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村民会館イベント

と　き　６月４日(日)８時～

ところ　スポーツ公園野球場

申込締切　５月29日(月)

組み合わせ抽選会

　５月29日(月)村民会館で19時～

申し込み先　村民会館☎64－2134

第27回村民親善野球大会
募集職種・人員　一般行政職・３名程度

受験資格　昭和62年４月２日以降生まれ

で学校教育法による大学(短期大学を

除く)を卒業、又は平成30年３月31日

までに卒業見込みの人

試験の程度　大学卒業程度

申込締切　６月９日(金)当日消印有効

申込時間　８時30分～17時15分

　　　　　(土曜日、日曜日を除く)

受験用紙　役場総務課で交付(郵送も可)

※村ホームページからもダウンロード可

一次試験日　７月23日(日)

採用予定日　平成30年４月１日

その他　一般事務(高校卒業程度)の職員

採用試験については、７月１日号の広

報お知らせ版に掲載します。

問い合わせ・申し込み先　

　総務課総務班☎64－1476

村 二代目高橋竹山
津軽三味線と唄と語りから

募集職種・人員

▷看護師 ４名程度

▷介護士・生活支援員 ６名程度

▷理学療法士又は作業療法士 １名程度

受験資格　それぞれ年齢要件、資格要件

があります。詳しくはお問い合わせい

ただくか、ＨＰからご確認ください。

　http://www.murakamiiwafune.or.jp/

受付期間　５月26日(金)～

　　　　　６月19日(月)16時まで

試験日　▷１次試験 ７月２日(日)浦田の里

▷２次試験　７月30日(日)いわくすの里

応募方法　職員採用試験申込書（村上岩

船福祉会本部事務局及び各施設に用意、

ＨＰからも取得可）に必要事項を記入

し、本部事務局に提出してください。

問い合わせ・申し込み先　

　村上岩船福祉会(いわくすの里内)

　☎50－2222

村上岩船福祉会
職員を募集します

村
から

関川村職員採用試験
一般事務

村
から

発車時刻が変わります
高校生等部活動支援バス

　平成29年５月22日(月)から、坂町駅前

から運行している高校生等部活動支援バ

スの発車時刻を変更します。

変更時刻　19時15分 ⇒ 19時10分

利用時の注意事項　▷運行は平日のみ。

▷夏休みなど、一定期間運休することが

あります。

▷列車が遅れた場合は、これまでどおり

19時20分まで列車の到着を待ちます。

19時20分に間に合わない場合は、お家

の方に迎えを頼むなど各自で対応して

ください。

▷バスの乗車時に、降車場所を記入簿に

記入してください。（記入しないと、

降車したい場所で停車できません）

問い合わせ

　総務課企画財政班☎64－1476

国
から

募集人数　若干名

報　酬　羽越河川国道事務所より所定の

金額を支給(H28年度実績　月額4,580円)

応募資格　▷満20歳以上の方

▷荒川の河口から丸山大橋の間で、川岸

より概ね５km圏内に居住の方

活動内容　

荒川に関する意見／モニター自身の河

　川愛護に関する活動の報告／地域情報

　などを月１回以上報告

任　期　平成29年７月１日から１年間

応募方法　

応募用紙・履歴書に記入して提出(応

募用紙は羽越河川国道事務所で配布、

ホームページからダウンロード可)

　http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/

応募締切　６月９日(金)必着

問い合わせ・応募先

　羽越河川国道事務所　工務第一課

　☎62－6032

河川愛護モニター募集

　関川村自殺防止「生ぎろでキャンペー

ン」企画を渡邉邸で開催します。

と　き　６月10日(土) 

　　　　開演18時～(開場17時)

ところ　渡邉邸

出演者　二代目 高橋竹山(津軽三味線)

　　　　小田朋美(ピアノ)

内　容　心音響鳴（しんおんきょうめい）

　       ～津軽三味線と唄と語り～

入場券　前売のみ1,000円（全席自由）

入場券販売　

　渡邉邸（９時～16時）☎64-1002

その他　

▷車椅子の方は事前にお問い合わせくだ

さい。

▷開場後は館内の見学はできません。

▷座布団の必要な方は各自持参ください。

問い合わせ　

　住民福祉課健康介護班☎64-1472

歴史館イベント

と　き　６月２日(金)

　　　　８時に歴史館集合～16時

ところ　新津美術館

　　　「藤城清治　光のメルヘン展」

参加費　1,400円(入館料分)

定　員　22名

申込締切　５月18日(木)

申し込み先　歴史とみちの館☎64－1288

美 術 館 め ぐ り

他
団体

関川診療所の診療開始時間の変更について  　問い合わせ　関川診療所☎64－1051

　５月23日(火)、25日(木)午後の診療は15時15分～です。　※午前は通常通り診療をします。
村
から



月 日 曜 大会・イベント
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21

25

28

31

日

木

日

水

高坪山に登ってギフチョウを見る

やまゆり大学開講式

光兎山に登ってヒメサユリを見る

関川村チャレンジデー2017

４

18

24

下旬

日

日

土

第27回村民親善野球大会

第44回UP・DOWN関川マラソン

還暦のつどい

季節の料理教室

２

19

23

日

水

日

連盟会長杯野球大会

関川中学校わたしの主張大会

夏の健康登山

13

15

日

火

第49回村長杯野球大会

第63回成人式

７ 木 第43回高齢者レクリエーション大会

講　座　名 開催日

おはなしの会とプチ工作
（絵本の読み聞かせ）

毎月第３土曜日
10時30分～11時30分

教　室　名 開催日

放課後子ども教室
※川北ふれあい自然の家ほか

毎週火曜日
放課後～18時

カヌー体験教室 ７月予定

活　動　名 開催日

荒川クリーン作戦

育成会総会・入団式・きのこの駒打

育樹を通じ自然を学ぶ日・フラワー作戦

ホタル観察会

緑の少年団岩船地区交流集会

きのこ採り体験

自然工作活動

６年生を送る会・退団式

 ４月２日(日)

 ４月15日(土)

 ５月13日(土)

 ７月29日(土)

 12月16日(土)

 ２月17日(土)

平成30年度入団説明会  ３月１日(木)

10月中旬

７月予定

おおいしダム湖畔まつり参加 ７月29日(土)

少年自然の家合宿 ８月18日(金)
　　～19日(土)

問い合わせ・申し込み先

村　民　会　館 ☎64－2134
歴史とみちの館 ☎64－1288

※日程は変更になることがあります。
※詳しい募集内容は「広報せきかわ：お知らせ版」で
　その都度お知らせします。

村 会民 館 図 室書

子 もど 向 け

緑 少の 年 団

平成29年度

生涯学習カレンダー
大会・イベントカレンダー



講　座　名 開催時期10
1

22

29

日

日

日

壮年ソフトボール大会

秋の健康登山

観光ボランティアガイド

月 日 曜 大会・イベント

1

2

3

11

12

村民文化祭・菊花展(～11月５日)

第45回村民駅伝競走大会

村民芸能祭

クラブカップ卓球大会

２

３

23

26

木

金

木

日

村長杯６人制バレーボール大会

第29回関川村柔道選手権大会

３

10

日

日

第30回村民囲碁将棋大会

第８回村民ふれあい綱引き大会

11

25

日

日

体育関係者新春懇談パーティー17 水

エンジョイ!!生涯楽習広場11 日

やまゆり大学
(60歳以上の村民が対象)

季節の料理教室

年10回

年 ３ 回

イベント・講座名 開催期間

山と花スライド解説会

歴史講座

４月～10月(月１回)※8月除く

６月・10月(各１回)

９月～11月（月１回）

１月22日(月)

米沢街道峠越え

企 画 展 名 開催期間

全国白鳥公募作品展

山岳協会写真展

布絵展

雪の水墨画家「坂井初雪展」

４月

５月

６月～８月

９月～３月

美術館めぐり

教　室　名 開催時期

健康教室（昼・夜の部)
随時、広報お知らせ版
で募集します

出前健康教室（ウォーキング・ラジオ
体操・みんなの体操地域巡回・ストレッ
チなど)

トレーニングルーム利用者講習会

希望によって随時
開催します

４月～随時

大 向人 け

歴 と史 み ち の 館

生涯学習 社会教育

健康 スポーツ

イベント・講座

企　画　展
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　大麻及びけしに係る事犯は、依然とし

て後を絶たない状況にあります。

　村上管内でも、不正大麻・けしが発見

されています。不正栽培や自生の大麻・

けしを撲滅しましょう。

　なお、発見したときは下記問い合わせ

先または村上警察署(☎52―0110)へご連

絡ください。

問い合わせ　村上地域振興局健康福祉部

地域保健課(村上保健所)☎53－8368

　たばこは吸っている本人だけでなく、

周りの人の健康にも影響を与えます。禁

煙により生活習慣病を予防しましょう。

　また、県では禁煙等に取り組む施設(禁

煙・分煙宣言施設)や禁煙タイム等をサー

ビスに取り入れる飲食店(健康づくり支援

店)を募集しています。お住まいの地域の

施設等は、県「健康にいがた２１」ホー

ムページをご覧ください。

問い合わせ　村上地域振興局健康福祉部

　地域保健課(村上保健所)☎53－8368

県 ５月１日～９月30日
不正大麻・けし撲滅運動から

県 ５月31日は世界禁煙デー
 ５月31日～６月６日は禁煙週間から

納期限　　　５月31日(水)

村
から

　有害鳥獣駆除の担い手を確保するため

の支援制度です。

対　象　村の有害鳥獣捕獲に協力いただ

ける人で、次のいずれかに該当する人

▷新たに第１種銃猟免許を取得し、猟銃

の所持許可証および狩猟者登録証の交

付を受けた人

▷新たにライフル銃の所持許可証および

狩猟者登録証の交付を受けた人

支援内容　▷健康診断料▷射撃教習受講料

▷ハンター保険料など 53,000円以内

その他　支援を受けるには事前に申請が必

要です。詳しくはお問い合わせください。

●狩猟試験日　▷７月17日(月・祝)

　▷９月９日(土)▷12月１日(金)

※各試験日において申込期間があります。

問い合わせ　農林観光課農林振興班☎64－1447

　労使間の問題でお悩みではありません

か？労働者、事業主を問わず、県労働委

員会の委員が、労使紛争の適切な問題解

決に向けてアドバイスします。

と　き　５月28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、退職金、

　パワハラなどの労使間のトラブル

その他　費用無料で秘密厳守

　　　　事前申し込みによる予約制

問い合わせ・申し込み先　県労働委員会

　事務局総務課　☎025-280-5544

狩猟免許などの取得経費の
一部を支援する制度があります

村
から

５月31日(水)はチャレンジデーです！個人参加も大歓迎！

県
から

労働トラブル相談会
開催のお知らせ

村
から

納期限内の納付をお願いします
５月の納税予定一覧

税目(期) 問い合わせ

軽自動車税(全期) 税務会計課税務班
☎64－1451

　がけ崩れや地すべりなどの土砂災害は一瞬

のうちに尊い命や財産を奪ってしまいます。

総合窓口　役場建設環境課地域整備班

　☎64－1479へご連絡ください。

※寄せられた情報を確認して、関連する

部署へ連絡します。

▷関連する部署…国や県、村では林道担

当や防災担当

６月は土砂災害防止月間です
から

家の周りや山、がけ、川などで
　　異常なところを見つけたら…

村

　チャレンジデーは、集落やコミュニティを通じて力を入れて活動を呼び掛けてお

ります。個人で運動やスポーツをされた方も参加人数としてカウントされます。対

戦相手の「北海道枝幸町(人口約8,500人)」には負けられません！

　個人で運動された方も報告してください。村外の参加希望者(村内での運動)も増

えてきていますので、村外のご友人やご親戚にも呼びかけてください。

と　き　５月31日(水)０時～21時

参加方法　村内で15分以上の運動をして報告をするだけです。（村外の方も大歓迎！）

　　　　　①実行委員会が計画した運動に参加する　

　　　　　②集落や職場が計画した運動に参加する　

　　　　　③個々に運動やスポーツを実施する(ラジオ体操やウォーキングなど)

参加者の報告方法　①村民会館に電話☎64－2134または②FAX64－3019　

　　　　　　　　　③関川村ホームページ専用フォームから報告

④集計ボックスに入れる(各集落施設、役場、村民会館、ふれ

　あいど～む、村内の信用金庫・第四銀行・農協・郵便局)

【チャレンジデー記念講演会】

と　き　５月31日(水)19時～　

ところ　村民会館アリーナ

講　師　錣山矩幸さん(元関脇　寺尾)

その他　▷入場無料、申込み不要です。

▷錣山部屋所属で関川村出身の王輝嘉助力士

　らによる相撲体操の実演指導もあります。

 　(チャレンジカウントされます)

▷急きょ来村できなくなりました

瀧本誠さんの代わりに、元柔道女子72kg級オリンピックメダリストの田辺陽子さん

が来村されます。小・中学校指導の日程等は変更ありません。

問い合わせ　村民会館☎64－2134

　梅雨期は、長雨により山地災害の危険

性が増します。近年は、ゲリラ豪雨など異

常気象から山地災害が多発しています。

　災害発生前には次の危険信号と思われ

る変化があります。

▷川が濁った　▷山の斜面に亀裂が走っ

た　▷山から石が落ちてきた　など

日ごろから災害に備えて危険箇所を確認

しておきましょう。

その他　新潟県のＨＰ内で山地災害危険

地区および危険箇所が閲覧できます。

　新潟県ＨＰ→防災ポータル→

　防災マップ→土砂災害関連情報

問い合わせ　農林観光課農林振興班☎64－1447

村 ６月は山地災害防止月間
 梅雨期は山地災害に備えようから

他 学生のための
「裁判員裁判体験教室」団体

　裁判所では、５月３日の憲法記念日を

中心として憲法週間を定めています。

　そこで、憲法週間行事を下記の通り開

催しますので、ぜひご参加ください。

【学生のための「裁判員裁判体験教室」】

と　き　５月20日(土)13時30分～16時45分

ところ　新潟地方裁判所

対　象　高校生、専門学校生、大学生

内　容　模擬裁判員裁判、法曹三者との

質疑応答、法廷内見学　等

定　員　先着30名程度(要予約)

問い合わせ　新潟地方裁判所事務局

　総務課広報係☎025－222－4175

△錣山矩幸さん △田辺陽子さん

しころやま つねゆき


