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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９月中旬

対象診療月　平成29年３月診療分から

　　　　　　平成29年５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。

▷通知を希望されない世帯は９月８日

(金)までにご連絡ください。

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

村営・村有住宅入居者募集

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　１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　９月15日(金)

　　　　　　　入居時期　10月１日(日)

※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

　村では、５月と７月に行われた特定健

診をまだ受診されていない方を対象に未

受診者特定健診を10月に行います。

　生活習慣病の早期発見のために、１年

に１回は必ず特定健診を受診しましょう。

対象者　国保に加入している40歳以上の

方で、特定健診を受診していない方

と　き　10月25日（水）

        受付 13時15分～14時30分

ところ　保健センター

料　金　1,300円

　　　　(40.45.50.55歳の方は500円)

申込締切　９月22日（金）

問い合わせ・申し込み先

　住民福祉課健康介護班☎64－1472

年に１度は必ず受けましょう
未受診者特定健診から

村

胸部レントゲン
検診結果報告から

村

　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。

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 ７月

実施月

と　き　９月16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

おはなしの会
「絵本の読み聞かせとプチ工作」

村民会館イベント
問い合わせ　村民会館　64－2134

と　き　10月８日(日)８時00分～

ところ　村上市営あらかわゴルフ場

参加費　3,000円

申込締切　９月25日(月)

第19回村民ゴルフ大会

　日ごろの創作活動の成果発表の機会と

して、今年も関川村文化祭において作品

を募集します。

と き 11月２日(木)～11月５日(日)

　９時～17時※３日のみ15時まで

募集作品　絵画・書道・陶芸・写真・押

花・生け花・手芸・園芸・趣味作品など

申込方法　出品申込書を村民会館に提出

　※申込書は村民会館にあります。

申込締切　10月20日(金)

その他　詳細は広報せきかわお知らせ版

10月１日号に掲載します。

問い合わせ　村民会館☎64－2134

関川村文化祭作品募集

と　き　９月14日(木)19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

受講料　村民無料(村外の方は100円)

申込締切　９月11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

ふれあいど～む
トレーニングルーム利用講習会

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 ９月１日(金)１日

　　　　 ９月15日(金)午後
(午前は通常通り診療をします)

(午前は通常通り診療をします)

９月29日(金)午後

歴史館イベント

と　き　９月30日(土)

　　　　８時40分に歴史館出発～16時

行き先　宇津峠

講　師　石山政雄さん(胎内市)

持ち物　昼食・飲み物・雨具

定　員　20名(最少催行人数10名)

申込締切　９月22日(金)　※参加費無料

問い合わせ　歴史とみちの館☎64－1288

史跡めぐり⑤

と　き　９月20日(水)14時～15時30分

ところ　村民会館会議室

講　師　大場喜代志さん

演　題 「長谷川雪且の写生画に見る越後道」

参加費　無料

申込締切　９月15日(金)　

申し込み先　村民会館☎64－2134

歴史講座①



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

　糖尿病、がん、心臓病、脳卒中などに

代表される生活習慣病は、日常生活の過

ごし方が深く関連しています。この機会

に「運動」「食事」「禁煙」など、あな

たの生活習慣を見直してみませんか。

　特に新潟県に多い「胃がん・脳卒中」

を予防するため、「食事をおいしく、バ

ランスよく」を基本とし、「毎日プラス

１皿の野菜」や「おいしく減塩１日マイ

ナス２ｇ」を心がけていきましょう。

　なお、県の「健康にいがた21」ホーム

ページでは生活習慣の見直しに役立つ情

報や減塩メニューを紹介していますので

ご覧ください。

問い合わせ　村上地域振興局健康福祉部 

　　　　　　地域保健課☎53－8368

県
から

９月は健康増進普及月間・
食生活改善普及運動推進月間

から

村長・副村長がお届けします
 長寿を祝う記念品

　国土交通省では、９月・10月を「自動

車点検整備推進運動強化月間」として実

施しています。

　自動車は、使用期間や走行距離に応じ

て劣化するもので、本来の安全・環境性

能を維持するためには、自動車ユーザー

が責任を持って、適切に点検整備(日常点

検及び定期点検)を行うことが必要です。

問い合わせ　

　新潟運輸支局☎025－285－3125

　夕暮れの早まりと秋の行楽期が重なる

時期は交通事故が多発します。交通ルー

ルの遵守と正しい交通マナーの実践を習

慣付けて、交通事故を防止しましょう。

スローガン

　「十五夜の　月より輝く　反射材」

気を付けるポイント
▷子どもと高齢者の事故防止　

▷夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗

車中の事故防止　

▷すべての座席のシートベルトとチャ

イルドシートの正しい着用の徹底　

▷飲酒運転の根絶　▷横断歩行者の保護

国
から

９月１日～10月31日
「自動車点検整備推進運動」

 村では長寿をお祝いし、米寿の方に記

念品を贈呈します。

贈呈日 ９月４日(月)に訪問します。

年齢の基準　▷米寿…昭和４年4月1日

　～昭和５年3月31日生まれの方

問い合わせ　

　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

他
団体

９月21日(木)～30日(土)
秋の全国交通安全運動

と　き　９月９日(土)・10日(日)

　　　　10時～17時

相談員　人権擁護委員

対　象　いじめ、体罰・虐待など子ども

の人権をめぐる人権問題でお悩みの方

相談先　☎0120－007－110(通話料無料)

相談
案内

子どもの人権電話相談

と　き　

▷９月４日(月)～８日(金)８時30分～19時

▷９月９日(土)・10日(日)10時～17時

相談員　法務局職員または人権擁護委員

相談内容　高齢者や障害者をめぐる様々

な人権に関すること

相談先　☎0570－003－110

　　　　(みんなの人権110番）

相談
案内

　新潟県司法書士会では、10月１日の「法

の日」にちなんで、県内各司法書士事務所

で下記のとおり、無料相談を行います。

と　き　10月１日(日)～10月７日(土)

　　　　各事務所の執務時間内

ところ　県内各司法書士事務所

相談内容　登記・訴訟・相続・多重債

務・悪徳商法など市民生活一般に関す

る法律相談をお受けします。

その他　相談無料。秘密は固く守られます。

事前に電話で予約等をおすすめします。

問い合わせ　

　新潟県司法書士会☎025－244－5121

相談
案内

マイカーの点検・整備は
愛する人への思いやりです

９月30日(土)
交通事故死ゼロを目指す日

問い合わせ　総務課総務班☎64－1476
１０月１日は「法の日」
司法書士無料相談を開催

高齢者・障害者の
人権あんしん電話相談

　村では下記の方が医療機関で支払う医

療費の一部を助成しています。

①老人医療費助成(県老)

対象者　▷65歳以上70歳未満で、ひとり

暮らし、または寝たきりの方

②重度心身障害者医療費助成(県障)

対象者　▷１～３級の身体障害者手帳ま

たは養育手帳Ａまたは精神障害者保健

福祉手帳１級をお持ちの方

③ひとり親家庭等医療費助成(県親)

対象者　▷母子・父子家庭または父母が

いない家庭で18歳未満の子とその子を

養育している方

▷父または母が一定以上の重い障がいに

ある世帯の子

※①～③の医療費助成は所得制限あり

④精神障害者医療費助成

対象者　▷精神保健および精神障害者福

祉に関する法律第５条に規定する精神

障害者

主な病名　統合失調症・精神作用物質に

よる急性中毒またはその依存症、知的

障害、精神病質その他の精神疾患を有

する者

問い合わせ

　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

村 医療費助成のお知らせから

村
県
から

９月９日は「救急の日」です。診療所・病院を上手に利用しましょう

　救急医療体制は、傷病者の症状に応じて、

▷初　期(比較的軽症な患者の診療：かかりつけ医、休日夜間急患センターなど)

▷第二次(手術・入院を要する患者の診療：救急病院など)

▷第三次(24時間体制による重篤救急患者の診療：救命救急センターなど)に区分

し対応していますので、適切な医療機関を受診しましょう。

【上手な診療所・病院の利用のポイント】

○なんでも相談できる「かかりつけ医(ホームドクター)」を持ちましょう。

・まずは、かかりつけ医に相談し、適切な医療機関に受診しましょう。他の診療

科や総合病院での受診が必要であれば、かかりつけ医に紹介してもらえます。

○できるだけ昼間に受診しましょう

・昼間の診療時間内には、医師だけでなく看護師、検査技師、薬剤師など多くの

医療スタッフがそろっているので、検査、投薬などもスムーズに受けられます。

○夜間の子どもの急病でお困りの方は小児救急医療電話相談へ

・子どもの急病時に不安感を解消し、医療機関への適切な受診を促すため、経験豊富

な看護師が必要に応じて小児科医のアドバイスを受けながら電話相談に応じます。

　相談電話番号　☎025－288－2525または☎♯8000(毎日19時～翌朝8時まで)

○平日の夜間および日曜・祝日・年末年始に急な受診が必要な場合は、村上市急

患診療所が、内科・小児科の診療をおこなっていますのでご利用ください。

問い合わせ　県医務薬事課☎025－280－5183
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他 平成29年度自衛官等募集団体

村 路線バス運行の変更から

問い合わせ　自衛隊新発田地域事務所

　　　　　　0254－26－5619

募集種目

推薦
９月５日

～７日

９月５日

～29日

９月５日

～29日

９月23・24日

１次:９月23日

２次:10月28・29日

１次:11月４・５日

２次:12月５～９日

１次:10月28・29日

２次:12月13～15日

１次:10月14日

２次:11月25・26日

総合

選抜

一般

(前期)

防衛医科大学校

医学科学生

防衛医科大学校

看護学科学生

(自衛官候補看護学生)

資　格 受付期間 試験期日

※詳細については、募集要項または自衛隊新発田地域事務所でご確認ください。

　県内に花いっぱいや緑化活動を普及さ

せ、地域のコミュニティ意識を醸成する

ことを目的にコンクールを実施します。

応募資格　保育園、小・中学校、職場、

地域などで、花いっぱいや緑化の活動

をしている団体

応募方法　応募書と、１枚の大洋紙に写

真等を貼って活動の様子や成果をまと

めた「作品」を提出

募集締切　９月29日(金)15時必着

その他　詳しくはお問い合わせください。

提出・問い合わせ先　〒950－8570　

新潟市中央区新光町４－１　新潟県県

民生活課内　あしたの新潟県を創る運

動協会事務局☎025－280－5912

他
団体

第50回新潟県花いっぱい
コンクール参加団体募集

と　き　９月９日(土) 10時～12時

ところ　やまびこの家

 　　　 (村上地域振興局健康福祉部前)

内　容　▷模擬店(焼きそば、かき氷、フ

ランクフルト、ジュース)▷ゲーム▷近

隣福祉施設の製作品販売▷不用品販売

▷マジックショー▷ダンスショーなど

問い合わせ　やまびこの家☎53－5555

　10月１日から路線バス時刻が下記のとおり変

更となります。ご理解、ご協力お願いします。

変更路線　下関営業所～下鍛冶屋～坂町病院前～坂町駅前行き

変更時刻内容【10月１日から変更】

問い合わせ　▷新潟交通観光バス(株)村上営業所☎53－4161

　　　　　　▷下関営業所(土日祝休み)☎64－1102　▷総務課企画財政班☎64－1476

他
団体

第13回
 やまびこ・はまなす祭り

　超高齢社会を迎えている現在、県民の

みなさまがいつまでも健康でアクティブ

に暮らし、自分らしく心豊かに生きる価

値や方法を探ります。

開催日・テーマ(各回13時30分～15時20分)

【第１回】９月25日(月)

　「輝く瞳で活き生き生活！」

【第２回】10月30日(月)

　「解決！夜間頻尿・尿失禁への対処法」

【第３回】11月27日(月)

　「運動で身体と脳をコンディショニング」

【第４回】12月18日(月)

　「腰痛借金返済で腰痛改善！」

ところ　新潟ユニゾンプラザ４階「大会議室」

対　象　新潟県民で各回先着50名

参加費　無料

申込方法　興味のある講座１つから参加

できます。電話またはFAXで事務局ま

で申し込みください。

申し込み先　にいがた医療・福祉・スポー

ツセミナー2017開催事務局(新潟医療

福祉大学 社会福祉学部社会福祉学科

合同研究室)☎/FAX 025－257－4508

他
団体

にいがた医療・福祉・
 スポーツセミナー2017

　オストメイト(人工肛門・人工膀胱保

有者)が生活向上のために必要な知識や

技能、情報を得るために講習会を実施し

ます。

とき・内容　10月14日(土)

▷１部　講習会：10時～12時30分・

　装具の選び方の基本と悩みごと相談

▷２部　昼食会：12時30分～14時・

  懇談、情報交換

ところ　新発田市生涯学習センター２階

対　象　オストメイトの方および家族

講　師　新潟県立坂町病院　皮膚・排泄

　　　ケア認定看護師 須貝優子さん

会　費　無料(２部の昼食会参加者は1,500円)

申込期限　10月３日(火)

問い合わせ・申し込み先

公益社団法人日本オストミー協会新潟

県支部(雪椿友の会)☎0254－24－1954

他
団体

オストメイト社会生活
適応訓練講習会

　林業や木材産業の振興のため、また、

森林を守り育てるためのさまざまな研究

を行う森林研究所を一般公開します。

と　き　10月７日(土)10時～15時

ところ　新潟県森林研究所(村上市鵜渡路)

内　容　研究所紹介、樹木の紹介・展

示、きのこの栽培方法説明、きのこク

イズ、昼ごろには研究所で開発したき

のこ入りきのこ汁の試食

その他　事前申込不要(団体の場合は事

前に電話等でご連絡ください)

問い合わせ

  新潟県森林研究所☎0254－72－1173

他
団体

新潟県森林研究所
一般公開

18歳以上21歳未満の高卒者(見込

含)又は高専３年次修了者(見込

含)で成績優秀かつ生徒会活動等

に顕著な実績を修め、学校長が

推薦できる者

18歳以上21歳未満の者

(自衛官は23歳未満)

高卒者(見込含)又は

高専３年次修了者(見込含)

18歳以上21歳未満の者

高卒者(見込含)又は

高専３年次修了者(見込含)

駅名称

下関営業所

下関商工会前

辰田新

勝　蔵

橋　場

高田橋

大　島

荒川土地改良区前

花　立

変更前→変更後

15:49 → 14:13

15:51 → 14:15

15:52 → 14:16

15:53 → 14:17

15:54 → 14:18

15:56 → 14:20

15:58 → 14:22

16:00 → 14:24

16:01 → 14:25

駅名称

荒島開発センター前

荒　島

春木山

下鍛冶屋

下鍛冶屋交差点南

坂町病院前

藤　沢

坂町郵便局前

坂町駅前

変更前→変更後

15:36 → 14:00

15:37 → 14:01

15:38 → 14:02

15:39 → 14:03

15:41 → 14:05

15:42 → 14:06

15:43 → 14:07

15:46 → 14:10

15:47 → 14:11



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。

関川診療所１日休診

長寿を祝う記念品の配布（対象：米寿の方、村内）

第12回「村上・岩船地域の医療を考えるフォーラム」
（12:30開場～、村上市民ふれあいセンター）

秋季消防演習・定例表彰式（８:15～、ふれあいど～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)

特設人権相談室（10:00～15:00、女川地区ふるさと会館）

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）

ど～むトレーニングルーム利用講習会(19:00～、ど～む)

４歳児親子歯科健診（受付13:00～13:15、保健センター）
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)

高齢者レクリエーション大会（８:30～、村民会館アリーナ）
喀痰検診（容器回収９:00～10:30、保健センター）
関川村議会９月(第４回)定例会議（10:00～、役場３階議場）
笑いヨガ(せきかわゲラゲラ隊)(19:00～20:00、村民会館)

[救急の日]　
関川中学校体育祭（8：40～、関川中グラウンド）
第13回やまびこ・はまなす祭り（10:00～、やまびこの家）
親子でトライ！おうきゅうてあて！(10:00～、村上市消防本部)
第１回むらかみ救急フェスタ（13:00～15:00、村上プラザ　ほか）

日 曜 行　事　予　定 日 曜 行　事　予　定

９月 関川診療所午後休診(午前は通常通り診療をします)

わぁ～むカフェ(10:00～12:00、ふれあいの家)

[敬老の日]

[秋分の日]

[彼岸明け]

関川村議会９月(第４回)定例会議（15:00～、役場３階議場）

人権同和講演会（18：00～、村民会館大ホール）

乳児(４・５か月児)相談（受付13:10～13:30、保健センター）

大島保育園運動会（８:30～、大島保育園）
おはなしの会とプチ工作（10:30～11:30、村民会館図書室）

[秋の全国交通安全運動]
交通安全祈願祭（10:00～、打上交通安全地蔵尊）

[彼岸入り]［動物愛護週間］
ゆ～む休館日
歴史講座①（14:00～15:30、村民会館会議室）

関川診療所午後休診(午前は通常通り診療をします)
１歳半・３歳児健診（受付12:50～13:30、保健センター）

下関保育園運動会（８:30～、下関保育園）
史跡めぐり⑤（８:40に歴史館出発～16:00、宇津峠）

[十五夜]
やまゆり大学三大学交流会(９:00村民会館集合～、荒川地区公民館)

岩船林業振興祭(９:30～12:00、式典：村上市総合文化会館、
　　　　　　　　　　　　　　　　植樹：朝日中学校グラウンド脇）

１ 金

２ 土

３ 日

４ 月

５ 火

６ 水

７ 木

８ 金

９ 土

10 日

11 月

12 火

13 水

14 木

10月

23 土

22 金

20 水

21 木

19 火

18 月

17 日

16 土

15 金

24 日

25 月

26 火

27 水

28 木

29 金

30 土

１ 日

２ 月

３ 火

４ 水

５ 木

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

高齢者や

その家族

の 無 料

相　　談

法律相談　９月４日(月)・11日(月)・19日(火)・

　　　　　25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

と　き　９月７日(木)　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　９月５日（火）

申し込み先　村上地域振興局健康福祉部

　　　　　　地域保健課☎53－8369

九ヶ谷・七ヶ谷・湯沢地区　健脚・健脳うんどう日～健脳の巻～
（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）
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。

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

カレンダー ９月１日　 10月５日

　げんきげんきノンタンを上映します。

●上映作品　「はみがきしゅこしゅこ」ほか４話

●上映日時　10月７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

情報ひろば
村上市教育情報センター

TEL５３－７５１１


