
　 不破西消防署　　 ４３－０１１９ 問 

　毎年６月から８月にかけて、水の事故が多く発生しています。水の事故に遭わないように、次
のことに注意しましょう。 

　川の様子は上流の天候などによって大きく変化し、雷雨やダムの放流などがあると、安全と思
われる場所でも急に増水することがあるので注意しましょう。 
　特に中州で遊んでいて、いつの間にか水かさが増し、岸に戻れなくなることがあります。この
ような場所で遊ぶことは避けましょう。 
　お酒を飲んだ後に川に入ると、足をとられるおそれがありますので絶対にやめましょう。 

　局地的な豪雨やダムの放流により増水し、流れが激しくなった川に
足をとられた！浅い場所だと思っていたら突然の深みに足をとられた！
といった危険に子どもがさらされていることに親は「気がつかなかっ
た」。悲しい事故でも、非常に多いパターンです。基本的に子どもは
好奇心のカタマリです。何か興味があるとすぐ目をキラキラさせてそ
ちらに向かいます。「危ない！」と注意しておいてもお構いなしです。親も充分承知しているの
ですが、たまたま視界から見失ってしまうことがあります。たった数分見失っただけで子どもが
危険にさらされているのが水難事故です。「子どもを見ている」というよりも「子どもと一緒に
行動する！」ことを意識しましょう。 

　夏の風物詩「花火」子ども達にとって楽しみな季節となりました。しかし気軽に楽しめる花
火も取扱いを誤ると火災や火傷などの事故につながりかねません。 
　子どもの火遊びによる火災は、大人がいない時に発生することが多く、そのため火災の発生が
遅れ、火災が拡大する要因にもなります。 
　火遊びによる火災をなくすために、大人が子供たちに対して火災の恐ろしさや正しい火の取扱
い方法を教える必要があります。子ども達の火遊びによる火災が起こらないよう、もう一度子ど
も達と火災の恐ろしさ、火の取扱いについて話し合うようにしましょう。 

●風の強い時は花火をしない。 

●燃えやすいものがなく、広くて安全な場所 
　を選ぶ。 

●子どもだけでなく大人と一緒に遊ぶ。 

●説明書をよく読み、 
　注意事項を必ず守る。 

●水バケツを用意し、 
　遊び終わった花火は 
　必ず水につける。 
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●消防署　平成26年 5月分

出動件数
累計今月

164交 通

142一般負傷

7811急病人

296その他

13723計

◎火災時における災害情報はテレホンサービス　TEL 24－1090
� �����������

◎救急 ◎火災

件　数
累計今月

1　0建 物

0　0車 両

0　0林 野

1　0その他

20計
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４３－１１２２ 

　　　　　　　　　象牙質知覚過敏症とは　　　　　　　　　
　虫歯が見当たらないのに冷たいものがしみたり、歯ブラシが当たると、ピリッと痛かったりする場合
には、「知覚過敏」の可能性があります。
　特徴的な症状は「キーン」という鋭い痛みであり、更にその痛みは一過性で冷たい水や摩擦などの外
来刺激によって誘発されるということです。
　何もしていないのに、ズキズキ歯が痛い場合や刺激を除去しても痛みが長く続く場合は、知覚過敏で
はなく虫歯など、他の病気が原因である可能性が高くなります。
　原因は色々ありますが、共通していることは何らかの原因でエナメル質やセメント質が削れ、象牙質
が露出していることです。　

歯科口腔外科　　歯科衛生士　　南形　幸枝

エナメル質の剥離 

咬耗 

齲蝕 

広範囲の象牙質露出 

咬耗・齲蝕 

小範囲の象牙露出 

アプフラクション 
（エナメル質の剥離） 

（知覚過敏の原因）
１．ブラッシングのやり方に問題がある
２．歯周病や歯肉炎が原因
３．歯ぎしりや噛み合わせが原因
４．歯科治療が原因（特に歯石取り）
５．虫　歯

（対処法）
１．正しいブラッシングコントロール
２．ブラッシングの際の知覚過敏用の歯磨き粉を
使用すること。

３．痛みが無くならなかったら歯科医院受診
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　　　　　　すくすく訪問事業　～小中学校編～　　　　　　
　私たち作業療法士・理学療法士・言語聴覚士は保育園や幼稚園、小中学校や健康増進センターを訪問
し、子どもたちの健やか育ちを先生や保護者の皆様と一緒に考えてきました。「すくすく訪問」も今年で
５年目となり、最初に幼稚園で出会った子どもたちはすでに小学校４年生、街中の子どもたちとはすっ
かり顔なじみとなりました。この事業の目的は、子どもたちの自信や自己肯定感を育み将来につないで
いくためのものです。なぜなら、彼ら（彼女たち）は関ケ原の未来だからです。
　小学校における「作業」とは、子どもにとっては「勉強」や「仲間づくり」等を意味し、先生にとっ
ては、「クラス運営」や「個々の教育」等を意味します。作業療法士は学校を訪問し、子どもや先生の
『作業遂行』を評価します。
　『作業遂行』とは何でしょうか？『作業遂行』とは、「ヒト」と「作業」と「環境」が交わる所です。
例えば：（下の図）運動好きで元気なＡ君（ヒト）が苦手な国語の音読（作業）をライバルのＢ君の隣の
席（環境）で、大声で読んでしまい（作業遂行）、先生から“声が大きすぎる”と注意される（結果）。

　このように考えていくとＡ君がＡ君らしく学校生活を送るためのポイントがいくつも見えてきます。
「今回の音読は一番優しい声で読んだヒトが一等賞！」と教示する。読むパートを分解してＢ君と協力
して読むようにする。もし目で文字を追い続けることが苦手だとしたら、ものさしで当てながら読む。
追視する力を育てるために、迷路や図形の線つなぎ等の課題を多く取り入れる。黒板を消す、プリント
を職員室に取りに行くなど、元気なエネルギーをお友達の役に立つ方向へ向けていく。そのような工夫
を通して、Ａ君が「上手に読みたい」という思いや、先生の「協調性を育みたい」という願いが充足さ
れ、『作業遂行』が肯定的でより豊かな循環になります。

　食べる―寝る―遊ぶ―仕事（勉強）する。このような「作
業」とヒトがしっかり結びつくことで、人生はより味わい深
くなります。子どもが「遊び」や「勉強」と結びつくこと。
先生が「教育」と結びつくこと。お母さんお父さんが「子育
て」と結びつくこと。作業との結びつきがヒトを健康にしま
す。そして、老若男女、病気や障がいの有無を問わず、生き
がい溢れる街づくりに貢献することが私たちリハビリテー
ション科の使命です。今後ともどうぞよろしくお願い申し上
げます。

国保　関ケ原病院　　作業療法士　山口　清明
理学療法士　野村　健人
言語聴覚士　山名寿美子

ヒト 
性格／役割／興味／価値 

環境 
教室／教材 

仲間／先生　 
休み時間　　 

作業 
勉強／体育 
　給食／遊び 
　仲間づくり 

【作業遂行】 
A君が学校で 
勉強する 

負けず嫌いの 
元気なA君 

B君の 
隣で　 

苦手な 
　音読 

【作業遂行】 
大声で読んで 
注意される 

　毎月１回、やすらぎ健康増進センター
にて、国保　関ケ原病院の作業療法士、
言語聴覚士による発達相談を開催して
います。お子さんの発達について、気に
なることがありましたら、お気軽にご利
用ください。詳しくは、やすらぎ保健師
までお問い合わせください。
　 　やすらぎ健康増進センター
　 　４３－３２０１
問 

すくすく相談のご案内
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▲すきな絵を描こう　西保育園４歳児

▲関ケ原町絵画（洋画・日本画）グループ展

土金木水火月診療科名等
森島桐井瀬古森島瀬古瀬古一診

内 科

福田（和）高野森島桐井桐井高野二診
循環器外来福田（和）高野福田（和）三診

斎藤斎藤五診
高野大西桐井瀬古森島福田（和）初診

斎藤高野桐井福田（和）午後
斎藤（予約外来）午後

松尾宮宮宮松尾宮一診
外 科 宮佐々木松尾松尾福田松尾三診・処置

検査・手術等手術等手術等病棟回診・手術等午後
安藤毎週土曜日（午前）外科・二診脳神経外科

毎週月曜日（午前）※月曜日が祭日の場合は火曜日　安達外科・二診皮 膚 科

久島
整形一般

楊
整形一般
（予約制）

楊
整形一般
（予約制）

久島
骨粗鬆症専門外来
（予約制）

楊
整形一般
（予約制）

吉岡
整形一般一診

整 形 外 科
秋山教授
関節専門外来

（予約制・不定期）
　７月１９日のみ　

久島
整形一般

田中
リウマチ専門外来
（予約制１０：００～）

下川
脊椎専門外来
整形一般

宮本
脊椎専門外来

（予約制１０：００～）
二診

久島
整形一般

久島
整形一般三診

澤田白木午前眼 科

１・３・５　久世
　　　２・４　柴田久世午前耳鼻いんこう科

佐木佐木佐木佐木佐木佐木午前
歯 科

佐木佐木病棟往診・手術佐木午後

◎急患の場合は、随時診察を行います。（℡４３－１１２２）
※担当医等は都合により変更となる場合があります。
※内科午後救急は、午後救急担当医が救急（夜間）診察室にて診察を行います。
※耳鼻いんこう科の１～５はその週を表しています。
※歯科へ予約外受診される場合は、電話にて来院時間の確認をお願いします。
　（手術・健診などにより午後休診になる場合があります。）

●国保　関ケ原病院の外来診察と担当医師（平成26年 7 月）※都合により休診になる場合があります。

歯　科　　７月１０日（木）午後 
　　　　　７月３１日（木）午後 
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問 

問 

～揖斐川とともに５０年～ 横山ダム５０周年記念事業 横山ダム５０周年記念事業 横山ダム５０周年記念事業 

　横山ダム５０周年記念事業では、他にも様々なイベントを予定しています。詳しくはホームページを
ご覧ください。　□　木曽川上流河川事務所　管理課　　□　０５８－２５１－１３２５ 
　　　　　　　　□　http://www.yokoyamadam-５０th.jp 

　横山ダム５０周年を記念し
て水源地域や揖斐川流域で
記念事業を開催します。ま
た、７月１９日（土）よりダム
堤頂部の一般開放・見学会
を行いますので、ぜひご参
加ください。 

ダムイベント 
●ダム見学会 
　７月１９日（土）午後～３１日（木） 
●ファンタジーホール一般開放 
　７月１９日（土）午後・２０日（日） 
　　２１日（祝）・２６日（土）・２７日（日） 

揖斐川交流イベント 
●スタンプラリー 

　８月上旬～１１月３０日（日）（予定） 

●地域交流ツアー（随時） 

●食文化交流「ダムカレー（予定）」 

問 

　昭和４１年に建設された関ケ原中学校校舎は、
新校舎の完成後、取り壊しが始められます。
　取り壊しの開始予定日である７月２８日（月）
の前日と前々日に、現校舎内を自由見学でき
る時間をつくりました。
　思い出の詰まった校舎と最後のお別れをさ
れたい方は、ぜひ、足をお運び下さい。

【お別れ見学ができる日時】
７月２６日（土）　午後１時から午後４時まで
７月２７日（日）　午前１０時から午後４時まで

　平成２６年度より聴覚障がい者等の支援者を養成し、社会参加を促す
ことを目的に手話奉仕員養成研修事業を下記のとおり実施します。こ
の事業は海津市、養老町、垂井町、関ケ原町と共同で岐阜県聴覚障害
者協会に委託して行います。
開催期間　平成２６年９月２日（火）～平成２７年３月１７日（火）の祝日
　　　　　を除く毎週火曜日（全２６回）　午前１０時～午前１２時
場　　所　西濃総合庁舎（大垣市江崎町４２２－３）
内　　容　あいさつなど簡単な日常会話の学習
対 象 者　町内在住で聴覚障がい者等の福祉に理解と熱意がある人
定　　員　３０人
受 講 料　無料（別途テキスト代１，２３５円が必要）
申　　込　往復ハガキに講座名、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、

年齢、電話番号を記載の上、８月１５日（金）（必着）までに
� ������������������

一般社団法人　岐阜県聴覚障害者協会（〒５００－８３８４　岐阜
市藪田南５－１４－５３）へ。申込者多数の場合は抽選となり
ます。

　　　　　 　一般社団法人　岐阜県聴覚障害者協会
　　　　　 　０５８－２７８－１３０１

問 

手話奉仕員養成研修講座（入門課程）の開催
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合格発表試験期日受付期間受験資格募集種目

合格発表日は試験時
にお知らせします。

受付時にお知らせします。
年間を通じて行
っております。

男子
１８歳以上
２７歳未満

自衛官候補生
１１月７日９月２５日～２９日のうち1日

８月１日～
９月９日

女子

１次　１０月２日
最終　１１月７日

１次　９月１９日・２０日のうち１日
２次（１次合格者のみ）
　　　１０月９日～１５日のうち１日

８月１日～９月９日

１８歳以上
２７歳未満

の者
一般曹候補生

１次　１０月１０日
２次　（海）１１月１２日
　　　（空）１１月７日
最終　
　平成２７年１月２１日

１次　９月２３日
２次（１次合格者のみ）
　　　１０月１８日～

２３日のうち１日
３次（航空要員の２次合格者のみ）
　　　１１月１５日～１２月１８日

高卒
（見込含）
２１歳未満

の者

航 空 学 生

※受験資格の年齢は各種目とも平成２７年４月１日現在です。
※平成２７年３月高等学校卒業予定者の受付及び試験は、文部科学・厚生労働両省から示された期日以降
　 「自衛隊岐阜地方協力本部　大垣地域事務所」大垣市林町５－１８光和ビル２階　 　０５８４－７３－１１５０問 

　農業集落排水は、汚れた水を集め、きれいに処理してから川などに戻すことで、自然環境や生活環境を守っ
ています。一戸でも多く農業集落排水に接続することで、生活排水などが大幅に削減され、下流に与える影響
が小さくなります。平成２３年度に完成した農業集落排水処理施設は、皆さんが接続してはじめて効果を発揮し
ます。
　公共用水域の水質保全のため、子ども達が安心して遊ぶ環境ができるため、農業集落排水への接続にご理解
とご協力をお願いします

■まずは「関ケ原町排水設備指定工事店」へご相談下さい。
■排水設備工事は「関ケ原町排水設備指定工事店」以外では出来ません。

＜工事について＞

申し込みから完了まで 
工事店 

関ケ原町役場 施　主 

①工事の依頼 

②設計・見積り 

③契約 

⑦工事完了の検査 

④書類提出 

⑤工事承認 

⑥工事完了届 

宅内排水設備工事は指定店で 

■マンホールポンプ故障の原因と
なりますので、トイレでは必ず
トイレットペーパー以外のもの
は流さないでください。
■定期的に、分離ます（中心が青ま
たは黄色に着色されているフ
タ）を掃除してください。

＜接続後の注意点＞

 　役場　水道環境課　　 　４３－３０５３（直通）問 

　今須農業集落排水への年度別接続状況は、以下のとおりです。

＜接続状況について＞

平成２５年度末平成２４年度末平成２３年度末項　目

３５５３５４３５１処理区域内加入者数

１５３１２７　７２接続戸数

４３．１３５．９２０．５接続率（％）

～豊かな水環境と美しいふるさとを子孫のために～ ～豊かな水環境と美しいふるさとを子孫のために～ 
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開場期間　７月６日（日）・１２日（土）・１３日（日） 
　　　　　７月１９日（土）～８月３１日（日） 
開場時間　午前１０時～午後５時 
入　場　料　　　　　　　　通　常　　夏休み期間中の平日 
　　　　　幼　　　児　　無　料　　　　　無　料 
　　　　　小　学　生　　　５０円　　　　　　無　料 
　　　　　中　学　生　　　５０円　　　　　　５０円 
　　　　　付 き 添 い　　１００円　　小学生の付き添いのみ無料 
　　　　　その他の方　　２１０円　　　　　　２１０円 

注意事項　●幼児及び小学３年生以下の児童は付き添いが必要です。（付き添いは、児童２名に
つき１名程度でお願いします。） 

　　　　　●雨天・水温等により、休場することがあります。 

（町民プールオープン前）■　教育委員会　社会教育課　　　■　４３－１２８９ 
（町民プールオープン後）■　町民プールまたは教育委員会　■　４３－０１１１（町民プール） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４３－１２８９（教育委員会） 

問 

問 

町民プールに関するお問い合わせはこちら 

町民プール オープン！ 町民プール オープン！ 町民プール オープン！ 
今年は7月6日（日）から！今年は7月6日（日）から！

幼　　　児 
小　学　生 
中　学　生 
付 き 添 い 
その他の方 

無　料 
　５０円 
　５０円 
１００円 
２１０円 

通　常 夏休み期間中の平日 
無　料 
無　料 
５０円 

小学生の付き添いのみ無料 
２１０円 

夏の交通安全県民運動 

７月１１日（金）～７月２０日（日） 

ゆずりあう心で　夏の交通事故防止！ 

　夏は、家族・友人等と行楽地などへの外出が増
え、一車両に複数人が乗車する機会が増すことに
より、一度にたくさんの方が被害に遭う交通事故
の発生が予想されます。 
　例年、飲酒運転が増え、暑さによる疲労から注
意力が散漫になった運転者の事故が発生し、夏休
みを迎える子ども達は事故に遭う危険性が増しま
す。 
　このような夏特有の情勢を踏まえて、地域ぐる
みで重点事項に取り組むことで、県民一人ひとり
交通安全意識を高めて事故防止を図ることを目的
とします。 
　あわせて、シートベルト・チャイルドシートを
着用していれば、尊い命を亡くさずにすんだと思
われる事故が発生していることから、その着用促
進に取り組みます。 

運
動
の
重
点 

①全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 

②飲酒運転の根絶 

③子どもの交通事故防止 

子どもが犯罪（誘拐）に逢わないように 子どもが犯罪（誘拐）に逢わないように 子どもが犯罪（誘拐）に逢わないように 

垂井警察署 

子ども達が楽しみにしている夏休みを控え、皆様へのお願い 
１「セーフティファイブ」を子どもに言い聞かせてください。 
　★ひとりにならない　　★ついていかない 
　★大声を出す　★近づかない　★出来事を話す 
２子どもの外出先や行動範囲を確認してください。 
　●子どもが外出する時は、行き先・帰宅時間を確認し

てください。 
　●子どもの遊び場所・友人の家・遊学路等を把握して

ください。 
　●「子ども１１０番の家」を確認し、活用方法を教えて
ください。 

３地域ぐるみで、子どもの見守り活動をお願いします。 
　●不審者を見かけたら、近所の人と連携し「１１０番」
してください。 

　●近所の人と連携し、不審者の人相・着衣をメモして
ください。 

　●子どもの様子を見て、不審者から引き離してください。 
４子どもが連れ去られた時は、車のナンバー等を「１１０番」
してください。 

　●連れ去られそうになっているのを見かけたら、大声
で近所の人に知らせてください。 

　●子どもから「声かけ・つきまとい・盗撮・わいせつ行為
等」を認知したら、即時警察に通報してください。 
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営業時間　午前１０時～午後5時 
定 休 日　月曜日・祝祭日の翌日 
43－2583
http://www.yagikoubou.com 

　笹尾山のふもとで
のんびり育ったやぎ
さんのミルクをつか
いました。 
１個　２１６円（税込） 

４３－２２３３ 

ふれあいセンター開館２０周年記念事業
日　時　９月６日（土）　午後６時３０分～
場　所　ふれあいセンター　ふれあいホール
チケット販売　８月１日（金）～　ふれあいセンター
※詳細については、後日チラシや広報等でお知らせします。

■ 桂　文枝　文化講演会

7
【特別番組】
 第９６回全国高等学校野球選手権　岐阜大会 
　中継録画　◇開会式　５日（土）　午後１１時
　生 中 継　◇３回戦　１３日（日）　午前８時
　　　　　　　　　　　１９日（土）　午前８時　他
【レギュラー番組】
★７月のレギュラー番組には　西保育園　が登場しま
す！

 園児登場！「げんきはなまる」
◇月～日　午後８時１５分～　他
　・２１日～　西保育園　きりん組
毎晩６時はケーブルテレビ！
 地域の情報「デイリーＵＰ」
◇月～金　毎日　午後６時　他再放送あり
　毎日更新の地域情報番組。週末は月～金のものをま
とめて再放送します。
 レッツ　ボランティア 
◇６月３０日（月）～７月６日（日）・２８日（月）～

午後６時３０分～　他
 お店紹介「みるチャン」
◇７日（月）～１３日（日）　　　　　午後６時３０分～　他
 クイズ番組「マチサガ！」
◇１４日（月）～２０日（日）　　　　　午後６時３０分～　他
 地域散策「里見まさとのご町内探訪」
◇２１日（月）～２７日（日）　　　　　午後６時３０分～　他
 ＴＶギャラリー 
◇月～日　午後５時５８分～　他

好評放送中！
　　　　　 　http://www.ogaki-tv.co.jp/
　　　　　 　E-mail oct@ogaki-tv.co.jp

  ※身近な情報をお寄せください。

エコミュージアム関ケ原 
（電話43-5724）まで 

問い合わせ先 

エコミュージアム関ケ原今月のイベント 
イベント参加希望の方は 
電話にてお申込みください　　43－5724
７月８日（火）午前９時より電話予約となります。 

ギャラリー使用料無料 

 ７月のギャラリー 
布切り絵　～昭和の良き時代を想う！～
　出　展：伊藤　泰弘さん　布創作工房
　期　間：７月２日（水）～７月２７日（日）

 夏休み体験教室 
万華鏡作り教室　～本格的な万華鏡を作ろう～
日　時　７月２０日（日）午前１０時～午前１２時（開始１５分前より受付）
場　所　エコミュージアム関ケ原
講　師　長浜　憲幸さん　池田町在住
定　員　２０名　小学生以上　親子で参加ください。
材料費　１０００円
持ち物　なし
内　容　材料にこだわった本格的な万華鏡を作ります。

布切り絵教室　～布切り絵を作ろう！～
日　時　７月２７日（日）午前１０時～午前１２時（開始１５分前より受付）
場　所　エコミュージアム関ケ原
講　師　伊藤　泰弘さん　布創作工房
定　員　１５名　小学３年生以上　親子で参加ください。
材料費　５００円
持ち物　はさみ、３０cm定規
内　容　特殊な方法を用いて布を切り、絵を作ります。
　　　　絵の大きさはＢ５サイズで、額付きとなります。

７月１２日（土）午前１０時３０分～午前１１時００分
担当：読書サークル
★大きな絵本「おじいちゃんのごくらくごくらく」
★いなばのしろうさぎ
７月２６日（土）午前１０時３０分～午前１１時００分
担当：司書
★ぐりとぐらのかいすいよく　　★およぐ

    　７月８月は貸出制限冊数　  
  　　通常お一人１０冊⇒２０冊　　 

（貸出期間は通常通り２週間です。）

■ おはなし原っぱ
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● 固定資産税

～現況調査にご協力を！～
　関ケ原町では、毎年この時期に土
地・家屋にかかる固定資産の現況調
査を町内全域で実施しています。
　この調査では、建物の新築・増築
や取り壊し等の有無、土地の現況地
目変更の確認を行います。場合に
よっては、調査員（担当職員）が敷
地内に立ち入らせていただいたり、
お話をお伺いしたりしますので、ご
協力をお願いします。
　なお、敷地の奥で家屋を取り壊さ
れた場合などは、現況調査で把握し
きれず翌年度も課税されてしまう場
合がありますので、税務課備え付け
の「家屋滅失届」を窓口までご提出
ください。
●町税等の期限内納付をお忘れなく！
　町税等の納付で、お忘れになって
いるものはありませんか？
　納期限内に納付されず滞納となる
場合、督促状が発送されます。この
場合、本来の税額とは別に督促手数
料や延滞金※を納付していただくこ
とになってしまいます。
　特に延滞金は、納付が遅れるほど
負担する額が大きくなります。期限
までの納付にご協力ください。
　納期限までに納付できない事情等
がある場合は、事前に税務課までご
相談ください。

　※延滞金
　納期限の翌日から納付日までの日
数に応じて年１４．６％（納期限の翌日
から１か月を経過する日までの期間
は年７．３％）の割合（各年の特例基
準割合（当該年の前年に租税特別措
置法第９３条第２項の規定により告示
された割合に年１％の割合を加算し
た割合をいう。）が年７．３％に満たな
い場合には、その年中においては年
１４．６％の割合にあっては、当該年に
おける特例基準割合に年７．３％の割
合を加算した割合とし、年７．３％の
割合にあっては当該特例基準割合に
年１％の割合を加算した割合としま
す。）を乗じて計算した額の延滞金
を納めていただきます。

　 　役場　税務課
　 　４３－３０５１

税務課からのお知らせ

問 

 
　介護保険料は、その年度の町民税
の課税状況で決まります。町民税は
６月に確定するため、４月の時点で
は介護保険料が決定できません。こ
のため、保険料は仮算定と本算定の
年２回、通知しています。
◎仮算定
　前年度の介護保険料をもとに、仮
に算定した保険料です。４月に送付
しています。
◎本算定
　町民税が確定したのを受け、当年
度の介護保険料が確定しましたので、
７月に本算定通知書を送付します。

 介護保険料の支払方法 
　確定した年間の保険料額から、す
でに通知してある第１期～第３期の
仮算定保険料を差し引いた額を納付
していただきます。
●普通徴収
　７月から翌年３月の９回に分けて、
納付書または口座振替で納付してい
ただきます。
●特別徴収
　１０月、１２月、２月の３回に分けて、
年金天引きで納付していただきます。
　介護保険制度の適切な運営のため、
皆さまのご理解・ご協力をよろしく
お願い申し上げます。

※不明な点等は、役場　住民課（ 
　４３－１１１３）までお尋ねください。

平成２６年度 介護保険料本算定
通知書を送ります

○歴史民俗資料館入館者数
　　　５月分　　４，２３０人
○不破関資料館入館者数
　　　５月分　　　４５４人

日　時　７月１５日（火） 
　　　　午後１時～午後３時 
場　所　関ケ原町中央公民館 
テーマ　関ヶ原合戦外伝⑳ 
　　　　大垣城主、伊藤盛正の 

関ヶ原の戦い 
　慶長５年８月１０日。時の大
垣城主　伊藤盛正に大軍を引き
つれた石田三成が、『城を借り
る』と云われた。その後の伊藤
盛正の動きは？関ケ原に大きな
動きがあった。 
　皆様多数の参加をお待ちして
おります。 

４日　個人１名（山梨）【今井剛ガイド】
６日　個人１名（福岡）【�木敏朗ガイド】
６日　個人４名（広島）【細見昌男ガイド】
１１日　団体歩こう会１５名（岐阜）

【三輪成康ガイド】
１３日　個人２名（愛知）【細見昌男ガイド】
１４日　個人１名（大阪）【井野時茂ガイド】
１５日　アルペン２２名（愛知）

【安部覚之ガイド】
１６日　個人１名（東京）【今井剛ガイド】
１６日　揖斐川町脛永公民館６名（岐阜）

【吉澤広幸ガイド】
１７日　０５Ｍの会１０名（愛知）

【吉澤広幸ガイド】
１７日　個人７名（東京）【三輪成康ガイド】
１８日　個人２名（群馬）【安部覚之ガイド】
１８日　個人４名（東京）【池側誠ガイド】
１８日　個人４名（岐阜）【井野時茂ガイド】
２０日　ウォーキングクラブ７６名（愛知）
　　　【�木敏朗・池側誠・

池側恵子・林英男ガイド】
２１日　ウォーキングクラブ６４名（愛知）
　　　【細見昌男・井野時茂・

吉田信子・池側恵子ガイド】
２１日　団体２９名（東京）【池側誠ガイド】
２４日　個人３名（東京）【伊藤庄市ガイド】
２４日　個人１名（広島）【吉澤広幸ガイド】
３１日　伊賀市大山田観光３０名（三重）

【三和敏郎ガイド】
史跡ガイド事務局（歴史民俗資料館内）

せきがはら史跡ガイド

５月ガイド実績　２０件

平成26年5月分 

比  較
2５年5月の
排出量

２６年5月の
排出量

品  目

8.25％減89.57ｔ82.18ｔ燃やせるごみ

20.34％減9.39ｔ7.48ｔプラスチック類

29.98％減9.64ｔ6.75ｔ燃やせないごみ
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日　時　７月２４日（木）午後７時～
場　所　垂井町立中央公民館

会議室（２階）
対　象　郡内在住・在勤・在学の小

学３年生以上
　　　　以上の方／２０名

＜保護者同伴／親子大歓迎＞
講　師　ビジョントレーナー

健工房院長　兒玉哲明氏
準　備　ソフトカバーの読みやすい本
参加費　２００円
主　催　不破郡レクリエーション協会
　 　７月２１日（月／祝）までに
　　　兒玉〔 　２３－１４４７〕へ
不破郡レクリエーション協会会員・

スタッフ募集中 ☆

 
　市町村振興宝くじ（通称「サマー
ジャンボ等宝くじ」）の収益金は、発
売元である都道府県を通じて、各市
町村振興協会へ交付され、市町村の
よりよいまちづくりのために活用さ
れます。
　収益金は、都道府県別の販売実績
に応じて交付されますので、ぜひ岐
阜県内の宝くじ売場でお買い求めく
ださい。
発売期間：平成２６年７月４日（金）

～７月２５日（金）

 
　近年このような箇所での線路横断
が絶えません。
　列車の通過直前に横断するなど一
歩間違えれば悲惨な事故につながり
かねないケースも少なくありません。
　安全のため踏切がないところでの
横断・立ち入りはやめましょう。
　 　東海旅客鉄道株式会社
　 　７８－２８００ 

“夏休み講座”１日で出来る…。
「速読術」教室の参加者募集 !!

問 

この宝くじの収益金は市町村の明るく
住みよいまちづくりに使われます

～サマージャンボ等宝くじ～

踏切設備のないところでの
線路横断はやめましょう

問 

 
　７月１日より心配ごと相談の相談
員が変わります。
　　　旧　三輪　均
　　　新　安藤　道子
相談日　毎月１０日　心配ごと相談
　　　　毎月第３土曜日　弁護士相談
　 　関ケ原町社会福祉協議会
　　　関ケ原町しあわせ相談センター
　 　４３－２９４３

 
　水道環境課が委託した調査員が６
月から３月まで、配水管や給水管の
調査を致します。調査の際、調査員
が各世帯の敷地内のメーター付近に
立ち入らせていただく場合がありま
すので、ご協力をお願いいたします。
（建物内に入ることはありません。）
　不審に思われた場合は身分証明書
（町が発行した証明書）の提示を求
めて確認してください。
調査期間　平成２６年６月～

平成２７年３月まで
調査地域　関ケ原町内全域
委託会社　東和コンサルタント（株）
　また、５月号にお知らせしました
水道メーターの交換作業も現在実施
しております。
　ご不明な点がございましたら、水
道環境課までお問い合わせください。
　 　役場　水道環境課
　 　４３－３０５３ 

社会福祉協議会から
相談員交代のお知らせ

問 

水道管の調査にご協力を

問 

 
内　容　リサイクル工場、大型店舗

の見学バスツアー、エコ工
作などの３Ｒ教室

開催日　第１回　７月２２日（火）
　　　　第２回　７月３１日（木）
対　象　県内小中学生とその家族
集合場所　ＪＲ岐阜駅、ＪＲ大垣駅
参加費　無料（ただし、昼食につい

ては各自）
申込方法　県廃棄物対策課ホームペー

ジまたは県廃棄物対策課へ
申込

　 　０５８－２７２－８２１４（直通）

 
－大谷吉継と小早川秀秋を

クローズアップした合戦余話－
日　時　８月２日（土）
　　　　午前１０時３０分～（開場は１０時）
場　所　柏原・成菩提院
講　師　桂田峰男氏

（米原市教育委員会 歴史文化財保護課長）
資料代　１００円
　合戦直前に柏原の成菩提院に宿泊
したのが小早川秀秋。東軍に寝返った
秀秋に、もっとも果敢に立ち向ったの
が、近江出身で三成の盟友だった大谷
吉継。このふたりを中心に、合戦前後
の国境エリアの動向を探ります。関ヶ
原合戦にちなむ成菩提院の寺宝も特
別拝観できるのも魅力です。
　 　はびろネット事務局　
　 　０８０－９６９１－５６６９

リサイクル見学ツアーのお知らせ

第５回「関ヶ原合戦ビフォー＆アフター」

問 

働く婦人の家講座 働く婦人の家講座 働く婦人の家 
４３－２６６６ 

問 

日　時　７月１２日（土） 
　　　　午前９時～午前１２時 
場　所　働く婦人の家　調理室 
定　員　１０名 
材料費　８００円 
持ち物　エプロン、三角布、 
　　　　筆記用具、手ふき、 
　　　　パンを入れる箱 

（８～９個お持ち帰りです） 
申し込み　参加を希望される方は、７

月４日（金）までに働く婦人
の家へお申し込みください。 

手こねパンづくり教室 

日　時　７月２８日（月） 
　　　　午前９時～午前１２時 
場　所　働く婦人の家　調理室 
講　師　関ケ原町食生活改善協議会 

のみなさま 
定　員　小学生親子３０名（先着順） 
参加費　未定 
　　　　（助成金が出ますので大変お得です） 
持ち物　エプロン、三角布 
申し込み　参加を希望される方は、７

月１４日（月）までに働く婦人
の家へお申し込みください。 

親子料理教室 



電話 ファックス 電子メール ホームページ 

この情報は平成26年5月22日現在のものです。　この紙面に関するお問い合わせは、県広報課まで

第23回岐阜県文芸祭作品募集

●応募期限／9月30日（火）［当日消印有効］
●応募方法／財団ホームページ、県内市町村
役場、各種施設、道の駅等で配布の募集要
項をご覧ください。

●応募料／１部門につき1,000円
　　　　　［飛騨美濃じまん部門は、無料］
●応募先・問／（公財）岐阜県教育文化財団
　☎058（277）1139

特定不妊治療費助成事業が
26年４月１日より一部改正

「自然と人間」をメインテーマに、文芸作品を
募集します。

●助成金額／治療１回あたり15万円（一部治療
内容については7.5万円）助成には条件があ
りますので、詳細はお問い合わせください。

●申請先／県内各保健所（センターを含む）
●問／県保健医療課※詳細は保健医療課ホームページ
　☎058（272）8276

ぎふ山の日フェスタ
＆ぎふ木育キャラバン！

八月八日の「ぎふ山の日」を前に、乳幼児から
大人まで、木のおもちゃで遊びながら、木に
ふれあい、親しむことができます。

県内での就農希望者などを対象として、農業
の基礎技術を講義・実習で学ぶ研修の受講
生を募集します。※要申込・無料（実費負担）

●とき／8月3日（日）10:00-16:00
●ところ／じゅうろくプラザ及びアクティブＧ（岐阜市）
●料金／無料（一部有料）
●問／県恵みの森づくり推進課 ☎058（272）8472

「農業で夢再発見研修」
受講生募集

●とき／9月1日(月)～平成27年1月9日(金)
●ところ／岐阜県農業大学校（可児市）
●定員／10人程度（面接あり）
●申込方法／8月6日(水)までに申込先へ電話
●申込先／岐阜県農業大学校 ☎0574（62）1226

要約筆記者に必要な知識及び技術が習得で
きます。※受講料無料（テキスト代実費）

岐阜県要約筆記者
養成講座（前期）

岐阜県職員採用試験
（短大・高校卒業程度など）

●試験日／9月28日（日）
●試験場所／岐阜市※一部試験は多治見市、
　　　　　  高山市でも実施
●願書／7月11日（金）から人事委員会事
務局、各振興局（事務所）、東京事務所
等で配布。ホームページからも入手可

●受付／8月1日（金）～19日（火）
●問／県人事委員会事務局 ☎058（272）8796

世界淡水魚園水族館　アクア・トト ぎふは、7月14日に
開館10周年を迎えます。10周年を記念して世界一の大
河アマゾン川の特別企画を開催。アマゾン川の自然環
境を再現し、そこに生息する生き物を紹介します。

（第一弾）７月１２日（土）～１２月７日（日）
大人1,500円、中学高校生1,100円
小学生750円、幼児（3歳以上）370円

問／世界淡水魚園水族館　アクア・トト ぎふ（各務原市川島笠田町1453）
　　☎0586(89)8200

開館10周年特別企画
神秘の大河～グレイトアマゾン～

世界淡水魚園水族館　アクア・トト ぎふ

19世紀後半フランスにて巻き起こったジャポニスムや印象
主義の影響は、陶磁器の分野にも及びました。本展では、
浮世絵をモチーフに取り入れたテーブルウェアや、印象派
絵画に着想を得た陶磁器作品を紹介します。

◆開催期間／

◆入 館 料／

7月5日（土）～8月24日（日）
休／月曜日（祝日の場合は翌平日）
一般800円他、高校生以下無料

問／岐阜県現代陶芸美術館（多治見市東町4-2-5）
　　☎0572(28)3100

《「ルソー」シリーズ 雄鶏に熊蜂図皿》
クレイユ・エ・モントロー陶器工場
フェリックス・ブラックモン
1867年　Y. & L. ダルビス蔵

フランス印象派の陶磁器
1866－1886 ジャポニスムの成熟

岐阜県現代陶芸美術館

◆開催期間／
◆入 館 料／

●とき／9月～平成27年3月の日曜日（全１２回）
●ところ／美濃加茂市生涯学習センター
　　　　（美濃加茂市）ほか
●定員／手書き・パソコン 各コース20人（先着順）
●対象者／パソコンコースについては、タッチ
タイピングができる方

●申込方法／はがき、またはFAXに必要事項
を記入し、申込先へ

●申込期限／8月18日（月）※必着
●申込先・問／岐阜県聴覚障害者情報センター
　〒500-8384 岐阜市薮田南5-14-53
　ふれあい福寿会館６階
　☎058(213)6786　 058(275)6066　

体機能障害、バセドウ病、橋本病など内
分泌疾患 □9月2日（火）潰瘍性大腸
炎、クローン病など腸の疾患

●申込方法／前日までに申込先に電話・FAX
●申込先・問／難病生きがいサポートセンター
　☎・　 058(214)8733

専門医による電話相談を開催します。※要予約・無料

難病医療電話相談

●とき・相談内容／□8月8日（金）間脳下垂

法律専門家が相談（面接・電話）に応じま
す。※要申込・無料

多重債務無料相談

●とき・ところ／□8月9日（土）県民生活
相談センター（岐阜市）※電話相談も実
施。時間内に申込先へ電話してください。 
□9月19日（金）飛騨総合庁舎（高山市）
いずれも13:00～16:00

●定員（面接）／各6人（先着順）
●申込方法／前日までに申込先に電話
●申込先・問／県民生活相談センター
　☎058（277）1003

毎週木曜日
更新
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広報せきがはら 

おめでとうございます 
つつしんでおくやみ 
　　　　　申し上げます 末ながくお幸せに 

平成26年6月1日現在 

人口 

男 

女 

世帯数 

（＋ 1 人）　 

（－ 6 人） 

（＋ 7 人） 

（－ 2 世帯） 

7，809人 

3，834人 

3，975人 

2，826世帯 

平成26年 5 月16日から 
平成26年 6 月15日までの 
受付分（敬称略） 

住　所 赤ちゃんの名前 お父さん 
お母さん 

敦至 
明美 

宏 
絵美 
 

宮川　朝陽 

西脇　穂栞 

あさ ひ 

ほのか 

グリーンフィールド 

大高 

住　所 氏　名 

小関 

 

９１歳 

 

住　所 氏　名 

新　明 
 
養老町 

古山　久子 

 

谷口　明彦 
 
佐竹　美幸 

広報せきがはら６月号に掲載誤りがありました。お詫びして下記のとおり訂正いたします。 
　　　　　　　　２０ページ　○戸籍の窓【出生】　誤　稲荷町　高橋　花凛　→　正　稲荷町　高橋　花　 

　関ヶ原合戦についての知識をまとめた書籍（学研）が販売されたことに伴い、その知識の浸透・定着を図る
ため、東京・大阪に加え関ケ原町で下記の日程等により検定試験が実施されます。町内の方で受験を希望され
る場合は、役場　地域振興課（ 　４３－１１１２）までお問い合わせください。

１．試験日時　９月１５日（月・祝）　午後１時～午後４時
２．会　　場　関ケ原町中央公民館３階大ホール他
３．実施級及び受験料　３級（初級）／４，８００円（税込）
　　　　　　　２級（中級）／５，２００円（税込）
　　　　　　　３級・２級併願割引　８，８００円（税込）
　　　　　　　＊関ケ原町民の受験希望者へは割引料金

を適用させていただきます。
　　　　　　　＊関ヶ原合戦の書籍（公式テキスト）は各

書店にて１，６２０円（税込）で販売され
ております。

４．申込方法　☆郵便局からのお申し込み
　　　　　　　　当受験要項付属の「関ヶ原検定」専用の「払込取扱票」を役場　地域振興課窓口にてお渡しし

ます。必要事項をご記入の上、最寄りの郵便局にて受験料をお支払いください。受験料のお支
払いと同時にお申し込みが完了となります。なお、払込手数料は受験者の負担となります。

　　　　　　　☆インターネットからのお申し込み
　　　　　　　　関ケ原町にお住まいの方限定の割引は下記URLよりお申し込みいただけます。
　　　　　　　　 　http://www.kentei-uketsuke.com/sekigahara/entry_gentei.html
　　　　　　　　受験料支払いはクレジットカード決済、もしくはコンビニ決済となります。
５．申込締切　８月１２日（火）
６．お問い合わせ先　関ヶ原検定運営事務局　 　０３－３２３３－４８０８
　　　　　　　（土・日・祝日除く午前１０時～午前１２時、及び午後２時～午後５時）


