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第36回　関川村農林業まつり

秋の生活総合 展示即売会

と　き　10月29日(日) ９時～14時30分

ところ　せきかわふれあい ど～む ・あいさい市

　これからの冬に備えて生活用品などを豊富に取り揃えてお待ちしています。

問い合わせ 農林業まつり実行委員会(農林観光課内)☎64－1447

▷チャリティー「地元産朝日豚の豚汁」と「餅つき」　▷福引きコーナー

▷鮭つかみどり大会 ▷フィッシングゲーム ▷福まき ▷農林水産物即売会

▷甘酒とチキンスープの無料サービス　▷ズンバキッズHappiness・えちごせ

きかわ太鼓龍泉会の披露　▷新潟県宣伝課長トッキッキと写真撮影

イベント・即売会・サービスコーナー

越後関川の「地」の恵みを
明治時代のお屋敷で「食」す

　地元の厳選した食材で、地元のお母さ

んたちが作る郷土料理の昼食を、渡邉邸

分家「東桂苑」で、紅葉を眺めながら

ゆっくりお召し上がりいただけます。

と　き　11月４日(土)・５日(日)・

　11日(土)・12日(日)10時15分～

ところ　東桂苑　参加費　2,500円

定　員　各日先着30名

申込方法　実施日の４日前までに要予約

　　　　　※10月２日(月)より受付開始

その他　10時15分から旧米沢街道18世紀

の街並み見学ツアーを行います。東桂

苑にお集まりください。

  詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ・申し込み先

　村観光協会(農林観光課内)☎64－1478 村
から

振込日　10月10日(火)

内　容　４か月分(６月～９月分)

支給月額　▷３歳未満(一律)　15,000円

▷３歳～小学校卒業まで

　第1・２子　　10,000円 

　第３子以降 　15,000円　

▷中学生(一律) 10,000円

▷所得制限に該当する方　5,000円

支給時期　６月・10月・２月の年３回

　　　　　(それぞれ前月分までを支給)

問い合わせ　住民福祉課福祉保険班☎64－1471

児童手当を振込みます

村
から

食地（しょくじ）

　宿泊と柿の体験がセットになって、今

年限りの特別価格でご提供します。

と　き　▷10月14日(土)～15日(日)

　　　　▷10月21日(土)～22日(日)

　　　　▷10月28日(土)～29日(日)

　　　　▷11月４日(土)～５日(日)

　　　　▷11月11日(土)～12日(日)

ところ　宿泊:髙橋屋観山荘、あらかわ荘

　　　　体験:渡邉邸、東桂苑　など

内　容　柿の収穫、干し柿作り、さわし

柿作り、柿酢、柿酵母仕込み

参加費　12,000円

定　員　各回12名まで

申込締切　10月10日(火)

問い合わせ・申し込み先　関川村観光協

会(役場農林観光課内)齋藤☎64－1478

他 柿もぎから加工までまるごと体験
柿の学びを深める旅団体

村
から

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　10月16日(月)

　　　　　　　入居時期　11月１日(水)

※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

問い合わせ　関川診療所☎64－1051

★休診日　10月６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)

10月20日(金)午後

立候補予定者説明会

　11月16日(木)13時30分～・大会議室

立候補届出事前書類審査（予約制）

　12月５日(火)９時～16時・第３会議室

立候補届出受付（告示日）

　12月12日(火)８時30分～17時・大会議室

問い合わせ　関川村選挙管理委員会

　　　　　　(総務課内)☎64－1446

関川村長選挙

投票日　12月17日(日)



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

募集作品　絵画・書道・陶芸・写真・押

し花・生け花・手芸・園芸・趣味作

品・菊花など

申込方法　出品申込書を提出してください

※申込書は村民会館にあります

申込締切　10月20日(金)

作品展示と搬出スケジュール

▷展示…11月１日(水)13時～

▷搬出…11月５日(日)15時30分～

問い合わせ　村民会館☎64－2134

　中高年男性の皆さん、運動する機会が

少なくなっています。個人参加も受け付

け可能ですので是非ご参加ください。

と　き　10月15日(日)８時～午前中予定

ところ　スポーツ公園野球場

対　象　35歳以上(郷単位でチームを作

れない場合、個人での申し込みも可)

申込締切　10月10日(火)までに村民会館へ

組み合わせ抽選会

　10月10日(火)村民会館で19時～

問い合わせ　村民会館☎64－2134

文化祭作品募集　

壮年ソフトボール大会

村民会館イベント

から

　新潟県最低賃金は、従来の時間額753

円から25円引き上げられ、本年10月１日

から778円になります。新潟県最低賃金

は、県内で事業を営む全ての使用者およ

びその事業場で働く全ての労働者に適用

されます。(臨時・パート・バイトなど

含む)

　最低賃金引き上げに向けた業務改善助

成金・総合相談支援センターの無料相談

制度も設けられていますので、ご相談く

ださい。

総合相談支援センターの無料相談

　最低賃金相談センター☎0120－009－229

問い合わせ　新潟労働局労働基準部賃金室

　　　　　 ☎025－288－3504

新潟県最低賃金は
  時間額　７７８円になります

村
から

　村民会館図書室を下記の時間延長し開

放します。この機会にぜひご利用下さい。

　新刊本や県立図書館からの本も多数入

っています。

期　間　10月10日(火)～10月23日(月)

　月・火・木・金　13時～20時

その他　水曜日は休館日です。

　土・日については、９時～17時まで

問い合わせ　村民会館☎64－2134

村民総読書週間

と　き　11月９日(木)

　　　　８時歴史館出発～17時

行き先　▷福島潟▷カリオン文化館▷農

家レストランぶどう畑▷中野邸記念館

参加費　2,300円(入館料、昼食代)

申込締切　10月31日(火)

申し込み先　村民会館☎64－2134

秋の美術館めぐり

と　き　10月28日(土)

　　　　８時40分歴史館出発～16時ころ

行き先　諏訪峠

定　員　先着20名　参加費　無料

講　師　石山政雄さん

持ち物　昼食・飲み物

参加費　無料(最小催行人数10人)　

申込締切　10月20日(金)

申し込み先　歴史館☎64－1288

史跡めぐり⑥

と　き　10月25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

内　容　中世の上関城周辺について

参加費　無料

申し込み先　村民会館☎64－2134

歴史講座②

歴史館イベント

　吾妻連峰の一角にある浄土平は標高

1,600mに位置し、火山礫の荒々しい風景

の中に沼と池塘をちりばめた、天空の楽

園と呼ばれるところです。その浄土平ま

でバスで行き、そこから吾妻小富士と一

切経、二つの山に登ります。

と　き　10月22日(日)

　６時に村民会館集合～18時30分

ところ　▷浄土平から吾妻小富士周回１

時間20分　▷浄土平から一切経往復２

時間20分　▷合計３時間40分

募集人数　40名　

参加費 　1,000円

申込締切　10月13日(金)

その他　参加申込みの方には詳しい要項

を送付します。

申し込み先　村民会館☎64－2134

秋の健康登山
「浄土平と吾妻小富士、一切経」

と　き　10月19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　10月16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

　労働者、事業主を問わず、労働委員会

の委員が、労使間の問題解決に向けてア

ドバイスします。

　秘密は厳守され、費用は無料です。

と　き　10月15日(日)13時30分～16時

ところ 新潟県庁16階 新潟県労働委員会

内　容　解雇、賃金未払い、パワハラな

どの労使間のトラブルについての相談

その他　事前に予約をお願いします。

問い合わせ・申し込み先　

　県労働委員会事務局☎025－280－5544

相談
案内

新潟県労働委員会による
休日労働トラブル相談会

県

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12月～平

成30年３月31日までに実施する事業)

助成額　141,500円　※上限10万円以内

　(助成率は事業費の90％まで)

選考決定　助成審査委員会で審査、決

定、通知(12月)

申請締切　11月10日(金)

問い合わせ　関川村社会福祉センター内

　(関川村共同募金委員会)☎64-0111

社
協

「安心・安全・地域の支え合い
支援」助成２次募集

　地域で「除排雪に困っている人達」の

支援をして下さる団体等へ助成します。

対象事業年度　29年度(平成29年12月～

平成30年３月31日までに実施する事業)

対象団体　除雪支援をして下さる村民お

よびボランティアグループ・除雪に関

わる団体等（コミュニティ、集落等）

助成内容　除雪活動費、除雪器具使用経

費、防寒具等整備購入費、除雪に関す

る啓発イベント活動費、除雪ボランテ

ィア募集または育成経費を助成

助成額　283,984円　※上限７万円以内

　(助成率は事業費の90％まで)

選考決定　助成審査委員会で審査、決

定、通知(12月)

申請締切　11月10日(金)

問い合わせ　関川村社会福祉センター内

　(関川村共同募金委員会)☎64-0111

社
協

あったか雪募金助成２次募集

必ずチェック最低賃金!
使用者も、労働者も。
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国
から

10月は
「受信環境クリーン月間」

　10月は、テレビ・ラジオ放送の受信障

害の防止対策を推進する「受信環境クリ

ーン月間」です。テレビがきれいに映ら

ない、ラジオに雑音が入るといった電波

に関することは、総務省信越総合通信局

までお気軽にご相談ください。(無料) 

問い合わせ　総務省 信越総合通信局

▷テレビ・ラジオなど放送の受信障害

　受信障害対策官☎026－234－9991

▷無線設備への混信・妨害や違法な無線

　設備　監視調査課☎026－234－9976

▷その他、情報通信の行政相談

　総合通信相談所☎026－234－9961

国
から

10月は土地月間です

　国土利用計画法では、法定面積以上の

土地取引を行った場合、市町村を経由し

て県知事に届け出ることを義務づけてい

ます。忘れずに手続きをお願いします。

　平成29年度の地価調査結果を９月20日

(水)に公表しました。

問い合わせ　総務課企画財政班☎64－1476

法定面積　▷市街化区域…2,000㎡以上

▷市街化区域を除く都市計画区域

　　　　　　　　　　　 …5,000㎡以上

▷都市計画区域外の区域…10,000㎡以上

※村は計画区域外となります。

※個々の取引面積が小さい場合でも総面

積が法定面積以上になる場合は、届出

が必要です。

届出義務者　

　土地の権利取得者(売買であれば買主)

届出期限　契約(予約含)の日から起算し

て２週間以内

土地取引の届出について

新潟県地価調査結果

10月はスポーツの秋！食欲の秋！！登山の秋！！！10月はスポーツの秋！食欲の秋！！登山の秋！！！

　県では、学校、家庭、地域が連携し

て、いじめをはじめとする生徒指導上の

諸問題の解消と未然防止に社会全体で取

り組むことを目標として、「いじめ見逃

しゼロ県民運動」を実施しています。

　学校、家庭、地域が一緒になって子ど

もたちを見守り、いじめを見逃さないよ

うにしましょう。

問い合わせ　24時間こどもSOSダイヤル

　　　　　　☎0120－0－78310

10月は
いじめ見逃しゼロ強調月間から

県

　毎度おなじみタランペクラブ。今年は大人も大歓迎で企画しました。

と　き　10月７日(土)～８日(日)　安角ふれあい自然の家に13時集合

行　程　安角ふれあい自然の家集合(13時)→林道入り口→梁山泊到着(15時)→

活動開始(希望者は立烏帽子登山も)→就寝→起床→下山→安角ふれあい自然

の家到着・解散(９時)※雨天時は安角ふれあい自然の家で活動

活動内容　山歩き、リスク対策、ロープワーク、たき火、炊事、山小屋泊ほか

参加者　どなたでも可能(小３以下は保護者同伴)、子どもだけ(小４以上)、大

　　　人だけでも大歓迎。

服　装　汚れても大丈夫な動きやすい服装、運動靴、帽子※夜は防寒必要

持ち物　参加費１人500円(当日徴収)、寝袋(無い人は貸出可)、雨具(防寒兼

用)、携帯用ライト(キャップライト、懐中電灯など)、軍手、おやつ(少々)、

飲み物(500mlペットボトル１本でOK)、その他各自必要と思うもの

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

　大石の豊かな自然に親しんで、心身ともにリフレッシュしましょう。今回は

会員が５年の歳月を費やし復活させた「牛道(旧沼川鉱山宝鉱用道路整備)」の

散策も楽しめます。

主　催　大石・山と川に親しむ会

と　き　10月14日(土）小雨決行・大石ダム湖畔県民休養地

　　　　おおいし自然館前８時30分出発

※歩きやすい靴と服装、雨具と昼食をご用意ください

内　容　山小屋・梁山泊広場で手作り紙芝居、立烏帽子の雨乞い伝説・稲葉

充・かおる夫妻の鉱山道路復活苦労話・やまの音楽学校を開催します。

行　程　自然館→林道入り口→梁山泊→立烏帽子山頂→梁山泊(昼食・休憩・牛

道散策)→下山→自然館到着解散(15時ころ)

※立烏帽子の頂上は急な鎖場があるため、小学校低学年以下のお子さんはス

タッフと「梁山泊」でお待ちいただきます。

定　員　先着40名　申込締切　10月13日(金）15時まで

参加費  1人500円　※地元で採れたなめこ汁を振る舞います。

問い合わせ・申し込み先　

　大石・山と川に親しむ会事務局高橋 ☎(FAX兼用)64－2170 

　新潟県関川村と山形県小国町を結ぶ、越後・米沢街道十三峠の一つである大

里峠を歩き、豊かな自然と歴史にふれてみませんか。小国町の方との交流会

や、大里鍋の振る舞いがあります。秋色に染まる街道、郷土の歴史や人々の温

もりにふれてみませんか。

と　き　10月15日(日)８時～受付(役場前)※小雨決行

※歩きやすい靴と服装、雨具とおにぎりをご用意ください

行　程　役場出発(8時10分)→バスでわかぶな高原スキー場先へ→柄目木→大里

峠山頂→旧玉川小中学校(小国町の方との交流会）→バスで役場へ・解散(15

時ころ)

定　員　先着50名(関川村側、小学生以下は保護者同伴）

参加費　無料　申込締切　10月11日(水)

その他　交流会場には、峠の茶屋(売店)があります。

問い合わせ・申し込み先　建設環境課地域整備班☎64－1479

タランペクラブ
秋の陣　大人だけも大歓迎　 「親子でサバイバル」

「秋の立烏帽子探訪会と牛道(旧鉱山道)整備完了記念」
紅葉に染まった秋の山々を楽しもう!!

うしみち

豊かな自然を満喫 「第24回 大里峠越え交流」



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。

●上映作品 「にじいろのふしぎないし」

　　　　　 「やさしいオオカミ」

●上映日時　11月４日（土）

　　　　　　午前10時～10時30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

日 曜 行　事　予　定 日 曜 行　事　予　定

10月

乳児(４・５か月児)相談（受付13:10～13:30、保健センター）

関川診療所午後休診（午前は通常通り診療をします)

［体育の日］

第19回村民ゴルフ大会(8：00～、村上市営あらかわゴルフ場)

第48回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査【公示日】
きのこ講習会(10:00～14:30、おおいし自然館)

関川小学校全校地域探検

ゆ～む休館日
市民公開講座(13:30～16:00、村上市教育情報センター)

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)
笑いヨガ(せきかわゲラゲラ隊)(19:00～20:00、村民会館)

タランペクラブ秋の陣「親子でサバイバル」
（13:00に安角ふれあい自然の家集合）
村上地域くらしとこころの総合相談会(10:00～16:00、クリエート村上)

秋の立烏帽子探訪会と牛道(旧鉱山道)整備完了記念
（８:30におおいし自然館前出発～15:00）

第48回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
【期日前投票】(～21日まで、８:30～20:00、役場３階大会議室)

壮年ソフトボール大会(８:00～、スポーツ公園野球場)
第24回大里峠越え交流（８:10に役場出発～15:00）
わぁ～むカフェ(10:00～12:00、ふれあいの家)

［十五夜］
やまゆり大学三大学交流会(９:10村民会館集合～、荒川地区公民館)

にいがた連携公開講座2017(13:30～15:30、村民会館大ホール)
ど～むトレーニングルーム利用講習会(19:00～、ど～む)

おはなしの会とプチ工作（10:30～11:30、村民会館図書室）

第48回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
【投・開票日】（７:00～18:00、村内各投票所）
秋の健康登山「浄土平と吾妻小富士、一切経」
(６:00に村民会館集合～18:30)

すくすくおやつ作り講習会(10:00～、保健センター調理室)
役場職員研修講座(17:30～18:30、役場大会議室)

関川中学校文化祭
第36回関川村農林業まつり（９:00～14:30、ふれあいど～む）

文化祭・菊花展(～５日まで)
（９:00～17:00、村民会館アリーナ、11月５日のみ15：00まで）

[文化の日]　 
第45回村民駅伝大会（10:00～、旧女川保育園前スタート）

田舎ご馳走(ごっつお)まつり(12：00～13：00、東桂苑)

食地(しょくじ)(10:15～、東桂苑)

食地(しょくじ)(10:15～、東桂苑)

特定健診・胸部レントゲン未受診者検診（保健センター）
（特定健診受付13:15～14:30・胸部レントゲン検診受付13:30～15:00）
歴史講座②(14:00～15:30、村民会館会議室)

関川小学校文化祭
史跡めぐり⑥（８:40に歴史館出発～16:00、諏訪峠）
坂町病院活性化促進大会(10:00～12:00、荒川地区公民館)

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)

リフレッシュ健康教室(19:30～20:30、村民会館休養室)

１ 日

２ 月

３ 火

４ 水

５ 木

６ 金

７ 土

８ 日

９ 月

10 火

11 水

12 木

13 金

14 土

15 日

16 月

18 水

17 火

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

毎週
金曜

11月

21 土

19 木

関川診療所午後休診(午前は通常通り診療をします)20 金

22 日

23 月

24 火

25 水

26 木

27 金

28 土

29 日

30 月

31 火

１ 水

２ 木

３ 金

４ 土

５ 日

◆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

情報ひろば
村上市教育情報センター

TEL５３－７５１１

相談案内

相談は無料で、秘密

は固く守られます

高齢者や

その家族

の 無 料

相 談
こころの

健　　康

相 談 会

定　　例

行政相談
法律相談　10月２日(月)・10日(火)・16日(月)・

　23日(月)・30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　10月20日(金) 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　10月18日(水)

申し込み先　村上地域振興局健康福祉部

　　　　　　地域保健課☎53－8369

と　き　10月26日(木) ９時30分～11時30分

ところ　関川村社会福祉協議会会議室

相談員　行政相談委員　伊藤　敏

問い合わせ　総務課総務班☎64－1476

10月１日 　 11月５日カレンダー


