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歴史館イベント

と　き　４月15日(土)　８時40分に

　　　　歴史館出発～12時

内　容　越後米沢街道十三峠を歩きます。

鷹ノ巣峠～榎峠(第１回目)

定　員　20名(子どもは親同行)

持ち物　水筒・おやつ・雨具など

申込締切　４月11日(火)　参加費　無料

申し込み先　せきかわ歴史とみちの館

　　　　　　☎64－1288

史跡めぐり

 新発田病院には乳がん学会乳腺専門医

が常勤しています。乳がんの迅速な診

断、治療のため、乳房のしこりなど症状

のある方は、紹介状が無くても診察を受

けることができます。電話で予約の上、

受診して下さい(完全予約制)。症状によ

っては、検診などをすすめる場合があり

ます。 

問い合わせ　新発田病院☎0254-22-3121

国 ＧＷにおける年次有給休暇
取得促進についてから

他 新発田病院
乳がん診療について団体

と　き　４月13日(木) 

　　　　受付17時30分～　開宴18時

ところ　高瀬温泉　むつみ荘

参加費　1,500円（折詰付き）

申込締切　４月11日(火)

その他　飲み物などは会場で販売します

ので、各自でお求めください。

問い合わせ・申し込み先

　関川村自然環境管理公社☎64－0252

他 今年も桜の季節となりました

観桜会参加者大募集！団体

　ゴールデンウィークの土日・祝日に、

年次有給休暇などを組み合わせて連続休

暇にすることができます。これには、労

使が協力して取り組むことが必要です。

　働き方・休み方を変える第一歩として、

「プラスワン休暇」を実施しましょう。

問い合わせ　新潟労働局雇用環境・

　　　　　　均等室☎025－288－3511

村民会館イベント
問い合わせ　村民会館☎64－2134

と　き　４月11日(火)～毎週火曜(通年)

　　　　▷昼の部 ９時30分～10時20分

　　　　▷夜の部 19時30分～20時30分

ところ　村民会館大ホール

講　師　小林 雅子先生(下関)

会　費　月額1,000円

健康教室「ズンバゴールド」

と　き　４月11日(火)～毎週火曜(通年)

　　　　10時30分～11時30分

ところ　村民会館大ホール

講　師　小林 雅子先生(下関)

会　費　月額1,000円

健康教室「骨盤体操」

と　き　４月14日(金)～毎週金曜(通年)

　　　　19時30分～20時30分

ところ　村民会館休養室

講　師　小林 雅子先生(下関)

会　費　月額1,000円

★共通事項　申込締切　４月６日(木)

リフレッシュ健康教室

　初心者から経験者まで、どなたでもお

気軽にお越しください。初心者大歓迎！

主　管　日本棋院新潟関川支部

と　き　４月１日(土)からの毎週土曜日

　13時～18時※時間内ならいつでも受付

ところ　村民会館休養室　参加費　無料

指導者　日本棋院関川棋友会支部会員

と　き　▷４月13日(木)10時～

　　　　▷４月25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

持ち物　運動できる服装、室内用運動靴

受講料　村民無料(村外の方は100円)

「太極拳教室」参加者募集！

と　き　４月24日(月)～　毎月第２・

３・４月曜日10時～11時30分

ところ　村民会館大ホール

講　師　NPO法人　日本健康太極拳協会

　　　  準師範　大嶋 淑子先生

参加費　１回500円(初心者無料体験可)

持ち物　内履き・飲み物・動きやすい服装

囲碁を始めてみませんか！

　弥彦山裏参道は知る人ぞ知る花の道、

百花繚乱を迎えたこの時期に越後一宮弥

彦神社を擁する名山に登りましょう。

　登り２時間弱、眺望も一等です。

と　き　４月16日(日)

　６時に村民会館集合～18時

ところ　弥彦山 634ｍ

募集人数　40名　参加費　1,000円

申込締切　４月10日(月)※悪天候は中止

申し込み先　村民会館☎64－2134

春の健康登山「弥彦山」

関川診療所は４月７日(金)１日休診です。　問い合わせ　関川診療所☎64－1051村
から

村 村営・村有住宅入居者募集から

所　　在　上関地内の３階建て

募集戸数　２戸(１ＬＤＫ、２階、３階)

月額家賃　35,000円

【村有】上関住宅

所　　在　高瀬地内の平屋建て

募集戸数　１戸(２Ｋ)　月額家賃　25,000円

【村有】高瀬住宅

所　　在　下関地内の３階建て

募集戸数　２戸(２ＤＫ)

月額家賃　所得に応じて決定(世帯収入制限有)

★共通事項　申込締切　４月14日(金)

　　　　　　入居時期　５月１日(月)

※申し込み多数の場合は選考または抽選

問い合わせ・申し込み先

　建設環境課地域整備班☎64－1479

【村営】宮越住宅

　地域福祉を推進する団体等を支援する

ため、共同募金の配分金を公募型により

助成します。

助成対象　平成30年４月１日～平成31年

３月31日まで行われる事業

助成団体　福祉活動を行う民間の非営利

団体(ボランティアグループ含む)、地

域コミュニティ、集落、福祉団体

助成内容　地域福祉活動費の助成

募集期間　４月３日(月)～４月28日（金）

応募方法　助成申請書および添付書類を提出

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

平成29年度
共同募金助成事業申請の募集

ふれあいど～む
トレーニングルーム利用講習会
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村 国保・後期の人間ドック

平成29年度受診者募集から

対象者　▷平成28年４月30日以前から国

保に加入している方　▷35歳以上の方

▷国保税の滞納がない世帯の方

▷住民税の申告をしている世帯の方

その他　▷結果は受診者と村に通知され

ます。村ではその結果を特定健診や保

健指導などに利用します。

▷受診後の申請はできませんので必ず受

診前に申請してください。

受診期限　平成30年１月末日

申込締切　平成29年12月15日(金)

県立坂町病院(村上市)

村上総合病院(村上市)

下越総合健康開発センター(新発田市)

健康医学予防協会(新潟市中央区)

新潟縣健康管理協会(新潟市中央区)

新潟県労働衛生医学協会(新潟市中央区)

みどり病院（新潟市中央区）

国民健康保険の方

対象者　▷後期高齢者医療制度の被保険

者の方（75歳以上の方、65歳以上で障

害認定を受けている方)

▷保険料を滞納していない方

その他　受診後の申請はできませんの

で、必ず受診前に申請してください。

受診期限　平成30年３月末日

申込締切　平成30年２月23日(金)

問い合わせ・申し込み先

　住民福祉課福祉保険班64－1471

後期高齢者医療制度の方

白壁兵舎広報史料館
特別展示会から

と　き　４月１日(土)～５月31日(水)

　　　　９時～16時

ところ　陸上自衛隊新発田駐屯地 

　白壁兵舎広報史料館　特別展示会場

内　容 新潟県ゆかりの武人(本間雅晴・

今村均)関連品と郷土部隊の戦史品等

休館日　月曜日(祝日の場合は翌日)

入館料・駐車場　無料

問い合わせ　陸上自衛隊新発田駐屯地 

　白壁兵舎広報史料館☎0254－22－3151

国

住民基本台帳の
 閲覧状況を公表しますから

　平成28年１月１日から12月31日までに

村が閲覧を許可した案件を公表します。

申請者①　株式会社ＩＴスクエア

利用目的（委託者）

　「県民の安全意識調査」実施のため

　(新潟県警察本部警務部広報広聴課)

閲覧年月日　平成28年７月５日

閲覧住民の範囲　大島地区の20歳以上

申請者②　自衛隊新潟地方協力本部

　　　　　新発田地域事務所

利用目的　自衛隊法第29条第１項、同法

第35条の規定に基づく陸上自衛隊高等

工科学校生徒募集に関する適齢者抽出

閲覧年月日　平成28年11月10日

閲覧した住民の範囲　村の平成14年４月

２日～平成15年４月１日生まれの男子

問い合わせ　

　住民福祉課住民戸籍班☎64－1471

村

助成額　10,000円
　健診料金－10,000円＝自己負担額

健診機関　（表から選んでください）

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

招待試合　

　２０１７明治安田生命Ｊ１リーグ 第９節

　アルビレックス新潟　対　柏レイソル

と　き　４月30日(日)

　　　　試合開始14時00分～

ところ　デンカビッグスワンスタジアム

招待席　指定席もしくは自由席

応募条件　関川村在住者

募集人数　200名(応募多数のときは抽選)

応募方法　往復ハガキの往信裏面に①４

月30日柏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(４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

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　４月20日(木)必着

招待券の受け渡し　招待の可否を４月24

日(月)頃、返信用ハガキで通知します。

※電話で可否問い合わせは遠慮ください。

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

おはなしの会「絵本の読み聞かせとプチ工作」　  と　き　４月15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
村
から

村 一時保育をご利用くださいから

　村では家庭の事情で保育が一時的に困

難になったときに、お子さんをお預かり

する一時保育を行っています。

と　き　平日８時～16時(延長保育も可能)

ところ　各保育園

対　象　おおむね１歳以上の幼児

村 福祉タクシー利用券受付中から

　村では障害者手帳などをお持ちの方に

タクシー利用券を発行しています。

利用券▷小型タクシー基本料金相当額24枚

▷人工透析を受けている障がい者であっ

て、村民税非課税世帯の場合　48枚

※利用は村内のタクシー会社に限る

対象となる手帳の種類

▷身体障害者手帳１級、２級、３級の一

部（視覚・聴覚・下腿・体幹・脳原性

運動移動機能・内部）▷療育手帳Ａ

▷精神障害者保健福祉手帳１級

申請期間　４月３日(月)～

手続きに必要なもの　障害者手帳・印鑑

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班☎64－1471※申し込みは通年受け付けしています

問い合わせ　▷住民福祉課福祉保険班

　☎64－1471　▷下関保育園☎64－1277

　▷大島保育園☎64－1233

区　分

利用料金

その他

料　金

４時間超 ４時間以下

３歳未満児

３歳以上児

給食費…350円/日

延長料金…200円/日

※別途保険料が必要です

2,000円/日

1,600円/日

1,000円/日

800円/日

※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

平成29年度自衛官募集国
から

募集種目 資 格
受付
期間

試験
期日

～
５月５日

１次:
５月13日

・
14日

４月１日
～

６月16日

７月
１・２日
(上記１日
を指定)

４月１日
～

５月５日

１次:
５月27日

22歳以上26歳
未満の者

一般幹部候
補生(大卒
程度試験)

修士課程修了
者等(見込含)
で、20歳以上
28歳未満の者

一般幹部候
補生(院卒
者試験)

専門の大卒
(見込含)20歳
以上30歳未満
の者

歯科幹部候
補生

専門の大卒
(見込含)20歳
以上28歳未満
の者

薬剤科幹部
候補生

18歳以上27歳
未満の者(在
高校生除く)

自衛官候補
生(陸・海・
空自男子)

18歳以上27歳
未満の者(在
高校生除く)

一般曹候補
生(陸・空
自男女)

教育委員会 教育課 学校教育班☎６４－１４９１・生涯学習班☎６４－２１３４
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巡回地 停留場所 開閉時間 巡回日

巡回地 停留場所 開閉時間 巡回日

大　島

下土沢

幾　地

上土沢

南赤谷

松　平

湯　沢

六本杉

片　貝

沼

下川口

安　角

大　石

金　俣

鮖　谷

郵便局前

集落開発センター

集落入口付近

集落センター

公会堂前

集落センター

ゆうあい駐車場

集落開発センター

駅駐車場

集落開発センター

集落センター

公会堂

バス停付近

集落センター

集落センター

 ９:10～９:20

９:25～９:35

９:45～９:55

10:05～10:15

10:20～10:30

11:00～11:10

11:20～11:30

11:40～11:50

13:05～13:15

13:25～13:35

13:50～14:00

14:05～14:15

14:25～14:35

14:40～14:50

14:55～15:05

高  田

沢

深　沢

上野新

小和田

中　束

南　中

朴　坂

ふるさと会館

公会堂

バス停

光兎こども館

地蔵様前

集落センター

女川診療所

消防小屋前

11:35～11:45

13:00～13:10

13:30～13:40

13:45～13:55

14:05～14:15

14:25～14:35

14:45～14:55

15:15～15:25

４／15(土)

５／７(日)・20(土)

６／４(日)・17(土)

７／２(日)・15(土)

　　30(日)

８／19(土)

９／３(日)・16(土)

10／８(日)・21(土)

11／12(日)・25(土)

12／17(日)

１／６(土)・21(日)

２／10(土)

３／４(日)・17(土)

４／８(土)・23(日)
５／13(土)・28(日)
６／10(土)・25(日)
７／８(土)・23(日)
８／５(土)・27(日)
９／９(土)
10／１(日)・14(土)
11／５(日)・18(土)
12／10(日)・23(土)
１／14(日)
２／３(土)・18(日)
３／10(土)

大島～片貝～大石方面

高田～沢～女川方面

問い合わせ

　村上市立中央図書館53－7511

　関川村村民会館図書室(村民会館内)64－2134

移動図書館の利用方法など　▷郡市内に住んでいる方、勤務

している方ならどなたでも利用できます。

▷貸出料金は必要ありません。(無料です)

▷１枚のカードで５冊まで、２週間借りることができます。

※移動図書館車で借りたときは次回巡回日に返却可

▷利用者カードは郡市内の図書館で全て共通です。

▷読みたい本のリクエストも可能です。

▷車内でカードの申込ができ、その場で借りられます。

平成２9年度移動図書館時刻表

納期月 担　当 ４月 ５月 ６月

１期 ２期 ３期 ４期

１期

全期

２期

１期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期

１期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期

１期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期

３期 ４期

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月科目

村・県民税

固定資産税

納　期　限

口座振替日

軽自動車税

国民健康保険税
(介護２号保険)

介護保険料 
(介護１号保険)

後期高齢者
 医療保険料

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

５／１
(月)

５／31
(水)

６／30
(金)

７／31
(月)

８／31
(木)

10／２
(月)

10／31
(火)

11／30
(木)

12／27
(水)

１／31
(水)

２／28
(水)

４／２
(月)

４／25
(火)

５／25
(木)

６／26
(月)

７／25
(火)

８／25
(金)

９／25
(月)

10／25
(水)

11／27
(月)

12／25
(月)

１／25
(木)

２／26
(月)

３／26
(月)

納税相談をご利用ください 固定資産課税台帳の縦覧新潟県地方税徴収機構とは

　村税を滞納すると財産の差し押さえ

などの滞納処分を受けることになりま

す。納付困難な事情があるときは、お

早めに税務会計課にご相談ください。

　市町村と新潟県が共同で滞納処分を

行う組織です。

　事務処理などは「特別機動整理班(県

の地域振興局に設置)」が行います。

と　き　５月１日(月)まで

 ８時30分～17時15分（休庁日除く）

対　象　固定資産税の納税者

ところ　税務会計課税務班

平成29年度村税(料)納付一覧表
問い合わせ　税務会計課税務班64－1451

税金は私たちの生活に欠かすことのできない公共

サービスの財源です。納期限内に納税しましょう。

普通徴収

普通徴収

普通徴収

普通徴収



日 曜 行　事　予　定 日 曜 行　事　予　定

４月

村内一斉クリーン作戦（６:30～、村内）※雨天時中止
荒川クリーン作戦（９:00～(８:30～受付)、河川敷スポーツ公園集合）
スポーツ少年団入団式（10:30～、村民会館大ホール）
消防団辞令交付式（９:15～、ふれあいど～む）

関川診療所１日休み
関川小学校入学式（10:00～、関川小学校）
関川中学校入学式（13:30～、関川中学校）

史跡めぐり（８:40歴史館出発～12:00、鷹ノ巣峠～榎峠）
おはなしの会とプチ工作（10:30～11:30、村民会館図書室）
緑の少年団入団式（10:00～、村民会館大ホール）

春の健康登山「弥彦山」(6:00村民会館集合～18:00、弥彦山)
わぁ～むカフェ(10:00～12:00、ふれあいの家)

保育園入園式（大島保育園８:45～、下関保育園10:00～）

乳児(４・５か月児)相談（受付13:10～13:30、保健センター）

観桜会（受付17:30～、開宴18:00～、高瀬温泉　むつみ荘）

役場職員研修講座(17:30～18:30、役場大会議室)

放課後子ども教室開校式（放課後～18:00、川北ふれあい自然の家）

ゆ～む休館日

伝統文化いけばなこども教室(9:00～10:30、村民会館)

区長連絡協議会（13:00～、役場大会議室）
春の区長会議（14:00～、役場大会議室）

村内保育園年長児サクラマス放流 
(10:00～11：00、荒川スポーツ公園河川敷）

伝統文化いけばなこども教室(9:00～10:30、村民会館)

[憲法記念日]

[昭和の日]

[みどりの日]

[こどもの日]

１ 土

２ 日

３ 月

４ 火

５ 水

６ 木

７ 金

８ 土

９ 日

10 月

11 火

12 水

13 木

14 金

15 土

16 日

17 月

18 火

19 水

５月

23 日

22 土

21 金

20 木

24 月

25 火

26 水

27 木

28 金

29 土

30 日

１ 月

２ 火

３ 水

４ 木

５ 金

4

●上映作品　「春の星空（かみのけ座・おとめ座の銀河団）」

　　　　　「太陽系グランドツアー」

●上映日　４月２日（日）・８日（土）

　　　　　　　16日（日）・22日（土）

●上映時間　①午前11時②午後１時30分③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

　ウォルト・ディズニー制作の名作アニメ集を上映し

ます。

●上映作品　「３匹の子ぶた」ほか７話

●上映日時　５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

歩く!!健康教室(９:30～11:00、ふれあいど～む)
下関・上関地区　健脚・健脳うんどう日～健脳の巻～
（10:30～11:45、村民会館大ホール)

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）※24日から

毎週
月曜

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）※14日から毎週
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 ※４/18～開校
（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」 ※11日から
（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）※11日から

毎週
火曜

情報ひろば
村上市教育情報センター

TEL５３－７５１１

相談案内
相談は無料で、

秘密は堅く

守られます

高齢者と

その家族

の 相 談

(要予約)

法律相談　４月３日(月)・10日(月)・17日(月)・

　　　　　24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。

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

カレンダー ４月１日　 ５月５日

県 毒草による食中毒に注意しましょう
から

　山菜採りのシーズンには、野山に山菜とよく似た毒草が

生えています。誤って食べないように注意しましょう。

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

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。

【予防のポイント】※詳しくは新潟県ＨＰをご覧ください。

▷種類がはっきりしない植物は絶対に食べない、人にあげ

ない。

▷山菜と毒草が混生することがあるので採取時や調理前に

よく確認する。

▷山菜を植えるときは、ほかの植物と離して植える。




