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村民会館イベント

と　き　８月15日(火)

　受付９時～９時20分 開会９時30分～

ところ　村民会館大ホール

対　象　平成８年４月２日～

　　　　平成９年４月１日に生まれた方

内　容　記念式典・記念写真撮影など

第63回 成人式

と　き　８月12日(土)８時30分～

ところ　スポーツ公園野球場

申込締切　８月７日(月)

組み合わせ抽選会　８月７日(月)

　　　　　　　　　村民会館で19時～

第49回 村長杯野球大会

 児童扶養手当と特別児童扶養手当の認

定を受けている方は、８月１日現在の状

況を提出ください。

現況届　７月下旬に郵送しています。届か

ない方は住民福祉課へご連絡ください。

提出期限

▷児童扶養手当…８月31日(木)まで

▷特別児童扶養手当…

　８月14日(月)～９月11日(月)まで

※期限内に提出がないと８月以降の手当

が受け取れなくなる場合があります。

問い合わせ・提出先　福祉保険班☎64－1471

児童扶養手当・特別児童扶養手当
「現況届」を忘れずに！

村
から

　郡市内の各中学校から代表に選ばれた

11人が自分の考えを発表します。皆さん

のご来場をお待ちしています。

と　き　８月19日(土)12時50分～

ところ　村上市教育情報センター

その他　入場無料。岩船・神納・関川・

山北中学校吹奏楽部の皆さんによる演

奏も披露されます。

問い合わせ　村上地域振興局健康福祉部

　企画調整課☎53－8361

わたしの主張
村上・岩船地区大会

県
から

施設名など

役　場

診療所

問い合わせ 11日(金・祝) 12日(土) 13日(日) 14日(月) 15日(火) 16日(水) 17日(木)

村民会館

図書室

し　尿

ごみ(村上市)

光兎こども館

学童保育所

ごみ(公衛社)

ど～む

ゆ～む

路線バス

☎64－1441(代表)

☎64－1051

☎64－2134

☎64－1726

住民福祉課福祉保険班
☎64－1471

ごみ処理場☎60－2430
建設環境課水道環境班

☎64－1479

管理公社64－0252

公衛社☎64－2182

新潟交通観光バス㈱
下関営業所☎64－1102

休み

13時～18時

９時～22時

回収：ごみ収集日程表どおり　持ち込み：11日(金・祝)～15日(火)までは不可

くみ取りの申し込み
公衛社☎62－5121

休み

休み

休み

平常どおり 平常どおり 休み 平常どおり平常どおり 平常どおり 平常どおり

13時～18時 13時～18時

９時～22時

午前のみ診療休み

９時～17時 ９時～17時 ９時～17時

休み

休み 休み

休み

９時～22時

休み

休み

９時～22時

休日ダイヤ 休日ダイヤ 休日ダイヤ

休み 休み

休み

休み

休み 休み

９時～22時

平常どおり

平常どおり

平常どおり

平常どおり

平常どおり 平常どおり

平常どおり

平常どおり平常どおり平常どおり平常どおり平常どおり 平常どおり

休み

平常どおり

13時～
17時30分

13時～
17時30分

平常どおり

13時～
17時30分

９時～22時 ９時～22時

休み

休み休み休み 休み

８時30分～
22時

８時30分～
22時

８時30分～
22時

10時～22時10時～22時 10時～22時 10時～22時

平常どおり

平常運行平常運行 平常運行 平常運行

問い合わせ　村民会館　64－2134
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　８月17日(木)

　　　　　　　入居時期　９月１日(金)

※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

村
から

関川診療所の休診について

★休診日　８月18日(金)１日

問い合わせ　関川診療所☎64－1051

村
から

ゆ～む休館日変更について

★休館日　

問い合わせ

　関川村自然環境管理公社☎64－0252

８月16日(水)→８月23日(水)

に変更します。



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

　猟銃による狩猟や有害鳥獣捕獲に関心

のある方向けに、研修会を開催します。

と　き　８月20日(日)

　　　　９時30分までに集合

ところ　新津クレー射撃場(新潟市秋葉区)

募集人数　30人程度

申込方法　電話か県の環境ポータルサイ

ト「環境にいがた」ページから申込み

参加費　無料

内　容　▷射撃見学や模擬銃の体験

　▷野生鳥獣の捕獲に関する講習会

　▷若手ハンター体験談　ほか

申込締切　8月18日(金)12時まで

問い合わせ・申し込み先　県庁環境企画

課鳥獣保護係☎025－280－5152

と き ８月８日(火)17時30分～18時30分

ところ　役場３階 大会議室

テーマ　「IVUSAと関川村の関わりについて」

講　師　国際ボランティア学生協会

　　　　IVUSAインターン学生

その他　事前申込不要。参加費無料。

問い合わせ　総務課総務班☎64－1476

村
から

役場職員研修講座
村民の皆さんもぜひどうぞ

県
から

第３回「 銃による狩猟等の
体験研修会」参加者募集！

　上土沢竹灯籠の会は、お盆の８月13日

に土沢小学校で竹灯籠にローソクの火を

灯し先祖への「迎え火」をします。

と　き　８月13日(日)17時～(荒天以外決行)

ところ　土沢小学校庭園

内　容　１万本の竹灯籠に参加された方

全員で火を灯します。会場では、抹茶、

あま酒、おにぎりの振舞いがあります。

問い合わせ　上土沢竹灯籠の会　

　　　　　　代表・岡田周一☎64-1702

【同時開催】竹あかりコンサート
と　き　８月13日(日)18時30分～

演　奏　▷篠笛奏者 田村優子さん　

▷マルチフルート奏者 Fuefuki Kanaさん

▷三味線奏者 大谷菊一郎さん　ほか

その他　荒天時は体育館開催

旧米沢街道を彩る
１万本の竹灯籠で迎え火を

　村上岩船婚活事業実行委員会では、独身男女の婚活を応援します！

と　き　10月７日(土)10時30分～16時（受付開始10時～）

ところ　マナボーテ村上～村上町屋ほか　※村上駅から無料送迎あり

イベント内容　▷町屋の屏風まつり散策　▷瀬波温泉汐美荘でランチ　▷マッチング

▷イベント終了後は同日に行われる「宵の竹灯籠まつり」をお楽しみいただけます。

参加対象者　20代～40代の独身男女(学生は除く)　

募集人数　男女とも定員25名ずつ(定数を超えた場合は抽選)

参加費・参加条件　▷男性　3,000円・村上市、関川村、粟島浦村に住所を有する方

　　　　　　　　　▷女性  1,000円・住所は問いません

応募方法　８月31日(木)までに村上市ＨＰ

 (下記ＵＲＬまたはQRコード)よりお申し込みください。

 http://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/10/29konkatsu.html

事前セミナー　※男性対象のセミナーとなります。(参加必須)

　　　　　　　９月18日(月・祝)午後開催予定・詳細は後日連絡

問い合わせ　村上市役所政策推進課企画政策室☎53－2111

村
から 素敵な出会いを美しい町並みとともに…

他
団体

　開窯30年を記念して、磁器等や絵画の

親子展を行います。

と　き　８月11日(金・祝)～13日(日)

　　　　10時～17時

ところ　旧齋藤医院母屋(村役場となり)

その他　小皿の無料絵付け体験を行いま

す。小皿は焼成後プレゼントします。

※子ども対象・限定30名・予約不要

問い合わせ　石山静男☎090－4397－4560

石山静男・華瑠那　親子展
小皿絵付け体験

他
団体

↑QRコード

　魚といっしょに泳いだり、川の流れに身を任せたり、魚とりにたき火・・・

　関川村の子どもたち、故郷に帰省する子どもたちなど。楽しい川遊び教えます。

と　き　８月12日(土)　９時30分集合～14時解散(途中参加・途中帰宅自由)

ところ　集合：七ヶ谷ふるさと会館　　会場：大石川(鮖谷橋下)

活動内容　川遊び、かじか捕り、羽釜で炊飯、生き物観察会　

    　　　ほかにも楽しい企画が盛りだくさん！夏休みの自由研究に最適！

参加料　小学生以上 １人500円（当日徴収）

申込方法　メール、ハガキ等で「郵便番号、住所、参加者氏名、年齢(学年)、

連絡先電話番号」を添えてお申し込みください。

その他　増水時は中止。朝８時決定で電話連絡します。受け入れ人数に限りが

ありますので早めにお申し込みください。

問い合わせ･申し込み先　タランペクラブ代表　加藤克徳☎090－1432－4873

携帯メール：kajikataro-taranpe@docomo.ne.jp　

Eメール：tarannpeclub@yahoo.co.jp

はがきあて先　〒959－3234　関川村大字鮖谷213

他
団体

他
団体

携帯メールQRコード

救急医療週間チャレンジ企画

親子でトライ！おうきゅうてあて！
　９月９日は救急の日！この機会に大切な人と一緒に応急手当を体験してみま

せんか？親子、もしくはお友達同士の参加も可能です。大切な命を救うため、

皆さんの参加をお待ちしています！

と　き　９月９日（土）10時～11時30分

ところ　村上市消防本部　３階講堂

対　象　小・中学生と保護者　※お友達同士の場合は保護者なしでも構いません。

内　容　救命入門コース（応急手当の話、心肺蘇生法とAEDの体験等）

　　　　講師　村上市消防本部  救急救命士

その他　参加費無料です。受講後、参加者全員にお名前が入った修了証を発行

します。

申込方法　９月１日（金）までに村上市消防署防災安全室、もしくは消防本部の

ホームページからお申し込みください。後日担当者よりご連絡いたします。

問い合わせ・申し込み先　村上市消防署防災安全室(救急担当)☎0254－53－7224
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テーマ：安心して子育てをするために

と　き　９月３日(日)13時30分～15時

ところ　新発田市生涯学習センター　講堂

内　容　

①正しく知ろう　子どもの食物アレルギ

ー・小児科　熊倉俊一先生

②いじめにあわない、不登校にならない

子育てって？～元気な心を育てるには

～・小児心身症科部長　塚野喜恵先生

③目の前で子どもが倒れたら～小児の心

肺蘇生について～・小児科部長　長谷

川聡先生

その他　参加費無料。申込不要。

問い合わせ　新潟県立新発田病院

　公開講座委員会事務局・地域連携セン

ター(田中)☎0254－22－3121

県
から

新潟県立新発田病院
 市民公開講座

　今年はツキノワグマの主なエサとなる

山の堅果類(ブナやナラの実)の凶作が予想

されます。エサを求めて多くのクマが人

里へ下りる可能性が指摘されています。

●出会わないために　

▷山にクマがいるのは当たり前。地域の

出没情報に注意する。▷朝、夕の薄暗

い時間帯の行動を極力避ける。

▷単独行動を避け、農作業中も鈴やラジ

オを鳴らす。

●引き寄せないために

▷生ゴミや、不要な農作物や果実など、

エサとなるものは放置せず土に埋める。

▷山野にあるお墓のお供え物、キャンプ

や登山で出たゴミは必ず持ち帰る。

▷ヤブや茂みは刈り払い、クマが出没し

にくい環境をつくる。

●目撃や痕跡を見つけたら

　役場や最寄りの警察署にご連絡下さい。

問い合わせ　

　農林観光課農林振興班☎64－1447

村
から

ツキノワグマに
注意しましょう

　SST(生活技能訓練)は、対人関係を中

心とした、生活のしづらさを楽にするた

めに考えられたリハビリテーションプロ

グラムです。問題解決能力を高め、良い

コミュニケーションを学びます。

と　き　８月５日(土)

　　　　13時～16時(受付12時30分～)

ところ　関川村保健センター

定　員　SSTが初めての方や経験者あわ

せて30人限定

講　師　松浦幸子さん

　　　　(精神科ソーシャルワーカー）

持ち物　筆記用具・飲み物

申込締切　８月４日(金)まで

受講料　無料　協力費　400円

問い合わせ　住民福祉課(保健師)☎64－1472

村
から

「生ぎろで」キャンペーン！自殺防止学習会

元気になれるSST

　認知症になっても安心して暮らせる地

域であるために、「認知症とは」「認知

症の進行を遅らせるには」等講演してい

ただきます。講演後、測定器による健康

チェックを専門員が対応します。お薬手

帳をご持参しお気軽にご相談ください。

と　き　８月19日(土)

　　　　14時～16時(受付13時30分～）

ところ　関川村村民会館休養室

内　容　▷講演▷健康相談会

講　師　黒川病院　認知症疾患医療セン

ター長　関野　敏先生

定　員　先着50人

主　催　NIC関川／NIC新潟日報販売店会

参加費　無料＆参加特典プレゼント

申し込み先　NIC関川☎64－1035

みんなの医療・介護
NIC健康セミナー

　ご家族に、肺がんや中皮腫などで亡く

なられた方はいませんか？息切れ、胸が

苦しいなどの症状が出ていませんか？

　その病気、その症状は、石綿(アスベ

スト)が原因かもしれません。

　石綿による疾病と認定された場合、各

種給付を受けることができます。

　お心当たりのある方は、お気軽に問い

合わせください。

問い合わせ　新潟労働局労働基準部労災

            補償課☎025－288－3506

国
から

石綿(アスベスト)による
疾病の補償・救済について

　村では、県建築士会岩船支部と協力し

て、住宅の耐震診断費用の補助制度を行

なっています。この制度で耐震診断をし

た場合は、自己負担１万円で住宅の耐震

診断ができます。

対　象　▷昭和56年５月31日以前に建築

された２階までの木造住宅

▷村内の所有者自ら居住している住宅

▷１戸建て住宅(店舗、事務所など住宅

以外の用途を兼ねる住宅は延べ面積の

２分の１以上を住宅用としているもの

に限る)　▷村税を完納していること

補助額　耐震診断経費から１万円を差し

引いた額(上限95,000円)

申請方法　申請書(村HPまたは建設環境

課にあります)を記入し、関係書類を

添えて提出してください。

申請期間 ８月１日(火)～

　　　　　 ９月29日(金)(土日祝除く)

※診断補助を受けた方で耐震改修が必要

な住宅は耐震改修工事の補助もありま

すので詳しくは問い合わせください。

問い合わせ・申し込み先

　建設環境課地域整備班☎64－1479

村
から

自己負担1万円で木造住宅の
耐震診断を実施しています

　赤芝ダムでは、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を開始する10分前

には、サイレンやスピーカー等で周辺の

皆様にお知らせします。放流後は川の水

が急に増えますので、すぐに川から上が

って安全なところに避難するよう、ご協

力をお願いいたします。

警報内容　約２分間サイレンを吹鳴

　　　　 「1分吹鳴－休止－1分吹鳴」

問い合わせ　赤芝水力発電㈱赤芝発電所

　　　　　　☎0238-64-2061

他
団体

災害防止に備えて！
赤芝ダムでは放流を行います

他
団体

納期限　▷第１期　８月31日(木)

　　　　▷第２期　11月30日(木)

納税窓口　８月10日頃に納税通知書を送

付しますので、最寄りの金融機関・郵

便局・地域振興局県税部で納めてくだ

さい。

口座振替　預金口座のある金融機関で申

し込むと、次のとおり開始します。

▷今年の７月～９月に申込みをした場合

　→今年の第２期分から

▷今年の10月～来年６月に申込みをした

場合→来年の第１期分から

問い合わせ　新発田地域振興局 県税部 

　　　　　　課税課☎0254－26－9024

県
から

個人事業主の皆さん
個人事業税の納税はお早めに

　放送大学はBSテレビやパソコン・スマ

ホのインターネットを利用して授業を行

う通信制の大学です。

　10代から90代の幅広い世代約９万人の

学生が、大学を卒業したい、学びを楽し

みたいなど、様々な目的で学んでいます。

　心理・福祉・経済・歴史・文学・情報・

自然科学など、約300の幅広い授業科目

があり、１科目から学ぶことができます。

　資料を無料で差し上げていますのでお

気軽にご請求ください。

　出願期間は、第１回が８月31日まで、

第２回が９月20日までです。

問い合わせ・資料請求先　放送大学

　新潟学習センター☎025－228－2651

他
団体

放送大学10月生募集



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。

特定健診結果説明会（～８月２日まで）

せきともクラブ(放課後子ども教室)夏休み版(８:30～、村民会館)

役場職員研修講座(17:30～18:30、役場３階大会議室)
ど～むトレーニングルーム利用講習会(19:00～、ど～む)

第49回村長杯野球大会（８:30～、スポーツ公園野球場）
タランペクラブ「親子で川遊び」(９:30　七ヶ谷ふるさと会館集合)

第63回成人式（受付９:00～、村民会館大ホール）

竹灯籠迎え火（17:00～、土沢小学校庭園）
竹あかりコンサート(18:30～、土沢小学校庭園)

関川診療所１日休診
夏の区長会議（15:30～、役場３階大会議室）

特定健診結果説明会（９:45～11:15、13:40～15:00保健センター）
わたしの主張村上・岩船地区大会(12:50～、村上市教育情報センター)
NIC健康セミナー(14:00～16:00、村民会館)

自殺防止学習会「元気になれるＳＳＴ講座」(13:00～16:00、保健センター)
村上市あらかわ大祭花火大会(19:45～21:00、荒川橋付近）

[立秋]
乳児(４、５か月児)相談（受付13:10～13:30、保健センター）
村長杯野球大会組み合わせ抽選会(19:00～、村民会館）

［山の日］

村上地区交通安全協会関川支部ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ大会(９:00～、ど～む)
関川村議会８月第３回臨時会議(10:00～、３階議場)
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)
笑いヨガ(せきかわゲラゲラ隊)(19:00～20:00、村民会館)

日 曜 行　事　予　定 日 曜 行　事　予　定

８月 わぁ～むカフェ(10:00～12:00、ふれあいの家)
銃による狩猟等の体験研修会(９:30集合、新津クレー射撃場)

ゆ～む休館日

関川小学校２学期始業式

秋季消防演習・定例表彰式（８:00～、ど～む）
県立新発田病院市民公開講座(13:30～、新発田市生涯学習センター)

せきともクラブ(放課後子ども教室)スタート
(放課後～18:00、川北ふれあい自然の家)
４歳児親子歯科健診（受付13:00～13:15、保健センター）

幼児歯科健診（２歳・２歳半・３歳半児）
（受付13:00～13:45、保健センター）

花火大会（19:00～、高瀬温泉周辺）
大盆踊り大会（20:00～、高瀬ふるさと会館前駐車場）

関川中学校２学期始業式
8.28羽越水害殉難者供養祭（10:00～、湯沢観音公園）
安全祈願祭・ミニ大蛇パレード（17:30～、おりのの碑［蛇喰］）

大蛇パレード（９:30～12:15、垂水の里～役場前）
小大蛇パレード(10:45～11:25、役場前～「道の駅」関川)
ステージイベント(10:15～、村役場前)
ゲスト出演パレード(11:00～、「道の駅」関川～村役場前)
福まき（大蛇パレード終了後、村役場前）
IVUSA×関川大交流会(18:00～20:30、村民会館アリーナ)

１ 火

２ 水

３ 木

４ 金

５ 土

６ 日

７ 月

８ 火

９ 水

10 木

11 金

12 土

13 日

14 月

15 火

16 水

17 木

18 金

19 土

９月

23 水

22 火

21 月

20 日

24 木

25 金

26 土

27 日

28 月

29 火

30 水

31 木

１ 金

２ 土

３ 日

４ 月

５ 火

　げんきげんきノンタンを上映します。

●上映作品　「まいごはだあ～れ？」ほか４話

●上映日時　９月２日（土）

　　　　　　　午前10時～10時35分

●入場料　無料　　

●定員　80人（先着順)

プラネタリウムものがたりシアター

相談案内
相談は無料で、秘密

は堅く守られます

働く人の

電話

相談室

高齢者や

その家族

の 相 談

法律相談　８月７日(月)・14日(月)・21日(月)・

　　　　　28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

　一般社団法人日本産業カウンセラー協会

は、９月10日の世界自殺予防デーに合わせ

て「働く人の電話相談室」を開設します。

　仕事、人間関係、生活などのさまざまな

相談に産業カウンセラーが対応します。

開設期間　９月８日(金)～10日(日)

受付時間　10時～22時

受付電話番号　☎0120－583－358

川北・女川地区　健脚・健脳うんどう日～健脚の巻～※16日休み
（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）※14日休み
太極拳教室（10:00～11:30、村民会館大ホール）

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）毎週
金曜

◆毎週の予定◆　※祝日の場合はお休みです。

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

情報ひろば
村上市教育情報センター

TEL５３－７５１１

カレンダー ８月１日　 ９月５日


