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問 

　９月１日は「防災の日」です。また、９月１日の「防災の日」を含む１週間（８月３０日から
９月５日まで）が「防災週間」と定められています。 
　この機会に自分の周囲で起こる可能性のある災害や、身の回りの危険な箇所、また避難場所や
避難経路を確認して、災害にしっかり備えてはいかがでしょうか。 

　ここ最近の災害では、多くの高齢者が亡くなっています。身体的な衰えや、孤立による情報入
手の遅れなどが、災害時の迅速な対応を難しくしていると考えられます。 
　高齢者が安全に避難するには、「正しい情報を早めにつかみ」「周囲の人と協力して」「早め
に避難する」ことが重要です。 

避難場所まで実際に非常 
持ち出し品を持って歩き、 
どれくらい所要時間が 
かかるかを知る。 

災害時に危険になりそう 
な箇所を普段から知って 
おく。 

家族と連絡が取れなく 
なったことを想定し、 
あらかじめ家族の集合 
場所を決めておく。 

想定していた避難路を断 
たれることもあるので、 
複数の避難ルートを考え 
ておく。 

テレビやラジオ、インターネット 
等で避難情報が出されていないか 
を確認し、早め早めに避難するよ 
うに心がける。 

普段から地域や近所の人 
たち、自主防災組織と関 
わりをもち、いざという 
ときの援助を頼んでおく。 
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４３－１１２２ 

月・火・木・金曜日　午後の診察を行います。 
受付時間　午後１時３０分～午後３時３０分　　診察時間　午後２時～午後４時 

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）
　９月２０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 9 月）※都合により休診になる場合があります。

★インフルエンザの予防接種★
　予防接種は予約制です。ご希望の方は、 関ケ原病院内科受付 までお申込みください。なお、予防接種
は保険外診療のため、自己負担となります。

■予約時間　　　■インフルエンザに関してのご質問　　　■予約変更

 　４３－１１２２　　午後１時～午後３時（月・火・木・金）
予約変更の場合、接種日が遅れることもありますのでご了承ください。

＊予約受付期間　１０月１日（水）～
＊接　種　日　１０月１５日（水）～１２月２７日（土）
＊接 種 料 金 自己負担町助成金接種料金対　象　者

３，６００円　町助成有の方（６５歳以上）
３，６００円０円３，６００円　町助成無の方

３，６００円　生活保護受給者の方（６５歳以上）
※町助成金額は決定次第広報にてお知らせいたします。
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ススススススススススタタタタタタタタタタッッッッッッッッッッフフフフフフフフフフ紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹介介介介介介介介介介スタッフ紹介

▲東保育園４歳児「すきな絵を描こう」 ▲関ケ原町和紙ちぎり絵サークル展

　次号から木口がみなさまへお届けします。　リハビリテーション科　健康創造セラピスト　谷田靖仁

　９月に入り、暑さも少しずつ和らぎ始める頃でしょうか？季節の変わり目は体調を崩しがちです。しっ
かり体調管理して運動を続けながら元気な身体を維持させましょう！！
　さて、リハビリ科に８月１日から新たな仲間が増えました！

　町民のみなさまへ
　作業療法の魅力を学び、関ケ原町の地域の皆様と
の関わりを通して、更なる成長を目指し、茨城から
関ケ原へ転職致しました。
　クライエント（患者様やご家族様等）の方が望む
場所で、その人らしく、生き生きとした生活を送れ
るように、住民の皆様と共に頑張っていきたいと
思っております。関ケ原の街を活気溢れる街にして
いきましょう！！よろしくお願いします。

作業療法士　　木口　尚人

木口　尚人
２４歳　
出身：茨城県つくば市
　　　幼稚園はオースト

ラリアで過ごす
特技：弓道（二段）
趣味：traveling（海外）

警察の相談ダイヤル「♯９１１０」 警察の相談ダイヤル「♯９１１０」 警察の相談ダイヤル「♯９１１０」 

垂井警察署 

９月１１日は「警察相談の日」です。 
警察では 

〇犯罪等による被害の未然防止に関する相談、その他国民の安全と平穏に関すること 
の相談に応じています。 

　相談の総合窓口として、警察本部に「警察安全相談室」、警察署に「警察安全相談所」を開設

しています。 

◎事件・事故で、現場へ直ぐに警察官に来て欲しい時は　緊急通報の「１１０番」 
◎相談する時は「♯９１１０」を利用してください。 
※ダイヤル回線電話、一部のＩＰ電話については利用できませんので 

　直通電話　　（０５８）２７２－９１１０へ 
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９月２１日（日）～９月３０日（火） 
交通事故死ゼロを目指す日　９月３０日（火） 

秋の全国交通安全運動 
地域ぐるみで守ろう お年寄りと子ども 

　秋口から晩秋にかけて、日没時間の早まりとと
もに、夕暮れ時から夜間にかけての、いわゆる「魔
の時間帯（午後４時から午後８時）」において重
大な交通事故が多発する傾向にあります。 
　このため、歩行者・自転車乗用者に対し反射材
用品等の普及啓発を図るとともに、運転者には日
没３０分前の早めのライト点灯や前車・対向車が
いない場合のライト上向き走行を励行します。夜
間・夕暮れ時の事故の危険性を認識した安全運転
の徹底に努めましょう。 

重
点
項
目 

（１） 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中
の交通事故防止 

　　（特に、反射材用品等の着用の推進及び 
自転車前照灯の点灯の徹底） 

（２） 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 

（３） 飲酒運転の根絶 

申請期間　９月３０日（火）まで
○申請書類が届いていて、まだ提出をされていない方は、早めのご確認をお願いします！
　（ご自身が支給の対象になるか分からない場合は、ひとまず申請をしてください。申請をしていただいた後、
支給審査を行い、支給・不支給の結果を通知します。）

申請方法に関するお問い合わせ
　役場　住民課
　「臨時福祉給付金」
　「子育て世帯臨時特例給付金」係　
　 　４３－１１１３（直通）
制度に関するお問い合わせ
　厚生労働省
　２つの給付金に関する専用ダイヤル
　 　０５７０－０ ３７ － １９２  

みな いいきゅうふ

☆問い合わせ先
申 請 先　役場　住民課　
　　　　　「臨時福祉給付金」、「子育て世帯臨時特例給付金」係
申請期間　７月１日（火）～９月３０日（火）
提出書類　①申請書（該当される可能性がある方には、６月下

旬に郵送しております。）
　　　　　②本人確認書類（運転免許証、健康保険証、住民基

本台帳カード、旅券等の写し）
　　　　　※該当する方それぞれの本人確認書類が必要です。
　　　　　③指定した口座が確認できる書類（金融機関名、口

座番号、口座名義人（カナ）がわかる通帳やキャッ
シュカードの写し）

　　　　　※「子育て世帯臨時特例給付金」：児童手当の受取口
座を指定する場合は②、③の確認書類は不要です。

　　　　　※公務員の方は、所属庁から申請書及び児童手当の
受給状況に係る証明書が交付されますので、平成
２６年１月１日時点の住所地で申請してください。

提出方法　①郵送による申請（同封の返信用封筒を利用）※切手不要
　　　　　②役場　住民課へ直接提出

☆申請方法

臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金について

振り込め詐欺や個人情報の詐取に
ご注意ください！！

　ご自宅や職場などに市町村や厚生
労働省（の職員）などを語った電話
がかかってきたら、町や最寄りの警
察署（または警察相談専用電話
 　♯９１１０）にご連絡ください。

　関ケ原観光協会では、観光客の拡大等による地域経
済の向上発展を目指し地域情報、観光データの収集及
び広報・宣伝活動を行い、魅力的な観光情報の発信と、
観光グッズ等の販売の促進を目的に、事務局に経理事
務に精通した職員を募集します。
職　　種　一般事務
採用人数　１名
採用期間　平成２６年１０月１日（水）～

平成２７年３月３１日（火）
応募資格　関ケ原町周辺に住所を有し、普通自動車免

許を取得している者及び経理経験者でパソ
コン操作（エクセル・ワード）ができる者

選考方法　面接
　　　　　※面接日は後日応募者にご連絡します。
応募期間　９月１日（月）～２２日（月）
賃　　金　７８０円／時間～
勤務場所　関ケ原観光協会事務局（役場内）
勤務時間　午前８時３０分～午後５時１５分（昼休憩６０分）
休　　日　週休２日（土・日曜日・祝日）
　　　　　※ただし、休日にイベント等で出勤した場

合は、別の曜日に休日を振替
　詳しくは、役場　地域振興課（関ケ原観光協会事務
局）までお問い合わせください。　　　　 　４３－１１１２

関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関ケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケ原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務局局局局局局局局局局局局局局局局局局局局関ケ原観光協会事務局
職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集ののののののののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知ららららららららららららららららららららせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ職員募集のお知らせ



平成２６年９月１日 15 第602号

４３－２２３３ 

　ふれあい図書館内おはなしコーナーにて、
ボランティアの方と職員による読み聞かせ会
を開催しています。どなたでも参加できます。

９月１３日（土）　午前１０時３０分～午前１１時
担当：読書サークル
★おじいちゃんは１０６さい
★紙芝居「にげだしたパンケーキ」

９月２７日（土）　午前１０時３０分～午前１１時
担当：司書
★うどんのうーやん
★どんぐりむらのぱんやさん

■ おはなし原っぱ

チーズケーキづくり教室

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 

　おいしくかわいい手作りケーキを楽しく作りま
しょう！！
日　時　９月２７日（土）　午前９時～午前１２時
場　所　働く婦人の家　調理室
講　師　百々和代先生
定　員　１０人
材料費　１，０００円
持ち物　エプロン、三角布、
　　　　持ち帰り用の容器（直径１５cm位）
申込期限　９月１９日（金）

ギャラリー使用料無料 
詳しくは 

エコミュージアム関ケ原 
（電話43-5724）まで 

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

 ９月のギャラリー 
植物画展　～素敵な秋の花たち！～
　出　展：法月二郎ボタニカルアートの会
　期　間：８月３１日（日）～９月２８日（日）

営業時間　午前１０時～午後５時 
定休日　月曜日・祝祭日の翌日 

http://www.yagikoubou.com
４３－２５８３ 

１個　２１６円（税込） 

とろ～り食感が 
　たまらない 
　なめらかプリン。  
食後のデザートに、 
　お友達への手土産に 
　いかがですか？ 

日時：８月２４日（日）～９月７日（日）
場所：ふれあいセンター 町民ギャラリーにて

■ ふれあいセンター２０周年の歩みパネル展

9
【特別番組】
 かがやきクラブ　芸能大会 
◇１５日（月・祝）　午後２時・２７日（土）　正午

【レギュラー番組】
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。

 園児登場！「げんきはなまる」
◇月～日　午後８時１５分～　他
 レッツ　ボランティア 
◇１日（月）～７日（日）・２９日（月）～
　　　　　　　　　　　　午後６時３０分～　他
 お店紹介「みるチャン」
◇８日（月）～１４日（日）　　午後６時３０分～　他
 クイズ番組「マチサガ！」
◇１５日（月・祝）～２１日（日）　午後６時３０分～　他
 地域散策「里見まさとのご町内探訪」
◇２２日（月）～２８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。
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　県内外の史跡を訪ね、現地で学習
しながら歴史を体感しましょう！ど
なたでも参加できます。

第３回　「横山城を歩こう」
日　時　１０月２２日（水）
　　　　午前８時３０分～午後５時
行き先　滋賀県米原市・長浜市
講　師　滋賀県立大学　

教授　中井　均氏
参加費　４，５００円（昼食つき）
定　員　先着２５名
申　込　教育委員会・中央公民館・

歴史民俗資料館に９月１６日
（火）より申込用紙を配置し
ます。

　 　教育委員会　社会教育課
　 　４３－１２８９

 
　岐阜県若者サポートステーション
では、ニート状態の若者、フリーター、
無業状態の若者等及びその保護者を
対象とした個別相談会を下記のとお
り開催しています。
日　時　毎月第４金曜日
　　　　午前１０時～午後５時

（完全予約制）
場　所　西濃総合庁舎　２－１会議室
　　　　（大垣市江崎町４２２－３）

対象者　１５～３９歳未満のニート状態
にある若者、学校を中退さ
れた方、またはその保護者

相談料　無料
　 　岐阜県若者サポートステーション
　 　０５８－２１６－０１２５
　　　※受付　月～金の
　　　午前９時３０分～午後６時３０分 

＜受講生募集＞
せきがはら歴史オープン講座

問 

岐阜県若者サポートステーション
西濃個別相談窓口

９／２６（金）オープン！
～ニート状態の若者をサポート～

問 

 
日　時　９月２５日（木）　
　　　　午後７時３０分～
場　所　垂井町中央公民館

視聴覚室（２階）
対　象　不破郡内に在住・在勤・在

学の小学１年生以上の方
保護者同伴／〔親子大歓迎〕

講　師　三輪幸子さん、兒玉哲明さん
　　　　〔公認レクリエーション･

インストラクター〕
持ち物　タオル、お茶等
参加費　無料
主　催　不破郡レクリエーション協会
申　込　９月１９日（金）までに、
　　　　兒玉さん（ 　２３－１４４７）、
　　　　三輪さん（ 　０９０－９９２５－

１０６２）へ

 
日　時　１０月１２（日）
　　　　午前９時３０分～正午
場　所　垂井町神田西公園

〔ＪＲ垂井駅南〕
内　容　フランス生まれのオシャレ

で楽しい鉄球的当て競技
対　象　不破郡内に在住・在勤・在

学の方／３０名〔親子大歓迎〕
講　師　畠山重光さん

〔日本ペタンク協会公認指導者〕
準　備　スポーツのできる服装・

シューズ
参加費　無　料
主　催　不破郡レクリエーション協会
申　込　１０月５日（日）までに、
　　　　畠山さん（ 　０９０－７３０６－

９７５８）へ

～笑いと呼吸法で、楽しく健康に！～
「笑い健康法〔ヨガ〕」教室の
参加者を募集します

「ペタンク」体験教室の
参加者を募集します

○歴史民俗資料館入館者数
　　　７月分　　３，５６７人
○不破関資料館入館者数
　　　７月分　　　３９７人

７日　個人２名（愛知）
【安部覚之ガイド】

１２日　交野古文化同好会
５９名（大阪）

【伊藤庄市・安部覚之ガイド】
１２日　個人４名（鹿児島）

【細見昌男ガイド】
１２日　個人１名（福岡）

【三和敏郎ガイド】
１４日　今須小学校３年生１２名（岐阜）

【田中俊彦ガイド】
２２日　大山崎ふるさとガイド六期生

１１名（京都）
【林　英男ガイド】

３１日　小岱乙女散歩会２７名（熊本）
【伊藤庄市ガイド】

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

７月ガイド実績　７件

日　時　９月１６日（火） 
　　　　午後１時～午後３時 
場　所　関ケ原町中央公民館 
テーマ　軍師の絆(その3) 
　　　　秀吉に天下を取らせた男 
　播磨の三木城攻めの陣中で病
没した竹中半兵衛の後、軍師と
して秀吉と共に天下の平定に活
躍した黒田官兵衛の話です。 
　どなたでも参加自由です。 
 
現地研修　９月１８日（木） 
　山崎の戦い（京都・大山崎） 

平成26年7月分 

比  較
2５年7月の
排出量

２６年7月の
排出量

品  目

3.65％減90.05ｔ86.76ｔ燃やせるごみ

21.88％増6.90ｔ8.41ｔプラスチック類

25.18％減7.07ｔ5.29ｔ燃やせないごみ

16.70％減14.79ｔ12.32ｔ粗大ごみ
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　狂犬病予防法により生後９１日以上
の犬は登録し、その鑑札を犬に付け
ておくことや、年１回の狂犬病予防
注射を受け、注射済票を犬に付けて
おくことが義務づけられています。
　また放し飼いにしてあったり、首
輪や紐でつないであっても逃げ出し
て事故に遭ったり徘徊して他の皆さ
んに迷惑をかけるという事例も少な
くありません。
　犬の飼い主の方はこれらの点に充
分ご留意いただくようお願いします。
　なお、ねこは登録の義務はありま
せんが、飼い主のわからないねこに
エサをあげると繁殖し、ふんや尿、
鳴き声など近隣の皆さんに迷惑をか
けることになります。
　飼養の責任を持てないのらねこに
は安易にエサを与えないようにして
ください。
　 　役場　水道環境課　
　 　４３－３０５３

 
　学校、保育所、病院、公園などの
公共施設、住宅地近くの農地など、
多くの人に影響を与える可能性のあ
る場所で農薬を使用する場合には周
辺の方に配慮が必要です。
　農薬は病害虫の防除には必要です
が、使い方を誤ると周辺住民に重大
な健康被害を与えることがあります。
農薬を安全に使用するために、次の
ことに注意しましょう。
１．　農薬のラベルに記載されている
使用方法及び使用上の注意事項を
必ず守りましょう。

２．　農薬散布は、無風または風が弱
いときに行うなど、近隣に影響が
少ない天候の日や時間帯を選ぶな
どして、周りに飛散させないよう
気をつけましょう。特に子供やお
年寄りが農薬を浴びることのない
よう最大限配慮しましょう。

３．　農薬の飛散の恐れがある場合や
近隣に化学物質に敏感な人が居住
していることを把握している場合
には、早めの連絡や事前調整する
など十分配慮しましょう。

　 　役場　産業建設課
　 　４３－３０５４

ペットの飼い主の方へ

問 

住宅地周辺での農薬散布は適切に！

問 

 
　自分の山や畑を守るために、シカ・
イノシシ用のわなを無許可で仕掛け
ることは違法行為です。違法なわな
を設置した人は厳しく処罰されます。
関ケ原町では電牧柵等の設置に対し
て助成金を交付し、自己防除をお願
いしておりますが、それでも被害が
ある地域に対しては、関ケ原町有害
鳥獣捕獲隊による捕獲を実施してい
ますので、ご相談ください。また、
ハクビシン・ヌートリア等の小動物
であっても捕獲には許可が必要です。
無許可による捕獲は違法となります
ので、ご注意ください。
　 　役場　産業建設課
　 　４３－３０５４

 
　関ケ原まつり合戦相撲大会に出場
するお子さんを募集します。
　幼児の部・小学生の部（学年別）
トーナメント方式です。
日　時　１０月４日（土）午前９時～
場　所　ふれあいセンター
申込期限　９月１９日（金）
※開催要項及び申込用紙は、各学校
を通じて配布します。

　 　関ケ原まつり合戦相撲大会
実行委員会事務局

（教育委員会　社会教育課）
　 　４３－１２８９

 
　来年４月、小学校に入学するお子
さんの健康診断を学校保健安全法の
規定に基づき実施します。この健康
診断は、入学するお子さんが元気に
通学できるように行うものです。対
象者には、９月中にご案内をします
が、ご案内が届かない場合や、１０月
１日以降に転入届を提出した場合は
ご連絡ください。
対　象　平成２０年４月２日～

平成２１年４月１日生まれの
お子さん

　 　教育委員会　学校教育課　
　 　４３－１２８９ 

無許可でわなをかけるのは
やめましょう！

問 

関ケ原まつり合戦相撲大会
出場者募集！

問 

就学時健康診断の実施

問 

 
　運動会のシーズンとなりました。
　下記のとおり運動会が開催されま
すので、ご案内します。
９月１３日（土）
　今須小中学校合同運動会
　関ケ原中学校体育大会
９月２０日（土）
　関ケ原小学校・幼稚園合同運動会
９月２７日（土）
　東保育園運動会
　北保育園運動会
　今須保育園運動会
１０月１１日（土）
　西保育園運動会
１０月１２日（日）
　町民体育祭
※天候等により、変更となる場合が
あります。

 
日　時　９月１２日（金）
　　　　午後１時～午後５時

　　（受付開始　午後１２時２０分）
場　所　岐阜グランドホテル

２階　月の間
　　　　（〒５０２－８５６７
　　　　　　岐阜市長良６４８　

 　０５８－２３３－１１１１）
内　容
「中心市街地自立のために

今何が必要か」
　（株）日本総合研究所
　　　　　調査部主席研究員

藻谷　浩介氏
「最近の柳ヶ瀬の動向」
　岐阜柳ヶ瀬商店街振興組合連合会

理事長　林　亨一氏
「中心市街地における起業支援・

若者雇用について」
　特定非営利活動法人Ｇ－ｎｅｔ

　代表理事　秋元　祥治氏
対　象　一般県民、
　　　　行政担当者、ＮＰＯ法人、
　　　　当協会会員他　約２００名
入場料　無料
　 　公益社団法人岐阜県不動産鑑定士協会

（岐阜市藪田南１－７－１４）
　 　０５８－２７４－７１８１

運動会のご案内

第7回市民公開講座
「中心市街地自立のために

今何が必要か」

問 
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　屋外に表示・設置される広告塔や
看板等の広告物(屋外広告物)は、道
行く人々に様々な情報を提供するほ
か、街のにぎわいを演出する重要な
役割を果たしています。
　しかしながら、広告物が無秩序に
氾濫すると、街の景観を損ねるほか、
適正な維持管理を欠いた場合には周
辺の人に危害を及ぼす恐れがありま
す。
　９月１日（月）から９月１０日（水）ま
で、岐阜県下で屋外広告物適正化旬
間が実施されます。期間中は以下の
活動に重点的に取り組みます。

・屋外広告物の表示禁止物件の一斉点検

・広告物監視パトロールの実施

　屋外広告物の設置に対して、岐阜
県屋外広告物条例に基づいて屋外広
告物を表示できる場所や、大きさな
どを定めており、設置には許可が必
要になりますので、事前に町へ相談
し、規制の内容について確認してく
ださい。
　広告物の掲出にあたっては決めら
れたルールを守り、関ケ原町の良好
な景観と、公衆への危険防止にご協
力をお願いします。
　 　役場　産業建設課
　 　４３－３０５４

 
　高齢者、障害者の方で、だれにも
打ち明けることのできない悩みを抱
えておられる方など、どなたでもお
気軽にご相談ください。
　相談は無料で、秘密は厳守します。
日　時　９月８日（月）～１４日（日）
　　　　月曜日から金曜日は
　　　　　午前８時３０分～午後７時
　　　　土・日曜日は
　　　　　午前１０時～午後５時
相談担当者　人権擁護委員、法務局職員
　 　０５７０－００３－１１０ 

９月１日～１０日は
屋外広告物適正化旬間です

問 

全国一斉「高齢者・障害者の
人権あんしん相談」強化週間における

電話相談所の開設について

 
　県内では、道路における銘板（橋
やトンネル等の名前を記した金属
板）の盗難被害が多発しています。
　道路における金属資材の盗難を防
止するため、盗難事案や不審な点に
気付かれた場合は、すぐに警察また
は道路管理者に通報するなど、皆さ
まのご協力をお願いします。
　 　（町道）
　　　役場　産業建設課
　　　　 　４３－３０５４
　　（県管理道路）
　　　大垣土木事務所　施設管理課
　　　　 　７３－１１１１
　　（国管理道路）
　　　岐阜国道事務所
　　　　 　０５８－２７１－９８１１
　犯行を目撃した！不審な人物や車
両を見かけた！
→直ちに最寄りの警察署に通報して

ください。

 
　踏切設備のない箇所で、安易に線
路を横断することは大変危険ですが、
この行為は後を絶たず、残念ながら、
毎年痛ましい事故が発生しているの
が現状です。
　ＪＲ東海では「危ない、線路に立
ち入らないでください」といった看
板や立ち入りを禁止する柵を設営す
るなど、事故防止に取り組んでいま
す。
　地域住民の方々と列車の安全確保
のため、線路は踏切設備のある箇所
で横断されるよう皆さまのご理解、
ご協力をお願いします。
　 　東海旅客鉄道株式会社

大垣保線区
　 　７８－２８００ 

橋銘板等金属資材の盗難防止に
ご協力をお願いします

問 

踏切設備のない箇所で線路を
横断するのは、絶対に止めましょう

問 

 
　土地、建物の相続や売買などの登
記に関すること、土地の境界に関す
ること、遺言・後見など公正証書に
関することや人権相談など、お気軽
にご相談ください（事前のご予約も
お受けします）。相談は無料で、秘密
は厳守いたします。
日　時　１０月５日（日）
　　　　午前１０時～午後４時
場　所　岐阜地方法務局大垣支局　
　　　　（大垣市丸の内１丁目１９番地）
　 　岐阜地方法務局大垣支局総務課
　 　７８－３３４７

 
　関ケ原好きな男女各５０人が参加し
て行う交流イベント。
開 催 日　９月２７日（土）　
場　　所　関ケ原ふれあいセンター
募集人数　男女　各５０名
参 加 費　男性　４，５００円
　　　　　女性　３，５００円
申込方法　申込用紙をホームページよ

りダウンロード頂き、必要
事項をご記入の上、郵送ま
たはＦＡＸでお送りくださ
い。電話でも受け付けます。

主　　催　決戦関ケ原男女の陣実行委員会
　 　http://www.kanko-sekigahara.jp/
　 　役場　地域振興課（男女の陣事務局）
　 　４３－１１１２
　 　４３－２１２０

「全国一斉！法務局
休日相談所」を開設

問 

第弐回 決戦関ケ原 男女の陣 !!
参加者募集！

問 
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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 

平成26年8月1日現在 

人口 

男 

女 

世帯数 

（－ 9 人）　 

（± 0 人） 

（－ 9 人） 

（± 0 世帯） 

7，795人 

3，828人 

3，967人 

2，825世帯 

平成26年 7 月16日から 
平成26年 8 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 

清志 
紗衣 

健太 
恵 

�木　蒼月 

清水　美結 

三輪　紅貴 

あ つき 

み   ゆ 

公紀 
久美子 

こ うき 

製作所社宅 

陣場野 

東町一 

住　所 氏　名 

小　池 

門　前 

門　前 

６５歳 

９０歳 

８４歳 

若山　信義 

�橋　榮 

矢野　良子 

　９月１日は「防災の日」です。全国各地で防災意識の向上をはかるため避難訓練や防災訓練等が行われてい
ます。災害はいつ、どこで起きるか分かりません。自分自身の身を守り、被害を最小限に食い止めるため、家
族や地域で日頃の備えと心構えを確認しておきましょう。 

避難用品 

□ヘルメット　　□懐中電灯 
□軍手　　□雨具　　□笛 

情報機器 

□携帯ラジオ　　□携帯電話 

貴重品 

□現金　　　　□健康保険証 
□預金通帳　　□印鑑 

救急セット 

□キズ薬　　□ばんそうこう 
□包帯　　　□はさみ 
□マスク　　□服用中の薬 
□ビニール袋 

非常食 

□水　　□乾パン　　□缶詰 
□レトルト食品 
□アルファ化米　　□菓子類 

生活用品 

□衣類　　　□タオル 
□缶切り　　□ナイフ 
□予備電池 
□ティッシュペーパー 
□ウェットティッシュ 
□使い捨てカイロ 
□生理用品 
□キッチンラップ 
□ビニールシート 
□ポリ容器 

非常食 

□インスタントラーメン 
□簡単な調理で食べられる物 
□飲料水　　　□生活用水 

生活用品 

□カセットコンロ　□ボンベ 
□ライター　□マッチ　□毛布 
□衣類　□トイレットペーパー 
□ビニール袋　　□カッター 
□ひも　　□生理用品 

工具類 

□スコップ 
□のこぎり 
□バール 

※詳しくは４月に配布した「関ケ原町　地震ハザードマップ」をご覧ください。 


