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　　　　　　　　　　訪問診療について　　　　　　　　　　
　当院では平成２５年４月より病院事業として訪問診療を開始しました。これは通院などが諸事情で困難
な方が住み慣れた自宅での療養を希望された場合、医師が直接自宅に訪問し必要な医療を提供するサー
ビスです。対象となる方は様々ですが、具体的に①足腰が立たなくなり通院するのが困難である方②高
齢でねたきりの方③他の病院での入院期間が終了し自宅での医療ケアが必要な方④癌を患っているが、
最期は自宅でのケアを希望される方⑤その他の疾患（在宅酸素、カテーテル留置など慢性疾患）があり
自宅での療養を希望される方などです。

　訪問診療の内容として①医師が月に２回程ご自宅に訪問し、（これは目安で必要度に応じて変わりま
す）診察した上で点滴や血液検査指示、薬の処方、その他簡単な傷の手当など病院で行う診療と同等内
容をご自宅で行います。②自宅で状態悪化など緊急事態になった際は休日や時間外に関わらずいつでも
連絡できる緊急体制をとっております。またその際必要に応じて関ケ原病院への緊急入院も手配いたし
ます。本人およびご家族が安心して自宅療養できる環境を整えております。③癌によって残された時間
をご自宅で家族に見守られながらの療養も可能です。当院では厚生労働省の緩和ケア研修会を履修した
医師が担当しており、痛みや苦痛などを取り除く緩和ケアに積極的に取り組んでいます。
　訪問診療は医師だけではなく関ケ原町訪問看護ステーション（やすらぎ）はじめ当院の医療福祉相談
室など様々な部署との連携で成り立っております。訪問診療について詳しく知りたい、あるいは希望さ
れる場合は関ケ原病院の医療福祉相談室へお気軽にご相談ください。　　　　　　　外　科　　松尾　篤

土金木水火月診療科名等
森島高野瀬古森島瀬古瀬古一診

内 科

福田（和）森島桐井桐井高野二診
循環器外来桐井高野福田（和）三診

斎藤福田（和）斎藤五診
高野桐井小原瀬古森島福田（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）
　１１月８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
（予約制）

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。）

※木曜日、内科　森島先生の診察予約は午後３時まで延長となります。

●国保　関ケ原病院の外来診察と担当医師（平成26年11月）※都合により休診になる場合があります。

　眼　科　　　１１月１４日（金） 

脳神経外科　　１１月１５日（土） 
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　「自分らしく生きること」。この一見すると当たり前のことがなぜそんなに大切なのでしょうか。一緒
に考えていきましょう。
　みなさんは昨日どのような一日でしたか。どのような出来事がありましたでしょうか。
　私は最近、夢にうなされながら目が覚めます。仕事では一人暮らしの生活に役立つ知恵を患者さんか
ら教えてもらいながらリハビリをして、夕食は
汁だくだくの牛丼を食べに出かけ、深夜に借り
てきたアクション映画を観て、翌朝またうなさ
れて起きる。このような日々は「木口尚人らし
い」生活であり、このような日常がある日突然
奪われてしまったとしたら…
　皆さんはこのような生活を好まないかもしれ
ませんが、それは当然です。朝日と共に清々し
く起きる人、ラジオ体操から一日が始まる人、
家族のお弁当を作るために起きる人など、人そ
れぞれの役割や好みがあり、朝の迎え方は１００人
１００通りです。このように、様々なライフスタ
イルがあり、人それぞれの一日を過ごしていま
す。
　自分らしい日常は世界でたった一つだけのそ
の人固有のものなのです。

　作業療法では、あなたが「自分らしいと思える活動」を「作業」と呼びます。あなたらしい着替え方、
あなたらしいお茶の入れ方、あなたらしい友人との付き合い方、あなたらしい暮らし方。障害があろう
となかろうと、高齢であろうと若かろうと、あなたが思いっきり自分らしいと思える毎日を可能にして
いくことが私たちの仕事です。
　ぜひ、自分が自分らしいと思える人生を創造していきましょう。それが一番の「健康」だと思います。
もちろん、難しいと感じる時は、リハビリテーション科が喜んでサポートさせて頂きます。

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）
� �������������������������������������������������������������������

▲西保育園４歳児「絵の具であそぼう」 ▲ 長 谷   川
は せ

   　
がわ

 克 さん「傘寿記念展示」
まさる

患者 
さんと 
お喋り 

好きな 
映画鑑賞 

外　食 

夜更かし 

自分らしい 
生　活 
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　平成２２年４月から、役場住民課で貸出受付をしています。小さな子どもさんと町中を移動するには最適です。
ぜひ一度利用してみてください。

  利用に関して…  
○自転車は適正に管理してください。（修理・盗難などの場合は、利用者負担となります。）
○お子さんにヘルメットを着用させてください。
○道路交通法その他関係法令を守ってください。
○自転車の返却、利用期間の更新時に、自転車の点検整備を行う事業所で利用者負担による点検整備を受けて
いただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　役場　住民課　　 　４３－１１１３問 

対　象　者　関ケ原町に住民票のある方
　　　　　満１歳から満６歳未満のお子さんを２人以上養育し

ている方で、満１６歳以上の方
利用期間　３ヶ月　※更新も可
貸出台数　電動アシスト付自転車　５台
申込方法　申請書に記入し、役場　住民課へ提出してください。

　来年度保育園に入園を希望される方への説明会を下記日程で行います。継続して入園を希望される方は、
所定の用紙に必要事項を記入していただき入園受付日にお越しください。所定の用紙は役場または各保育園
にてお受け取りください。

受付場所入園受付期間時　間入園説明会場　所

役場　住民課
平成２７年１月５日（月）～

１月３０日（金）
午前１０時～１１月２７日（木）西保育園

※入園予定がどこの保育園でも西保育園で説明を受けていただくことになります。
　ご都合が悪い場合は役場住民課にて個別に説明いたしますのでお問い合わせください。

 　役場　住民課　福祉係　　 　４３－１１１３問 

１１月２７日（木） 
西保育園 

平成２７年 
１月中 
役場住民課 

平成２７年 
２月中旬 
各保育園 

平成２７年 
３月中旬 

平成２７年 
４月 

 

　平成２７年度　関ケ原小学校附属幼稚園の園児を募集します。入園を希望される方は、所定の用紙にて申し
込みの手続きを行ってください。

入園資格　関ケ原町内に居住する５歳児
　　　　　（平成２１年４月２日～平成２２年４月１日生まれ）
保　育　料　５，０００円（月額）

　◆所定の用紙は各保育園または幼稚園にてお受け取りください。
　◆詳しくは幼稚園にお尋ねください。　　　　　　　　　　 　関ケ原小学校附属幼稚園　　 　４３－１８８４問 

願書受付日　１２月１日（月）
受付場所　関ケ原小学校附属幼稚園
受付時間　午前７時３０分～午後４時
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　私達、関ケ原バレーボールスポーツ少年団では、
バレーボールが大好きな３年生から６年生までの
２１人が仲良く活動しています。
　６月２２日大垣市において各地区の予選を勝ち抜
いた３２チームによる全日本バレーボール小学生岐
阜県大会が開催されました。この大会には６年生
チームが西濃の代表として出場し、７月６日に岐
阜市においてベスト８が集まって開催された決勝
大会まで勝ち進むことが出来ました。 

　また、９月７
日に行われた西
濃大会で優勝し、
１０月１９日に下呂
市で開催される
読売旗争奪岐阜
県大会と１１月１６
日に岐阜市他で
開催される中日旗争奪岐阜県大会の２大会の出場
も西濃の代表として出場を決めることが出来まし
た。私達のチームの目標は、新チームになってか
ら開催される４回の県大会の全てに出場すること
でしたが、新人戦県大会を含めて今回これを達成
することが出来ました。
　私達は、日頃から一生懸命に練習に励み、心身を
鍛えることに努めた努力の結果がこの成績に現れ
ているように思います。県大会においては更なる
飛躍を目指して頑張っていきたいと思います。

 体育大会　仲間と共に創り上げました 
　「切磋琢磨～一瞬一瞬、仲間と共に魂込めて～」
のスローガンのもと、９月１３日（土）に体育大会を
行いました。体育大会に向けての取組では、応援
練習はもちろんのこと、各種目練習、大縄練習、
合戦パフォーマンスの練習、そして、体育大会の
運営を支える各種委員会の動きの確認など、全体
が計画的かつ組織的に動くことができました。中
でも、今年で２年目を迎える「合戦パフォーマン
ス」は、生徒たちが自ら考え、自ら行動して創り
上げたもので、５月から総合的な学習の時間の中
で計画的に取り組んできたものです。１年生は広
報を担当し主にこのパフォーマンスのポスターを
作成しました。２年生は演出を担当し、太鼓、篠
笛、大筒などの鳴り物や書道を受け持ちました。
そして、３年生はメインのパフォーマンスという
ことで、関ケ原をイメージした創作ダンスや組み
体操などを担当しました。取組過程においてはな
かなか計画通りに進まず、かなり悩み苦しんでい
た姿もありましたが、共に助け合い、支え合いな
がら、難局をのりこえました。だからこそ、大き
な達成感、成就感が得られたのだと思います。こ
の体育大会で得られた成果を今後の学校生活に活
かし、仲間と共に自分自身を鍛え、能力や素質に
更に磨きを
かけていっ
て欲しいと
願っていま
す。 

　さて、合戦パフォーマンスの演出の中でも重要
なものとして、のろしを上げることと大筒での空
砲がありますが、今年度も関ケ原のろし駅伝実行
委員の方々から、のろしの再現や大筒大砲の作り
方や打ち方など、ご指導していただきました。特
に、大筒については、竹の切り出しからご指導を
受け、荒縄で巻き上げるまで生徒たちの手で作り
上げることができました。また、町役場からは地
域振興課をはじめ、
教育委員会、ふれ
あいセンターなど、
いろいろな飾り付
け等の物品に関
わってご支援をい
ただきました。本
当にありがとうご
ざいました。

 新校舎での生活がスタートしました 

　昨年７月から校舎建築工事が始まりましたが、
２学期の始業と共にいよいよ新校舎での学校生活
が始まりました。新しい生活ルールにも慣れ、み
んなで快適な生活空間をつくろうと日々努力して
います。仲間と支え合いながら、外見だけでなく
中身から関中を磨き上げていきたいと思います。
「新生関中」にどうぞご期待ください。

関ケ原中学校 

▲３年生による創作演舞

▲新校舎全景

▲大筒で空砲を打つ生徒



　 不破西消防署　　 ４３－０１１９ 問 

期　間 １１月９日（日）～１１月１５日（土） 
全国統一防火標語 

　毎年１１月９日から１５日までの１週間、秋の全国火災予防運動が実施されます。この運動は、
火災予防思想の普及を高め、火災の発生を防ぐことを目的としています。空気が乾燥するよ
うになり、少しの不注意で火災が起こりやすくなります。火の取り扱いには充分に注意して
ください。 
 
　火災予防の啓発ができるよう各小学校の皆様に防火ポスターを作成してもらいました。描
いていただいた皆様の作品は１１月７日（金）から１１月１６日（日）の間、ふれあいセンターにて
展示します。 
  入選作品は以下のとおりです（敬称略）。 

　毎年１１月９日は１１９番の日です。昭和６２年から、全国一斉に毎年
１１月９日が「１１９番の日」として制定されました。 
  目の前で火災や事故が発生した場合は、誰でも気が動転し興奮し
た状態になりがちです。落ち着いて１１９番通報できるように、自治会、事業所などで実施す
る消防訓練の時に通報訓練を積極的に行い、通報要領を身につけましょう。 

不破郡消防連合演習について 不破郡消防連合演習について 
　災害が発生した際に迅速に対応するため、
垂井町と関ケ原町が合同で 
消防訓練を行います。 
 
　日　程　１１月９日（日） 
　　　　　午前７時３０分から 
　場　所　垂井町垂井地区 

不破郡消防協会長表彰　　　　　　関ケ原小学校　桐山　彩葉 
関ケ原町消防団長表彰　　　　　　関ケ原小学校　古田　愛乃 
不破消防組合　西消防署長表彰　　今須小学校　吉田　　聖 

番の日 119番の日 119番の日 119
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●消防署　平成26年 9月分

出動件数
累計今月

294交 通

373一般負傷

15624急病人

446その他

26637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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４３－２２３３ 

（中学生以下のお子さまが対象です。）
ふれあい図書館を利用してスタンプをゲット。
スタンプ１０個ですてきな景品をもらおう。
開催期間：１０月２９日（水）～１２月２７日（土）

（景品は先着６０名・なくなり次第終了）

■ としょかんスタンプラリー開催中！

　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。

１１月８日（土）　午前１０時３０分～午前１１時
担当：読書サークル
★まってる
★おたすけてんぐ

１１月２２日（土）　午前１０時３０分～午前１１時
担当：司書
★おおきくなるっていうことは
★ぎゅっとだっこ　七五三

■ おはなし原っぱ

日　時　１２月１３日（土）午前１１時～ 
場　所　ふれあいセンター　小ホール 
内　容　劇団 かかし座の影絵劇 

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

 １１月のギャラリー 
木の実クラフト展　～自然からの贈り物！～
　出　展：高木　幸子さん（垂井町在住）
　期　間：１１月２日（日）～１１月２９日（土）

営業時間　午前１０時～午後４時３０分 
定休日　月曜日・祝祭日の翌日 

http://www.yagikoubou.com

ジェラートが登場だめめぇ～ 
地元の農家さんから 
いただいた 
採れたての 
野菜をたっぷり 
使っているから 
美味しいめめぇ。 

の 
 

４３－２５８３ 

【特別番組】
 いびがわマラソン２０１４ 生中継 
◇９日（日）　午前８時３０分
 ソフこい祭り 
◇１５日（土）　午後１０時　　・３０日（日）　午後４時
 大垣市小中学校音楽会 
◇小学校の部：
　　２３日（日）　正午　　　・２９日（土）　午後４時
　中学校の部：
　　２３日（日）　午後４時　・２９日（土）　午後１０時
【レギュラー番組】
 園児登場！「げんきはなまる」
◇月～日　午後８時１５分～　他
　　１０日（月）～　今須保育園　ぞう・きりん組
 地域の情報「デイリーＵＰ」
◇月～金　毎日　午後６時　他再放送あり
 お店紹介「みるチャン」
◇３日（月・祝）～９日（日）　　午後６時３０分～　他
 クイズ番組「マチサガ！」
◇１０日（月）～１６日（日）　　　午後６時３０分～　他
 地域散策「里見まさとのご町内探訪」
◇１７日（月）～２３日（日）　　　午後６時３０分～　他
 レッツ ボランティア 
◇２４日（月・祝）～３０日（日）　　午後６時３０分～　他
 ＴＶギャラリー 　他　好評放送中！
【新春メッセージ２０１５】
　１１月から収録スタート！今年はあなたの活動場所
に伺います。
※詳しくは大垣ケーブルテレビまでお問合せください。
　　　 　８２－１２０７（放送部直通）
　　　 　http://www.ogaki-tv.co.jp/
　　　 　oct@ogaki-tv.co.jp

※身近な情報をお寄せください。
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　大垣税務署では、青色申告をされ
ている個人の方を対象に、決算にお
ける留意事項等についての説明会を、
次の日程で開催します。
日　時　１１月２８日（金）
　　　　第１回目
　　　　午前１０時～午前１２時
　　　　第２回目
　　　　午後１時３０分～午後３時３０分
場　所　大垣市民会館　大会議室

（大垣市新田町１－２）
※青色申告決算書用紙は確定申告書
用紙に同封して送付（２月上旬）し
ます（電子申告をされている方に
は、確定申告書用紙・青色申告決
算書用紙ともに送付されません。）。

　　なお、青色申告決算書は国税庁
ホームページからダウンロードす
ることができますので、是非、ご
利用ください。

　 　大垣税務署　個人課税第一部門
　 　７８―４１０４《ダイヤルイン》

 
　夫・パートナーからの暴力や職場
等におけるセクシュアル・ハラスメ
ント、ストーカー行為等、女性をめ
ぐる人権相談に、県内の女性人権擁
護委員が中心となって電話で相談に
応じます。
　相談は無料で、秘密は厳守します
ので、どなたでもお気軽にご利用く
ださい。
日　時　１１月１７日（月）～２３日（日）
　　　　月曜～金曜
　　　　午前８時３０分～午後７時
　　　　土曜・日曜
　　　　午前１０時～午後５時
※なお、上記強化週間以外の日でも、
平日午前８時３０分から午後５時１５
分まで相談に応じています。

　相談用　 　０５７０－０７０－８１０
　　　　（女性の人権ホットライン）
　 　岐阜地方法務局　人権擁護課
　 　０５８－２４５－３１８１ 

所得税の青色申告決算等
説明会のご案内

問 

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間実施について

問 

 
日　時　１１月１６日（日）
　　　　午前９時～午後４時
場　所　関ケ原ふれあいセンター
主　催　関ケ原歌謡連合会
後　援　関ケ原町教育委員会
　　　　関ケ原町芸術文化協会
◎最後に素敵な「花」が、抽選で当
たります。お楽しみに、最後まで
ご観賞ください。
　 　関ケ原歌謡連合会　定野　光武
　 　４３－５６５４

第２１回関ケ原歌謡連合会
カラオケ発表会を開催

問 

平成26年9月分 

比  較
2５年9月の
排出量

２６年9月の
排出量

品  目

1.62％減71.46ｔ70.30ｔ燃やせるごみ

13.87％減8.22ｔ7.08ｔプラスチック類

20.54％減6.72ｔ5.34ｔ燃やせないごみ

平成２６年秋～２７年春の企画展　
「歌枕のさと　関ケ原

～班女と野上宿～」開催中
（平成２６年１０月１日～

平成２７年５月３１日）
　資料館では、関ケ原の街道の
魅力を「歌枕のさと　関ケ原」
と題して、古人の心にふれる関
ケ原の街道と物語を紹介してま
いります。まずは昭和６１年以来、
約３０年ぶりに班女の像や姿絵を
公開し「班女と野上宿」展を開
催しています。班女と称された
花子、その子梅若の物語をご鑑
賞ください。

○歴史民族資料館入館者数
　　　９月分　　４，２０９人
○不破関資料館
　　　９月分　　　４４３人

日　時　１１月１８日（火） 
　　　　午後１時～午後３時 
場　所　関ケ原町中央公民館 
テーマ　歴史を越えた歴史 
　　　　北国脇往還の高石垣 
　今から１００年程前に彦根城の
石垣に魅せられて自分の家に城
郭の石垣に似せた大石垣を築い
た人の話しです。また石積みの
種類についての話しもあります。 
　参加をお待ちしています。 

４日　長浜観光ボランタリーガイド協会
８名（滋賀）【吉澤広幸ガイド】

９日　ＪＡ山口中央小郡支所年金友の会
３１名（山口）【林英男ガイド】

１１日　岐阜県建築士事務所協会５６名（岐阜）
　　　【安部覚之ガイド・伊藤庄市ガイド】

１１日　秩父市史跡を訪ねる会　
３６名（埼玉）【田中俊彦ガイド】

１２日　２６３１比叡山延暦寺・彦根城
４１名（宮城）【林英男ガイド】

１３日　三重拳舞館　１５名（三重）
　　【細見昌男ガイド】

１４日　ダイドー（株）１４６名（愛知）
　　　【吉澤広幸ガイド・三和敏郎ガイド

吉田信子ガイド・今井剛ガイド】
　　　【�木敏朗ガイド・三輪成康ガイド】
１５日　黒田官兵衛ゆかりの地を巡る旅

３１名（大分）【細見昌男ガイド】
１５日　個人２名（東京）【林英男ガイド】
１８日　歴史愛好クラブ３６名（愛知）
　　　【池側誠ガイド・池側恵子ガイド】
２２日　個人２名（愛知）【今井剛ガイド】
２６日　関ケ原小学校６年１３名（岐阜）

【吉澤広幸ガイド】
２６日　個人９名（岐阜）【井野時茂ガイド】
２７日　個人３名（神奈川）【池側誠ガイド】
２８日　関ケ原町社会福祉協議会
　　　２３名（全国）【吉澤広幸ガイド・

�木敏朗ガイド・細見昌男ガイド】
２４日・２６日　花伊吹　　　　　

　　　【安部覚之ガイド】
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

９月ガイド実績　１７件
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「１人でも労働者を雇用する事業主
は、必ず労働保険に加入しなけれ
ばなりません」

　「労働保険」とは、労災保険と雇用
保険の総称です。
　「労災保険」は、労働者が業務や通
勤に起因して、負傷・疾病・死亡し
た場合に、労働者本人や遺族に必要
な給付を行います。
　臨時・アルバイト等であっても雇
用した労働者は全て対象となります。
　「雇用保険」は、労働者が失業した
ときや教育訓練を受講したとき、　
在職中の６０歳～６５歳未満や育児休
業・介護休業中の労働者で一定の賃
金低下があった場合に、必要な給付
を行います。
　また、事業主に対しては、失業の
予防、雇用の安定、労働者の福祉の
増進を図っていただくための各種助
成金制度があります。
　パートタイム労働者も、１週間の
所定労働時間が２０時間以上で、かつ
雇用見込みが３１日以上である場合は
雇用保険に加入しなければなりませ
ん。
　加入手続を行っていない事業主の
方は、すぐに手続きをお願いします。
　詳しくは、岐阜労働局総務部労働
保険徴収室（ 　０５８－２４５－８１１５）ま
たは最寄りの労働基準監督署・ハ
ローワーク（公共職業安定所）・労働
保険事務組合へお尋ねください。 

事業主の皆さんへ
労働保険の手続きはお済みですか

 
　「税を考える週間」では、国民の皆
さんに、租税の役割や税務行政に対
する理解を深めていただくために、
様々な行事を実施します。
　国税庁ホームページでは、特集
ページを開設し、動画で国税局や税
務署の仕事を紹介するインターネッ
ト番組「Web-TAX-TV」や、イラス
ト・グラフを交えながら税の役割を
分かりやすく解説したスライドなど、
税に関する情報を掲載します。
　この機会に、税について考えてみ
ませんか。

 
日　時　１１月１６日（日）
　　　　開会式　午前８時３０分～
場　所　関ケ原町民体育館アリーナ
募集内容　①一般の部
　　　　　（男子・女子混合）
　　　　　「高校生以上」チーム
　　　　　（他自治会との合併チー

ムでもよい）
　　　　②子ども会の部
　　　　　（小学生及び中学生の男

子・女子混合）チーム
　　　　　（他の地区子ども会との

合併チームでもよい）
　　　　※チーム編成には別途、細

かい規定があります。
抽選会日時　１１月７日（金）　午後７時～
抽選会会場　関ケ原町中央公民館

１階　談話室
※参加されるチームの代表者１名は、
抽選会には参加申込書をご持参の
うえ、必ず出席してください。　　

　 　教育委員会　社会教育課
　 　４３－１２８９
　　　関ケ原町体育協会事務局・
　　　関ケ原町子ども会育成協議会事務局 

≪税を考える週間≫
１１月１１日（火）～１７日（月）
税の役割…考えてみませんか！

第２９回
町民綱引き大会を開催します

問 

 
　年金記録や将来の年金受給見込額
を確認し、未来の生活設計について
考えてみませんか。
　「ねんきんネット」をご利用いただ
くと、いつでもご自身の年金記録を
確認できるほか、将来の年金受給見
込額について、ご自身の年金記録を
基に様々なパターンの試算をするこ
ともできます。
　「ねんきんネット」については、日
本年金機構のホームページでご確認
いただくか、大垣年金事務所にお問
い合わせください。
　 　大垣年金事務所
　 　７８－５１６６

 
　ＴＶ情報番組のコメンテーター、
ベストセラー「がんばらない」や
「あきらめない」の著者としてもお
なじみ、医師であり作家の鎌田實氏
をお迎えし、住民健康講演会を開催
します。ご参加をお待ちしています。
日　時　１１月３０日（日）
開　場　午後１時　
開　演　午後１時３０分～午後３時
場　所　ふれあいセンター

ふれあいホール
定　員　４５０名
参加費　無料
　 　不破郡医師会
　 　２３－３２０８（午後１時～午後３時）

１１（いい）月３０（みらい）日は
「年金の日」です！！

問 

不破郡地域住民健康講演会
「がんばらない」けど「あきらめない」
　～命を支えるということ～

問 

国税庁 検 索 
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日　時　１２月６日（土）
　　　　午後１時３０分～午後３時３０分
場　所　ふれあい福寿会館

第２棟３階　講堂
講　師　下畑　五夫氏
　　　　（高山陣屋学芸員、飛騨地

学研究会長、元岐阜県博
物館館長、元岐阜県立高
等学校長）

参加費　無料
　　　　（事前申し込みが必要です）
定　員　２００名
申込先　放送大学 岐阜学習センター

まで、お電話または窓口ま
でお越しください。（午前
９時～午後５時３０分

　　　　※月曜・祝日を除く）
　　　　 　０５８－２７３－９６１４
※同日午前１０時３０分～午前１１時３０分
に放送大学説明会を、ふれあい福
寿会館にて開催いたします。

 
　岐阜県保険医協会（県内の医師・
歯科医師約１，６７７人の団体）では、電
話での医療相談『電話健康相談』を
１日だけ行います。
　今回は『高血圧症・糖尿病・高脂
血症』を中心とした相談です。日頃
気になっているちょっとしたことや、
なかなか相談できずにいることなど
を県内で開業している保険医協会会
員の医師が相談に応じます。
日　時　１１月３０日（日）
　　　　午前１０時～午前１２時
主　催　岐阜県保険医協会
　　　　〒５００－８８４４
　　　　岐阜市吉野町６－１４
　　　　三井生命岐阜駅前ビル６階
　　　　 　０５８－２６７－０７１１ 

放送大学　公開講演会
「岐阜県の風土から読み解く地震と災害への備え
―先人の地震体験（歴史）から学ぶこと―」

電話健康相談
～高血圧症・糖尿病・高脂血症を中心に～

 
　平成２７年の裁判員候補者名簿に登
録された方には、本年１１月中旬に名
簿に登録されたことの通知（名簿記
載通知）をお送りします。この通知
は、来年２月ころから平成２８年２月
ころまでの間に裁判所にお越しいた
だき、裁判員に選ばれる可能性があ
ることを事前にお伝えし、あらかじ
め心づもりをしていただくためのも
のです。
　 なお、この段階では、まだ具体的
な事件の裁判員候補者に選ばれたわ
けではありませんので、すぐに裁判
所にお越しいただく必要はありませ
ん（実際に裁判所にお越しいただく
ことになった場合には、別途お知ら
せします。）。
裁判員制度ウェブサイト
　 　http://www.saibanin.courts.go.jp/
※名簿記載通知や調査票、辞退を申
し出ることができる事由などに関
する情報はこちらへどうぞ

裁判所ウェブサイト
　 　http://www.courts.go.jp/
※各地の裁判所のウェブサイトへは、
こちらのウェブサイトよりどうぞ

　 　岐阜地方裁判所事務局総務課庶務係
　 　０５８－２６２－５１２２

裁判員制度
～まもなく名簿記載通知を発送します！

問 

交通事故を 
　　　防ぎましょう 
交通事故を 
　　　防ぎましょう 
交通事故を 
　　　防ぎましょう 

垂井警察署 

　これから日没時刻が早くなり、
夕暮れ時や夜間における交通事故
が多発する時期です。 
　次の事に心掛けて交通事故の発
生防止に努めましょう。 
●夕方から夜間の外出は、明るく
目立つ色の服装に心掛け必ず「夜
光反射材」を活用しましょう。 

●道路を横断する時は、必ず「止
まる・見る・待つ・確かめる」
を守りましょう。 

●高齢運転者標識を表示した車を
見かけたら、無理な追い越しや
割り込み運転はせず、思いやり
のある運転に努めましょう。 

●夕方は、早めにライトを点灯し、
ハイビーム（前照灯の上向き）
を活用し、前方注視や安全な速
度での走行等の安全運転に努め
ましょう。 

※日没時刻 
２０１４年８月１日　午後６時５７分 
２０１４年１１月１日　午後４時５９分 

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 

花かごやお部屋のアクセントに 
いかがですか 

日　時　１１月１５日（土） 
　　　　午前９時～午前１２時 
場　所　働く婦人の家　図書館 
講　師　高木みどり先生 
定　員　１０名 
材料費　３００円 
持ち物　花きり用はさみ、軍手、 
　　　　エプロン、ビニール袋 

　１１月７日（金）までに働く婦人の
家へお申し込みください。 

つるを使った 
アレンジかごづくり教室 

ちくちくと手で縫えるチュニックです。
ぜひどうぞご参加ください！ 

日　時　１１月２２日（土）、２９日（土） 
　　　　２回講座 
　　　　午前９時～午前１２時 
場　所　働く婦人の家　図書館 
講　師　高木希巳代先生 
定　員　１０名 
材　料　フリース（幅１４０cm×１ｍ）、
　　　　布はさみ、裁縫道具 

　１１月１４日（金）までに働く婦人の
家へお申し込みください。 

型紙のいらない 
フリースのチュニックづくり教室 
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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10月1日現在 

人口 

男 

女 

世帯数 

（－15人）　 

（－13人） 

（－ 2 人） 

（－ 1 世帯） 

7，763人 

3，809人 

3，954人 

2，817世帯 

平成26年 9 月16日から 
平成26年10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 

道永 
幸子 

大輔 
綾乃 

博司 
恵子 

まさみち 

ゆい ね 

え  り 

一也 
真由 

今須中町 

製作所社宅 

西町二 

公門三 

東町一 

住　所 氏　名 

新　町 

公門二 

野上一 

新　明 

８１歳 

５３歳 

９８歳 

７９歳 

桐山　利雄 

不破　比呂美 

古山　信一 

谷口　佳正 

小　池 
 
大垣市 
 
 
貝　戸 
 
海津市 
 
 
東町二 
 
岐阜市 

浅野　貴範 
 
野田　依里 
 
 
氏縄　孝明 
 
田中　友梨 
 
 
山本　竜也 
 
酒井　あすか 

山田　聖道 

西　　結音 

宮野　恵里 

日比　真穂 

樋口　聖真 

ま   ほ 

英寛 
美穂奈 

せい ま 

１１月４日（火）～「Ｗプレミアム商品券」販売 １１月４日（火）～「Ｗプレミアム商品券」販売 

販売期間　１１月４日（火）から売り切れるまで 
　　　　　午前９時～午後５時（土日祝日は除く） 
　　　　　※１１月４日から１１日の間は、 
　　　　　　販売時間を午後６時まで延長します。 
販売場所　関ケ原町商工会館 
　　　　　※１１月４日のみ今須生活改善センターでも販売 
ご利用期間　１１月４日（火）～平成２７年１月３１日（土） 
購入限度　１人３セット（３０，０００円まで）、 
　　　　　１世帯につき  ６０，０００円まで 
賞品、抽選方法　特賞×５本、１等商品券３，０００円分×４５本 
　　　　　（１２月中旬抽選後、新聞折り込み及び 
　　　　　　　　加盟店店頭にて当選番号を周知します） 
　　　　　□　関ケ原町商工会　　□　４３－０２７０ 問 

　商工会では、日頃の消費者への感謝サービスの一環と 
して、掃除機、温風ヒーターなどの家電品が当たる抽選 
付き「Ｗプレミアム商品券」を１，０００円の商品券１１枚 
（１１，０００円分）１セットを１０，０００円で販売します。 

関ケ原町を元気に！！生活大応援！！ 関ケ原町を元気に！！生活大応援！！ 関ケ原町を元気に！！生活大応援！！ 


