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１０月１日（水）～１０月３１日（金）全国地域安全運動 全国地域安全運動 全国地域安全運動 

垂井警察署 

１０月１１日（土）～１０月２０日（月） １０月１１日（土）～１０月２０日（月） 

１０月１１日（土）は 
「安全・安心なまちづくりの日」 

１０月１１日（土）は 
「安全・安心なまちづくりの日」 

　「みんなでつくろう　安心の街」をスローガン

に「安心して暮らせる地域社会」を目指し、１０月

１１日（土）から２０日（月）までの１０日間、全国地域

安全運動を実施します。 

　垂井警察署では、不破地区防犯

協会・地域安全指導員・少年補導

員及びＭＳリーダーズ等のボラン

ティアの方々と共に各種防犯活動

を行います。 

＜運動重点＞ 
県民の身近で多発する街頭犯罪の防止 
街頭犯罪　～　自動車盗・オートバイ盗・ 
　　　　　　自転車盗・ひったくり・ 
　　　　　　自販機狙い・車上狙い・部品狙い 

１０ １０ １０ １０ 
備 考対象者会 場日　時内　容

母
子
関
係

母子健康手帳
妊娠中の方、乳児（１歳）を

子育て中の方

保健福祉総合施設 
「やすらぎ」

午前１０時００分～午前１１時３０分１５日（水）プレママ・ひよこママ交流会

母子健康手帳
※母乳相談（助産師）、すくすく相談
（関ケ原病院作業療法士他）は予約
制です。（申込みは保健師まで）

妊娠中の方・乳幼児希望者午前９時３０分～午前１１時００分１６日（木）プレママさん・お子さん何でも相談
す く す く 相 談

運動のできる服装、
飲み物（お茶、水等）、
タオル、手作り手帳

平成２３年４月２日～
平成２４年４月１日生まれ午前９時３０分～午前１１時３０分２０日（月）キ ッ ズ ビ ク ス

母子健康手帳、問診票、
３歳児健診対象者：

目と耳のアンケート、尿

平成２５年２月・３月生まれ午後１時１５分～午後１時４５分
３０日（木）

１歳６ヶ月児健診
平成２３年８月・９月生まれ午後１時４５分～午後２時１５分３ 歳 児 健 診

運動のできる服装、
飲み物（お茶、水等）、
靴、バスタオル

申込者

保健福祉総合施設 
「やすらぎ」

午前９時１５分～午前１２時００分１日（水）
２２日（水）

スッキリ☆引締め教室

成
人
関
係

午後１時００分～午後３時４５分スラッと姿勢美教室

午後１時００分～午後３時１５分３日（金）
１７日（金）ヨ ー ガ 教 室

午前９時１５分～午前１２時００分
８日（水）

シルバービクス教室
午後１時００分～午後３時４５分新！血液さらさら教室
午前１０時００分～午前１１時３０分２３日（木）右 脳 活 性 化 教 室

運動できる服装、靴（上履き）、
飲み物（お茶、水等）、タオル午前９時３０分～午前１１時００分

７日（火）
１４日（火）
２１日（火）
２８日（火）

てんとうむしくらぶ

（初回のみ）参加費５００円午前１０時４５分～午前１１時４５分２１日（火）か め か め く ら ぶ
運動のできる服装、
飲み物（お茶、水等）、
靴（上履き）、バスタオル

町民体育館午前９時３０分～午前１１時３０分
午後１時３０分～午後３時３０分２９日（水）フライデーウォーキング

（入　門　編）
４０～６４歳：５００円
６５歳以上：無料
喀たん検査：１００円

※詳細は広報せきがはら８月号
（Ｐ．７）をご覧ください。町内各所午前８時４５分～２日（木）

９日（木）結核・肺がん検診

参加費３，０００円
（テキスト代・調理材料費の一部）申込者保健福祉総合施設 

「やすらぎ」午前９時３０分～午前１１時３０分１０日（金）
２９日（水）栄 養 教 室
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４３－１１２２ 

▲今須保育園４・５歳児「絵の具であそぼう」 ▲柏昌孝さん「琵琶湖の彩景」

　　　　　　　療養病棟の取り組みを紹介します　　　　　　　
　町民のみなさま、お変わりなくお過ごしでしょうか？
　大河ドラマ軍師官兵衛の放映で、関ケ原が取り上げられる機会が多いようです。改めて関ケ原の良さ
を再発見し、誇りを感じています。
　さて今回は、中３階（療養病棟）の最近の取り組みについて紹介させて頂きます。
療養病棟が開設され、今年で約１５年になります。開設当時から、療養病棟では地域のボランティアの方
に来ていただき、病棟レクリェーションを行っています。介護職が中心となり、継続し工夫を重ねなが
ら内容を深めてきました。療養病棟の方針は、「患者と家族は一つの単位」です。その方針の下、昨年度
からは地域の方だけでなく家族にもレクリェーションに参加してもらい、患者さんと家族が楽しい時間
を共有するための大切なふれあいの場となっています。また、何十年ぶりの親子のツーショット写真や
家族とのふれあいの場面や、普段見られない患者さんの様子などを「ふれ愛アルバム」というファイル
を作成し、喜んでいただいています。スタッフは、患者さんや家族からの良い評価を肌で感じ、様々な
アイデアを出し、より良いレクリェーションにしようと日々がんばっています。
　また、これまでボランティアの方に来ていただくばかりで受け身であったと感じ、今年度は病棟から
地域に出向いていきたいと思いました。認知症ケア専門士の資格を取得したスタッフがその強みを活か
し、地域に貢献できるのではないかと考えていたところ、野上地区の要請もあり、「認知症予防」と題し
て出前講座を開催させていただきました。
　老友会の方々が２６人参加され、ゲーム感覚の頭の体操や嚥下体操などを行い、楽しい時間を過ごしま
した。私たちにとっては、とてもよい経験になり感謝しています。
　関ケ原病院は、町民の方々に支えられた病院です。今後も町民の方々とのふれあいの場を大切に、患
者さんや家族に喜んでいただける看護・介護をしていきたいと考えています。

中３階（療養病棟）　看護師長　本郷清美

▲出前講座では、グループに分かれ、皆で考
えました。

▲家族参加の病棟レクリェーションは、毎月
第４木曜日に行っています。
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「「「「「「「「「「「「「「リリリリリリリリリリリリリリハハハハハハハハハハハハハハビビビビビビビビビビビビビビリリリリリリリリリリリリリリテテテテテテテテテテテテテテーーーーーーーーーーーーーーシシシシシシシシシシシシシショョョョョョョョョョョョョョンンンンンンンンンンンンンンととととととととととととととはははははははははははははは何何何何何何何何何何何何何何かかかかかかかかかかかかかか」」」」」」」」」」」」」」「リハビリテーションとは何か」
　今月より、新人作業療法士の木口が連載します。作業療法の視点から、健康に関する考え方、
リハビリテーション科の取り組み等を綴ります。街づくりの扉を開き、皆様と共に「生きがい溢れる生
活」を探究していきましょう。
　今回は、「本来のリハビリテーションとはどのようなものなのか」をご紹介させて頂きます。
　リハビリテーションの目的は、「自分らしさ（習慣的にやっていることや、役割、生きがいなど）を取
り戻す」ことです。
　一般的には、「リハビリ」と聞くと、歩く訓練や、着替えの練習、マッサージ等を思い浮かべることが
多いようです。確かにそのような治療も行いますが、それらは全て手段です。人それぞれ、リハビリテー
ションの目的は異なります。近所のスーパーに歩いて買い物に行くため、お気に入りの帽子をかぶりお
洒落な靴を履くため、同年代の仲間とグランドゴルフを楽しむため。このように、生活スタイルは十人
十色で、リハビリの目標もそれぞれが今まで歩んできた歴史によって大きく異なります。

　「あなたらしい生活は何ですか？」、「あなたの生きがいは何ですか？」と唐突に質問されても、すぐに
は答えられないかもしれません。私たち療法士は、「今までどのような暮らしを営み、何を大切にして、
どのようなエピソードに幸せを感じてきたのか」等について、あなたと一緒に振り返り、語り合いなが
ら「あなたらしさ」を探していきます。
　ある患者さんは余命が数年だと告げられ、喪失と絶望の日々を過ごしていました。療法士との話し合
いを経て、「病前は野良仕事に没頭する毎日で、獲れたての野菜を友人に御裾分けすることが自分の役割
だった」ということに気づきました。リハビリテーションでは、農作業に復帰するための訓練や工夫、
菜園用の花壇で野菜を育てることに挑戦していく中で、もう一度自ら「生きる」実感を取り戻しました。今
や、若い療法士や他の患者様から野菜作りの指南役として敬われています。

　障がいの有無や重さの程度は関係ありません。どん
なにハンディがあろうと、町民皆様一人一人が自分ら
しい生活を確立し、より豊かな毎日を実現することが
リハビリテーション科のミッションとなります。私た
ちと一緒に「あなたらしさ」を探してみませんか。

続く…

リハビリテーション科　作業療法士　　木口　尚人

リハビリテーション ＝ Re（もう一度）habilis（自分らしさ）tation（取り戻すこと）

【自分らしさのひとつ】
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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）
　１０月１８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10月）※都合により休診になる場合があります。

※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。
※第２次試験は、第１次試験合格者のみです。
※毎週火・木曜日に大垣地域事務所で説明会を行っています。
　 　「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　　 　７３－１１５０問 

自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自 衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛 官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官 等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等 募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募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集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集 案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案 内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内自 衛 官 等 募 集 案 内
合格発表試験期日受付期間受験資格募集種目

平成２７年１月２３日
平成２７年
　　１月１０日～１２日
※いずれか１日を指定

平成２６年１１月１日～
平成２６年１２月５日

推薦
男子で中卒
（見込含）
１７歳未満

の者

高等工科学校生徒 １次
平成２７年１月３０日
最終
平成２７年２月２０日

１次
平成２７年１月２４日
２次
平成２７年２月５日～
８日のうち１日

平成２６年１１月１日～
平成２７年１月９日

一般

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

の者
自衛官候補生
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農地中間管理事業を活用して 
　　農業経営の安定・効率化を 
　　　　　　　　すすめましょう 

農地中間管理事業を活用して 
　　農業経営の安定・効率化を 
　　　　　　　　すすめましょう 

農地中間管理事業を活用して 
　　農業経営の安定・効率化を 
　　　　　　　　すすめましょう 

【農地中間管理機構の仕組み】 【農地中間管理機構の仕組み】 【農地中間管理機構の仕組み】 

　農地中間管理事業とは、新しい農地の貸し借りの仕組みで、「農地中間管理機構」
が農地の中間受け皿となり、耕作を続けることが難しくなった農地を機構が借り受け、
担い手がまとまりのある形で利用できるよう配慮し、農地貸付けを行う事業です。 
※岐阜県では、（一社）岐阜県農畜産公社が農地中間管理機構として県の指定を受け
ています。 

　借受・貸付希望の申し出・相談等の窓口業務は、機構から委託を受けた市町村・Ｊ
Ａが行いますので詳しくはおたずねください。 

□　役場　産業建設課　□　４３－３０５４ 
　　ＪＡにしみの　不破営農経済センター　□　２２－１１４７ 
　　ＪＡにしみの　関ケ原支店　　　　　　□　４３－０００１ 
　　ＪＡにしみの　今須支店　　　　　　　□　４３－５３２１ 

農地中間管理事業の実施方法などは詳しく決められています。 
　①受け手（農地の借受け希望者）の募集 
　②出し手（農地の貸付希望者）の募集 
　③農地の借受基準やルール（出し手⇒公社への借受け） 
　④農地の貸付先の決定ルール（公社⇒受け手への貸付） 

①
受
け
手
募
集 

①
受
け
手
募
集 

受
け
手
リ
ス
ト
の
作
成 

貸
付
け
希
望
農
地
の
リ
ス
ト
化 

受け手 
（担い手） 

農地中間管理機構 
（一社）岐阜県農畜産公社 

市町村・ＪＡ等 

連携・協力 連携・協力 

③マッチング 

出し手 

⑤
貸
付
け 

⑤
貸
付
け 

②
出
し
手
募
集 

②
出
し
手
募
集 

④
借
受
け 

④
借
受
け 

問 



　 不破西消防署　　 ４３－０１１９ 問 

　地震発生時に家具は
思いがけない動きをし
たり、棚の上などから
物が落ちてきたりしま
す。倒れてきた家具に
挟まれたり、落下して
割れた食器などで負傷
したりしないよう災害
に備えることが大切で
す。 

　地震が発生した後に恐いのは火災です。電気
が復旧した際に、地震で痛んだ配線に通電し火
災が発生することやガスコンロからの出火など
があります。避難する
際は、ブレーカーを切
りガスの元栓を締めて
から避難するようにし
てください。 

家具の転倒防止 

　右図以外にティッシュペーパー
など生活に欠かせない用品なども
必要です。 
※リュックなど両手が自由になる
ような物に入れ準備しておきま
しょう。 

災害時にあると良いもの 
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●消防署　平成26年 8月分

出動件数
累計今月

254交 通

3411一般負傷

13216急病人

382その他

22933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

2　0その他

30計
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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

 １０月のギャラリー 
布遊び　～和布のリメイク～
　出　展：西村　きよ子さん（関ケ原町在住）
　期　間：１０月２日（木）～１０月３０日（木）

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。

１０月１１日（土）午前１０時３０分～午前１１時
担当：手作りクラブ
★おふろだ、おふろだ！
★おやおや、おやさい

１０月２５日（土）午前１０時３０分～午前１１時
担当：ばんびーなの
★かかしごん
★かけまーす　どん

■ おはなし原っぱ

【特別番組】
 十万石まつり 生放送 
◇１２日（日）　午前１０時５０分～
　［再放送］　２５日（土）　午後９時
　　　　　　２６日（日）　正午
 秋の高山祭 
◇１８日（土）　午後４時・１９日（日）　午後１時
【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（水）～５日（日）・２７日（月）～
　　　　　午後６時３０分～　他
 お店紹介「みるチャン」
◇６日（月）～１２日（日）　午後６時３０分～　他
 クイズ番組「マチサガ！」
◇１３日（月・祝）～１９日（日）　午後６時３０分～　他
 地域散策「里見まさとのご町内探訪」
◇２０日（月）～２６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/
　　　 　oct@ogaki-tv.co.jp

※身近な情報をお寄せください。

10

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 
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　１０月１日から７日までは、日本公
証人連合会が設定し、法務省が後援
する公証週間とされています。
　この機会に、法律上のトラブルを
未然に防止し、権利を擁護保全する
ため、遺言や大切な契約を公正証書
（法務大臣から任命された法律専門
家である公証人が法律に基づいて作
成する公文書）で作成することをお
考えになってはいかがでしょうか。
　つきましては、公証週間中、下記
のとおり無料公証相談窓口を設けま
すので、お気軽にご利用ください。
日　時　１０月１日（水）～

１０月７日（火）
　　　　日曜日を除きます。　　　
　　　　午前９時３０分～午前１２時　
　　　　午後１時～午後６時
　　　※１０月４日（土）は
　　　　午前１０時～午前１２時
　　　　午後１時～午後４時
場　所　大垣公証役場
　　　　（大垣市丸の内１丁目３５番地）
相談範囲の例
　遺言・任意後見契約・離婚・金銭
貸借・土地建物貸借そのほか公正証
書作成の手続や内容に関する相談。
・電話、ご来庁いずれでも結構です。
・秘密は厳守いたします。
・相談にお越しの際は、なるべく関
係資料をお持ちください。

　 　大垣公証役場
　 　７８－６１７４ 

公証週間について

問 

 
日　時　平成２７年１月１１日（日）
　　　　午前９時３０分より受付
場　所　関ケ原ふれあいセンター
内　容　式典・祝賀パーティー
対象者　１２月１日現在で、町内に住

民登録している平成６年４
月２日～平成７年４月１日
生まれの方

※学校、仕事などの関係で町内に住
民登録をしていない方で参加を希
望される方は、１１月２１日（金）まで
にご連絡ください。

自分たちで成人式を
企画・運営してみませんか？
～成人式運営委員を募集～

　成人式の式典内容などを事前に企
画・検討し、当日の式典の運営・管
理を行ってみませんか。
　ご希望の方は、１０月２４日（金）まで
にご連絡ください。
　 　教育委員会　社会教育課
　 　４３－１２８９

 
　関ケ原町いきいきサロン連絡協議
会では、今後のさらなる発展を目指
し今年度もいきいきサロンのつどい
を開催します。
　多くの方のご参加をお待ちしてい
ます。
日　時　１１月１４日（金）
　　　　午前９時より受付
場　所　関ケ原ふれあいセンター

大ホール
対　象　サロン活動に興味のある方
参加費　無料
　 　関ケ原町
　　　いきいきサロン連絡協議会

　 　４３－２１８８ 

平成２７年成人式を開催

問 

いきいきサロンのつどいを開催

問 

 
安全と環境保全はクルマの
点検整備が必要です

　長くご使用の愛車は特に点検・整
備が必要です！点検・整備がエコに
つながります。
日常点検：日頃、自動車を使用して

いる中で、走行距離や運
行状態などから判断し、
適切な時期に点検を行う
ことが必要です。

定期点検：安全の確保・公害防止の
観点から、自家用乗用車
については１年ごとに実
施しなければなりません。

　自動車の点検・整備のことが詳し
くわかります。　「点検整備」で検索！
　 　http://www.tenken-seibi.com
　 　中部運輸局岐阜運輸支局

 
　歯や口腔の健康を保つことは、「生
活の質」や「健康寿命の延伸」に大
きく関係します。また、生活習慣病
予防のためにも、口腔の健康づくり
が重要です。
　そこで健康に対する意識が高まる
中、さらなる口腔保健意識の高揚を
図ることを目指します。
テーマ　「食と命」
　　　　生涯自分の歯で食べよう！
日　時　１１月２日（日）
　　　　午前１０時～午前１２時３０分
場　所　岐阜産業会館　大展示場
主　催　公益社団法人 岐阜県歯科医師会
次　第　１．各種表彰
　　　　　８０２０推進財団理事長賞表彰、
　　　　　親と子のよい歯のコンクール表彰
　　　　２．講演会
　　　　　講師：南雲　吉則氏
　　　　　（医学博士、乳腺外科医、

ナグモクリニック総院長）
　 　〒５００－８３５８
　　　岐阜市六条南２丁目１１－１
　 　０５８－２７２－３９２１
　 　０５８－２７２－３９３０
　 　http://www18.ocn.ne.jp/̃gisan/

自動車点検整備推進運動強化月間
９月１日（月）～１０月３１日（金）

問 

第２２回
歯と健康の県民フォーラム

問 

平成26年8月分 

比  較
2５年8月の
排出量

２６年8月の
排出量

品  目

8.03％減85.17ｔ78.33ｔ燃やせるごみ

22.45％減8.91ｔ6.91ｔプラスチック類

10.50％減6.19ｔ5.54ｔ燃やせないごみ
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　南濃衛生施設利用事務組合では、
平成２７年度採用の技術職員を募集し
ます。
採用予定人数　１人
受験資格　昭和６１年４月２日以降に

生まれた高校卒業以上の
学歴を有する方で、中型
自動車免許（８トン限定
可、ＡＴ限定不可）を有
する方

　　　　※平成２７年３月末日までに
当該免許を取得する見込
みの方を含みます。

申込受付期間　１０月１日（水）～
１０月２４日（金）

第１次試験日　１１月９日（日）
第２次試験日　第１次試験合格発表の際、

お知らせします。（※第１
次試験合格者のみ）

採用予定日　平成２７年４月１日
そ　の　他　試験案内及び申込書は、

組合ホームページ
　　　　　（ 　http://n-kumiai.com/）

でダウンロードすること
ができます。また、詳し
くは申込書の交付先まで
お尋ねください。

　 　南濃衛生施設利用事務組合清掃センター
（養老ドリームパーク）

　　　〒５０３－１２７７  養老町有尾字下池７３０
　 　３７－２０２３
　 　http://n-kumiai.com/

 
主　催　不破郡レクリエーション協会
日　時　１１月２日（日）
　　　　午前１０時～午後３時
場　所　垂井町朝倉運動公園自由広場
内　容　風船でカワイイ動物・オブ

ジェを創作
対　象　郡内に在住・在勤・在学の

方／保護者同伴〔親子大歓
迎〕

講　師　山田悠貴さん
〔レクリエーション指導者〕

準　備　特になし〔申込みも不要〕
参加費　無料
　 　山田さん（ 　０９０－５８６１－

０４７２）へ 

南濃衛生施設利用事務組合職員の募集
（平成２７年４月採用）

問 

「バルーンアート」体験教室の
参加者を募集します。

問 

 
主　催　不破郡レクリエーション協会
日　時　１０月１８日（土）
　　　　午後４時～午後６時
場　所　垂井町立中央公民館

　　　会議室（２階）
内　容　仮装し、音楽やゲーム等を

楽しみながら、アメリカ人
講師と本場の英会話を学び
ます。

対　象　郡内に在住の幼児・小学生
／３０名＜要・保護者同伴＞

講　師　ホン・ローレンスさん
〔英語講師〕

準　備　仮装して来てください。
参加費　５００円〈同伴保護者は、無料〉
　 　（申込）１０月１４日（火）までに、

ローレンス先生（ 　０８０－
３７８２－０８８５）へ

 
　社会福祉協議会では、１１月に下記
のつどいを計画しています。
○ひとり暮らしのつどい
対象者　町内の７０歳以上のひとり暮

らしの方
　ひとり暮らしの方同士、おしゃべ
りをして楽しい思い出に残る日にし
ましょう！
○介護者のつどい
対象者　町内で在宅介護されている

介護者の方
　介護者に関わっている方同士、お
しゃべりや情報交換をしてリフレッ
シュしましょう！
　 　関ケ原町社会福祉協議会
　 　４３－２９４３

 
日　時　１０月１２日（日）
　　　　午前８時３０分～
場　所　桃配運動公園多目的広場

（総合開会式会場）ほか
　町民大会で人気のあるソフトボー
ル、ゲートボール、バレーボール、グ
ラウンド・ゴルフ大会を開催します。
　 　教育委員会内　体育協会事務局
　 　４３－１２８９

楽しい「ハロウィーンパーティー」
参加者を募集します。

問 

関ケ原町社会福祉協議会
１１月のつどい

問 

第２９回町民体育祭を開催

問 

日　時　１０月２１日（火） 
　　　　午後１時～午後３時 
場　所　関ケ原町中央公民館 
テーマ　神々と神社 
　各家の神棚に。又村々の神社
に祀られて居る神様。 
　�天原に神住ます神々は八百
万の神様が居られると云う。は
たして実際の数は？皆様と一緒
に考えましょう。 

７日　個人４名（京都）
【林英男ガイド】

８日　個人６名（岐阜）
【吉澤広幸ガイド】

１３日　個人４名（神奈川）
【吉澤広幸ガイド】

１５日　個人４名（佐賀）
【井野時茂ガイド】

２２日　個人１名（神奈川）
【細見昌男ガイド】

２３日　個人３名（東京）
【三輪成康ガイド】

２３日　野山１９名（愛知）
【今井剛ガイド】

２５日　個人３名（石川）
【細見昌男ガイド】

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

８月ガイド実績　８件

○歴史民俗資料館入館者数
　　　８月分　　５，９５２人
○不破関資料館入館者数
　　　８月分　　　３１９人

　夏休み小中学生による歴民検
定の参加者は５０１名。昨年度より
も１００名も多く参加をいただき
ました。
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日　時　１１月７日（金）
　　　　午後１時～午後４時
場　所　大垣市情報工房

５階スインクホール
講座内容　
第１部　防犯講座『まさか、私が…』

犯罪被害者にならないために
　　　　岐阜県警察本部

高齢者安全対策指導班
第２部　健康講座『介護する人、さ

れる人』にならないために
　　　　大垣市

地域包括支援センター
第３部　歴史講話『軍師竹中半兵衛』
　　　　大垣市立図書館

歴史研究グループ
　　　　大垣市文化財審議委員

清水　進氏
定　員　４５２名 ※定員になり次第、締め切ります。
参加料　無料
参加資格　西濃地域２市９町の在住者

（年齢問わず）
申込方法　当協会まで電話または FAX

でお申し込みください。
その他　ロコモ度テスト、陶芸作品

展示や絵付け実演、落語あ
り

　 　岐阜県年金受給者協会
　　　（岐阜市西中島７－１－２４

三鈴ビル２Ｆ）
　 　０５８－２１０－２６１１
　 　０５８－２１０－２６１２

 
　「国の教育ローン」は、高校、短大、
大学、専修学校、各種学校や外国の
高校、大学等に入学・在学するお子
さまをお持ちのご家庭を対象とした
公的な融資制度です。
融資額　お子さま１人につき３５０万

円以内
金　利　年２．３５％
　　　※母子家庭の方などは年１．９５％

（平成２６年７月１１日現在）
返済期間　１５年以内
　　　※母子家庭の方などは１８年以内
　 　「国の教育ローン」で検索
　 　教育ローンコールセンター
　 　０５７０－００８６５６（ナビダイヤル）
　　　または０３－５３２１－８６５６ 

ぎふ友和会「福祉講座」
参加募集

問 

「国の教育ローン」のご案内

問 

 
　公益財団法人・国際青少年研修協
会では、４事業の参加者を募集して
います。海外生活を通して交流を深
め、国際性を養うことを目的に実施
します。事前研修会では仲間作りか
ら丁寧に指導いたしますので、安心
してご参加いただけます。
内　容　ホームステイ・クリスマス

体験・英語研修・文化交流・
地域見学・野外活動等

　　　※事業により体験内容をお選
びいただけます。

派遣先　オーストラリア・サイパン・
　　　　アメリカ・フィリピン
日　程　１２月２５日（木）～１月４日

（日）の内７～１０日間
　　　※事業により異なります。
対　象　小３～高３の方まで
　　　※事業により対象学年が異な

ります。
定　員　各グループ２０名
参加費　２６．８万円～４１．８万円
締　切　１１月４日（火）
　　　※申し込み先着順
　 　公益財団法人　国際青少年研修協会
　 　０３－６４１７－９７２１
　 　０３－６４１７－９７２４
　 　info@kskk.or.jp
　 　http://www.kskk.or.jp

小学３年生～高校生のための
冬休み海外派遣  参加者募集

問 

（平成２６年４月～９月）
ふるさと納税による寄付者

　関ケ原町では「ふるさと応援基
金」を設置し、下記の事業につい
て関ケ原を応援したい皆様よりご
寄付をいただいております。今年
度これまでにご寄付いただいた方
を掲載させていただきます。なお
掲載に関しては同意をいただいた
方のみとなっております。

対象事業
１歴史と自然に調和したまちづくり事業
２便利で活力あふれるまちづくり事業
３ふれあいに満ちたまちづくり事業
４創造性あふれる人・まちづくり事業
５交流と協働で進めるまちづくり事業
６その他目的達成のために必要な事業

寄付をいただいた方
　１０名　合計１２０，０００円

　このほか６名の方からも合計
６０，０００円のご寄付をいただいてお
ります。

金額お名前
１０，０００円久島　泰仁　様

３０，０００円百武　秀章　様

１０，０００円�木　弥生　様

１０，０００円元山　真吾　様

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古古古古古古古古古古古古古古古古古古古古戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場ググググググググググググググググググググラララララララララララララララララララランンンンンンンンンンンンンンンンンンンンドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドデデデデデデデデデデデデデデデデデデデデザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザイイイイイイイイイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンンンンンンンンン関ケ原古戦場グランドデザイン

　天下分け目の関ケ原合戦の舞台として、全国的にも有名な関ケ原
古戦場は、岐阜県とりわけ西美濃地域にとって非常に重要な史跡で
あり観光資源です。
　このため、岐阜県と関ケ原町では、関ケ原古戦場の観光資源とし
ての活用手法や、史跡の保存や整備についての方向性をまとめる「関
ケ原古戦場グランドデザイン（中期整備計画）」を策定します。
　そこでこのたび、町民の皆様から広く意見をお聴きしたいと考え、
下記のとおりアンケートを実施します。

期　　間　　１０月１日（水）～１０月３１日（金）
　　　　　　　　（ただし、土･日･祝日除く）
時　　間　　午前８時３０分～午後５時１５分
アンケート用紙設置場所　　役場　地域振興課

町町町町町町町町町町民民民民民民民民民民アアアアアアアアアアンンンンンンンンンンケケケケケケケケケケーーーーーーーーーートトトトトトトトトトのののののののののの実実実実実実実実実実施施施施施施施施施施ににににににににににつつつつつつつつつついいいいいいいいいいてててててててててて町民アンケートの実施について
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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 

住　所 氏　名 

平成26年9月1日現在 

人口 

男 

女 

世帯数 

（－17人）　 

（－ 6 人） 

（－11人） 

（－ 7 世帯） 

7，778人 

3，822人 

3，956人 

2，818世帯 

平成26年 8 月16日から 
平成26年 9 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 

清一朗 
瑠深 
 

井上　那波 
な なみ 

宝　有 

住　所 氏　名 

天　満 

野上二 

緑ケ丘 

西町二 

柴　井 

緑ケ丘 

中　町 

７４歳 

８１歳 

８１歳 

７９歳 

８０歳 

６８歳 

８６歳 

難波　義巳 

澤村　登 

水谷　ヤイ子 

溝口　正喜 

中川　武氏 

村木　満 

�木　重夫 

公門六 
 
垂井町 
 
 
公門二 
 
愛知県 

大越　雅文 
 
　井　愛子 
 
 
西尾　英典　 
 
河野　加奈 

竹の尻 
 
和歌山県 

岡島　幸司 
 
関谷　友香 

７月１７日届出 

関ケ原合戦祭り ２０１４ 関ケ原合戦祭り ２０１４ 

１８日（土） 
記念講演「家康を勝たせた男・黒田長政」 
　　　　　　　　　　講　師　桐野作人　歴史作家 
　　午前１０時開場　午前１０時３０分～午前１１時３０分　
　　陣場野会場／ふれあいセンター大ホール 

１９日（日） 
関ケ原合戦絵巻２０１４ 
布陣パフォーマンス・全軍武者行列・関ケ原合戦絵巻 
●鉄砲隊演武 
●関ケ原歴史行列・関ケ原子ども歴史絵巻 

１０月１８日（土）、１９日（日） 

◎陣場野会場＝関ケ原ふれあいセンター及び周辺一帯 
◎笹尾山会場＝笹尾山駐車場　※笹尾山会場は１９日のみ 

午前１０時～午後４時　雨天決行 

主　催　関ケ原合戦祭り実行委員会　 
　　□　関ケ原合戦祭り実行委員会事務局（役場 地域振興課） 
　　□　４３－１１１２ 
関ケ原町観光ウェブ　□　http://www.kanko-sekigahara.jp/

問 

他にも、のろしパフォーマンス、物産展、不要品バザー（18日 
のみ）、戦国グッズマーケット等も開催します。 




