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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

　人権問題をまっすぐに受け止め、自分

らしくいきるということの大切さを笑い

を交えて講演していただきます。

と　き　９月27日(水)18時～

ところ　村民会館大ホール

講　師　落語家 露の新治さん

その他　申込不要・入場無料 

問い合わせ　総務課総務班☎64－1476

　村上地区交通安全協会関川支部では、

交通事故犠牲者への供養と交通事故の防

止、交通安全思想の向上をめざし、交通

安全祈願祭を開催します。

と　き　９月21日(木)10時～

ところ　打上交通安全地蔵尊前

問い合わせ　交通安全協会関川支部事務局

　(総務課内)☎64－1476

村
から

　落語で笑い、心の健康づくりについて

学び、語り合いの場に参加してみません

か？

と　き　10月18日(水)13時30分～16時

ところ　村上市教育情報センター　１階

　視聴覚ホールおよび２階会議室Ａ・Ｂ

内　容　

①講演　テーマ「笑いと心の健康」(仮)

　講師　新潟落語会会長　

　　　　水都家 艶笑さん

②情報提供および語り合い

申込締切　10月４日(水)

その他　参加費無料。

　　　　講演のみの参加も可能です。

申し込み先　岩船地域精神障害者家族会

連合会事務局、村上地域振興局健康福

祉部(村上保健所)地域保健課☎53－

8369

県 市民公開講座
水都家 艶笑さんの講演

９月27日(水)18:00～
人権講演会を開催します

村
から

交通事故のない社会を願い
交通安全祈願祭

から

　きのこの観察と鑑別方法を学び、きの

こによる食中毒発生防止を目的に講習会

を開催します。

と　き　10月10日(火)

　10時～14時30分　集合・受付10時

ところ　大石ダム湖畔県民休養地

　　　　おおいし自然館(☎64－1142)

主　催　村上食品衛生協会

講　師　新潟県森林研究所 

　　　　松本参事(きのこ特産課長)

服装など　実際にきのこを採取しますの

で、林内に入る服装・雨具・昼食をご

用意ください。(お昼はきのこ汁提供)

参加費　300円　定員　先着50名

申込締切　10月６日(金)

問い合わせ・申し込み先　

　村上食品衛生協会事務局☎53－1911

これであなたもきのこ博士！
「きのこ講習会」参加者募集

他
団体

「十五夜の　月より輝く　反射材」　　９月２１日～３０日秋の全国交通安全運動

他 アユ禁漁(産卵のため)団体

　アユ保護のため、採捕禁止期間中のア

ユ釣りは絶対にやめましょう。

と　き　10月１日(日)～15日(日)

問い合わせ

　荒川漁業協同組合☎62－1163

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31節

　アルビレックス新潟　対　サガン鳥栖

と　き　10月29日(日)14時キックオフ

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①10

月29日鳥栖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　10月18日(水)必着

招待券の受け渡し　招待の可否を10月23

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

と　き　９月30日(土)15時～20時

ところ　東桂苑

主　催　素苑会、渡辺社中

後　援　関川村文化協会、関川村茶道連盟

茶席券　一席　500円

問い合わせ　渡辺道子☎64－1775

他 名　月　茶　会団体

　障がいのある方やその家族が集まり、

相談員を囲んで心配ごとや困っているこ

となど、なんでも話ができる場所を計画

しました。ぜひご活用ください。

と　き　９月26日(火)

　　　　13時30分～15時30分

ところ　さくら工房

相談員　村上保健所、地域生活支援セン

ターはまなす、村住民福祉課、村社会

福祉協議会、さくら工房　など

その他　参加費無料。希望者には送迎も

行います。秘密は固く守られます。

問い合わせ　地域活動支援センター　

　　　　　　さくら工房☎64－1400

他 さくら工房 茶話会団体

お笑い人権高座

～笑顔でくらす、願いに生きる～



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

「悩みを、どこに相談したらよいか分か

らない」という方は、一人で抱えずにぜ

ひご相談ください。複数の専門家による

相談が無料で受けられます。（要事前申込）

と　き　ともに10時～16時(１組１時間程) 

　　　　▷第１回　10月７日(土)

　　　　▷第２回　12月２日(土)

　　　　▷第３回　２月17日(土)

ところ　▷第１・２回　クリエート村上

　　　　▷第３回　マナボーテ村上

相談対応　医師、弁護士、保健師、社会

福祉協議会、ハローワーク、

下越地域若者サポートステー

ション　ほか

申込締切　▷第１回　９月29日(金)

　　　　　▷第２回　11月24日(金)

　　　　　▷第３回　２月９日(金)

申し込み先　村上地域振興局健康福祉部

　　　　　　地域保健課☎53－8369

相談
案内

村上地域くらしとこころの
総合相談会

　建退共制度は、中小企業退職金共済法

に基づき建設現場労働者の福祉の増進と

建設業を営む中小企業の振興を目的とし

て設立された退職金制度です。

　国の制度なので安全、確実、申し込み

手続きは簡単です。

加入できる事業主　建設業を営む方

対象労働者　建設業の現場で働く人

掛金　日額310円

建退共から事業主の方へお願い

▷「建設業退職金共済手帳」を所持して

いる労働者が、建設業界を引退すると

きは忘れずに退職金を請求するよう指

導して下さい。

その他　詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ　

　建退共新潟支部☎025－285－7117

　県では、毎年９月から11月に毒キノコ

による食中毒が多数発生しています。

予防のポイント

①種類の鑑定ができないキノコは「採ら

ない」「食べない」「人にあげない」。

②専門知識のある人に鑑定してもらう。

③虫が食べていると毒キノコではない等

の迷信を信じない。

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

知らないキノコは
食べないで！から

他 知っていますか？
 建退共制度団体

　新潟県社会福祉協議会「新潟県介護実習普及センター」では、県の委託を受けて

平成29年度県民介護知識・技術習得講座を開催します。家庭や地域における介護に

関心のある方など、どなたでも無料で参加できます。ぜひ、体験してみて下さい。

受講対象者　一般県民　定　員　各コースとも30人程度　受講料　無料

ところ　新潟会場／新潟ユニゾンプラザ（新潟市中央区）

申込方法　電話もしくは直接「介護実習・普及センター」窓口へお越しください。

コース①　総合習得コース（全６日間、10時～16時）※５日目のみ16時10分まで

　と　き　　10月コース、12月コース

　内　容　介護保険制度の仕組みとサービス、認知症の理解、高齢者・障がい者の

理解、基本介護技術の習得、家庭における緊急時対応、高齢者疑似体験 

など

コース②　ステップアップコース（全３日間、10時～16時）

　と　き　９月コース、11月コース、１月コース

　内　容　ベッド上・車イスへの移乗、衣類着脱・排泄介助、寝たままの洗髪　など

コース③　介護体験コース（10時～16時）

　と　き　２月18日(日)

　内　容　車イスへの安全な介助の方法、食事介助の方法

問い合わせ・申し込み先　新潟県社会福祉協議会 新潟県介護実習・普及センター

　　　　　　　　　　　　（新潟市中央区）☎025－281－5525

県 無料の介護講座に参加してみませんか？から

　沖縄県の10地域で収容された戦没者の

御遺骨について、ＤＮＡ鑑定が実施され

ます。

　ＤＮＡ鑑定をご希望のご遺族の方は、

厚生労働省社会・援護局事業課調査第一

係(☎03－3595－2219)へお問い合わせく

ださい。また、厚生労働省ホームページ

にも詳細が掲載されています。

10地域の名称・・・真嘉比（那覇市）、

　幸地（西原町）、大里字高平（南城市）、

　経塚（浦添市）、前田（浦添市）、

　伊原（糸満市）、米須（糸満市）、

　喜屋武（糸満市）、真壁（糸満市）、

　具志頭須武座原（八重瀬町）

戦没者遺骨の
 ＤＮＡ鑑定を実施しますから

県

　沖縄県糸満市の平和祈念公園内に、

沖縄戦で亡くなられた全ての方々の氏

名を刻んだ記念碑「平和の礎」があり

ます。

　次に該当する場合で、まだ刻銘され

ていない方は追加刻銘ができます。

◆昭和19年３月22日から昭和21年９月

７日までの間、沖縄県区域および南

西諸島周辺において、沖縄戦が原因

で亡くなられた方

問い合わせ

　住民福祉課住民戸籍班☎64－1471

　県福祉保健課援護恩給室

　☎025－280－5180

県
から

沖縄戦で亡くなられた方の
ご遺族へ(お知らせ)

県

と　き　９月16日(土)～10月29日(日)

　　　　９時30分～17時 ※初日は11時～

　　　　(観覧券販売は16時30分まで)

ところ　新潟県立歴史博物館 企画展示室

内　容　「川中島の戦い」は、戦国時

代、越後の上杉謙信と甲斐の武田信玄

が、北信濃をめぐって繰り広げた合戦

です。この戦いについて、その実際と

のちの伝承の広がりを紹介します。

休館日　毎週月曜(祝日の場合は翌日)

観覧料　一般820円(650円)、高校・大学

生500円(400円)、中学生以下無料

　※(　)は20名以上の団体料金

問い合わせ　新潟県立歴史博物館

　経営企画課☎0258－47－6130

県立歴史博物館 秋季企画展
「川中島の戦い」から

―上杉謙信と武田信玄―

県

村
から

納期限内の納付をお願いします

９月の納税予定一覧

納期限　10月２日(月)

口座振替日　９月25日(月)

税目(期) 問い合わせ

介護保険料(３期)

国民健康保険税
(３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(３期)


