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お知らせ版
村民会館イベント
問い合わせ

村民会館

64－2134

村
から

ふれあいど～む
トレーニングルーム利用講習会

と き １月18日(木)19時～
ところ ふれあいど～む
あちこちの山の登山道の様子、眺望、
利用対象 高校生以上 定 員 先着20名
咲く花々の写真を見ながらみんなで語り合
受講料 村民無料(村外の方は100円)
い、今年の行く山に夢をはせましょう。
申込締切 １月15日(月)
と き １月22日(月)13時30分～15時30分
その他 詳しくはお問い合わせください。
ところ 村民会館休養室
申し込み先 村民会館☎64－2134
講 師 関川村山の会 小倉敏子さん

村
から

山と花スライド解説会

おはなしの会
村
その他 参加者の皆さんの山行写真も見
から 「絵本の読み聞かせとプチ工作」
せてください。見せてくれる方は事前
と き １月20日(土)10時30分～11時30分
に村民会館までご連絡ください。
ところ 村民会館図書室
気功(八段錦)太極拳教室
対 象 赤ちゃんから大人までどなたでも
(全６回コース)
問い合わせ 村民会館☎64－2134
ゆっくりとした呼吸と共に身体を動か
して、自分で自分の気を養う健康太極拳 村 体育協会新春懇談パーティー
から
です。今回は、八段錦(気功)を主に練習
と き １月17日(水)18時30分～
します。
ところ 村民会館大ホール
と き １月22日・29日、２月19日・
会 費 １人3,000円
26日、3月12日・26日(すべて月曜日)
申込締切 1月10日(水)までに村民会館へ
13時30分～15時
申し込み先 村民会館☎64－2134
ところ 村民会館１階休養室
村
参加費 2,000円(初回に集めます)
物忘れ 相談会
から
持ち物 水分、動きやすい服装
指導者 NPO法人 日本健康太極拳協会
「最近忘れっぽくなって…」「うちの
家族が認知症になったかもしれない…」
準師範 大嶋淑子先生
とお悩みの方を対象に相談会を開催します。
申し込み先 村民会館☎64－2134
と き １月26日(金)13時30分～15時30分
冒険王
ところ 垂水の里会議室
「スノーシューで登る高坪山」
相談員 保健師・認知症地域支援推進員
と き １月20日(土)
申込締切 １月25日(木)
７時村民会館集合～17時解散
その他 相談無料。送迎も可能です。
ところ 高坪山(積雪状態で変更あり)
問い合わせ・申し込み先
内 容 スノーシューまたはカンジキを
地域包括支援センター☎64-1473
履いて高坪山に登ります。頂上までは
関川村子ども・若者支援
村
３時間から４時間かかります。
から
協議会の設置について
参加費 無料(スノーシュー公民館用意)
村では、０歳から30歳までの子ども・
申込締切 １月12日(金)※先着20名
若者に対し、切れ目ない支援を行うた
その他 服装は防寒服、特に長靴と手袋
め、「関川村子ども・若者支援協議会」
は暖かいもの。持ち物は昼食と飲料
を設置しました。詳しくは、１月１日配
水。荒天時は中止(前日連絡)
付のチラシをご覧ください。
※この事業は、「冒険王」の一環ですが、 問い合わせ ▷住民福祉課福祉保険班☎
冒険王に登録していない方も参加可能。
64－1471 ▷健康介護班☎64－1472
申し込み先 村民会館☎64－2134
▷教育課学校教育班☎64－1491
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村営・村有住宅入居者募集
【村有】上関住宅

所
在
募集戸数
月額家賃

上関地内の３階建て
２戸(１ＬＤＫ、１階・２階)
35,000円

【村有】高瀬住宅
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

【村営】宮越住宅
所
在
募集戸数
月額家賃

下関地内の３階建て
１戸(２ＤＫ、３階)
所得に応じて決定(世帯収入制限有)

【村営】八千代住宅
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 １月15日(月)17時【書類必着】
入居時期 ２月１日(木)
※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
から

村推奨みやげ品を募集

村では新しい観光土産品を掘り起こす
ため、毎年みやげ品の認定を行っています。
申込締切 １月17日(水)
問い合わせ・申し込み先
農林観光課商工観光班☎64－1478

村

いで湯の関川ふる里会

から

首都圏交流会参加者募集

ふる里会のみなさんと楽しく交流しま
せんか？
と き ２月25日(日)11時～
ところ 上野精養軒(東京都)
参加費 8,000円(当日の懇親会費)
定 員 先着10名
申込締切 １月31日(水)
その他 役場マイクロバスをご利用希望
の方はご相談ください。
問い合わせ・申し込み先
農林観光課商工観光班☎64－1478

村
から

資

村の臨時職員を募集
格

職

他 管理公社の臨時職員を募集

問い合わせ・申し込み先
総務課総務班☎64－1476

団体

▷原則として村内居住の方 ▷高校卒業程度の学力のある方
▷事務補助の方は、平成30年４月１日現在で59歳以下で臨時雇用期間が
通算10年未満の方 ▷運転員は大型自動車第一種免許所有者(経験年
数５年以上)で平成30年４月１日現在で64歳以下の方
種

時

給

職

種

時

給

830円

教員助手

保育士

980円

調理師

830円

保健師

1,160円

用務員

800円

看護師

1,050円

庁用車運転管理員

月額：245,000円

介護支援専門員

1,050円

スクールバス運転員

月額：226,000円

社会福祉士

1,050円

登記事務員

月額：145,000円

介護福祉士

1,050円

遺跡整理作業員
(経験３年以下)

1,160円

830円

※平成30年度からの時給です。 ※事務補助以外は各資格があるときの金額
通勤費 片道２km以上から支給
申込締切 １月31日(水）
手続き 申込書(総務課にあります)を提出してください。※村HPからダウンロード可
登録の有効期間 ４月１日～平成31年３月31日まで
その他 必要とする業務がないときは任用されません。ご了承ください。

村 村の臨時職員(障がい者雇用)
を募集します

から

関川村土地改良区
臨時職員募集

あったか雪募金助成３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
村 学校ＩＣＴ活用授業支援員
から
臨時職員募集
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）
職 種 学校ＩＣＴ活用授業支援員
助成内容
除雪活動費、除雪器具使用経
業務内容 小中学校でのＩＣＴ活用授業
費、防寒具等整備購入費、除雪に関する
の支援
啓発イベント活動費、除雪ボランティア
資 格 パソコンの操作全般について、
募集または育成経費を助成
一定のスキルのある方(資格問わず)
助成額 179,984円 ※上限７万円以内
勤務場所 関川小学校・中学校
(助成率は事業費の90％まで)
勤務条件 １日７時間45分勤務
選考決定 助成審査委員会で審査、決定、
時給1,160円
通知(３月)
その他 申込手続き、申込先等は他の
申請締切 ３月９日(金)
臨時職員と同じです。
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
問い合わせ 教育課学校教育班☎64－1491

村内居住の70歳未満の方
※事務補助は60歳以下
勤務場所 ゆ～む、ど～む、キャンプ
場、駅、現場作業 など
手続き 申込書（管理公社にあります）
を提出してください
登録の有効期間 平成30年４月１日～平
成31年３月31日まで
その他 必要とする業務がないときは任
用されません。ご了承ください。
申込締切 １月31日(水)
問い合わせ・申し込み先
関川村自然環境管理公社☎64－0252

灯の祭典inせきかわ
アールブリュット展示作品募集

「アール・ブリュット」とは
アールは“芸術”、ブリュットは“磨
かれていない”“（加工されていない）
生のままの”という言葉を指すフランス
語で、文化的な伝統や流行などにとらわ
れず、独自の発想と方法により制作した
作品のことを指します。
「灯の祭典inせきかわ」では、障がい
のある方々の作品を中心に展示を行い、
作品をご覧いただくことにより、障がい
者芸術活動の素晴らしさを広げ、障がい
者理解を得ることを目的としています。
障がいの有無に問わず、関川村内で展
示作品を募集しております。
募集締切 平成30年１月26日（金）
問い合わせ
関川村社会福祉協議会☎64-0111

社協

職種・募集人員 一般事務補助・１名
採用条件 50歳未満(平成30年３月31日現在)
パソコン(エクセル・ワード等)基本操
作を習得していること
申込期間 １月４日(木)～１月31日(水)
申込方法 「申込書」「履歴書」を土地
改良区事務所に提出
(申込書及び詳細条件説明書は土地改良
区事務所にあります)
採用予定日 ４月１日
問い合わせ・申し込み先
関川村土地改良区☎64－1459

社協

村では、障がいのある人を対象とした
臨時職員を募集します。
募集職種 ▷事務補助 ▷用務員
採用予定人数 各１名程度
賃 金 事務補助 時給830円
用務員
時給800円
応募資格 身体障害者手帳、療育手帳又
は精神障害者保健福祉手帳の交付を受
け、通勤及び職務遂行が自力で可能で
パソコン操作(事務補助)ができる人
申込方法 「関川村臨時職員・非常勤職
員任用登録申込書」と「障害者手帳の
写し」を総務課に郵送又は持参で提出
申込期間 １月４日(木)～１月31日(水)
その他 詳細はお問い合わせください。
問い合わせ・申し込み先
総務課総務班☎64－1476

他
団体

格

社協

事務補助

資

灯の祭典 in せきかわ

村民だれもが参加できるイベントとし
てアールブリュット展（障がい者等の作
品展）、スカイランタン打上げ、村内外
飲食店の出店などを三会場で実施しま
す。「観光と福祉」をテーマに関川村を
盛り上げます。皆様のお越しを心よりお
待ちしております。
と き ２月４日（日）11時～20時
ところ・内容
▷渡邉邸(11時～15時)・アールブリュッ
ト展、篠笛演奏、手話、お茶会
▷役場前駐車場(11時～15時)・村内外飲
食店
▷安角ふれあい自然の家(15時～20時)・
スカイランタン打上げ
※詳しくは１月15日配付予定チラシをご
覧ください。
問い合わせ
関川村社会福祉協議会☎64-0111
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他
団体

除雪時のお願い

●道路脇の電柱・支線を見落とさないで
雪により、電柱や支線の根元が確認し
づらくなっています。細心の注意をお願
いします。
●電線・変圧器に雪を飛ばさないで
除雪機が飛ばす雪で、電線や変圧器の
ヒューズが切れ停電になることがありま
す。雪を飛ばす方向を確認してください。
●雪下ろしで引込線に雪を当てないで
雪下ろしで、雪の塊が引込線に当たる
と、断線や取付金具が破損することがあ
ります。引込線から離れた位置で雪を落
とすようにお願いします。
●雪で埋もれている電線に触らないで
電線に触ると感電する危険がありま
す。雪に埋まっている電線は絶対に触ら
ないようにお願いします。
●切れて落下している電線には絶対にふ
れないで
電線が切れて道路に落ちていた場合は
絶対に触らずに、至急東北電力コールセ
ンターまでお知らせください。
問い合わせ・連絡先 東北電力コールセ
ンター☎0120－175－366

他 急がば学べ！ハロートレーニングで
就職の扉を開きましょう

団体

問い合わせ
ハローワーク村上☎53－4141

ハロートレーニング(公的職業訓練)は、お仕事を探している方、離転職者の方
の就職を支援するために国や県が実施している職業訓練です。受講料は無料(教材
等の負担あり)です。詳しくはハローワーク村上までお問い合わせください。

県
から

他 新潟市屋外広告物講習会を
開催します

除雪ボランティア
「スコップ」メンバー募集

団体

県内の豪雪地において、高齢者世帯な
どの除雪作業を行うボランティア「スコ
ップ」のメンバーを募集しています。
活動を通じた地域の方との温かい交流
や、雪かきの技術講習も行いますので、
初心者の方も楽しみながら活動できます。
大学のサークルや職場など団体での登
録も大歓迎です！！
登録方法 随時受け付けています。新潟
県H P「除雪ボランティア」にある登録
フォームからお申し込みください。
活動までの流れ ①メンバー登録→
②事務局からの情報案内→③事務局か
らの参加者募集案内→④市町村等への
活動参加申込→⑤活動参加
問い合わせ 新潟県総務管理部地域政策
課雪対策室☎025－280－5096

平成30年度村上高等職業訓練校

屋外広告業を営む者は、屋外広告物講
習会修了者等の設置が必要です。
と き ２月１日（木）、２日（金）
ところ 新潟県自治会館 201会議室
内 容 屋外広告物に関する法令、施
工、表示について
対 象 これから屋外広告業を営もうと
お考えの方、土木工事、建設工事、造
園工事等に伴い、屋外広告物の設置工
事までを請負う可能性がある方 など
受講手数料 4,000円（施工に関する事
項が免除される場合3,000円）
申込方法 所定の申込書(新潟市HPにあ
ります)を新潟市都市政策部に提出
申込期限 １月19日(金)必着
その他 詳細はお問い合わせください。
問い合わせ 新潟市都市政策部
都市計画課☎025-226-2825

訓練生募集

木造建築科(２年間)

漆器科【彫刻・塗装コース】(年間80日)

訓練期間 平成30年４月18日～平成32年３月
訓練日 ▷毎週水曜 ９時～16時、
土曜日 12回/年(１年生)、16回/年(２年生)
募集人員 ５人程度
受講資格 建築関係の事業所に就職し、雇用保険または労
災保険に加入している人で、一級・二級技能士、二級建
築士などの資格取得および技能向上を目指している人
訓練費用 ▷訓練費(年額)188,000円※雇用保険加入者(年
額)120,000円 ▷協会費(年額)1,500円 ▷教科書代 別途

訓練期間 平成30年４月～12月 ※８月は休講
訓練日 毎週月・火・木曜
訓練科目・訓練時間 ▷彫刻コース９時30分～11時30分
▷塗装コース13時～15時
募集人員 各５人程度
訓練費用 ▷訓練費(年額)80,000円※２コース同時受講の
場合(年額)160,000円 ▷協会費(年額)1,500円
▷教材代 彫刻コースを初めて受講する人は20,000円程
度(彫刻刀、砥石代)

パソコン講座(昼間・夜間の部)
区分

昼間の部【全３コース】
パソコンはじめてコース

訓練
科目・
期間

ワード基本コース
エクセル基本コース

夜間の部【全５コース】
６日間
６日間
６日間

ワード基礎コース

13日間

ワード応用コース

８日間

エクセル基礎コース

13日間

エクセル応用コース

13日間

パワーポイントコース

６日間

訓練日

毎週水・金曜

毎週月・火・木曜

訓練時間

９時30分～11時30分

19時～21時

募集人数

各コース５人

ワード・エクセル基礎コース各10人 その他のコース各５人

訓練費用

10,000円～18,000円、教科書代、協会費別途

15,000円～32,000円、教科書代、協会費別途

訓練場所
申込方法

村上高等職業訓練校
申込期限 ３月16日(金)
訓練校に備え付けの「入校申請書」に必要事項を記入の上、「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業
主通知用)」を添付して訓練校に直接提出してください。詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ・申し込み先 村上高等職業訓練校☎52－5563
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カレンダー １月１日

２月５日

日 曜

定

１月

行

事

予

日 曜

金 [小寒]
土
25 木
日 第29回関川村柔道選手権大会(９:00～、関川中柔剣道場) 26 金
27 土
月 [成人の日]
28 日
火 関川小学校・中学校３学期始業式
交通安全指導員初出動（15：00～、村内巡回）
29 月
水
30 火
木 笑いヨガ(せきかわゲラゲラ隊)(19:00～20:00、村民会館)
31 水
金
２月
土
１ 木
日
２ 金
月
３ 土
火
４ 日
ゆ～む休館

14
15
16

定

おはなしの会とプチ工作（10:30～11:30、村民会館図書室）

2018年(平成30年)[元日]
閉庁日～１月３日まで

５
６
７
８

11
12
13

予

[大寒]

月
火
水
木

10

事

20 土 冒険王「スノーシューで登る高坪山」(７:00公民館集合～)

１
２
３
４

９

行

21 日

わくわくウインターカーニバル
（10:00～15:00、わかぶな高原スキー場）
わぁ～むカフェ（10:00～12:00、ふれあいの家）

22 月 山と花スライド解説会（13:30～15:30、村民会館休養室）
23 火
24 水

17 水 体育協会新春懇談パーティー（18:30～、村民会館大ホール）
乳児健診(7・8、10・11か月児)

(受付13:00～13:30、保健センター)

商工会新春行政懇談会（17:00～、相馬鮮魚店）
物忘れ相談会(13:30～15:30、垂水の里会議室)

笑いヨガ(せきかわゲラゲラ隊)(19:00～20:00、村民会館)

[節分]
[立春]
灯の祭典inせきかわ(11:00～20:00、渡邉邸ほか村内各地)

５ 月 乳児相談(４・５か月児)(受付13:10～13:30、保健センター)

18 木 ど～むトレーニングルーム利用講習会(19:00～、ど～む)
19 金

◆毎週の予定◆
毎週
月曜

村上市教育情報センター

情報ひろば

※祝日の場合はお休みです。

健康相談日（10:00～14:00、保健センター）※15日から
気功(八段錦)太極拳教室（13:30～15:00、村民会館）※22日から
歩く!!健康教室(９:30～11:00、ふれあいど～む)※15日から
せきともクラブ(放課後子ども教室) ※16日から

毎週
火曜

（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」※９日から
（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)※９日から
バドミントンサークル（19:00～、村民会館アリーナ）※９日から

TEL５３－７５１１

プラネタリウムものがたりシアター
●上映作品

「チャーリーとこぐまのミモ１」

●上映日時

２月３日（土）
午前10時～10時30分

●入場料
●定員

無料
80人（先着順）

毎週 四ヶ字・霧出地区 健脚・健脳うんどう日～健脳の巻～
水曜 (10:30～11:45、村民会館大ホール)※10日から

福祉サービスを利用した際、事前に受けた

法律相談

１月9日(火)・15日(月)・22日(月)・

説明と内容が違っていたり、職員の対応に不

相談案内

29日(月)

満や苦痛を感じているときは、施設に苦情を

福祉
申し立てることができます。
サービス
施設に直接話しにくいときや解決しないと
相談は無料で、秘密 に関する
は堅く守られます
苦情相談 きは本委員会にご相談ください。適切に解決
されるよう支援いたします。
問い合わせ

県福祉サービス運営適正化委員会

高齢者と
その家族
の相談

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

☎025-281-5609

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