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　遊休農地の状況などを把握するため、

村内全域の利用状況を調査します。農地

への立ち入りやお話を伺うこともありま

すが、ご理解とご協力をお願いします。

期　間　７月～８月

調査方法　農業委員と農業委員会職員な

どが農地を見回り、耕作放棄している

農地などの調査をします。

問い合わせ　農業委員会事務局

　　　　　　(農林観光課内)☎64－1447

と　き　７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

と　き　７月22日(土)

　８時40分歴史館集合～15時30分

コース　黒沢集落登山口～市野々イチョ

ウ公園～桜峠(バスで移動)

定　員　20名　参加費　無料

持ち物　昼食・飲み物・雨具　など

申込締切　７月14日(金)

夏の健康登山「月山」

　東北の名峰、高さ1,984m、出羽三山の

ひとつに数えられ、山岳信仰や花の山と

しても知られています。

と　き　７月23日(日)

　５時に村民会館集合～19時00分

ところ　月山(弥陀ヶ原側下山予定)

コース紹介　姥沢口から一部リフトを利

用して登り、頂上を目指します。(登

り３時間、下り２時間30分) 

募集人数　先着40名　

参加費　1,730円(リフト代、美化協力金含む)

申込締切　７月12日(水)※悪天候は中止

申し込み先　村民会館☎64－2134

おはなしの会
「絵本の読み聞かせとプチ工作」

史跡めぐり④
米沢街道黒沢峠(426ｍ)

と　き　7月29日(土)10時～(小雨決行)

ところ　大石ダム湖畔県民休養地周辺

内　容　▷乗馬体験(中学生以下)

▷米一俵チャレンジ　▷カヌー体験

▷ウォーキングラリー　▷魚釣り体験

▷魚のつかみどり(子どものみ) 

▷ダム・発電所見学　ほか

問い合わせ・申し込み先

　おおいしダム湖畔まつり実行委員会

　(農林観光課内)☎64－1478

村 ７月29日(土)10時～
おおいしダム湖畔まつりから

　水鏡で澄んだ川を覗き込み、タモでカ

ジカを捕まえる爽快感を体験しよう。

と　き　７月29日(土)

　　　　10時30分～13時30分

ところ　下川口河原(大石川)

参加料　1,500円(水鏡とタモのレンタル

含む。大人・小人同額)

その他　事前申込不要(当日会場で受

付)。天候等により中止となる場合があ

ります。小人２名につき、１名以上の

大人の参加が必要です。

問い合わせ　関川村観光協会

　(農林観光課内)☎64－1478

村 ７月29日(土)10時30分～
かじかとりまつりから

村 農地利用状況調査
(農地パトロール)の実施から

村民会館イベント
問い合わせ　村民会館☎64－2134

歴史館イベント
申し込み先　歴史館☎64－1288

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①　１戸(１Ｋ、２階)

募集戸数②　２戸(１ＬＤＫ、２階・３階)

月額家賃　①30,000円　②35,000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)

【村営】宮越住宅

所　　在　辰田新地内の平屋建て

募集戸数　１戸(３ＤＫ)

月額家賃　所得に応じて決定(世帯収入制限有)

その他　同居ありの方が優先となります。

【共通事項】　申込締切　７月14日(金)

　　　　　　　入居時期　８月１日(火)

※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】八千代住宅

と　き　７月15日(土)19時～20時30分

ところ　東桂苑　いろりの間

内　容　大里峠(関川村の伝説)、蛇婿、

三人の若い衆、肝試しに出かけたあねさ、

　字の無い手紙、ほかいろいろ語ります。

語り手　▷チェリー婆 五十嵐絹子さん

　　　　▷チェリー婆 松川美恵子さん

その他　入場無料、申込不要

問い合わせ　松川美恵子☎0254－33－3247

他 あなたもききにきませんか
昔語りのゆうべ団体

　渡邉邸で、夢工房パッチワーク教室(村

上市)の皆さんの作品展を開催します。

　裂き織(山辺里織の伝承者小田テル子さ

ん指導)を含め、約20点を展示します。

と　き　７月１日(土)～31日(月)

　　　　９時～16時(最終日は15時まで)

ところ　渡邉邸　勘定の間～二の間

料　金　通常の入館料のみ必要(大人600円)

問い合わせ　渡辺家保存会事務局☎64－1002

他 夢工房パッチワークと
 裂き織の作品展in渡邉邸団体

　ゆ～む20周年を記念して、先着200名に

名入り記念タオルを贈呈します。

と　き　７月８日(土)９時～

ところ　桂の関温泉　ゆ～む

問い合わせ　

　関川村自然環境管理公社☎64－0252

他 ゆ～む２０周年
 記念タオルをプレゼント団体

　広報せきかわお知らせ版４月15日号に

掲載したバドミントンサークルの開催日

が毎週火曜に変更になりました。

　参加希望者は随時募集しています！

問い合わせ　村民会館☎64－2134

村
から

バドミントンサークル曜日変更



2教育委員会 教育課 学校教育班☎６４－１４９１・生涯学習班☎６４－２１３４

　岩船ダムでは、降雨などで川の水が増

えると予想されるとき、事前にダム洪水

吐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。

　ダム洪水吐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

して周辺の皆様にお知らせします。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。

警報内容　約2分間サイレンを吹鳴

　「60秒吹鳴－10秒休止－60秒吹鳴」

問い合わせ　荒川水力電気㈱　

　　　　　　関川事業所 ☎64-2402

他 災害防止に備えて！
岩船ダムでは放流を行います団体

採用職種・人数　▷社会福祉(支援員・指

導員または介護員)・１人

受験資格　昭和57年４月２日以降に生ま

れた方で学校教育法の規定に基づく高

等学校を卒業し、社会福祉士、社会福

祉主事任用資格・保育士資格または同

等以上の資格を有する方(見込み含む)

受付期間　７月12日(水)～８月２日(水)

（直接または郵送で受け付けます）

受験用紙　下越障害福祉事務組合事務局

総務課で交付※新発田地域広域事務組

合のＨＰからダウンロード可

試験日・試験内容

▷第１次　９月17日(日)10時～教養・専門

▷第２次　※１次合格者に通知

採用予定日　平成30年４月１日

問い合わせ・申し込み先 下越障害福祉事

務組合事務局総務課☎0254－26－1501

他 職員募集
下越障害福祉事務組合団体

募集職種・人員　調理ほか・１名

待　遇　給与・勤務時間等公社規則による

応募資格　高校生以上(年齢不問)

提出書類　履歴書・申込書(公社事務所にあり)

問い合わせ・申し込み先

　関川村自然環境管理公社☎64－0252

他 レストハウス大石
アルバイト募集団体

応募資格　▷村内に住所を有する方

▷村内に勤務する方

▷

村出身の方

種　目　▷随筆・紀行文・コント…1編

400字詰め原稿用紙10枚以内

　(２～３枚でも可・種目数に制限なし)

▷詩…1編につき400字詰め原稿用紙3枚

以内(1人2編まで)

▷短歌…10首まで ▷俳句…10句まで

▷川柳…10句まで

注意事項(詳細はお問い合わせください)

▷応募は各ジャンル１人３編以内

▷応募原稿は返却しません。

▷作品には題名をつけ、住所、氏名、電

話番号を明記ください。(無記名は不可)

作品提出締切　９月29日(金)厳守

提出先　村民会館☎64－2134

村
から

文芸せきかわ
第２８号作品募集

と　き　７月29日(土)19時～20時20分

ところ　浦田の里(村上市岩船)

内　容　▷踊り　▷各種模擬店

　　　　▷打ち上げ花火

その他　当日、お手伝いいただけるボラ

ンティアスタッフを募集します！

問い合わせ 浦田の里納涼祭実行委員会

　　　　　   ☎53－1803

他 納涼祭「蒲田の里」団体

と　き　７月28日(金)19時～20時

ところ　垂水の里駐車場

内　容　▷出店　▷盆踊り大会(仮装歓

迎、参加者には景品をプレゼント！)

問い合わせ　▷関川愛広苑☎60-4025

▷垂水の里☎64-2322

▷ゆうあい☎64－3007

▷ケアハウスせきかわ☎64-1111

他 湯沢地区福祉施設合同夏祭り
団体

募集職種・人員　

▷一般事務(高校卒業程度)・３名程度

受験資格　▷共通事項…平成８年４月２

日以降に生まれた人で高等学校以上の

学校を卒業した人または平成30年３月

31日までに卒業見込みの人

教養試験の程度　高等学校卒業程度

申込締切　７月31日(月)当日消印有効

申込受付　土・日曜・祝祭日を除く

　８時30分～17時15分

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ダウンロード可

一次試験日　９月17日(日)

採用予定日　平成30年４月１日

問い合わせ・申し込み先

　総務課総務班☎64－1476

村 関川村職員採用試験
一般事務(高校卒業程度)から

対象者　戦没者等の死亡当時のご遺族で

平成27年４月１日において公務扶助料

や遺族年金等の受給権者がいない場合

に、次の順番による先順位のご遺族お

一人が対象となります。

１.平成27年４月１日までに戦傷病者戦没者

遺族等援護法による弔慰金の受給権を取

得した方

２.戦没者等の子

３.戦没者等と生計を有していた方で、戦没

者等と氏が同じである①父母②孫③祖父

母④兄弟姉妹

４.上記３以外の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹

５.戦没者等の死亡時まで引き続き１年

以上生計関係を有していた三親等内

の親族

支給内容　額面25万円、５年償還の記名国債

請求期間　平成30年４月２日(月)まで

その他　ご遺族のどなたかがすでに請求

を済ませている場合は、改めて請求す

る必要はありません。

請求窓口　住民福祉課住民戸籍班☎64－1471

村 戦没者等のご遺族の方へ
第十回特別弔慰金請求から

村
から

関川診療所の休診について

問い合わせ　関川診療所☎64－1051

※受験応募資格等の詳細については、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

７/１

～

９/８

７/１
　～
８/７

１次

９/18

１次
９/16・17
※１日を
指定

高卒(見込含)
海自:23歳
未満
空自:21歳
未満

18歳以上

27歳未満

航空

学生

(男女)

一般曹

候補生

(男女)

８/20～22
※２日を
指定

７/１
　～
９/８

９/23～25
※２日を
指定

18歳以上27

歳未満(在高

校生を除く)

第１回
自衛官
候補生
（男子)

18歳以上

27歳未満

第２回
自衛官
候補生
(男女)

　地域で「除排雪に困っている人達」の

支援をして下さる団体等へ助成します。

時　期　平成29年12月１日～平成30年３

月31日まで行われる事業

助成団体　除雪支援をして下さる村民お

よびボランティアグループ・除雪に関

わる団体等（コミュニティ、集落等）

助成内容　除雪活動費、除雪器具使用経

費、防寒具等整備購入費、除雪に関す

る啓発イベント活動費、除雪ボランテ

ィア募集または育成経費を助成

助成額　上限７万円(審査あり、５団体のみ)

募集期間　７月１日～31日まで

問い合わせ　関川村社会福祉センター内

　(関川村共同募金委員会)☎64-0111

社
協

あったか雪募金助成します！

★休診日 ７月13日(木)～14日(金)

ゆ～むの休館について 　施設点検のため、下記のとおり休館します。
休館日　７月19日(水)～20日(木) 　　問い合わせ　関川村自然環境管理公社☎64－0252

他
団体
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　国民健康保険の保険証の有効期限は今

月末です。

　なお、今回から高齢受給者証（70歳誕

生月の翌月から交付）を兼ねた保険者証

になります。

　今までは2枚交付していましたが、１枚

の保険証で兼ねるものになります。

　お間違えのないようご注意ください。

新しい保険証の色　空色

保険証の受け渡し方法　世帯分をまとめて

世帯主あてに７月下旬に郵送します。

※窓口交付を希望する世帯は７月14日

(金)までにご連絡ください

学生用保険証は更新手続きが必要です

①在学証明書か学生証の写し

②古い保険証　③印鑑

④マイナンバーカードまたは通知カード

保険税を滞納すると

①有効期間が短い保険証になります

②さらに滞納が続くと医療費の全額を負

担していただきます

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

国保の保険証を更新します村
から

　多額の医療費がかかるときは、減額認

定証を医療機関へ提示することで窓口で

の支払いが自己負担限度額まで抑えるこ

とができたり、入院したときの食事代が

減額されたりします。

減額認定証の申請が必要な方

▽70歳未満の方

▽70歳～74歳の方で住民税非課税世帯の方

食事代の標準負担額（1食当たり）

注　意　現在、長期入院に該当する『減

額認定証』をお持ちの方は、7月末で

有効期限が切れますので、7月中に継

続申請をしてください。

問い合わせ

  住民福祉課福祉保険班☎64－1471

村
から

申請が必要な方はお忘れなく

国保の「減額認定証」

一般(②、③以外の方) 360円①

①のうち特定の疾病の方 260円②

住民税非課税の世帯の方

過去12か月の入院日数が90日
未満

過去12か月の入院日数が90日
以上の長期入院
※入院日数が確認できる領収
  書を添付して申請が必要

70歳以上で所得が一定額以下

210円

160円

100円

③

検診(健診)名 対象者 会　場 料　金受付時間

特定健診
 (肝炎ウイル
 ス検診も同

時)

前立腺がん
検診

胸部レントゲ
ン検診

胃がん検診

大腸がん
検診

７月８日(土)に各種検(健)診を一斉開催！
村
から

まだ受診されていない方はこの機会にぜひ受診しましょう！

　受診には、受診票・問診票などが必要です。説明文をよくご覧の上、当日忘れず
に持参ください。

※胸部レントゲン検診と胃がん検診の両方を受けられる方は、先に胸部レントゲン
　検診を受けてから胃がん検診を受診して下さい。

問い合わせ・申し込み先　住民福祉課健康介護班　64－1472

とき

3 0歳以上
(村国保以
外の方は、
保 険 者 発
行 の 受 診
券が必要)

50歳以上

40歳以上

35歳以上

40歳以上

8:00～
 10:00

30代…1,300円
国保被保険者…1,300円
(40,45,50,55歳は500円)
国保以外…各保険者によっ
　　　　　て異なる
後期高齢者医療被保険者…無料

700円
50歳…無料

35～39歳…1,500円
41歳以上…1,000円
40歳・50歳…無料

500円

無料

村民会館
大ホール

村民会館
大ホール

村民会館
アリーナ側玄関前

村民会館会議室
(図書室奥)

村民会館会議室
(図書室奥)

8:00～
 10:00

7:15～
 10:00

7:30～
  9:30

7:30～
  9:30

村
から 特定健診結果説明会

５月22日～26日に受診された方へ

やむを得ない理由で他の会場へ出席す

る方や説明会の前に結果を知りたい方

は、事前にご連絡ください。

当日は、健康手帳(お持ちの方)をご持

参ください。

注意！

特定健診の結果をお返しできる方は、

①村の国保被保険者　②後期高齢者医

療被保険者　③30歳代の方です。

社保などの扶養者の方へ
◇特定健診の結果は、健診業者から郵
送で送られてきます。

◇結果の見方や日常生活の相談を希望
する方は、結果表を持参ください。

と　き 対象地区ところ時　間

問い合わせ　住民福祉課 健康介護班保健師　64－1472

19日(水)

20日(木)

21日(金)

24日(月)

25日(火)

26日(水)

27日(木)

28日(金)

31日(月)

１日(火)

２日(水)

19日(土)

９:45～11:15

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

９:45～11:15

13:40～15:00

９:45～11:15

９:45～11:15

13:40～15:00

九ヶ谷地区ふるさと会館

金丸公会堂

下川口集落センター

保健センター

大石公会堂

上土沢集落開発センター

むつみ荘

保健センター

七ヶ谷地区ふるさと会館

上関集落センター

大島集落センター

南赤谷公会堂

辰田新集落センター

川北地区ふるさと会館

高田地区ふるさと会館

中束集落センター

女川地区ふるさと会館

女川地区ふるさと会館

保健センター

保健センター

片貝・沼・聞出

金丸・八ッ口

上川口・下川口・荒川台・大内渕

下関1～18組

大石・金俣

上土沢・山本・幾地・鍬江沢

高瀬・沢・湯沢

下関19組～・下関地区で前回来られ

なかった方

安角・鮖谷・久保・蔵田島

上関全域

大島・下土沢

南赤谷・勝蔵・内須川

辰田新・打上

小見・上野山・松ヶ丘・小見前新田・

松平・滝原

高田・平内新・桂

中束・田麦千刈・蕨野・蛇喰

朴坂・宮前・南中・上新保

上野・上野新・深沢・若山・小和田・

上野原

７月未受診者健診受診者・５月不参加者

７月未受診者健診受診者・５月不参加者

＋

H29.7.31まで H29.8.1から

保険証 保険証
高齢受

給者証



4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。

第50回全国ホタル研究会新潟県関川村大会【～７月２日まで】
胃がん・大腸がん検診（～７月８日まで、日曜日除く）
バイオリンたいけん教室(15:00～17:00、旧齋藤医院)

連盟会長杯野球大会(８:30～、スポーツ公園野球場)
小さな音楽会(14:00～、旧齋藤医院母屋)

あゆ釣り解禁日（禁漁区を除く荒川全域）
季節の料理教室「灰汁笹巻」(13:30～15:00、村民会館調理室)

ちゃれんじスリー(10:00開会式～、胎内市B&G体育館)
ペアレントトレーニング講座①(９:30～11:30、村民会館会議室)

乳児(７～８、10～11か月児)健診・ブックスタート
（受付13:00～13:30、保健センター）

わぁ～むカフェ(10:00～12:00、ふれあいの家)

[海の日]

まちづくりのニナイテ講座①(10:00～17:00、村上市教育情報センター)
おはなしの会とプチ工作（10:30～11:30、村民会館図書室）
昔語りのゆうべ(19:00～20:30、東桂苑)

ゆ～む休館日(施設点検のため)
関川中わたしの主張大会 (13:30～15:30、関川中学校体育館)
特定健診結果説明会（～８月２日まで、土・日曜日除く）

特定健診・胸部ﾚﾝﾄｹﾞﾝ検診・胃がん・大腸がん検診 (村民会館）

[七夕・小暑] 

日 曜 行　事　予　定 日 曜 行　事　予　定

７月 ゆ～む休館日(施設点検のため)

関川小学校・関川中学校　終業式

史跡めぐり④（８:40に歴史館集合～15:30、米沢街道黒沢峠）

せきともクラブ夏休み版(９:00～、村民会館)

やまやの里・やまゆり荘納涼盆踊り大会(18:45～、やまゆり荘駐車場)

やまゆり大学③(９:30に村民会館集合～18:00、古町演芸場)
もの忘れ相談会(13:30～15:30、垂水の里会議室)

自殺防止予習会「元気になれるＳＳＴ講座」(13:00～16:00、保健センター)

やまやの里・やまゆり荘納涼盆踊り大会(18:45～20:30、やまゆり荘)
湯沢地区福祉施設合同夏祭り(19:00～20:00、垂水の里駐車場)

浦田の里　納涼祭(19:00～20:20、浦田の里)
おおいしダム湖畔まつり（10:00～、大石ダム湖畔県民休養地）
かじかとりまつり（10:30～13:30、下川口河原）

献血  ９:30～10:30、グローバルウェーハズ・ジャパン(株)関川工場
　　　　12:30～13:15、垂水の里　14:15～16:00、保健センター

[大暑]
夏の健康登山「月山」(５:00に村民会館集合～19:00)
ペアレントトレーニング講座②(９:30～11:30、村民会館会議室)

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

８月

23 日

22 土

21 金

20 木

24 月

25 火

26 水

27 木

28 金

29 土

30 日

31 月

１ 火
２ 水

３ 木

４ 金

５ 土

　日本の昔ばなしを上映します。

●日　時　８月８日（火）～11日（金）

　　　　　　午前10時～11時05分

●場　所　プラネタリウム

●入場料　無料　　●定員　80人（先着順）

夏休みビデオ上映会

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）

毎週
月曜

川北・女川地区　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

リフレッシュ健康教室（19:30～20:30、村民会館休養室）毎週
金曜

◆毎週の予定◆　※祝日の場合はお休みです。

せきともクラブ(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）
バドミントンサークル（19:00～、村民会館アリーナ）

毎週
火曜

TEL５３－７５１１

カレンダー ７月１日　 ８月５日

情報ひろば
村上市教育情報センター

相談案内
相談は無料で、秘密

は堅く守られます

こころの

健　　康

相 談 会

と　き　７月14日(金) 10時～12時

ところ　村上地域振興局健康福祉部 ※予約制

担当医　村上はまなす病院 馬場肝作医師

対　象　精神科、心療内科に未受診の方

申込締切　７月12日(水)まで

申し込み先　村上地域振興局健康福祉部

　　　　　　地域保健課☎53－8369

高齢者や

その家族

の 相 談

法律相談　７月３日(月)・10日(月)・18日(火)・

　　　　　24日(月)・31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。

※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

〔 〕

公益財団法人新潟県市町村振興協会


