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　福島県の名峰、高さ1,700mの安達太良

山は高村光太郎の「智恵子抄」でも知ら

れた山です。また、紅葉でも有名な山で

すので、ぜひこの時期に登ってみましょ

う。ゴンドラリフトを利用すれば１時間

半程度で頂上に着きます。

と　き　10月１日(土)

　　　　５時に村民会館集合～18時

ところ　安達太良山　登り１時間半、

　　　　下り２時間半の周回コース

募集人数　40名　

参加費 1,900円(ゴンドラリフト代含む)

申込締切　９月26日(月)

その他　参加申込みの方には詳しい要項

を送付します。

申し込み先　村民会館☎64－2134

秋の健康登山「安達太良山」

と　き　10月９日(日)８時00分～

ところ　村上市営あらかわゴルフ場

参加費　3,000円

申込締切　９月26日(月)

第18回村民ゴルフ大会

　村では下記の方が医療機関で支払う医

療費の一部を助成しています。

①老人医療費助成(県老)

対象者　▷65歳以上70歳未満で、ひとり

暮らし、または寝たきりの方

②重度心身障害者医療費助成(県障)

対象者　▷１～３級の身体障害者手帳ま

たは養育手帳Ａをお持ちの方

③ひとり親家庭等医療費助成(県親)

対象者　▷母子・父子家庭または父母が

いない家庭で18歳未満の子とその子を

養育している方

▷父または母が一定以上の重い障がいに

ある世帯の子

※①～③の医療費助成は所得制限があり

ます。

④精神障害者医療費助成

対象者　▷精神保健および精神障害者福

祉に関する法律第５条に規定する精神

障害者

主な病名　統合失調症・精神作用物質に

よる急性中毒またはその依存症、知的

障害、精神病質その他の精神疾患を有

する者

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

村 医療費助成のお知らせから

　日ごろの創作活動の成果発表の機会と

して、今年も関川村文化祭において作品

を募集します。

と き 11月１日(火)～11月３日(祝・木)

　９時～17時※３日のみ15時まで

募集作品　絵画・書道・陶芸・写真・押

花・生け花・手芸・園芸・趣味作品など

申込方法　出品申込書を村民会館に提出

　※申込書は村民会館にあります。

申込締切　10月21日(金)

その他　詳細は広報せきかわお知らせ版

　10月１日号に掲載いたします。

問い合わせ　村民会館☎64－2134

村 関川村文化祭作品募集から

←裏面(４ページ)に新潟県知事選挙の日程等についてお知らせがあります。

村民会館イベント
問い合わせ　村民会館　64－2134

と　き　９月17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

おはなしの会
「絵本の読み聞かせとプチ工作」

と　き

▷10月１日(土)①９時～②10時10分～

▷10月13日(木)19時～

▷10月18日(火)19時～

ところ　ふれあいど～む

利用対象　高校生以上　

定　員　先着20名　

受講料　村民無料(村外の方は100円)

持ち物　運動できる服装、室内用運動靴

その他　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。

申し込み先　村民会館☎64－2134

ふれあいど～む
トレーニングルーム利用講習会

　日本や海外で起こる人権問題に関する

講演とギター演奏もしていただきます。

と　き　９月26日(月)18時～19時30分

ところ　村民会館大ホール

講　師　クラシックギター奏者

　　　　佐々木勇一 さん

その他　申込不要・入場無料 

問い合わせ　総務課総務班☎64－1476

村 ９月26日(月)18:00～
人権講演会を開催しますから

「人と出会い、見て感じてきたこと」

　県立坂町病院活性化協議会では、病院

の医師確保および診療機能充実強化等を

促進するために、県立坂町病院活性化促

進大会を開催します。

と　き　10月８日(土)10時～12時

ところ　胎内市産業文化会館

　　　　(胎内市新和町2-5)

内　容　▷第１部「活性化促進大会」

　　　　▷第２部「記念講演」

演　題 「咳に対する考え方や治療につ

　　　　いて」

講　師　県立坂町病院 内科医長

　　　　黒川 允先生

参加費　無料

問い合わせ　健康介護班☎64－1472

病院の医師確保などを推進
坂町病院活性化促進大会

村
から

関川診療所の休診について
★休診日　９月23日(金)１日

　　　　 　  30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)

まこと

他
団体

※受験応募資格等の詳細につきましては、

各種目の募集要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

平成28年度
自衛官候補生募集

国
から
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「夕暮れは　早めのライトと　反射材」　９月２１日～３０日 秋の全国交通安全運動

他 アユ禁漁(産卵のため)団体

　アユ保護のため、採捕禁止期間中のア

ユ釣りは絶対にやめましょう。

と　き　10月１日(土)～15日(土)

問い合わせ

　荒川漁業協同組合☎62－1163

　新潟県司法書士会では、10月１日の

「法の日」にちなんで、県内各司法書士

事務所において下記のとおり、無料で相

談を行います。

と　き　10月１日(土)～10月７日(金)

　　　　各事務所の執務時間内

ところ　県内の各司法書士事務所

相談内容　登記・訴訟・相続・多重債

務・悪徳商法など市民生活一般に関す

る法律相談をお受けします。

その他　相談無料。秘密は固く守られます。

問い合わせ　

　新潟県司法書士会☎025－244－5121

相談
案内

１０月１日は「法の日」
司法書士無料相談を開催

　司法書士、土地家屋調査士、人権擁護

委員が困りごとの相談に応じます。

と　き　10月５日(水)10時～15時

ところ　村民会館

相談内容　

▷建物の新築・増築、取り壊し、土地の

分筆、地目変更、土地や建物の売買、

相続、抵当権などの登記の問題　

▷いじめや差別などの人権問題

▷金銭の貸借、多重債務などの法律問題

その他　相談無料。秘密は固く守られます。

　村外でも別日程で開催されています。

　詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ　

　新潟地方法務局村上支局☎53－2390

　村上市に村上簡易裁判所があります

が、家庭裁判所の出張所も併設されてお

り、離婚や遺産分割、成年後見など家庭

内の問題を解決するための手続き案内や

申立ての受付を行っていることをご存じ

ですか？

　また、村上出張所では、通常は家事事

件の手続き案内や受付業務のみを行って

いますが、遠方の相手方との話し合いに

電話を利用したり、調停委員会が同出張

所へ出張して調停を行うという方法がで

きる場合もあります。詳しくは、最寄り

の裁判所にお問い合わせください。

※家事事件の手続きの概要・各種説明・

　Ｑ＆Ａは裁判所のＨＰをご覧ください。

問い合わせ　

▷新潟家庭裁判所村上出張所

　☎0254－53－2066

▷新潟家庭裁判所新発田支部

　☎0254－24－8255

相談
案内

「法の日」週間
くらしの無料相談
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後援　花子　２０歳③

10/22　浦和①

〒９５９-△△△△
岩船郡関川村○○-○

②

④０２５6-○○-△△△△

⑥希望枚数（２枚まで）

⑤メールアドレス（お持ちの方）

⑦後援会資料請求（任意）
ご希望の方は空白部分に
「希望する」とご記入下さい。

他 みんなでアルビを応援しよう！
関川村民を無料ご招待団体

　国土交通省では、９月・10月を「自動

車点検整備推進運動強化月間」として実

施しています。

　自動車は、使用期間や走行距離に応じ

て劣化するもので、本来の安全・環境性

能を維持するためには、自動車ユーザー

が責任を持って、適切に点検整備(日常点

検及び定期点検)を行うことが必要です。

問い合わせ　

　新潟運輸支局☎025－285－3125

国 ９月１日～10月31日
「自動車点検整備推進運動」から

他 ご存じですか？
新潟家庭裁判所村上出張所団体

あて先　〒950－0954　新潟市中央区

　美咲町2－1－10　アルビレックス新潟

後援会「試合観戦ご招待」係

応募期限　10月７日(金)必着

招待券の受け渡し　招待の可否を10月14

日(金)頃、返信用ハガキで通知します。

※電話で可否問い合わせはご遠慮ください。

観戦の手順　観戦する方は、返信ハガキ

を持参のうえ、デンカビッグスワンス

タジアムのＥゲート前広場に設置の

「チケット引換所」にてチケットと引

換え後に入場、観戦となります。

クラブの最新情報

　最新情報は「アルビレックス新潟公式

サイト」をご覧ください

問い合わせ　アルビレックス新潟後援会

　　　　　025－282－0011

招待試合　２０１６明治安田生命

　Ｊ１リーグ２ndステージ　第15節

　アルビレックス新潟　対　浦和レッズ

と　き　10月22日(土)14時キックオフ

ところ　デンカビッグスワンスタジアム

招待席　Ｓ・Eスタンド自由席

応募条件　関川村在住者

募集人数　200名

応募方法　往復ハガキの往信裏面に①10

月22日浦和②住所③氏名・年齢④電話

番号⑤メールアドレス(お持ちの方)⑥

チケットの希望枚数(２枚まで)⑦後援

会資料請求(する・しない)を記載し、

返信用表面に返信先(自分)の住所・氏

名を記入して、あて先に送付。

その他　▷往復ハガキは各自用意

▷応募は１世帯につき１通限り有効

▷ご招待券の申込は「自由席２枚まで」

となります。３枚以上ご希望の方は、

優待価格にてご案内できますのでお問

い合わせください。

往復ハガキ記入例

白紙

この面は、

抽選結果が記載されます。

必ず白紙のままで

差し出して下さい。

点検・整備ではじめよう
安心クルマ生活

　新潟県自動車整備下越地域協議会では、

９月１日から10月31日まで全国一斉に行

われる「マイカー点検キャンペーン」の

一環として、「マイカー点検教室」を開

催します。お気軽にご参加ください。

と　き　10月１日(土)13時30分～16時

　　　　(受付13時～13時20分)

ところ　神林農村環境改善センター

受講予定人数　80名　受講料　無料

内　容　日常的な点検の実施方法、トラ

ブル時の対処方法などをプロの整備士

が分かりやすくレクチャーします。

　同時開催として、「無料点検コーナー」

「クルマ相談コーナー」も設けていま

す。

その他　自動車の仕組みや点検整備を解

説した「マイカーハンドブック」およ

び粗品を参加者全員に差し上げます。

申し込み先　県自動車整備下越地域協議

会事務局 (株)松田輪業☎64－2110

他 マイカー点検教室団体

　村上地区交通安全協会関川支部では、

交通事故犠牲者への供養と交通事故の防

止、交通安全思想の向上をめざし、交通

安全祈願祭を開催します。

と　き　９月21日(水)10時～

ところ　打上交通安全地蔵尊前

問い合わせ　交通安全協会関川支部事務局

　(総務課内)☎64－1476

村 交通事故のない社会を願い
交通安全祈願祭から

返信はがきの裏面



他 熊本地震災害救援キャンペーン

心ふれあう歌謡祭団体

　熊本地震災害救援キャンペーンとし

て、心ふれあう歌謡祭を開催します。

と　き　10月２日(日) 

　開演11時50分～(開場10時30分～)

ところ　村民会館アリーナ

内　容　▷大泉悦郎さん【孫】歌謡ショー

▷藤扇裕扇さん(湯沢在住)による舞踊

▷田村優子さん(平内新在住)による篠笛

演奏

▷南部五郎さんのお笑いショー 

▷吉田恵美さんなど豪華ゲストによる歌

謡ショー　ほか多数！　

チケット料　2,500円

チケット買い求め　ポスターを置いてあ

るお店、または心ふれあう歌謡祭実行

委員までお願いします。

その他　村内バス送迎します。

問い合わせ・申し込み先 心ふれあう歌謡

祭実行委員会 委員 坂上 進☎64－1127

他 オストメイト社会生活
適応訓練講習会団体

　公益社団法人日本オストミー協会新潟

県支部(雪椿友の会)では、オストメイト

(人工肛門・人口膀胱保有者)が生活向上

のために必要な知識や技能、情報を得る

ために毎年講習会を実施しています。

とき・内容　10月15日(土)

▷１部　10時～12時30分・

　　　　悩みごと相談会、講習会

▷２部　12時30分～14時・

　　　　昼食会(懇談、情報交換)

ところ　新発田市生涯学習センター２階

内　容　人工肛門・人口膀胱の悩みごと

の相談会と講習会

対　象　オストメイトの方および家族

講　師　新潟県立新発田病院　皮膚・

　排泄ケア認定看護師　熊倉 綾さん

会　費　無料

　　　(２部の昼食会参加者は1,500円)

申込期限　10月４日(火)

問い合わせ・申し込み先

　公益社団法人日本オストミー協会新潟

県支部(雪椿友の会)☎0254－24－1954

他 さくら工房
障がい者なんでも相談団体

他 これであなたもきのこ博士！
「きのこ講習会」参加者募集団体

　さくら工房では、障がい者の居場所と

して福祉担当者や保健師などを囲んで、普

段聞きたいことや困っていることなど、な

んでも話ができる場所を計画しました。

と　き　10月４日(火)14時～15時30分

ところ　

　地域活動支援センター　さくら工房

参加者　障がいをお持ちの本人、家族、

友人、どなたでもお気軽にご参加下さ

い。さくら工房利用者も参加します。

相談員　関川村・社会福祉協議会・村上

保健所の福祉担当者、関川村保健師、

さくら工房職員相談員など

内　容　お茶を飲みながら、気軽にお

しゃべりをしましょう。困った事や気

持ちを話せる場所です。

その他　参加費無料。希望者には送迎も

行います。秘密は固く守られます。

問い合わせ　地域活動支援センター　

　　　　　　さくら工房☎64－1400

　新潟労働相談所は、新潟地域振興局の

本局移転に伴い、移転しました。

【新住所地】新潟市秋葉区新津4524-1

　　　　　　新潟地域振興局１階

【新電話番号】☎0250－23－6110

　　　　　　　　(労働相談専用)

相談時間　▷平日８時30分～17時15分

▷毎月第３日曜13時～17時15分(電話相談

のみ)

相談内容(例)　 

▷労働者側「賃金・残業代を払ってもら

えない」「突然解雇を伝えられた」

▷事業主側　「採用時に労働者に示す事

柄は？」「対応に困っている社員がいる」

その他　相談費用は無料。予約不要。

　　　　秘密は固く守られます。

　労働者、事業主を問わず、労働委員会

の委員が、労使間の問題解決に向けてア

ドバイスします。

　秘密は厳守され、費用は無料です。

と　き　10月23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、パワハラな

どの労使間のトラブルについての相談

その他　事前にお問い合わせください。

問い合わせ・申し込み先　

　県労働委員会事務局☎025－280－5546

　税関では、終戦後の混乱期に外地から

引き揚げてこられた方々が、当時国内に

持ち込むことができず税関などに預けた

通貨や証券などをお返ししています。

　お心当たりのある方はぜひお問い合わ

せください。

税関がお預かりしている物品

▷終戦後、外地から引き揚げてこられた

方々が上陸地の税関・海運局に預けら

れた通貨・証券など

▷外地の集結地において総領事館などに

預けられた証券等のうち、その後日本

に返還されたもの

その他　▷これらの手続きは、本人だけ

でなくご親族の方でも電話・郵便など

で問い合わせることができます。

▷引き揚げ時の上陸地は全国を対象とし

ているので、当時、新潟の港以外に上

陸された方も、遠慮なくご相談下さい。

問い合わせ　新潟税関支署 統括監視官

　　　　　　第１部門☎025－244－9314

村
から

納期限内の納付をお願いします

９月の納税予定一覧

納期限　９月30日(金)

口座振替日　９月26日(月)

税目(期) 問い合わせ

介護保険料(３期)

国民健康保険税
(３期)

税務会計課税務班
64－1451

住民福祉課健康介護
班64－1472

住民福祉課福祉保険
班64－1471

後期高齢者医療
保険料(３期)

　県では、毎年９月から11月に毒キノコ

による食中毒が多数発生しています。

予防のポイント

①種類の鑑定ができないキノコは「採ら

ない」「食べない」「人にあげない」。

②専門知識のある人に鑑定してもらう。

③虫が食べていると毒キノコではない等

の迷信を信じない。

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

知らないキノコは
食べないで！から

県

　きのこの観察と鑑別方法を学び、きの

こによる食中毒発生防止を目的に講習会

を開催します。

と　き　10月５日(水)

　10時～14時30分　集合・受付10時

ところ　大石ダム湖畔県民休養地

　　　　おおいし自然館(☎64－1142)

主　催　村上食品衛生協会

講　師 新潟県森林研究所 松本専門研究員

服装など　実際にきのこを採取しますの

で、林内に入る服装・雨具・昼食をご

用意ください。(お昼はきのこ汁提供)

参加費　300円　定員　先着50名

申込締切　10月４日(火)

問い合わせ・申し込み先　

　村上食品衛生協会事務局☎53－1911

新潟労働相談所
移転について

県
から

終戦後の
引き揚げ者の皆さまへ

国
から

相談
案内

新潟県労働委員会による
休日労働トラブル相談会
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　任期満了に伴う、新潟県知事選挙が９

月29日(木)告示、10月16日(日)投票の日

程で行われます。

・新潟県知事選挙

　→候補者１名の氏名を書いてください

新 潟 県 知 事 選 挙
投票日は１０月１６日(日) 投票時間は７時～１８時まで

期日前投票は９月３０日(金)～１０月１５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10月17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 

　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10月４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

　県内の他の市町村に住所を移した方で、

移転前の市町村で投票する場合は、「引

き続き県内居住証明書」が必要です。居

住証明書は、県内いずれの市町村役場で

も発行が可能です。

居住証明書の発行

　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　９月30日(金)～10月15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　９月30日(金)～10月15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

期日前投票

・

不在者投票

開票事務

９月30日(金)～10月15日(土)

８時30分～20時

役場３階 大会議室

転　入

転　出

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10月17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６月28日(火)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６月29日(水)以後に県内の他市町村から転入した

方…前住所地で投票(居住証明書必要)

※前住所地の選挙人名簿に登録がある方に限ります。

※郵便等投票の交付請求期限は10月12日(水)ですので、 　

お早目に手続きしてください 

と　き　10月16日(日)20時～　ところ　役場３階 大会議室

開票状況は、21時ころから広報無線でお知らせします

▼平成28年６月29日(水)以後に関川村から県内の市町村に転

出した方で転出先市町村の選挙人名簿に登録されていない方

…関川村で投票(居住証明書必要)

※転出先でも引き続き住民登録のある方に限ります。

※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　※10月16日(日)７時～18時投票場所について　※10月16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


