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関川診療所は６月30日(金)休診します。　問い合わせ　関川診療所☎64－1051

村民会館イベント

と　き　７月２日(日)８時30分～

ところ　スポーツ公園野球場

申込締切　６月26日(月)

組み合わせ抽選会

　６月26日(月)村民会館で19時～

申し込み先　村民会館☎64－2134

連盟会長杯野球大会

季節の料理教室「灰汁笹巻」

と　き　７月５日(水)13時30分～15時

ところ　村民会館調理室

内　容　灰のあく水に浸したもち米でつ

くる笹巻、独特の風味と歯触り、その

つくり方を習います。

講　師　須貝 やすよさん(高田)

申込締切　６月28日(水) 参加費 500円

申し込み先　村民会館☎64－2134

他 関川村プレミアム付き商品券
取扱店募集団体

あ  く

と　き　７月15日(土)～８月20日(日)

　▷平日　９時～正午　▷土・日曜日　

　９時～16時(天候により閉館日あり)

ところ　下関地区村民プール

対　象　高校生以上で泳ぎができる方

募集人数　２～４名

申込締切　６月30日(金)

その他　詳細はお問い合わせください

問い合わせ　村民会館☎64-2134

　関川村商工会では、お得な買い物がで

きる「プレミアム付き商品券」を７月３日

(月)から発売します。

　この商品券は、村内の消費拡大と地域

経済の活性化を図ることを目的に販売す

るもので、現在、取扱店を募集しており

ます。申込は、随時受付しております。

　商品券発売についての詳しいことは、

６月15日号の折込チラシなどでお知らせ

します。

問い合わせ　関川村商工会☎64－1341

他 全国ホタル研究会
新潟県関川村大会参加者募集団体

　第50回全国ホタル研究会新潟県関川村

大会を開催します。申込締切が過ぎてし

まったため、弁当、懇親会の申込みはで

きませんが、大会等への参加は可能です。

なお、大会誌、記念品に限りがあります

ので事前申込をおすすめします。

と　き　▷６月30日(金)14時～受付

　▷７月１日(土)８時30分～受付

ところ　主会場：村民会館　

　　　　ホタル観賞地：関川村下川口

参加費　村民無料

その他　詳しくは広報せきかわ本紙５月

１日号をご覧ください。

問い合わせ・申し込み先　第50回全国ホ

タル研究会新潟県関川村大会実行委員

会事務局(役場農林観光課内)☎64－1478

他 介護福祉士等
修学資金貸付金申請募集団体

　村上岩船福祉会では、修学資金の貸付

を行います。

貸付の対象(次のすべてに該当する方)

①県内の養成施設等に入学しようとする

方または在学している方

②県内に住所を有している方

③養成施設などを卒業後、村上市または

岩船郡内において介護福祉士等として

介護の業務または福祉に関する相談援

助業務に従事しようとする方

④修学に際し経済的援助が必要な方

【例】▷生活保護受給世帯▷市町村民税

非課税世帯▷ひとり親世帯に属する方

▷その他上記に準ずると認められる方

貸付金額　上限60万円

※卒業後１年以内に村上市または岩船郡

内で介護業務などに従事し、５年間引

き続いて従事した場合は、貸付金の返

還が免除されます。

連帯保証人　２人必要

その他　詳細はお問い合わせください。

問い合わせ　社会福祉法人村上岩船福祉

会本部事務局☎0254－50－2222

下関地区村民プール監視員募集村
から

　医療費通知は、医療費のしくみや皆様

の健康に関する認識を深めていただくた

めのお知らせです。

送付予定　　平成29年６月中旬

対象診療月　平成28年12月診療分から

　　　　　　平成29年2月診療分

通知の内容　▷受診した医療機関の名前

　▷世帯内で受診された方の名前

　▷受診日数　▷医療費の総額　など

その他　▷世帯分をまとめて世帯主へ通

知します。▷対象診療月に受診者がい

ない世帯へは通知されません。

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

国保の医療費通知を送ります村
から

　子育ての困りごとはありませんか。子

どもとのより良いかかわり方を学ぶ講座

です。

と　き　全て日曜日９時30分～11時30分

　①７月９日 ②７月23日 ③８月６日 

　④８月20日 ⑤９月３日

ところ　村民会館会議室

対　象　おおむね４歳～10歳までの子ど

もの保護者(原則５回参加できる方)

講　師　NPO法人ここスタ　

　　　　鈴木久子さん　小澤里美さん

定　員　先着８名　参加費　無料

申込締切　６月30日(金)

問い合わせ・申し込み先　

　村民会館☎64－2134

村
から

電話番号
一　　覧

総務課 総務班・企画財政班☎64－1476　税務会計課 税務班・会計室☎64－1451   議会事務局☎64－1494　
農林観光課 農林振興班☎64－1447・商工観光班(関川村観光協会)☎64－1478　農業委員会事務局(農林観光課内)☎64－1447

　今年も1,400名を超える選手の申込み

がありました。当日はコース内で交通規

制がありますので、ご協力お願いします。

と　き　６月18日(日)

　▷３km部門   ９時10分スタート

　▷12㎞部門   ９時スタート

　▷ハーフ部門　９時20分スタート

ところ　ふれあいど～む

問い合わせ　村民会館☎64－2134

ＵＰ・ＤＯＷＮ関川マラソン
ご声援・ご協力お願いします

子育てのヒントを学ぶ
ペアレントトレーニング講座

村
から
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注意事項

★胃がん検診を受診する方へ

▷前日の20時から検査終了まで食べ物、

アルコールを摂取しないでください

▷バリウムアレルギー、妊娠中、ペース

メーカ装着中、検査当日も含め３日間排

便のない方等、その他にも検診を受けら

れない場合や、検診を受けるにあたって

主治医の許可が必要な場合について案

内文に記載がありますので、案内文を

よくご確認のうえ受診して下さい。

▷受診当日、水または白湯は検査３時間

前までであれば飲んでも構いません。

牛乳やジュース類は飲まないでくださ

い。喫煙はしないでください。

★７月８日(土)に胃がん検診と胸部レン

トゲンの両方を受ける方は、胸部レン

トゲンを先に受けてから胃がん検診を

受けるようにしてください。

★大腸がん検診の便を役場に提出する方

は、必ず９時30分までにお持ちくださ

い。※時間遵守のこと

★検診を申し込んだ方で受診しないとき

は、受診しない理由を受診票に記入し

て、住民福祉課へ必ず届けてください。

★申し込みをしていない方や80歳以上の

方で受診を希望するときは、住民福祉

課へご連絡ください。

★検査の結果、異常のない方には通知し

ませんので、ご了承ください。

胃がん

大腸がん

６月27日(火)

６月28日(水)

６月29日(木)

６月30日(金)

７月１日(土)

７月３日(月)

７月４日(火)

７月５日(水)

７月６日(木)

７月７日(金)

７月８日(土)

35歳以上の申込者

40歳以上の申込者

7:30～9:00

7:30～9:00

7:30～9:00

7:30～9:00

7:30～9:30

7:30～9:00

7:30～9:00

7:50～9:30

7:50～9:30

7:50～9:30

7:30～9:30

上土沢集落開発センター

大島集落開発センター

山本公会堂

七ヶ谷地区ふるさと会館

九ヶ谷地区ふるさと会館

下川口集落センター

関川村保健センター

関川村保健センター

高田地区ふるさと会館

関川村保健センター

小見前新田集会場

中束集落センター

湯沢地区ふるさと会館(高瀬)

女川地区ふるさと会館

関川村村民会館

上土沢

大島・下土沢

山本・幾地・鍬江沢

蔵田島・久保・鮖谷・安角・大石・金俣

沼・片貝・聞出・金丸・八ツ口

下川口・荒川台・大内渕・上川口

辰田新・打上・内須川

下関1組～11組・該当地区で受けられない人

高田・桂・平内新

勝蔵・南赤谷・下関12組～

松平・滝原・上野山・小見・小見前新田・松ヶ丘

蕨野・中束・田麦千刈・上新保・蛇喰

高瀬・沢・湯沢

上野原・深沢・若山・上野新・朴坂・
上野・小和田・南中・宮前

上関全域・該当地区で受けられない人

35歳～39歳…1,500円・41歳～…1,000円

500円

検診の種類

と　き 時　間 ところ 対象地区

対　象　者 料　　　金

胃がん・大腸がん検診
早期発見のために申し込みした方は必ず受診してください

村
から

※40歳と50歳は無料

他 アクセス2018
就職ガイダンス団体

と　き　７月12日(水)13時30分～16時

　　　　(受付は13時～)

ところ　村上市教育情報センター

対象者　高校生および保護者

内　容　事業所による事業内容、

　　　　仕事内容、労働条件等の説明会

その他　

▷参加希望事業所は６月20日までに事前

申込が必要です。

▷参加希望生徒は学校に申し出て下さい。

▷保護者は事前申込不要です。当日会場

にお越しください。

問い合わせ　ハローワーク村上

　　　　　　学卒係☎0254－53－4141

県 「まちづくりのニナイテ講座」
(実践編)受講生の募集から

他 旧齋藤医院つなぐプロジェクト
音楽会・バイオリン体験団体

　まちづくりアイデアを具体的な事業にす

るための実践的な計画づくりを学びます。

とき・内容

①７月15日(土)10時～17時・「モデル事業

の決定と具体的な進め方の演習」など

②９月16日(土)13時～17時・「中間報

告、課題等についての意見交換」など

③12月９日(土)13時～17時・「成果発表

と評価、次年度の進め方の検討」など

ところ　村上市教育情報センター等

定　員　30名

申込締切　７月３日(月) 受講料　無料

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 村上地域振興局

　企画振興部地域振興課☎52－7231

問い合わせ　住民福祉課 
健康介護班☎64－1472

　相続税に関する無料相談を税理士事務

所で受けられます。事前に電話連絡の上

お出かけください。

と　き　全て10時～16時まで

▷６月19日(月)　 ▷８月21日(月)　 

▷10月16日(月)　 ▷12月18日(月)

ところ・問い合わせ　

　伊藤三五郎税理士事務所☎64－1486

　６月26日(月)から７月２日(日)は「子

どもの人権110番」強化週間です。

と　き　

▷６月26日(月)～30日(金)８時30分～19時

▷７月１日(土)～２日(日)10時～17時

相談内容　いじめ・体罰・虐待など広く

子どもの人権に関すること

相談電話番号　☎0120－007－110

　(全国共通・フリーダイヤル)

電話番号
一　　覧

住民福祉課 住民戸籍班・福祉保険班☎64－1471・健康介護班☎64－1472・地域包括支援センター☎64－1473
建設環境課 地域整備班・水道環境班☎64－1479　  教育委員会 教育課 学校教育班☎64－1491・生涯学習班☎64－2134

相談
案内

相談
案内 相続税無料相談会

「子どもの人権110番」強化週間
子どもの人権電話相談

と　き　７月１日(土)15時～17時

対　象　４歳以上(小学生以上はグループ体験)

講　師　髙橋育世さん(音楽教室「こども

のための音楽の家ハルモニア」主宰)

参加者　先着20名　参加費　500円

申込締切　６月25日(日)　※要予約

バイオリンたいけん教室

と　き　７月２日(日)14時～

演奏者　▷バイオリン 髙橋育世さん

　　　　▷ビオラ 中䑓佳子さん 

　　　　▷ファゴット 中䑓寛さん

演奏曲目　日本のうたメドレー、水上の

音楽　カントリーロード　ほか

参加者　先着30名　入場料　500円

【共通事項】

ところ　旧齋藤医院母屋

問い合わせ・申し込み先　

　近美千代☎090-5818-4050

小さな音楽会

なかだい


