯科健診（２歳・２歳半・３歳半児）
（受付13:00～13:45、保健センター）

花火大会（19:00～、高瀬温泉周辺）
大盆踊り大会（20:00～、高瀬ふるさと会館前駐車場）

関川中学校２学期始業式
8.28羽越水害殉難者供養祭（10:00～、湯沢観音公園）
安全祈願祭・ミニ大蛇パレード（17:30～、おりのの碑［蛇喰］）

大蛇パレード（９:30～12:15、垂水の里～役場前）
ステージイベント(10:15～、村役場前)
ゲスト出演パレード(11:00～、「道の駅」関川～村役場前)
福まき（大蛇パレード終了後、村役場前）
IVUSA大交流会(18:00～、村民会館アリーナ)

ゆ～む休館日

関川小学校２学期始業式

生活習慣病予防教室(９:00受付９:30～14:00、村民会館調理室)

１ 月

２ 火

３ 水

４ 木

５ 金

６ 土

７ 日

８ 月

９ 火

10 水

11 木

12 金

13 土

14 日

15 月

16 火

17 水

18 木

19 金

20 土

９月

23 火

22 月

21 日

24 水

25 木

26 金

27 土

28 日

29 月

30 火

31 水

１ 木

２ 金

３ 土

４ 日

５ 月

4

●上映作品　「夏の星空（へびつかい座にまつわるギ

リシャ神話の話し）」「太陽」

●上映日　８月６日(土)・７日(日)・９日(火)

　10日（水）・11日(木)・12日(金)・13日(土)

　20日（土）・21日（日）・27日（土）

●上映時間［日曜日］①午前11時②午後１時③午後３時

　　　　［日曜日以外］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　「にせ本尊」「きつね女房」

　　　　　　「としがみさま」「すりばちをなめた猫」

●上映日時　８月６日（土）午前10時～11時

●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）※15日はお休み
太極拳教室（10:00～11:30、村民会館大ホール）※第１月曜は休み
リフレッシュ健康教室(19:30～20:30、村民会館休養室)

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

◆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 ８月１日　 ９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

働く人の

電話

相談室

高齢者と

その家族

の 相 談

認知症相談　８月４日(木)・18日(木)

　　　　　　13時30分～16時30分

法律相談　８月１日(月)・８日(月)・15日(月)・

　　　　　22日(月)・29日(月) 13時30分～16時

不動産の鑑定・利活用の相談　

　相談日時は、その都度調整となります。

税金相談　相談日時は、その都度調整となります。

※いずれも予約制

ところ　(社)新潟県社会福祉協議会

申し込み先　新潟県高齢者総合相談センター

　(新潟県社会福祉協議会内)☎025－285－4165

　一般社団法人日本産業カウンセラー協会

は、９月10日の世界自殺予防デーに合わせ

て「働く人の電話相談室」を開設します。

　仕事、人間関係、生活などのさまざまな

相談に産業カウンセラーが対応します。

開設期間　９月９日(金)～11日(日)

受付時間　10時～22時

受付電話番号　☎0120－583358


