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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　
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　検診の結果で異常のあった方だけに連

絡しました。連絡のなかった方は、異常

ありません。

胸部レントゲン・子宮がん・乳がん
胃がん・大腸がん 検診結果報告

村
から

　食材本来のうまみを活かした料理で健

康について学びながら、皆さんと一緒に

楽しいひと時を過ごしましょう。

と　き　９月７日(木)９時～受付

　　　　９時30分～14時

ところ　村民会館調理室・休養室

定　員　20名(平成29年度に特定健診を

受けた30歳～74歳の方)

内　容　健診結果をもとに自分の体の状

態を知ろう。健康的な食生活を過ごす

ために～適量摂取把握のための料理バ

イキング～

持ち物　米半合、平成29年度の特定健診

結果、自宅の味噌汁(塩分測定希望の方のみ)

参加費　300円(昼食代金)

申込期限　８月24日(木)

その他　送迎もできます。希望者には、

自宅の味噌汁の塩分測定も行います。

問い合わせ・申し込み先　住民福祉課

　管理栄養士・保健師☎64－1472

生活習慣病予防教室
～あなたの体・食事編～

村
から

　国保加入の40歳以上の方で、今年度ま

だ特定健診を受診していない方は、施設

健診をご利用ください。

健診期間　平成29年８月21日～

　　　　　平成30年１月31日

受診医療機関

▷関川診療所 ▷佐藤内科小児科医院

健診費用　2,000円

（ただし40・45・50・55歳の方は1,000円）

注意事項　施設健診申込者には案内を送

付します。申し込みしていない方で受

診したいときは問い合わせください。

問い合わせ　健康介護班☎64－1472

　または福祉保険班☎64－1471

40歳～74歳の国保加入の皆さんへ

施設健診のご案内
村
から

　農業用ため池や用水路・排水路などに

落ちる死亡事故が発生しています。

　施設管理者の方は、今一度農業用ため

池およびその周辺等の巡視・点検の徹底

と水難事故の防止対策をお願いします。

　一般の方も、ため池や用水路・排水路

にはむやみに立ち入らないでください。

問い合わせ　

　農林観光課農林振興班☎64－1447

気を付けましょう
農業用ため池等の水難事故

村
から

　「いじめ見逃しゼロ県民運動」の一環

として、社会全体でいじめ、不登校や暴

力行為などの問題の解消と未然防止の気

運を高めるための集いです。

と　き　10月14日(土) 受付12時30分～

　　　　13時15分～16時05分

ところ　聖籠町町民会館

内　容　

　いじめ見逃しゼロ～私たちにできること～

▷聖籠町立山倉小学校児童の太鼓演奏

▷第１部　実践交流会　学校・家庭・

　　地域の社会性育成等の取組紹介

▷第２部　講演会　

「子どものために手をつなぐ～いま、

親 そして大人ができること～」(仮)

講　師　大阪大学大学院教授　

　　　　小野田 正利先生

申込締切　９月４日(月)　参加費　無料

問い合わせ・申し込み先

　下越教育事務所　学校支援第２課

　「県民の集い担当」☎0254－27－9157

「深めよう絆 県民の集い
(下越地区)」開催について

県
から

と　き　９月２日(土)12時30分開場～

ところ　村上市民ふれあいセンター

内　容　▷講演13時10分～

　「認知症の正しい理解と予防のライフ

スタイル～早く気づいて地域で共生～」

講師 群馬大学名誉教授 山口晴保先生

▷軽運動(エクササイズ)14時55分～

　「楽しく動いて脳を活性化」

　講師　新潟リハビリテーション大学　

　　　松林義人先生　ほか多数

その他　県立村上高等学校書道部による

書道パフォーマンスがあります。

問い合わせ　

　住民福祉課健康介護班☎64－1472

第12回「村上・岩船地域の
医療を考えるフォーラム」

村
から

問い合わせ 住民福祉課健康介護班64－1472

検診の種類

胸部レントゲン検診

子宮がん・乳がん検診

胃がん・大腸がん検診

５月

６月

６～７月

実施月

村の検診を申し込んだ方で、

知って納得！認知症のこと
～認知症の正しい理解と予防～

受診しなかった方へ

村民会館から

 スポーツとレクリエーションを通して、

健康維持と相互の親睦をはかりましょう。

お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。

と　き　９月７日(木)

　　　　８時30分～開会式　

ところ　村民会館アリーナ

申込締切　８月24日(木)

申し込み先　村民会館☎64－2134

　９月９日は救急の日！１日限りの救急

フェスタを開催します。ご家族、お友達

同士で救急隊体験してみませんか？

と　き　９月９日(土)13時～15時

ところ　村上プラザ１階ｾﾝﾄﾗﾙｺｰﾄ　ほか

イベント内容　▷救急車両の展示、乗車

体験　▷救急車のペーパークラフト作

成コーナー　▷応急手当体験コーナー

▷スタンプラリーで景品ゲット！　▷
保育園児童絵画展　ほかイベント多数

その他　参加費無料。申込不要。当日は

会場にサケリンも登場！

問い合わせ　村上市消防署防災安全室

(救急担当)☎0254－53－7224

ちびっこ救命士あつまれ！
第１回むらかみ救急フェスタ

他
団体

第43回 高齢者
レクリエーション大会

　大腸がん検診を受診しなかった方で未

開封の容器をお持ちの方は、必ず住民福

祉課へ返却してください。

　受診しなかった理由を受診票に記入し

て、必ず住民福祉課へ提出してください。

受診しなかった理由

▷医療機関や人間ドックで受けた(受け

る予定含む）▷病気や入院中 など
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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

村
から

納期限内の納付をお願いします

８月の納税予定一覧

納期限　８月31日(木)

口座振替日　８月25日(金)

税目(期) 問い合わせ

村県民税(２期)

介護保険料(２期)

国民健康保険税(２期)

税務会計課税務班
64－1451

住民福祉課健康介
護班64－1472

住民福祉課福祉保
険班64－1471

後期高齢者医療
保険料(２期)

　日本遺族会では、「戦没者遺児による慰

霊友好親善事業」の参加者を募集します。

　戦没者の眠る地まで赴き、心ゆくまで

慰霊追悼を行い、現地の方と友好親善を

深めましょう。

実施地域　▷北ボルネオ・マレー半島　

▷フィリピン　▷ソロモン諸島　▷ミ

ャンマー　▷台湾・バシー海峡　▷東

部ニューギニア　▷中国　等

参加資格　戦没者の遺児

実施時期　10月中旬～平成30年３月下旬

参加費　10万円(変動の場合あり)

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

　県福祉保健部福祉保健課援護恩給室

　☎025－280－5180

戦没者遺児の皆さんへ
慰霊友好親善事業 参加者募集

国
から

事業主の皆様・有期労働契約
で働く皆様へ

　　平成25年４月以降の有期労働契約が

反復更新されて通算５年を超えたとき

は、労働者の申込みにより、期間の定め

のない労働契約に転換できる制度です。

　詳しくは、厚生労働省ＨＰの「無期転

換ポータルサイト」でご確認ください。

問い合わせ　新潟労働局雇用環境・

　　　　　　均等室☎025-288-3527

　大蛇の担ぎ手がまだまだ不足しています。担いでいただける方は、区長さん

を通じて役場総務課へご連絡ください。

問い合わせ・申し込み先　まつり実行委員会(総務課64－1476)

担ぎ手をまだまだ大募集しています！

・8.28羽越水害殉難者供養祭

・安全祈願祭、ミニ大蛇パレード

湯沢観音公園

おりのの碑(蛇喰)

10時～

17時30分～

役場前

高瀬温泉周辺 19時～

高瀬ふるさと会館前
駐車場

20時～

10時15分～

垂水の里～役場前 ９時30分～
12時15分

・ステージイベント（龍泉太鼓/
  よさこいソーラン/ズンバ など）

道の駅～役場前 11時～・ゲスト出演パレード(さいたま
　竜神まつり会　昇天竜）

・福まき 役場前
大蛇パレード
終了後

・花火大会

・大盆踊り大会

・大蛇パレード

役場前～道の駅 10時45分～
11時25分

・小大蛇パレード

日 イベント名 ところ 時 間

8月 

25日
(金)

26日
(土)

27日
(日)

IVUSA×関川 大交流会2017　参加者大募集！

　NPO法人国際ボランティア学生協会(IVUSA)が大したもん蛇まつりに参加して

今年で14年目を迎えました。今年度は175名の学生が関川村へ帰ります。

　関川村のみなさまへの感謝の気持ちを込めて、大交流会を開催します。例年お

越しくださる方、初めての方も大歓迎です！みなさまの参加を楽しみにお待ちし

ています。

と　き　８月27日(日)18時～20時30分（受付17時30分～）

ところ　村民会館アリーナ

参加費　1,000円（高校生以下無料）

その他　申し込みは不要です。そのまま会場にお越しください。

問い合わせ　▷総務課企画財政班☎64－1476　▷IVUSA事務局☎03－6751－2683

村
から

農地中間管理事業を活用して皆さんの農地を活かしましょう

　農地中間管理事業とは、農地集積バンク(農地中間管理機構)が農地を貸したい方

から借り、農業経営の効率化や規模拡大を進める担い手農家へ貸し付ける制度です。

※本事業は農用地の賃貸借を行うものであり、所有権は移転しません。

【貸付希望者（出し手）】

対　象　▷農業経営のリタイア、規模の縮小を考えている方（農業振興地域内で

耕作可能な農地に限る）

支　援　地域に対する支援（地域集積協力金）や個々の出し手に対する支援（経

営転換協力金、耕作者集積協力金）があります。

申込方法・締切　９月15日(金)までに「農地中間管理機構への登録申請書」を提出

して下さい。※上記期限以降に提出されたものは、平成30年度に交付となります。

【借受希望者（受け手）】

対　象　▷まとまった農地で効率的な営農を目指す方 ▷経営の規模拡大を目指

す方　▷新規に農業参入を目指す方

借受希望者の臨時募集期間　９月１日(金)～９月29日(金)まで

借受方法　農地中間管理機構から新たに受け手として農地を借りる場合は、上記

期間内に登録が必要です。「農用地等借受申出書」を記入し、提出して下さい。

その他　詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ　農林観光課農林振興班☎64－1447

村
から

イ ビ ュ ー サ

大したもん蛇まつり

　法務局では、新潟県司法書士会との共

催により、「法務局・司法書士会による

無料登記相談所」を開設します。

と　き　８月21日(月)～25日(金)

　　　　10時～12時

相談担当　法務局職員および新潟県司法

書士会から派遣された司法書士

開設場所　新潟地方法務局村上支局

相談方法　相談は事前電話予約制です。

問い合わせ　新潟地方法務局村上支局

　　　　　　☎0254－53－2390

相談
案内

相続登記はお済みですか？
無料登記相談所の開設

今年も関川村に大蛇が出るぞ～！

国
から

安心して働くための
「無期転換ルール」とは


