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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

村民会館から

と　き　７月27日(木)19時～20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　内履きの運動靴

申込締切　７月24日(月)

その他　詳しくはお問い合わせください。

申し込み先　村民会館☎64－2134

下関地区村民水泳プール一般開放

と　き　▷７月15日(土)～17日(月・祝)

　　　　　10時～15時

▷７月22日(土)～８月21日(月)

　平日10時～12時　土日10時～15時

ところ　下関地区村民水泳プール

その他　

▷夏休み期間中はPTAでも開放します。

▷悪天候が予想される場合は開放しません。

問い合わせ　村民会館☎64－2134

　今年は、「羽越水害」から50年の節目の

年となります。治水に関する歴史・文化

に理解を深め、洪水にまつわる史跡など

を巡り、先人の偉業と志を学びましょう。

と　き　８月５日(土)９時集合～16時

集合場所　羽越河川国道事務所

コース　【下流域コース】①鳥屋②金屋

③葛籠山④川部⑤花立頭首工⑥丸山大

橋⑦大蔵神社⑧蛇喰⑨琵琶潟橋

申込方法　FAX(0254－62－1411)かハガ

キかメール(uetsu@hrr.milt.go.jp)で

氏名、年齢、住所、電話番号を記入の

上ご送信ください。

申込締切　７月24日(月)

募集人数　20名　参加費　無料

その他　昼食・飲み物は各自持参。

　詳細はお問い合わせください。

問い合わせ・応募先　羽越河川国道事務

所　調査課☎0254－62－6038

羽越水害50年記念事業
あらかわ治水巡り参加者募集

　夏休み期間のため高校生等部活動支援

バスを下記の期間運休します。ご理解と

ご協力をお願いします。

運休期間　７月27日(木)～８月25日(金)

その他　平常運転は８月28日(月)から

問い合わせ　

　総務課企画財政班☎64－1476

高校生等部活動支援バス
夏休み運休についてから

村

　農地は農業生産の基盤となるため、宅

地などの土地利用計画と調整しながら、

優良農地の確保を進める必要があります。

　農地を宅地などの農地以外に利用する

ときは、許可申請や届出など一定の手続

きが必要になります。農地の転用には、

法律の規制がありますので、一時的な転

用も含め、事前にご相談ください。

問い合わせ・相談先　農業委員会事務局

(農林観光課内)☎64－1447

農地転用には
 許可・届出が必要です！から

村

　「最近忘れっぽくなって…」「うちの家

族が認知症になったかもしれない…」と

お悩みの方を対象に相談会を開催します。

と　き　７月25日(火)13時30分～15時30分

ところ　垂水の里会議室

相談員　保健師・認知症地域支援推進員

申込締切　７月24日(月)

その他　相談無料。送迎も可能です。

問い合わせ・申し込み先　

　地域包括支援センター☎64-1473

物忘れ相談会から

村

ふれあいど～む
トレーニングルーム利用講習会

７月は社会を明るくする運動強調月間です「犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ」

村 夏場は血液が不足します
献血にご協力願いますから

と　き　７月27日(木)

献血成分　全血献血（病院からの需要が

高い400ml献血のみの受付となります）

持ち物　運転免許証や健康保険証などの

本人を確認できるもの。

問い合わせ　健康介護班☎64－1472

ところ

グローバルウェー
ハズ・ジャパン
㈱関川工場

垂水の里

保健センター

12時30分～13時15分

14時15分～16時

９時30分～10時30分

時間

他 ルールを守って釣りましょう
あゆ解禁日団体

問い合わせ　荒川漁業協同組合

 (関川村自然環境管理公社）☎64－0252

種　別

釣り ７月５日(水)

８月１日(火)

８月21日(月)

８月15日(火)

８月21日(月)

７月５日(水)

９月15日(金)

投あみ

ウナワ

ゴロカケ

遊漁料金

区　域 解禁日

荒川全域
(禁漁区を除く)

温泉橋～
丸山大橋を除く

温泉橋～
丸山大橋間

温泉橋～
丸山大橋を除く

温泉橋～
丸山大橋間

高田橋下流～

年　券

１日券

8,000円

2,000円

荒川全域
(禁漁区を除く)

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

★休診日 ７月28日(金)午後
(午前は通常通り診療をします)

　村では、患者負担の軽減と国保の医療

費削減を目的に「ジェネリック医薬品差

額通知書」を発送します。

　皆さんジェネリック医薬品への切り替

えにご理解とご協力お願いします。

対象月　平成29年3月診療分

通知発送の対象者

　関川村国民健康保険に加入されている

方で、処方された新薬（先発医薬品）を

ジェネリック医薬品（後発医薬品）に変

更したときに薬代の自己負担額が一定額

以上軽減されると見込まれる方

※国保に加入されている方全員に届くも

のではありません。

送付予定日　7月下旬

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

村 国保のジェネリック医薬品
差額通知を送りますから

から

国



2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

「さわやかな　あなたのマナーが　光る夏」
 ７月22日(土)～31日(月)は、夏の交通事故防止運動です！

　新潟県司法書士会では、県内の各司法

書士事務所で、無料相談を実施します。

と　き・ところ　８月３日(木)・

　各司法書士事務所の営業時間内

相談例　▷相続を開始したが、土地や家

屋の名義をまだ変えていない。▷１人

暮らしの老後を安心して過ごしたい。

　▷何年も返済を続けてきたのに一向に

　借金が減らない。▷アパートを退去する

　際、多額の原状回復費を請求された。

問い合わせ　新潟県司法書士会

　　　　　　☎025－244－5121

　鷹の巣ダムでは、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　東北電力(株)

　　　　　　鷹の巣発電所 ☎64-3575

他
団体

災害防止に備えて！
鷹の巣ダムでは放流を行います

と　き　８月３日(木)

　　　　18時45分～20時30分

ところ　やまゆり荘駐車場

　　　　※雨天時はやまやの里体育館

内　容　盆踊り、各種模擬店、アトラク

　　　ション　など

その他　仮装での参加も大歓迎です。

　　　　参加賞もあります。

※広報せきかわお知らせ版７月１日号カ

レンダーに７月28日(金)にも掲載され

ていました。開催日は８月３日(木)の

みです。お詫びして訂正します。

問い合わせ　やまゆり荘☎66－5666

　　　　　　やまやの里☎66－5945

他
団体

やまゆり荘・やまやの里
納涼盆踊り大会

募集テーマ　「水源の里」の四季折々の

自然風景、人々の生活や祭事、地域を

象徴する風物など、水源の里の魅力が

表現された作品

応募資格　どなたでも応募できます。

応募締切　８月31日(木)※最終日消印有効

審査員　田沼武能先生・鷲田清一先生

表　彰　グランプリ賞金20万円　ほか

応募料　１点につき1,000円(２点目以降

１点増えるごとに500円追加)

その他　詳細はお問い合わせください。

問い合わせ　全国水源の里連絡協議会

　フォトコンテスト事務局☎0773－42－4271

他
団体

第９回　全国水源の里
フォトコンテスト作品募集

と　き　７月31日(月)14時～15時

　　　　(個別相談は15時～16時)

ところ　県立新発田病院５階大会議室

内　容　▷講演「もっと知ろう！ウイル

ス肝炎の最新治療」

▷個別相談会(要予約先着４名、無料相談)

講　師　県立新発田病院　

　　　　消化器内科　岩澤貴宏医師

申込締切　７月24日(月)※事前申込制

申し込み先　村上地域振興局健康福祉部

　(村上保健所)地域保健課☎0254－53－8368

ウイルス肝炎
講演会・個別相談会

相談
案内

８月３日は司法書士の日
記念無料相談会を実施します

　海浜事故を無くすために以下の項目に

注意して安全に楽しみましょう

▷天気予報を確認する。

▷天気の急変や波が高くなる前に帰る。

▷飲酒後は絶対に泳がない。

▷子どもから目を離さない。

▷遊泳禁止区域では遊ばない。

▷海の「もしも」は１１８番

問い合わせ　第九管区海上保安本部　

　交通部　安全対策課☎025－285－0118

訂正とおわび　広報せきかわお知ら

せ版７月１日号カレンダーに掲載しま

した「関川小学校・関川中学校　終業

式」は７月24日(月)の誤りでした。

おわびして訂正します。

海で安全に楽しむために

　腸炎ビブリオ食中毒は、激しい腹痛や

下痢、発熱等を引き起こす食中毒で、刺

身などを原因として夏場に多く発生しま

す。魚介類は低温で保管し、調理すると

きはよく洗い、こまめな手洗いや調理器

具の消毒をして予防しましょう。

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

県 腸炎ビブリオ食中毒に注意！
から

対象事業　

①防犯や見守り活動の取り組み事業

②地域の防災力向上を図る事業

③地域の課題解決に向けた福祉の推進事業

対象団体　集落・コミュニティ・ボラン

ティア団体・民間の非営利団体　など

対象事業年度　29年度(平成29年８月～平

成30年３月31日までに実施する事業)

申請締切　平成29年７月31日(月)

選考決定　助成審査委員会で審査、決定、通知

問い合わせ　関川村社会福祉協議会(関川

村共同募金委員会事務局)☎64－0111

社
協

「安心・安全・地域の支え合い
支援」助成公募(２次募集)

　今年は、週休２日制の会社で、８月13

日(日)～15日(火)を夏季休暇とした場

合、「山の日」(祝日)により５連休とな

ります。ここに年次有給休暇をプラスワ

ンすると６連休となります。暑い夏、仕

事休もっ化計画を実践しましょう。

国 まずは夏季休暇からはじめよう！

「仕事休もっ化計画」から

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25節

　アルビレックス新潟　

　　　　　　　対　サンフレッチェ広島

と　き　９月９日(土)or10日(日)

　キックオフ時間未定(７月中旬発表予定)

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①９

月広島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　８月30日(水)必着

招待券の受け渡し　招待の可否を９月４

日(月)頃、返信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

から

国

から

県


