
平成２５年１２月１日 12 第593号

４３－１１２２ 

▲関ケ原町絵画（洋画・日本画）グループ展▲北保育園４歳児「絵の具であそぼう」
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　　　「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療短短短短短短短短短短短短短短短短短短短短期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」ののののののののののののののののののののごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご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空床利用型医療短期入所」のご案内

医療福祉相談室　細田きく子

　障がい者の制度は、２００６年に「障害者自立支援法」が施行され、地域生活と就労の支援を推進
されるようになり、２０１３年４月には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律（障害者総合支援法）」といった長い名前の制度に代わりました。重度の障がいをお持ちであっ
たり、医療依存度が高い障がいをお持ちの方が地域で生活を続けて頂くための支援として関ケ原
病院は「空床利用型医療短期入所」を行っています。

＜対象となる方＞
①身体、知的のいずれかの障害者手帳をお持ちの方（１８歳未満の方を除く）
②障害者区分５または区分６の方
③次の状態のうち５つ以上の状態に適合すると認められた方
　・自力で移動できない方　　　　　・視覚により認識できない方
　・意味のある発語が出来ない方　　・自分で食事摂取が出来ない方
　・意思疎通が出来ない方　　　　　・排泄の介助が全面的に必要な方
④関ケ原町及び周辺地域に在住の方

＊①～④すべてに該当する方が対象になります。ご利用期間、ご利用料金はお手持ちの受給者証
にてご確認ください。ご不明な点がありましたら、下記までお気軽にご連絡ください。

＜連絡先＞　　関ケ原病院　医療福祉相談室　細田　きく子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　４３－１１２３
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　２０１４年もみなさんのチカラで関ケ原を日本一元気で健康な町にしていきましょう！！
リハビリテーション科　　理学療法士　谷田靖仁

年年年年年年年年年年齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢ををををををををををかかかかかかかかかかささささささささささねねねねねねねねねねるるるるるるるるるるほほほほほほほほほほどどどどどどどどどどにににににににににに筋筋筋筋筋筋筋筋筋筋トトトトトトトトトトレレレレレレレレレレをををををををををを！！！！！！！！！！年齢をかさねるほどに筋トレを！
～雪かきに負けないカラダ作りをしよう～

１日１セットからでもはじめましょう！ 
 

【足全体の運動】 

足を肩幅程度に開いて、つま先は真っすぐにします。 
そのまま膝を曲げながらお尻を下げていきます。この時、膝が前に出過ぎないようにします。 
目線は前を向き、あごが上がらないようにして、１０回ほど行います。 
手を離して出来る方は、離す方がより効果的です。 

【お尻を伸ばすストレッチ】 

上向きに寝ます。 
片方の膝を体の近くまで曲げます。その状態から膝を抱え込むように体の方へ引き寄せて２０～３０
秒ほどお尻の筋肉を伸ばします。 

【体幹の運動】 

四つ這いが開始姿勢になります。 
まずは、片方の手を床と水平になるように上げます。 
次は足だけを床と水平になるように上げます。 
最後に手と足を一緒に１０秒ほど上げます。 
（手を上げた方と逆側の方の足を上げます。） 

可能なら 

　時の流れは早いもので、２０１３年も終わろうとしています。今回で４回
目になりますが、みなさん筋トレは順調ですか？
　少しずつ寒くなり、本格的な冬が到来し、今年は大雪になるとの予想
もあります。雪かきには全身の筋力、体力、バランス、気力等、多くの
能力が必要とされます。今からでも運動を行えば雪かきなんて『ヘのカッ
パ！！』になること間違いなし！！

～episodeⅣ～
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●国保　関ケ原病院の外来診察と担当医師（平成25年12月）※都合により休診になる場合があります。
土金木水火月診療科名等

森島瀬古瀬古森島瀬古高野一診

内 科

小木曽桐井森島桐井桐井小木曽二診

循環器外来高野小木曽高野三診

斎藤斎藤五診

高野大西桐井土井／小木曽森島瀬古／小木曽初診

斎藤（予約外来）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　山内（１２／９～周）外科・二診皮 膚 科

久島楊楊久島楊河村一診

整 形 外 科 久島二診

久島（午前１０時まで）久島（午前１０時まで）久島（午前１０時まで）処置・リハビリ診察

西田白木午前眼 科

１・３・５　久世
　　　２・４　西堀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。）

１２月２日（月）　→　３日（火） 

　関ケ原病院南２階病棟では、スタッフが協力し
チューリップの球根植えや盆踊りなど、月に一度
入院患者さんを対象にレクリエーション活動を
行っています。
　１０月１６日（水）には１０月の催しとして、ボラン
ティアグループ『てるてる座』さんの協力のもと、
歌謡舞踊ショーを行いました。車いすや人工呼吸
器をつけてベットでの参加、患者さんのご家族も
共に参加され、曲に合わせた素敵な衣装や小道具、
歌に踊りとトークも交えて患者さん共々スタッフ
も笑い、笑い、笑い、楽しい時間を過ごしました。

　１０月２７日（日）、関ケ原ふれあいセンター、役
場庁舎及び老人福祉センターを会場として、第２９
回岐阜県病院協会医学会が行われました。この学
会は、県内の８８病院が加盟する協会が毎年開催し、
今年度は関ケ原病院が当番病院となり、瀬古章院
長を学会長として１月より準備を進めてきました。
当日は台風の接近が心配されましたが好天となり、
県内より１，２３６人の医療関係者が参加し、医師、
看護師及び理学療法士他計２６６人の研究発表を行
いました。
　特に、今回は特別講演「関ケ原合戦から学ぶ組
織運営と経営管理」として静岡大学名誉教授の小
和田哲男先生にご講演をいただき、関ケ原ならで
はの講演に参加者は熱心に聞き入っていました。
　また、休憩時には
隣接のやぎ工房のア
イスに、４００名の参加
者が詰めかけ、学会
の運営に華を添えて
いただきました。

　地域完結型医療の
推進を目指して　

関ケ原病院内にて
歌謡舞踊ショー開催



　 不破西消防署　　 ４３－０１１９ 問 

　毎日寒い日が続き、皆さんのご家庭でも暖房器具をお使いのことと思います。最近の暖房
器具は、安全設計がされた物が大半となっていますが油断は禁物です。 
　下記の点に十分注意し取り扱って下さい。 

●ストーブの周りには、紙や洗濯物など燃えやすいものを
置かない。 
●壁やカーテン等からは十分な距離を取る。 
●ストーブ、ファンヒーターの近くでスプレー缶の使用、
またスプレー缶を近くに置かない。 
●給油をする時は、必ず火を消してから行うこと。 
●就寝時、外出時には、必ず完全に消火していることを確
認すること。 

　消防活動で使用する消火栓・防火水槽は、緊急時に即時使用可能な状態であるよう、常に点検
整備しています。 
　しかし、積雪時には路面上の消火栓・防火水槽が雪で隠れてしまうことや、路上駐車車両が増
えることから、迅速であるべき消防活動に支障をきたすことがあります。 
　消防水利を確保し、一刻も早い消防活動を行
うため、水利付近の除雪などのご協力をよろし
くお願いします。 

『暖房器具による一酸化炭素中毒の注意』 
　暖房器具による一酸化炭素中毒の事故に注意してください。一酸化炭素は、石油やガ
スや炭などの不完全燃焼により発生しますが、無色、無臭なため、発生しても気がつき
にくいものです。一酸化炭素は少ない量を吸入しても、死に至ることもあります。 
　一酸化炭素中毒は、充分な換気を行うことで未然に防止することができます。室内に
おいて石油ストーブやガス器具などを使用する際は、換気に十分注意してください。 
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●消防署　平成25年10月分

出動件数
累計今月

395交 通

474一般負傷

15315急病人

532その他

29226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

50その他

50計
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　２学期に入り、小中合同運動会を行いました。
「全力発揮！深める絆！魅せつけよう今須の底
力」をスローガンに７月の結団式から、夏休み中
も熱心に練習や準備を積み重ねてきました。小中
学生が力を合わせて力一杯引っ張る綱引き、力の
限り声を振り絞った応援合戦など全力で最後まで
取り組む姿に温かい励ましと大きな拍手をいただ
きました。また、中学３年生の生徒が「今までで
一番心に残っています。今日を絶対忘れません。」
と感謝の気持ちを全校の前で語ってくれました。
このようなことを通して小学生と中学生が今まで
以上にその絆を深めることができました。さらに、
地域の伝統で
ある今須太鼓
踊りを共演し、
より地域の方
との交流も深
められた運動
会になったと
思います。 

　運動会が終わるといよいよ学びの秋です。教師
にとっても今年度は３年間の研究のまとめとして
関ケ原町学校教育研究会発表会において本校の小
中併設校のメリットを生かした小中合同の教育活
動を発表しました。今まで本校が「相手を意識し
たコミュニケーション能力の育成」をめざして取
り組んできた成果を発表する場です。授業や小中
合同ペア活動では自分の考えを相手意識や目的意
識をもって伝え合う子どもたちの姿をたくさん見
てもらうことができました。今後も今須小中学校
の子どもたちの成長を願ってさらに研究を深めて
いきたいと思っています。

　今須小中学校のＨＰでは、学校生活を紹介して
います。ぜひ、ご覧ください。
　 　http://imasu.sakura.ne.jp

今須小中学校 

▲小中合同運動会　成績発表

▲公開授業

▼小中合同交流活動

　空手道スポーツ少年団は、現在、３３名の団員で
活動しています。
　空手道スポーツ少年団のすごいところは団員の
住んでいるところが広範囲なことです。学校の事
や遊びの事を情報交換して楽しんでいます。もう
一つすごいのは、年齢が幼稚園から中３までその
差が１０歳もあることです。でも練習以外の休憩中
や合宿などの活動ではみんなとても仲良しです。 　この夏は、長浜のサイクリングターミナルで合

宿を行いました。練習は暑くて大変でしたが、そ
の後は先生も一緒にみんなでドッヂボールやシッ
ポ踏みゲームを楽しみました。
　今は試合と昇級審査が控えているので、みんな
それぞれの目標に向けて頑張っています。
　みんなが仲良く、でも練習の時には厳しく教え
る立場と教えられる立場に分かれ一生懸命練習に
励んでいます。
　ぜひ一度見に来てください。

練習場所・時間：関小体育館
毎週土曜日　１７：００～１９：００
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親子ロール型クリスマスケーキづくり教室

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 

　ふわふわケーキにデコレーションしましょう。
日　時　１２月２１日（土）午前９時～午前１２時
場　所　働く婦人の家　調理室
講　師　井野　和子　先生
対象者　小学生と保護者
定　員　１０名
材料費　１，０００円（ロール型クリスマスケーキ）
持ち物　エプロン、三角巾、
　　　　持ち帰り用の容器（２０×３５）
申込期限　１２月１３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

 １２月・１月のギャラリー 
写真展　～伊吹山花図鑑～
出　展：野村民夫さん（垂井町在住）
期　間：１２月３日（火）～

平成２６年１月３０日（木）

12
 ☆新番組☆ レッツ ボランティア 
◇９日（月）～１５日（日）　午後７時１５分～　他
 地域の情報「デイリーＵＰ」
◇月～金　毎日　午後６時　他再放送あり
 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」
◇１日（日）・２３日（月）～２９日（日）　午後６時３０分～　他
 お店紹介「みるチャン」
◇２日（月）～８日（日）・１６日（月）～２２日（日）

　　　　　　　　　　　　午後６時３０分～　他
 クイズ番組「マチサガ！」
◇９日（月）～１５日（日）　　　　午後６時３０分～　他
 ＴＶギャラリー 
◇月～日　午後６時５８分～　他
　 　E-mail  oct@ogaki-tv.co.jp　※身近な情報をお寄せください。

★新春メッセージ収録します★
今年もカメラの前で新年のご挨拶を！ぜひご参加ください。

【収　録　日】
２１日（土）　午後２時～午後５時　関ケ原ふれあいセンター
２３日（月・祝）　午後３時～午後６時　大垣ケーブルテレビ本社
※収録場所の詳細は当日ご案内いたします。

４３－２２３３ 

※この期間は毎年、図書返却ポストがいっぱいになり、
本が傷む原因になります。延滞されている本は、なる

� ������������������

べく早く図書館カウンターまで返却をお願いします。

■年末年始のお知らせ

　下記のとおり返却日を変更します。従来の貸出期間よ
り長くなっております。年末年始を有意義に過ごせるよ
う上手にご利用ください。

返　却　日貸　出　日
平成２６年１月５日（日）　　１２月１４日（土）　　
平成２６年１月７日（火）　　１２月１５日（日）　　
平成２６年１月８日（水）　　１２月１７日（火）　　
平成２６年１月９日（木）　　１２月１８日（水）　　
平成２６年１月１０日（金）　　１２月１９日（木）　　
平成２６年１月１１日（土）　　１２月２０日（金）　　
平成２６年１月１２日（日）　　１２月２１日（土）　　
平成２６年１月１３日（月・祝）１２月２２日（日）　　
平成２６年１月１６日（木）　　１２月２３日（月・祝）
平成２６年１月１７日（金）　　１２月２６日（木）　　
平成２６年１月１８日（土）　　１２月２７日（金）　　

年末年始の休館日

１２月２８日（土）～平成２６年１月４日（土）

休館日を除く１２月・１月中は

お１人様２０冊まで貸出可能！

日　時　１２月１４日（土）
　　　　午後１時３０分～午後３時
場　所　ふれあいセンター　小ホール
内　容　★大型紙芝居「いとしの犬ハチ」
　　　　★エプロンシアター

「まる、さんかく、しかく！」
　　　　★ふくわらい
　　　　★人形劇「あかずきん」
　　　　★つくってあそぼう

「ぱくぱくアンパンマン」
持ち物　はさみ、クレヨン（色えんぴつ）

■にじっこクラブ・クリスマス会
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　特設人権相談所を開催します。家
庭内の問題、いじめ、体罰、虐待、
悩みごとなどでお困りの方は、お気
軽にご利用ください。
　相談は無料で、秘密は守ります。
　人権擁護委員が相談に応じます。
日　時　１２月１０日（火）
　　　　午後１時３０分～午後４時
場　所　老人福祉センター
　 　岐阜地方法務局　大垣支局
　 　７８－３３４７

 
日　時　平成２６年１月１６日（木）
　　　　午前１２時～午後３時３０分
場　所　岐阜県歯科医師会館
　　　　岐阜市加納城南通り１－１８
研修内容　講義・実習
　　　　歯科衛生士＝

ＳＲＰ／ＰＭＴＣなど
　　　　歯科技工士＝
　　　　　　有床義歯技工学、
　　　　　　歯冠修復技工学など
受講料　無料
その他　希望者には就職先の紹介も

行っております。ぜひご参
加ください。

締　切　平成２６年１月８日（水）
　 　（公社）岐阜県歯科医師会事務局
　 　０５８－２７４－６１１６
　 　http://www.gifukenshi.or.jp/

問 

あなたの資格眠っていませんか？
第２２回歯科衛生士・歯科技工士

再チャレンジスキルアップ研修会のご案内

問 

１２月４日～１０日は「人権週間」
みんなで築こう 人権の世紀
～考えよう 相手の気持ち

育てよう 思いやりの心～ 日　時　１２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　東北蝦夷の歴史 
　大和朝廷と蝦夷の戦い。東日
本大震災と福島第一原発の事故
にもかかわらず復興とふるさと
再生に尽力されている東北の
人々を忘れぬために、先人の蝦
夷の苦闘を資料から読み解くも
のがたりです。（２０１３年を締め
くくる学習です） 

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

クリスマスギフトや 
　　お歳暮にぜひ♪ 

○歴史民俗資料館入館者数
　　　１０月分　　３，３２７人
○不破関資料館入館者数
　　　１０月分　　　４６３人

２日　東海金亀会２１名様
（岐阜）【安部】

１１日　鵜沼宿ボランティアの会１８名様
（岐阜）【伊藤】

１２日　史訪会１１名様（茨城）【井野】
１３日　個人６名様（東京）【細見】
１４日　個人６名様（愛知）【高木敏】
　　　歴史まるわかりツアー３３名様

（岐阜）【池側誠・池側惠】
　　　歴史探訪バスツアー２０名様

（福井）【三輪成】
　　　個人４名様（青森）【今井】
１５日　垂井地区労金友の会３３名様

（岐阜）【高木敏・井野】
　　　南部歴史クラブ２８名様

（奈良）【吉澤】
１７日　池田町八幡公民館１６名様

（岐阜）【安部】
　　　米原市立坂田小学校８６名様

（滋賀）【吉澤・田中・三和敏】
１８日　米原市立柏原小学校４０名様

（滋賀）【吉澤】
１９日　岡崎市歴史探訪ツアー６０名様

（愛知）【山根・松井】
２０日　綾野山歩会１９名様

（三重）【細見】
２１日　ＹＡＳＵほほえみクラブ３３名様

（滋賀）【三和敏】
２２日　日本セカンドライフ協会２４名様

（大阪）【伊藤】
２７日　個人１名様（岐阜）【細見】
２９日　篠山歴史美術館友の会３１名様

（兵庫）【池側誠・池側惠】
　　　個人１名様（神奈川）【田中】
３０日　日本無機垂井ＯＢ会２１名様

（岐阜）【三輪成】
　　　個人１名様（静岡）【高木敏】
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

１０月ガイド実績　２２件

　いつもご利用いただきありがとう
ございます。
　休業・営業時間の変更をしますの
で、ご案内します。　ご不便をおかけ
いたしますが、ご理解・ご協力を賜
りますようお願いします。
 グラウンド・ゴルフ場 
　芝養生のため、下記のとおり休業
します。
　１２月２９日（日）～

平成２６年２月２８日（金）　
　※３月１日（土）より営業再開予定

 喫茶・軽食　今須宿 
　下記の期間、営業時間を変更しま
す。
　平成２６年１月６日（月）～

２月２８日（金）　
午前９時～午後１時

※１２月２７日（金）～平成２６年１月５日
（日）は休業
※３月１日（土）より通常どおり営業
予定

　 　役場　地域振興課
　 　４３－１１１２
問 
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　東日本大震災からの復興に関して実
施する防災のための施策に必要な財源
を確保するため、平成２６年度から平成
３５年度までの各年度分の個人の住民税
の均等割の税率に１，０００円（県民税５００
円・町民税５００円）が加算されます。
　 　岐阜県　税務課　課税係
　 　０５８－２７２－１１５３（直通）　

 
　平成２６年度入学生募集のための学
校説明会を実施します。
日　時　１２月１１日（水）、
　　　　平成２６年１月２３日（木）、
　　　　２月９日（日）、１７日（月）、
　　　　３月２０日（木）
　　　　　　　午後２時～午後４時
　　　　いずれも本校で開催。
　　　　電話でお申込み下さい。
　 　岐阜県立華陽フロンティア

高等学校通信制課程
　　　〒５００－８２８６  岐阜市西鶉６－６９
　 　０５８－２７５－７１８５
　 　０５８－２７５－７１８６ 

東日本大震災からの
復興のための税制措置

問 

あなたも通信制課程の高校で
学習しませんか

問 

 
　県内出身者で、東京近郊の４年制
（６年制も含む）の大学に入学予定
の方、２年生以上の在校生を対象に
入寮者を募集しています。
募集人員　男子１８名程度
　　　　女子１０名程度
面接日　１２月７日（土）
面接場所　じゅうろくプラザ・研修室２
　　　　岐阜市橋本町１－１０－１１
応募方法　面接日を明記の上、面接日

の３日前までに必着するよ
う簡易書留にて郵送、又は
持参してください。

※願書を希望される方は、下記まで
ご連絡ください。

　 　（公財）濃飛会  岐阜県学生会館事務局
　 　０４２－６４６－６５６１
　 　http://www.nohikai.com/ 

（公財）濃飛会 岐阜県学生会館
平成２６年度入寮案内

問 

 
　雇用保険を受給できない求職者の
皆さんには「求職者支援制度」があ
ります！
　①求職者支援訓練など、テキスト

代などを除き無料で受講できま
す。

　②訓練期間中なども、ハローワー
クが就職支援を行います。

　③収入、資産などの一定の要件を
すべて満たす方に訓練期間中、
給付金を支給します。

　詳しくはハローワークにお尋ねく
ださい。
　 　ハローワーク大垣
　 　７３－８６０９

職業訓練によるスキルアップで
早期就職を！

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

１次
平成２６年３月７日

最終
平成２６年３月２０日

１次
平成２６年３月１日

２次
平成２６年３月１３日

平成２６年１月２２日～
１月３１日

高卒（見込含）２１歳未満の者
防衛大学校
一般（後期）

平成２６年４月下旬平成２６年１月２５日
１２月１日～
平成２６年１月１０日

大学の理学部、工学部
３・４年次（２６歳未満）

大学院修士課程（２８歳未満）
貸費学生

※受験資格の年齢は各種目とも平成２６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。

 　「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 

　工業統計調査は我が国の工業の実態を明ら

かにすることを目的とした統計法に基づく報

告義務がある重要な統計です。  

　調査結果は中小企業施策や地域振興などの

基礎資料として利活用されます。  

　調査時点は平成２５年１２月３１日です。  

　調査票へのご回答をお願いいたします。 

平成２５年　工業統計調査を実施します 

経済産業省・岐阜県・関ケ原町 

工業統計キャラクター・コウちゃん 

平成25年10月分 

比  較
24年10月の
排出量

２5年10月の
排出量

品  目

1.60％減87.61ｔ86.21ｔ燃やせるごみ

12.06％減9.29ｔ8.17ｔプラスチック類

19.62％減7.95ｔ6.39ｔ燃やせないごみ

8.38％減13.73ｔ12.58ｔ粗大ごみ
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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11月1日現在 

人口 

男 

女 

世帯数 

（－ 5 人）　 

（＋ 1 人） 

（－ 6 人） 

（－ 7 世帯） 

7，880人 

3，866人 

4，014人 

2，834世帯 

平成25年10月16日から 
平成25年11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 

康弘 
裕子 川崎　楓果 

鬼頭　翠 

�田　樹生 

辰己 
真由子 

あきら 

明永 
理恵 
 

いつ き 

ふう か 

大高 

公門六 

玉中部 

住　所 氏　名 

西町一 

宝　有 

玉東部 

貝　戸 

秋　葉 

藤　下 

８５歳 

７６歳 

８０歳 

８６歳 

７６歳 

７０歳 

兒玉　誠三 

今村　克枝 

岩津　弘 

杉山　いとゑ 

西濱　富貴子 

永井　敬久 




