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日　時　４月９日（木）～

７月２３日（木）
　　　　毎週木曜日
　　　　午前９時～正午
場　所　朝倉運動公園
　　　　第３テニスコート
対象者　・基礎コース
　　　　　初心者・基礎練習希望者
　　　　・育成コース
　　　　　ゲーム主体の仲間作り
受講料　基礎コース　２，８００円
　　　　育成コース　２，０００円
主　催　不破郡テニス協会
申込方法　メールまたは往復ハガキで

申込（後日、受講決定の通
知を送付します。）

　　　※申込の際には、住所・氏名・
年齢・電話番号・テニス歴・
希望コース・ラケットの有
無を記載してください。

　　　　ラケットをお持ちでない方
は協会で準備します。

申込締切　３月２３日（月）
　 　（申込先）〒５０３－００３４

　　大垣市荒尾町１７８７－９
　　不破郡テニス協会　山辺東海士
　 　０９０－４２６３－４６５８
　 　tomio_yamabe@yahoo.co.jp

 
　教育委員会では、サークル活動・
各種講座・スポーツなどに関する情
報提供・相談を行っています。お気
軽にご相談ください。また、関ケ原
町生涯学習（講座）ガイドブックに新
たに掲載希望の団体は、３月５日
（木）までにお申し出ください。
　 　教育委員会　社会教育課
　 　４３－１２８９ 

硬式テニス教室受講者募集

問 

生涯学習（講座）のご相談は
どうぞお気軽に！

問 

 
日　時　３月１４・２１・２８日（土）

　　　　午前９時～午前１１時
場　所　垂井町立中央公民館　

会議室（２階）
内　容　外国の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・小学校
低学年生／各コース１０名

＜要・保護者同伴＞
コース　①２・３歳児
　　　　　午前９時～午前９時３０分
　　　　②４・５歳児
　　　　　午前９時４５分～午前１０時１５分
　　　　③６～８歳児
　　　　　午前１０時３０分～午前１１時
講　師　ホン・ローレンスさん

〔英語講師〕
参加費　無料
　 　（申込）３月１２日（木）までに、
　ローレンスさん（ 　０８０－３７８２
　－０８８５）へ

 
日　時　３月２２日（日）　
　　　　午後１時３０分～

午後３時３０分
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１年生以上の方／３０名
　　　　＜保護者同伴／親子大歓迎＞
準備等　はさみ、新聞紙８枚
参加費　２００円
　 　（応募）３月１７日（火）までに　
　林　みゆき〔 　０９０－１７５７－　
　９４０５〕へ

☆不破郡レクリエーション協会
会員・スタッフ募集中☆ 

レクリエーションで「英語を学ぶ」
参加者を募集します。

問 

～可愛らしい小物作りで
アナタの生活に潤いを！～

アクセサリー・小物創作体験教室の
参加者募集！！

問 

 
　計量法の規定により、取引・証明
に使用する「はかり」の定期検査を
行います。該当の方は、必ず受検し
てください。
　この検査を受けずに「はかり」を取
引・証明に使用すると計量法違反行
為となりますので、ご注意ください。
検査日　４月１６日（木）
　　　　午前１０時～午後３時
　　　　関ケ原町役場
※はかり（付属品含む）、手数料（岐阜
県収入証紙）を持参してください。
　 　岐阜県計量検定所
　 　０５８－２５４－８１８９

はかり定期検査

問 

平成27年1月分 

比  較26年1月の
排出量

２7年1月の
排出量品  目

1.98％減88.80ｔ87.04ｔ燃やせるごみ

3.33％減9.32ｔ9.01ｔプラスチック類

14.86％減6.73ｔ5.73ｔ燃やせないごみ

22.68％減10.45ｔ8.08ｔ粗大ごみ

１０日　志ネットワーク関西クラブ
　　７名（大阪）

【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

１月ガイド実績　１件

○歴史民俗資料館入館者数
　　　１月分　　　９２８人
○不破関資料館入館者数
　　　１月分　　　　８４人

　故藤井治左衛門様、故河合覚
様の蔵書を、ご家族より寄贈い
ただきました。ご紹介並びに御
礼を申し上げます。

日　時　３月１７日（火） 
　　　　午後１時～午後３時 
場　所　関ケ原町中央公民館 
テーマ　私はこう思う② 
　　　　関ヶ原合戦 
石田三成公の辞世の真実 

　関ヶ原合戦に敗れた石田三成
は、古橋村から京都へ送られる
ときに詠んだ辞世か。また、合
戦前に詠んだ句か、はたしてど
ちらか。 
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　関ケ原町は平成２５年度からの２年
間、自然エネルギー普及・促進から、
住宅用太陽光発電システムの設置に
係わる費用を補助する制度を設けて
いました。
　しかし、現在はシステムがある程
度普及し、設置費用が以前と比べ安
価になったこともあり、今年度末を
もって終了することとなりました。
　なお、平成２６年度分については平
成２７年３月末日まで申請を受け付け
ておりますので、対象となる方は期
限までに申請をお願いいたします。
　 　役場　地域振興課　
　 　４３－１１１２ 

関ケ原町住宅用太陽光発電システム
設置補助金の廃止について

問 

 
受験資格　①昭和６０年４月２日～平成

６年４月１日生まれの者
　　　　②平成６年４月２日以降生

まれの者で、大学を卒業
した者及び平成２８年３月
までに卒業する見込みの
者または人事院が認める
者

申込期間　インターネット
　　　　４月１日（水）～４月１３日（月）
　　　　郵送または持参
　　　　４月１日（水）及び４月２日（木）
試験日　第１次試験　６月７日（日）
　　　　第２次試験
　　　　７月１４日（火）～７月２２日（水）

のうちの指定日
　 　名古屋国税局

　人事第二課　試験係
　 　０５２－９５１－３５１１（内線３４５０）
　 　 http://www.nta.go.jp/nagoya 

国税専門官募集（大学卒業程度）

問 

 
　史跡関ケ原古戦場の保存、環境整
備と活用を検討する委員を募集しま
す。
条　件　町内に在住する２０歳以上の

方
　　　　本町が設置する他の付属機

関等の委員でない方
定　数　２人
応募方法　応募者は、住所、氏名、生

年月日を記載したものに史
跡整備に関する作文を添え
て教育委員会に提出してく
ださい。

選考方法　作文の審査による
募集期間　３月２日（月）～

３月１７日（火）
　 　教育委員会　社会教育課
　 　４３－１２８９

史跡関ケ原古戦場
保存整備検討委員を募集します

問 

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 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 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 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自 衛 官 等 募 集 案 内
試験期日受付期間受験資格募集種目

５月１６日３月１日～５月１日

２２歳以上２６歳未満の者大卒程度試験

幹部候補生 修士課程修了者等（見込含）
２０歳以上２８歳未満の者

院卒者試験

４月１０日～１４日
（いずれか１日）

１月８日～３月２４日

１８歳以上３４歳未満の者一　般

予備自衛官補 １８歳以上で国家資格等を保有する者
資格により５３歳未満～５５歳未満の者

技　能

※予備自衛官補（技能）受験資格（国家資格等）の細部事項は大垣地域事務所へお問い合わせください。
※毎週火・木曜日に大垣地域事務所にて希望者の方に説明を行っています。
　 　「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 

 　役場　税務課　　 　４３－３０５１問 

所得税の確定申告・住民税の申告相談　３月１６日（月）まで！！
　今年も、２月１６日（月）から所得税・住民税の申告相談を行っております。町での所得税確定申告・申告相談は、
３月１６日（月）までです。（その後は、大垣税務署での受付となります。）
　広報せきがはら２月号において、自治会ごとの所得税確定申告・申告相談の会場・日程を掲載しております。ご
確認の上、お忘れないようお出かけください。（お住まいの地区の割当日に都合が悪い方は、他の日でも申告するこ
とができます。）

取り壊した家屋の固定資産税について
　家屋に関する固定資産税は、毎年１月１日に存在している家屋に課税されます。そのため、平成２７年１月２日以
降に取り壊した家屋については、平成２７年度は課税されることになります。
　なお、家屋の取り壊しをした場合は、役場　税務課まで届出をしてください。届出がない場合は、翌年度も課税
されることになりますので、ご注意ください。
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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.comhttp://www.yagikoubou.com

４３－２５８３ 

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

 ３月のギャラリー 
押し花と和紙はり絵展　
　　　　　～押し花とはり絵が作り出す

華やかな世界～
　出　展：三輪　文代さん　他
　期　間：３月２９日（日）まで

 ボランティア募集のお知らせ！ 
　エコミュージアム関ケ原では、観察会、教
室のお手伝いができるボランティアスタッフ
を募集しています。年齢、性別は問いません。
自然や観察会、体験教室に興味がある方の応
募をお待ちしています。
　詳しい内容をお知りになりたい方は

 　４３－５７２４にお電話ください。

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。
　３月１４日（土）　午前１０時３０分～午前１１時
　担当：読書サークル
　　★しらないまち
　　★はるねこ
　３月２８日（土）　午前１０時３０分～午前１１時
　担当：司書
　　★ぽとんぽとんはなんのおと
　　★たんぽぽ

■ おはなし原っぱ

期　間：２月２８日（土）～３月７日（土）
※７日は午前中のみ

場　所：ふれあいセンター　小ホールにて
　※２日（月）は休館日

■ 第２１回ふれあいギャラリー展

　『本のリサイクル市』を開催します。
　開催に先立ち、リサイクル市に提供していただける
本を募集します。ご家庭で不要になった本を、開催日
までに、図書館カウンターまでお持ちください。

 開催日：４月２５日（土）～
　＊百科事典、問題集、学習参考書は除外
　＊引取りは無料
　＊リサイクル市で残った本の処理は、図書館に一任

■ 不要本を募集します！

【特別番組】
 小中学校卒業証書授与式 
◇関ケ原中学校　　　　　７日（土）午後９時
　　８日（日）午前９時　　９日（月）午後１０時３０分
◇今須小学校　　　　　２６日（木）午後９時
　　２８日（土）午後５時　　２９日（日）午前９時
【レギュラー番組】
 地域の情報「デイリーＵＰ」
◇月～金　毎日　午後６時　他再放送あり
　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 
◇２日（月）～８日（日）・３０日（月）～
　　　　　　　　　　　午後６時３０分～　他
 お店紹介「みるチャン」
◇９日（月）～１５日（日）　午後６時３０分～　他
 クイズ番組「マチサガ！」
◇１６日（月）～２２日（日）　午後６時３０分～　他
 地域散策「里見まさとのご町内探訪」
◇２３日（月）～２９日（日）　午後６時３０分～　他
 ＴＶギャラリー 　　　　　　他　好評放送中！

【重要なお知らせ】
　現在、画面右上に「デジアナ」と表示されているテ
レビは、３月１２日（木）正午以降、映らなくなります。
　お困り事がございましたら、お気軽にお問い合
わせください。

 　８２－１２００　　 　oct@ogaki-tv.co.jp
※身近な情報をお寄せください。
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〒５０３－１５９２　岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原８９４番地の５８ 
　　０５８４－４３－１１１１     　　　０５８４－４３－３１２２ 
　　http://www.town.sekigahara.gifu.jp/     　　info@town.sekigahara.gifu.jp

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27年2月1日現在 

人口 

男 

女 

世帯数 

（－10人）　 

（－10人） 

（± 0 人） 

（－ 1 世帯） 

7，710人 

3，782人 

3，928人 

2，800世帯 

平成27年 1 月16日から 
平成27年 2 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 

秀明 
縁 

たすく 

晃 
晴美 

ま　お 

憲治郎 
あゆみ 

たくろう 

小　池 

宝　有 

緑ケ丘 

住　所 氏　名 

小　関 

小　関 

大　高 

大　高 

９３歳 

９４歳 

８９歳 

８０歳 

岡島　　丞 

樋口　拓郎 

桐山　真緒 

西村　　み江 

西村　みつ 

北野　弘 

樋口　孝一 

住　所 氏　名 

公門六 

公門五 

公門二 

玉東部 

８３歳 

５９歳 

６６歳 

９４歳 

多和田　敏子 

藤元　直久 

�木　千津子 

　玉　由江 

３月１日（日）～通常通り営業！ ３月１日（日）～通常通り営業！ ３月１日（日）～通常通り営業！ 

営 業 時 間 営 業 時 間 営 業 時 間 

　いつもご利用いただきありがとうございます。 
　芝養生のため約２ヶ月間休業しておりました、関ケ原グラ
ウンド・ゴルフ場を３月１日（日）から下記の通り営業を再開
いたします。 
　また、これに伴い喫茶・軽食　今須宿の営業時間も下記の
とおり変更します。 
　皆様方のご来場、心よりお待ちしております！　 

町長杯グラウンド・ゴルフ大会 参加者募集！ 

午前８時３０分～午後４時３０分 
（４月以降は午後５時３０分まで） 
午前９時～午後４時 
（４月以降は午後５時まで） 

グラウンド・ゴルフ場 
 

喫茶・軽食　今須宿 

　誰もが気軽に参加でき、関ケ原グラウンド・
ゴルフ場が交流の場となることを願いスター
トした町長杯を今年も開催します！多くの方
のご参加をお待ちしております！ 

日　　時　４月８日（水）　午前８時～ 
申込方法　関ケ原グラウンド・ゴルフ場に設

置してある参加申込書に参加料を
添えてお申し込みください。 

申込場所　関ケ原グラウンド・ゴルフ場 
申込期間　３月１６日（月）～２６日（木） 
　　　　　※募集人数になり次第終了 

～　観光のまちづくりにご協力を！　～ 
　甲冑（約５ｋｇ）を身にまとって史跡や観光拠点を散
策したり、簡単な観光案内などをしていただく「甲冑
武者ボランティア」を募集します。あなたも「古戦場
のまち関ケ原」のＰＲに一役買ってみませんか。 

活動期間　４月末頃から１０月中旬までの土日祝日（予定）　
　　　　　【午前の部】午前９時～午前１２時、【午後の部】午後１時～午後４時 
　　　　　※上記の期間で、活動可能な範囲で活動をお願いします。 
活動拠点　笹尾山　石田三成陣跡周辺（予定） 
謝　　礼　午前の部、午後の部とも　各部１，０００円 
募集対象　町内在住　もしくは　在勤者 
募集人数　若干名 
応募方法　役場　地域振興課窓口にある所定の申込用紙にて 
応募締切　３月１６日（月） 
　　　　　問　役場　地域振興課　　　　４３－１１１２ 問 

問　役場　地域振興課　　】　 ４３－１１１２ 問 


