
　 不破西消防署　　 ４３－０１１９ 問 

毎年１１月９日から１１月１５日まで１週間『秋の全国火災予防運動』が実施されます。 

平成２５年度全国統一防火標語 

　暖房器具の使用が始ま
るこれからは、空気が乾
燥し火災の発生しやすい
季節になります。 
　少しの不注意から火災
が発生しやすくなります。
火の取り扱いには十分注
意してください。 

　秋の全国火災予防運動初日の１１月９日は
「１１９番の日」です。住民の方々の消防に
対する理解と認識を深め、防災意識を高め
る目的で１９８７年
に制定されました。 
　いざという時に
備えて、落ち着い
て１１９番通報でき
るようにしてくだ
さい。 

　防火意識の高揚、火災予防の啓発に活用するため各小
学校の皆さんに防火ポスターを作成してもらいました。 
　また、作成してもらったポスターは１１月７日（木）から
１１月１３日（水）までふれあいセンターに展示します。 
　入選者は以下のとおりです。（敬称略） 

◆関ケ原小学校　　伊藤　唯　　　上口駿太朗 
　　　　　　　　田代　欧介　　西村　尚 
　　　　　　　　堀田　純平 
◆今須小学校　　谷口　紗弓　　山田　真衣 

不破郡連合演習について 不破郡連合演習について 
　地域の安全安心を守るため、また災害に迅速に
対応できるよう垂井町と合同で訓練を行います。 

　　　日　時　１１月１０日（日） 
　　　　　　　午前７時３０分より 
　　　場　所　陣場野及び東野地内 

　当日は、サイレンを吹鳴し消防車両が走行しま
す。また交通規制等を実施する箇所もあります。
　ご理解とご協力お願いします。 
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●消防署　平成25年 9 月分

出動件数
累計今月

343交 通

435一般負傷

13817急病人

516その他

26631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

00建 物

00車 両

00林 野

52その他

52計
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全力で仲間とともにかけぬけた大運動会
　澄み切った秋空のもと、９月２１日（土）に大運
動会が開催されました。子どもたちは、９月初め
から３週間全力で取り組んできた練習の成果を存
分に発揮して、どの学年も仲間と共にスローガン
にあるような全力の姿を見せてくれました。全校
児童の総力を注いだ応援合戦をはじめ、６年生の
「力走！１００ｍ」での力強い姿、幼稚園の「とんで
くぐってゴー」での微笑ましい一生懸命な姿など
見応えたっぷりの一日でした。その中でも、幼稚
園と５年生の「ルンルン玉入れ」では、仲良く玉
入れをしたり、踊ったりする姿は、附属幼稚園を
もつ本校ならではの特色ある種目であったと感じ

ました。また４年生、５年生や太鼓クラブの児童
で行った合戦太鼓や語り、剣舞は、地域の方々の
熱心なご指導にも支えられ、地域に根ざした素晴
らしい演目として発表することができました。そ
して本校の伝統として息づいています。こうした
運動会ができたのも地域の学校として、在校生の
保護者の皆様はもちろんのこと、関ケ原町民皆様
のご支援があったればこそと感じています。関ケ
原中学校のボランティアの生徒さんたちの応援も
ありがたいものでした。多くの方々の支えがあっ
て、子どもたちのとびきりの笑顔が生まれたのだ
と感じています。運動会を通して一回りたくまし
くなった子どもたちは、これからも学校生活に、
地域の活動にと、どんどん活躍してくれることと
思います。さて、地域の方にお世話になっている
一例として安全サポーター様がみえます。その方
たちに感謝する会を今年も１１月１３日（水）午後１
時２０分から計画しています。その後、ＰＴＡの方
が企画、運営をし
てくださった親子
音楽鑑賞会を計画
しています。多数
ご参加くださるよ
うお願いします。

関ケ原小学校 

　関ケ原野球スポーツ少年団の紹介をさせていた
だきます。
　団員は３２名で、関ケ原小学校と今須小学校の合
同チームです。
　練習は、土曜日が桃配運動公園、日曜日は今須
の杉っこ広場で行っています。
　練習試合や各大会で日頃
の練習成果を発揮できるよ
うに、チームのスローガン
でもある「心をひとつに」
を合言葉に、みんなで楽し
く頑張っています。その他
にも、春の親子野球や夏の
ミニキャンプ、秋のお楽し
み会等を企画して、指導者、
育成会、団員が一体となっ
て取り組んでいます。
　今年度は、関ケ原町と兄
弟都市である、鹿児島県日
置市との親善交流事業にも

参加させていただき、貴重な体験をすることがで
きました。
　団員は随時募集しています。野球に興味があれ
ば是非練習を見に来てください。
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営業時間　午前１０時～午後４時３０分 
　　　　　※営業時間が変更しました（３月末まで） 
定 休 日　月曜日・祝祭日の翌日 
http.//www.yagikoubou.com

　「かぼちゃ」「焼いも」の 
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♪ 

11
【特別番組】
 平成２５年　秋の高山祭 
◇２日（土）午後７時・３日（日）正午・午後４時　他
 いびがわマラソン生中継 
◇１０日（日）午前８時３０分
【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スタート！
　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
 地域散策「里見まさとのご町内探訪」
◇１０月２８日（月）～１１月３日（日）
　・２５日（月）～１２月１日（日）　午後６時３０分～　他
 お店紹介「みるチャン」
◇４日（月）～１０日（日）・１８日（月）～２４日（日）
　　　　　　　　　　　　　午後６時３０分～　他
 クイズ番組「マチサガ！」
◇１１日（月）～１７日（日）　　　午後６時３０分～　他
 ＴＶギャラリー 
◇月～日　午後６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。 

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。

１１月９日（土）午前１０時３０分～午前１１時
担当：読書サークル
★きょうはカメくんのたんじょうび
★うりこひめとあまんじゃく

１１月２３日（土）午前１０時３０分～午前１１時
担当：司書
★１こでも１００このりんご
★りんごがたべたいねずみくん

■おはなし原っぱ

ふれあいセンター　小ホール 

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 

素朴ですてきな木工作品展
出　展：吉川義彦さん（関ケ原町在住）
期　間：１１月２日（土）～１１月２９日（金）

正月リースづくり教室

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 

　簡単で手軽に出来るかわいいリースです。
　ご一緒に作りませんか。
日　時　１１月３０日（土）
　　　　午前９時～午前１２時
場　所　働く婦人の家　図書室
定　員　１０名
材料費　１，０００円
持ち物　はさみ、目うち、刺繍針
申込期限　１１月２２日（金）
　作品見本が事務所にありますのでご覧ください。

 新聞紙で作るちぎり絵教室 
～ちぎり絵のクリスマスカードを作ろう！～
日　時　１１月２４日（日）
　　　　午前１０時～午前１２時（午前９時４５分より受付）
場　所　エコミュージアム関ケ原
講　師　千賀　敦子さん（海津市在住）
定　員　１５名　小学生以上親子で参加ください。
材料費　３００円
持ち物　スティックのり、ピンセット
服装等　汚れてもいい服装で
内　容　新聞紙を使ったかわいいクリスマスカードを
　　　　作ります。
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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２６日（火）
　　　　第１回目　午前１０時～
　　　　第２回目　午後１時３０分～
場　所　大垣市民会館　大会議室

（大垣市新田町１－２）
※青色申告決算書は確定申告書に同
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・青色申告決算書とも
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》

 
　これまで個人の白色申告者のうち
前々年分あるいは前年分の事業所得、
不動産所得又は山林所得の合計額が
３００万円を超える方が対象とされて
いた記帳と帳簿書類の保存制度は、
平成２６年１月から所得の合計額にか
かわらず、これらの所得を生ずべき
業務を行う全ての方が対象となりま
す。
　なお、この記帳と帳簿書類の保存
制度につきましては、所得税の申告
が必要ない方も対象となります。
　詳細は、国税庁ホームページに掲
載されていますので、ご覧ください。
詳しくは、大垣税務署にお問い合わ
せください。
　 　大垣税務署　個人課税部門
　 　７８―４１０４《ダイヤルイン》
　 　国税庁ホームページ
　　　http://www.nta.go.jp 

所得税の青色申告決算等
説明会のご案内

問 

平成２６年１月から
記帳・帳簿等の保存制度の

対象者が拡大されます

問 

 
　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！
　町内外を問わず、どなたでも参加
できます！
日　時　１１月２４日（日）　小雨決行
　　　　午前９時３０分

～午前１１時３０分
集　合　関ケ原ふれあいセンター

駐車場
講　師　歴史を語る会

　　　　山根　とも子さん
定　員　２０名
参加費　５００円
申　込　教育委員会・中央公民館・

歴史民俗資料館にて申込用
紙を配布しています。

　 　教育委員会　社会教育課
　 　４３－１２８９

せきがはら歴史オープン講座
第３回「北国脇往還を歩く」

受講者募集！

問 

日　時　１１月１９日（火） 
　　　　午後１時～午後３時 
場　所　関ケ原町中央公民館 
テーマ　関ケ原合戦外伝⑱ 
　　　　島津義弘の関ケ原の戦① 
　島津隊の敵中突破(退き口)の
通説、伝承、新説などについて、
資料から検討するものです。 
　また、さきの現地研修の『竹
田城めぐり』の体験話もありま
すのでご参加ください。 

（一般の方ＯＫです。） 

　このたび、次の方から善意のご
寄付をいただきました。

小池　オンシジューム　様
１０，０００円

　いただいたご寄付は、大切に使
わせていただきます。
　誠にありがとうございました。

善意のご寄付

１日　常葉大学１３名様
（静岡）【伊藤】

１０日　個人３名様（静岡）【細見】
１２日　縄の会２８名様

（長野）【池側誠】
１３日　サムスン・ジャパン５名様

（岐阜）【池側惠】
１５日　個人３名様（奈良）【吉田信】
　　　クラブツーリズム２４名様

（大阪）【吉澤】
　　　関西鹿児島県人会９３名様

（大阪）【安部・伊藤】
２１日　個人２名様（岡山）【三輪成】
２５日　１９期文化ＯＢ１４名様

（愛知）【伊藤】
　　　歴史文化クラブ２５名様

（奈良）【細見】
２８日　朝日カルチャー２９名様

（埼玉）【吉澤】
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　１１件

１１月からの新企画展
「見てわかる関ケ原合戦
～郷土に伝わる合戦絵巻・合戦屏風～」
　関ケ原合戦を今に伝えるもの
として、絵巻や屏風があります。
それらの作品の描き方には特色
があり、興味深いものがありま
す。ただ、所蔵の博物館等が遠
路であったり、作品が未公開で
ある為、閲覧できる機会はあま
りありません。
　そうしたなかで、当関ケ原の
地において、こうした作品をも
とにした屏風や絵巻を保存管理
されている方があります。本館
開館３１年目にあたり公開をお願
いしましたところ、ご快諾いた
だき企画展示の運びとなりまし
た。
　この機会に、関ケ原合戦の様
子を絵巻や屏風からご覧くださ
い。
○歴史民俗資料館入館者数
　　　９月分　　２，９５０人
○不破関資料館入館者数
　　　９月分　　　４８１人
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　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１８日（月）～２４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 

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 

 
　高校、大学等への入学時・在学中
にかかる費用を対象とした公的な融
資制度です。お子さま１人につき３００
万円以内を、固定金利（年２．５５％
（平成２５年９月１１日現在）（母子家庭
または世帯年収（所得）２００万円（１２２
万円）以内の方の利率は年２．１５％（平
成２５年９月１１日現在）））で利用でき、
在学期間内は利息のみのご返済とす
ることができます。
　詳しくは下記のコールセンターへ
お問い合わせください。
　 　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

 
　財務省東海財務局では、以下のよ
うな相談を無料でお受けします。
・預金、融資、保険、賃金、証券な
どの金融サービスに関する相談

・無登録業者からの未公開株、社債
などの勧誘、被害に関する相談

・多重債務、家計の再建、借金に関
する相談及び心の悩み相談

日　時　１１月１９日（火）
　　　　午前９時～午後５時
場　所　財務省　東海財務局

岐阜財務事務所
　　　　（岐阜市金竜町５－１３

岐阜合同庁舎）
予約電話　
　 　金融ほっとライン（東海）
　 　０５２－９５１－９６２０
　　　平日　午前９時～午前１２時
　　　　　　午後１時～午後５時

「国の教育ローン」のご案内
（日本政策金融公庫）

問 

「金融ほっとライン（東海）」による
無料巡回相談会の開催

問 

 
　「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
わ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１７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
◎２０周年記念として、ゲスト歌手｢山
科里美さん｣をお呼びしておりま
す。
◎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。
　 　定野　光武　　 　４３－５６５４

 
　去年に続き２回目のロビーコン
サート。３人の女性による中国の楽
器二胡の合奏をお楽しみください。
日　時　１１月２３日（土）
　　　　午後１時３０分開演　約１時間
場　所　関ケ原ふれあいセンター

ギャラリー
出　演　二胡ユニット「ほのか」
参加費　無料
対　象　幼児から大人まで
主　催　文化プロデュースＦＵＷＡ

（ＢＰＦ）
後　援　関ケ原町教育委員会
　 　ＢＰＦ代表　栗田　友次
　 　０９０－３５６４－４７７２

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

第２０回関ケ原歌謡連合会
カラオケ発表会を開催

問 

二胡演奏会を開催

問 

岐阜県で働くすべての方へ 

時間額 724円 

【発効日】平成２５年１０月１９日 

最低賃金が 
　　　　改定されます！ 

国税庁 検 索 

平成25年9月分 

比  較
24年9月の
排出量

２5年9月の
排出量

品  目

0.33％減71.70ｔ71.46ｔ燃やせるごみ

11.53％増7.37ｔ8.22ｔプラスチック類

8.56％増6.19ｔ6.72ｔ燃やせないごみ
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発行 ： 関ケ原町役場 

〒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25年10月1日現在 

人口 

男 

女 

世帯数 

（－13人）　 

（－ 8 人） 

（－ 5 人） 

（＋ 1 世帯） 

7，885人 

3，865人 

4，020人 

2，841世帯 

平成25年 9 月16日から 
平成25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 

亮次 
明代 矢野　斗真 

佐竹　生守 

後藤　侑良 

桑原　明希 

澤頭　咲希 

智裕 
美枝子 

いく ま 

智哉 
沙緒里 

ゆ　ら 

和也 
さち子 

あ　き 

年宏 
エリカ 

さ　き 

とう ま 

今須中町 

六反田 

製作所社宅 

野上一 

グリーンフィールド 

住　所 氏　名 

玉東部 

松　尾 

山　中 

グリーンフィールド 

大　高 

野上二 

竹の尻 

９１歳 

８７歳 

９７歳 

７６歳 

９２歳 

６８歳 

８０歳 

溝口　照子 

淡川　肇 

米田　房江 

藤川　昭 

西脇　ひさゑ 

河合　良夫 

上村　信子 


