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主  な  内  容  

▲ぎふ清流国体・ぎふ清流大会　炬火リレー

●関ケ原合戦祭り２０１２  …………………………Ｐ２
●農地パトロール（農地利用状況調査）の
　　　　　　　　　　　　　実施について  …Ｐ３
●保健衛生だより  ………………………Ｐ８～Ｐ１１
●後納制度（国民年金保険料の納期限の延長）
　　　　　　　　　　　　が始まります！  …Ｐ２２
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　戦国の聖地として、戦国ファンの注目を集める関ケ原。 
　関ケ原における交流の促進・恒久的な交流の舞台づくりを推
進するための核イベントとして、平成２０年より開催している「関
ケ原合戦祭り」も今年で5年目を迎えました。今では、全国の
戦国ファン・関ケ原ファンが集い交流する場として定着し、毎
年の参加と出会いを楽しみにしている方々も。 
　今年も「関ケ原合戦絵巻２０１２」などイベントが盛りだくさん。 
ぜひお越しください！ 

１０月２０日（土）・２１日（日） 
　　　 午前１０時 ～ 午後４時 
関ケ原ふれあいセンター周辺（両日）笹尾山会場（２１日（日）のみ） 

●無双トーク in SEKIGAHARA 
●東映剣会 殺陣ショー 
●関ケ原戦国ライブ（さくらゆき・大林幸二・オレンチェ） 
●信州上田おもてなし武将隊等 

２０日（土） 

関ケ原合戦絵巻２０１２ 
　布陣パフォーマンス・全軍武者行列・合戦絵巻 
関ケ原合戦絵巻２０１２ 
　布陣パフォーマンス・全軍武者行列・合戦絵巻 
関ケ原合戦絵巻２０１２ 
　布陣パフォーマンス・全軍武者行列・合戦絵巻 
関ケ原合戦絵巻２０１２ 
　布陣パフォーマンス・全軍武者行列・合戦絵巻 

　毎年恒例！甲冑武者たちによる関ケ原合戦劇！ 

　その他、のろしパフォーマンス・戦国グッズマーケットも開催！ 

● 
 
 
●鉄砲隊演武 
●関ケ原歴史行列・子ども歴史絵巻 
●笹尾山で関ケ原を語る（講師：小和田哲男先生）等 
 

２１日（日） 

　□　関ケ原合戦祭り実行委員会事務局（役場　地域振興課）　□　４３－１１１２ 問 

　「関ケ原合戦祭り」を題材にした作品を募集します！ 
募集作品　「関ケ原合戦祭り」のイベントであれば内容は問いません。 
応募規定　①サイズはカラーのみ四つ切り（四つ切りワイド可）とします。デジタルも可 
　　　　　　（ただし、加工は不可）で未発表のものに限ります。応募点数は１人1点です。 
　　　　　②応募作品の裏面に応募票（地域振興課にて配布）を添付し、 
　　　　　　郵送又は持参にて応募してください。 
　　　　　③応募作品は、原則返還しません。 
　　　　　④入賞者の著作権は、主催者に帰属します。 
　　　　　⑤入賞者は、原版（デジタル写真はメディアかＣＤに書き込みしたもの）を提出して

いただきます。提出がない場合は、入賞を取り消します。 
　　　　　⑥人物等の被写体に関する肖像権等については、応募者の責任となります。 
応募期間　１０月３１日（水）（必着、郵送可） 
作　品　賞　最優秀賞１名　賞状・金２万円、優秀賞２名　賞状・金１万円、入賞３名　賞状・金５千円 
審　　査　主催者が委嘱する者による審査 
発表及び表彰　11月上旬に入賞者に通知し表彰します。 
　　　　　関ケ原ふれあいセンターにて１１月１５日（木）から３０日（金）まで展示します。 
応　募　先　関ケ原合戦祭り実行委員会事務局（役場　地域振興課内）　□　４３－１１１２ 

主　催　関ケ原合戦祭り実行委員会 
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行政相談ってなに？ 
　皆さんの暮らしの中で、役所の仕事について不満を感じたり、
よくわからないということはありませんか？ 
　そんな皆さんの声を総務大臣が委嘱した行政相談委員がお聴き
します。 

一日合同相談所を開設します 
日　　時　１０月１９日（金）午前１０時～午後３時 
場　　所　大垣市スイトピアセンター 
　　　　　学習館２階スイトピアホール 
参加機関　岐阜地方法務局・労働局など各行政機関および行政相談委員 

相　談　日　毎月第３土曜日　午後１時３０分～ 
場　　　所　老人福祉センター 
行政相談委員　小谷　雅彦さん（小関） 

★相談無料★秘密厳守★ 

　　総務省岐阜行政評価事務所 
　　　岐阜市金竜町５－１３　岐阜合同庁舎２階 
　　０５８－２４６－４４１１ 
　　０５７０－０９０１１０（行政苦情１１０番） 

問 

定例相談も実施中！ 

　農業委員会では、農地パトロール（農地法第３０条第１項に基づく利用状況調査）を実施し、遊休農地の
把握と農地の無断転用の防止に努め、地域の重要な資源である農地を守り活かす活動を展開しています。
　ついては、管内の農地所有者または借受者等は、農地の適正管理を励行くださるようお願いします。

《調査月間》
　農地パトロールは、年間を通しての取り組みとなりますが、毎年８月から
１１月を調査月間として実施いたします。
　調査の結果、「遊休農地」と思われる農地の所有者に対し、口頭、文書通

知等により、今後の意向確認、改善要請（農地法
第３０条第３項）を行います。
　実施にあたり、皆様のご理解とご協力をお願い
いたします。
　 　関ケ原町農業委員会事務局　
　 　４３－３０５４
問 
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桃配運動公園にて防災訓練を開催
～日頃から災害に対する心構えを～

***************************************************************************************************
　９月１日（土）、桃配運動公園において関ケ原町防災訓練が行
われました。今回対象となった自治会（大高・野上）の方々にも
訓練に参加していただきました。
　大災害発生直後は、消防・警察含め公共機関の助けは難しく、
自分の安全は自分で守る必要があります。また、助けてくれるの
は地域の人達です。町民１人ひとりが災害に対する心構えをもち
自助・共助の意識を持つことが必要です。

**********************************************
　８月９日（木）、エコミュージアム関ケ原におい
て勾玉作り教室が開催されました。
　参加したどの親子も夢中になって納得のいくかた
ちになるよう石をけずり、できあがった自分の勾玉
ネックレスに満足そうでした。子どもたちにとって
も、素敵な夏休みの思い出になりましたね。

勾玉（マガタマ）作り教室 開催
～素敵なマガタマができたよ～

**********************************************
　５月１２日（土）から計１０回に渡って開講された親
子甲冑製作教室が８月２５日（土）閉講式を迎えまし
た。
　この教室は町内在住の小学校４・５年生を対象に
行われ、参加した親子が一生懸命甲冑づくりに取り
組みました。
　１０月に開催される関ケ原合戦祭り２０１２において、
この甲冑をきたこどもたちの姿を見ることができま
す。ぜひご覧ください。

親子甲冑製作教室　閉講！

▲災害ボランティアセンター▲ダンボールトイレの作成訓練▲カレーライスの炊き出し訓練

▲初期消火訓練
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**********************************************
　８月４日（土）、関ケ原ゲートボール場にて三世
代交流ゲートボール大会が開催されました。参加
チームは８チームで、大会の結果は西町チームが優
勝、陣場野Ａチームが準優勝、陣場野Ｂチームが３
位でした。

三世代交流ゲートボール大会が開催

　去る８月２２日（水）に関ケ原グラウンドゴルフ場
にて関ケ原町主催のホールインワン大会が開催され
ました。
　当日は天候にも恵まれ、夏晴れの空の下、２００名
を超す方が日頃の練習の成果を発揮して、ホールイ
ンワンを目指しました。

関ケ原グラウンドゴルフ場
ホールインワン大会が開催されました
**********************************************

　少しでも林業の役割、林業へ関心を持ってもらお
うと、町内の小学生を対象に関ケ原町森林づくり委
員会によるイベントを８月２２日（水）に開催しまし
た。まず、エコミュージアム関ケ原の川地自然解説
員から森林の役割などをクイズ形式で学びました。
　今須の山林では委員による枝打ち・間伐の実演を
見学した後、伐採した木の皮をめくる体験、ぶり縄
を使った木登りの体験をしました。午後からは、関
ケ原産直組合員の方に手伝ってもらいながら、木を
使って思い思いの物を作りました。

関ケ原の林業をもっと知ろう
第４回学ぼう！！関ケ原の森林づくり
**********************************************

**********************************************
　１０月１３日（土）から開催される第１２回全国障害者
スポーツ大会「ぎふ清流大会」に、「車椅子バスケッ
トボール」の岐阜県代表選手として兒玉真也さんが
選出されました。兒玉さんは８月２８日（火）に役場
を訪れ、町長に大会への抱負を語りました。他の代
表チームは予選を勝ち抜いた強豪ばかりですが、一
つでも多く勝てるよう精一杯戦ってきてください！

ぎふ清流大会「車椅子バスケットボール」に
兒玉真也さんが岐阜県代表選手として出場！

▲優勝した西町チーム▲兒玉真也さん（左）
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生徒会スローガン「力の限り」の実現に向けて
　平成２４年度生徒会スローガン「力の限り」の実
現に向け、生徒会執行部や各委員長がアイデアを
出し、日常活動を
中心にして取り組
んでいます。
　その中で、９月
の取り組みの中か
ら「服装の取組」
について紹介しま
す。
　体育大会の全校練習前に生活委員が中心となり、
服装の確認をしています。確認項目は、「①髪型：
男女とも前髪が目にかかっていない。女子の髪は
肩より長い場合、結ぶか切ってくる。」「②体操服：
シャツはズボンに入れる（ズボンのゴムが見える
ように）。前、後ろにゼッケンをしっかりとつけ
る。」「③はちまき：髪でかくれないように巻く。」
「④靴下：くるぶし迄のソックスははかない。靴
下はたるませない。」「⑤靴：体育館シューズのひ
もをしっかり結び、床につかないようにする。」

　以上の５項目です。生活委員が、「関ケ原中学校
の生徒として、恥ずかしくない姿で真剣に体育大
会に取り組めるようにする。」を目的として、粘り
強く取り組んでいます。
　９月４日（火）から３日間の取組の中では、全
校で合計１７名の生徒が、はちまき・靴や髪の毛に
不備がありました。しかし、８学級中７学級が服
装完璧の日を生み出すことができ、２年Ａ組は、
３日間とも完璧でした。

 夏休み 職場体験学習お世話になりました 
　町内外２７ヵ所の
事業所に於いて、
中学２年生の生徒
達がお世話になり
ました。
　おかげ様で、生
徒達は、仕事の厳
しさ、やりがい、
挨拶の大切さ等に気づくことができ、今後の生活
に生かそうとしています。ご迷惑をおかけする事
が多々あったことと思いますが、お世話になりま
した各事業所の皆様、ご協力ありがとうございま
した。

関ケ原中学校 

　町民のみなさま、お世話になっております。関
ケ原剣道少年団です。

　今回は、我が団員で保育園・幼稚園児４名の親
子のコメントを紹介いたします。
◎休まないで練習をがんばります。　　田代　類子
・言葉でコミュニケーションができる人にと願う。
仲間を大切に、先生方や目上の人を敬い、礼儀が
身につく環境です。兄とともにがんばれ！　母
◎試合に勝てるように練習をがんばります。

中川　隼
・自分からやりたいと言ったので、少し早い気も
しましたが保育園で入団させました。今後の息
子のやる気を見守りたいです。　　　　　　　母

◎胴がうまくなりたいです。　　　　　川崎　愛心
・保育園から習いだしたのは、礼儀正しい人に
育って欲しいことと姿勢がよくなるようにと
願って入れました。　　　　　　　　　　　　母
◎切り返しの練習をがんばります。　　中川　蓮太
・剣道を通して礼儀を学んで欲しいと思い、入団
しました。子どもがやる気をもち、楽しんで練
習してほしいと思います。　　　　　　　　　母

ë６月２４日（日）に開催された
岐阜県剣道選手権大会におい
て、�木眞理子
さんが、一般女
子３０歳以上の部
において見事三
位になられまし
た。

練習日：毎週金曜日
　　　　　　　　午後６時５０分～午後８時３０分
　　　　　　　　関ケ原小学校体育館
　　　　毎週土曜日
　　　　　　　　午後５時１５分～午後７時３０分
　　　　　　　　関ケ原町民体育館

ぜひ、気軽に見学に来てください。

▲服装確認の集計結果を
報告する生活委員

▲関ケ原清掃センターにて



平成２４年１０月１日 7 第579号

問 

　「おいしく食べたい」と思うことはだれもが持っている願いです。 
　また、「おいしく食べられる」ということは介護軽減にもつなが
ります。 
　普段からお口の健康を気にかけ、痛みや違和感があれば早めに歯
科受診することが重要です。 

いろいろな食感を 
楽しめる。 

食事に対する 
意欲がわき、 
食摂りが 
良くなる。 

口腔周囲筋の動きがスムーズになり 
会話がしやすくなる。 
また、表情筋も刺激され表情が豊かになる。 

いろいろな味覚を 
味わえる。 

咀嚼（かむ）回数が増え、 
唾液の分泌が 
促される。 

生活意欲が増し、 
行動的になる。 
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　　やすらぎ健康増進センター　　　４３－３２０１ 問 

　今年度より下記の対象者に該当される方について、高齢者インフルエンザ予防接種費の一部助成を行
います。該当される方は、事前に予防接種実施依頼書と予診票を交付いたしますので、やすらぎ健康増

� �������������������������������
進センターへお越しください。予防接種実施依頼書を持参せずにインフルエンザの予防接種を受けられ
� ����������
た方は助成事業の対象となりませんので、ご了承ください。高齢者インフルエンザの予防接種は、予防
接種法に基づく定期予防接種です。不破郡の委託医療機関外で接種をされる場合は、依頼書が必要とな
ります。
【対　象　者】接種日に関ケ原町に住民登録があり、
　　　　　　①６５歳以上の方、または②６０歳以上６５歳未満で心臓・腎臓・呼吸器の機能などに障害があり

医師が必要と認めた方で
　　　　　　（ア）不破郡の委託医療機関以外の医療機関で接種を受けた方、または（イ）町外の老人保

健施設に入所していること等の理由により、不破郡の委託医療機関以外の施設におい
て予防接種を受けた方

高齢者インフルエンザの予防接種費助成を行います。

　６５歳以上の方の季節性インフルエンザ予防接種を下記のとおり実施し
ます。希望される方は、不破郡内の委託医療機関でお受けください。

【対　象　者】接種日に関ケ原町に住民登録があり、
　　　　　　①６５歳以上の方、または②６０歳以上６５歳未満で心臓・腎臓・

呼吸器の機能などに障害があり医師が必要と認めた方

【接種期間】平成２４年１０月１日（月）～１２月３１日（月）

【実施場所】不破郡内の委託医療機関へ各自予約してからお出かけください。

【接種料金】自己負担　１，５００円（生活保護世帯で該当される方は無料接種券を郵送します。）

【接種回数】１回のみ

【注意事項】各医療機関においてある説明書「インフルエンザの予防接種を受けられる方へ」をよく読
んで接種を受けてください。予防接種を受けられる際には「インフルエンザ予防接種予診
票」に必要事項を記入し、医師の診察を受けてください。

関　ケ　原　町
国保関ケ原病院　　　　　 　４３－１１２２浅野医院　　　　　　　　 　４３－００１７
藤井病院　　　　　　　　 　４３－００３２関ケ原クリニック　　　　 　４３－２９９９

垂　　井　　町
古川医院　　　　　　　　 　２２－０８１１あいはら医院　　　　　　 　２２－１０１３
不破医院　　　　　　　　 　２２－０１２６多賀内科医院　　　　　　 　２２－０１０７
安田医院　　　　　　　　 　２２－３１５３博愛会病院　　　　　　　 　２３－１２５１
やまざきキッズクリニック　 　２３－０５７７はくあい内科クリニック　 　２４－１２６５
和田内科胃腸科　　　　　 　２３－２８２８古井医院　　　　　　　　 　２２－００３１

不破ノ関病院　　　　　　 　２２－０４１１
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高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種費助成を行っています。

　関ケ原町では、平成２４年４月より高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種費の一部助成を拡充し行ってい
ます。高齢者の肺炎の原因となる病原体の中で最も頻度の高い「肺炎球菌」による肺炎を予防するワク
チンです。予防接種効果や副反応について、かかりつけ医師などによくご相談ください。この予防接種
は、法律に基づかない任意の予防接種です。

【対　象　者】接種日に関ケ原町に住民登録があり、６５歳以上の方

【助成回数・費用】１人につき１回限り　３，０００円
　　　　　　※平成２４年４月１日以降に接種された分

からが助成の対象となります。助成金
の申請期限は、平成２５年３月３１日まで
となります。

【接種方法】かかりつけの医療機関にて各自で予約をし、接種を受けてください。窓口にて予防接種費
用をお支払いください。

【助成金の申請】予防接種終了後、以下の書類を持参し、やすらぎ健康増進センターへ助成金の申請にお越
しください。
＊申請時に用意していただくもの＊
①予防接種済証またはそれに代わるもの
②予防接種に係る領収書
※申請には、助成金の振込先である金融機関名や口座番号の記入と印鑑が必要です。

【助成回数・費用】助成金の額は、個人負担額１，５００円を差し引き、町が不破郡医師会と締結した契約金額を
上限に助成。

　　　　　　当該年度につき１人１回。平成２４年１０月１日～１２月３１日に接種した高齢者インフルエンザ
予防接種が対象です。助成金の申請期限は、平成２５年３月３１日までとなります。

【接種方法】　やすらぎ健康増進センターへ予防接種実施依頼書の交付申請をしてください。
　　　~

　　　　　　　やすらぎ健康増進センターにて予防接種実施依頼書及びインフルエンザ予防接種予診票
の交付を受けてください。

　　　~

　　　　　　　各自で医療機関に予約をし、予防接種を受けてください。窓口にて予防接種費用をお支
払いください。

【助成金の申請】予防接種終了後、以下の書類を持参し、やすらぎ健康増進センターへ助成金の申請にお越
しください。
＊申請時に用意していただくもの＊
①インフルエンザ予防接種予診票
②予防接種に係る領収書
※申請には、助成金の振込先である金融機関名や口座番号の記入と印鑑が必要です。
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　多重債務、解雇、生活苦、健康問題などのさまざまな困難を抱えて苦しまれ
ている方が「うつ病」や｢自殺｣に追い込まれてしまうことがあります。
　これらの問題は、臨床心理士や弁護士などの専門家に相談することで、負担
を軽くすることができるかもしれません。

　岐阜県では、県臨床心理士会へ委託して、臨床心理士と弁護士
による面接相談会「法律とこころの健康のための相談会」を行っています。
　相談費用は無料です。一人で悩まずにまず相談してみましょう。
　開催日時等は、下記のとおりです。

１．開催日時　１０月１５日（月）・１１月５日（月）・１１月１９日（月）
　　　　　　　１２月３日（月）・１２月１７日（月）
　　　　　　　午後５時３０分～午後８時３０分
２．開催場所　ハートフルスクエアＧ　２階小研修室（岐阜市橋本町１－１０－２３）
３．申し込み方法　岐阜県精神保健福祉センターへ、事前に電話で申し込んでください。
　　　　　　　　　　　　　　　 　０５８－２７３－１１１１（内線２２５２）

　薬は諸刃の剣とよく言われます。正しく使えばそれこそ文字通りの薬になり
ますが、間違った用い方をすると毒になります。
　少量で効果を発揮する反面、副作用を伴うことが多く、薬は必要な時に有効
性を考えて適量を用いることが大切です。
　医師の治療を受けているときには、医師の了解を得ないで他の薬を用いるこ
とはやめましょう。治療薬を勝手に減らしたり増やしたりすることは、思わぬ
副作用があったり効き目が弱くなったりするのでやめましょう。症状が似てい
るからと言って治療薬をもらったり譲ったりするのは危険です。必ず医師の診察をうけて、自分に合っ
た処方をして頂きましょう。
　また、薬はそれぞれ定められた時間に飲まないと効果がなかったり、副作用が生じることがあります。
服用時間を守りましょう。

　（食前）胃の中に食べ物が入っていない食前１時間から３０分ぐらいの間をいいます。
　〈食後〉胃の中に食べ物が入っている食後３０分以内。
　（食間）食事の中間で、たとえば朝食と昼食の間などのことです。

　また、錠剤やカプセルは胃では溶けず、腸で溶けて吸収されるものなどで薬の効果を考えて作られて
います。むやみにかんだりしないようにしましょう。３歳未満の乳幼児などは、のどにつかえたりする
ことがあるのでなるべく控え、シロップ剤などを用いましょう。
　シロップ剤を服用するときは、主成分が沈んでいたりするので、よく振ってから服用しましょう。薬
が雑菌等に汚染されないよう直接容器から飲んだり、スプーンを容器に入れることはやめましょう。

１０月１７日 から ２３日までは、 
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　現代社会において、あらゆる情報の９０パーセント以上が視覚から受け取る情報だと
言われます。五感とよばれる聴覚・嗅覚・味覚・触覚・視覚のなかで、視覚は圧倒的
に重要な位置を占めています。 

　テレビやパソコン・携帯電話に代表されるような情報の氾濫によって視覚からの情報は
ますます増え、今後もこの傾向は強くなっていくでしょう。生活環境の変化に伴い、私た
ちの目は知らず知らずのうちに「酷使」しています。 

　ドライアイなど、最近聞くようになった目の病気もありますが、生活習慣から起きやすい目の病気も
あります。 
　糖尿病性網膜症・加齢黄斑変性といった目の病気は生活習慣を整えることで予防したり、発症を遅ら
せることが出来ることもあります。 

①禁煙（禁酒）は大変有効 
②ビタミンＥ・ビタミンＣを摂りましょう 
③脂肪分の摂りすぎには注意 
④偏食をしない 
⑤適度に運動する 
⑥十分な睡眠をとる 

大切な「目」です。日頃酷使している方はぜひ、「目」の休養を！ 

備 考対象者会 場日　時内　容

母
子
関
係

保健福祉総合施設 
「やすらぎ」

午前１０時００分～午前１１時３０分３日（水）プレママ＆ひよこママ交流会

母子健康手帳
生後３～６ヶ月に至るまでの間にある方午後１時１５分～午後１時３０分

１１日（木）
B C G 予 防 接 種

生後３～９０ヶ月に至るまでの間にある方午後１時４０分～午後２時００分三種混合予防接種
午後２時００分～午後２時１５分ポ リ オ 予 防 接 種

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１２日（金）プレママさん・お子さん何でも相談
す く す く 相 談

問診表・母子健康手帳・
目と耳のアンケート（３歳児のみ）

平成２３年２月・３月生まれ午後１時３０分～午後２時００分１８日（木）１ 歳 ６ ヶ 月 健 診
平成２１年８月・９月生まれ午後２時００分～午後２時３０分３ 歳 児 健 診

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２１年４月２日～
平成２２年４月１日生まれの児午前９時３０分～午前１１時３０分２２日（月）キ ッ ズ ビ ク ス

１，０００円、
運動のできる服装、
飲み物、靴

保健福祉総合施設 
「やすらぎ」

午前９時３０分～午前１１時００分
２日（火）９日（火）
１６日（火）２３日（火）
３０日（火）

てんとうむしクラブ

成
人
関
係

６００円２０歳以上の希望者
午前９時００分～午前１１時００分
午後１時３０分～午後３時００分４日（木）

子 宮 頸 が ん 検 診
７００円４０歳以上の希望者乳 が ん 検 診

５００円
節目年齢の女性

（２０．２５．３０．３５．４０．４５．５０．５５．６０．６５．７０歳）骨 密 度 検 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

午後１時００分～午後３時１５分５日（金）
１９日（金）気功＆ヨーガ教室

運動のできる服装、
飲み物（お茶、水等）、運動靴（上履き用も）、
バスタオル、帽子町民体育館

午前９時３０分～午前１１時３０分
午後１時３０分～午後３時３０分１０日（水）フライデーウォーキング

運動のできる服装、
飲み物（お茶、水等）
靴、バスタオル
※１０日のみ運動靴、帽子も持参

午前９時３０分～午前１１時３０分１０日（水）
シルバービクス教室 保健福祉総合施設 

「やすらぎ」午前９時１５分～午前１２時００分１７日（水）
３１日（水）

町民体育館午前９時３０分～午前１１時３０分１０日（水）
本気で３kgスリム教室 保健福祉総合施設 

「やすらぎ」午後１時００分～午後３時４５分１７日（水）
３１日（水）

町民体育館午前９時３０分～午前１１時３０分１０日（水）アンチエイジング教室 保健福祉総合施設「やすらぎ」午前９時１５分～午前１２時００分２４日（水）
町民体育館午前９時３０分～午前１１時３０分１０日（水）血液さらさら教室
保健福祉総合施設 
「やすらぎ」

午後１時００分～午後３時４５分２４日（水）
押し絵、眼鏡等午前９時００分～午前１２時００分１１日（木）右 脳 活 性 化 教 室
音楽療法午前１０時００分～午前１１時３０分２５日（木）
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看護部長　坂東桂子

看 護 部 の 様 子 を お 伝 え し ま す  看 護 部 の 様 子 を お 伝 え し ま す  

　関ケ原町民のみなさま、お元気でお過ごしでしょうか。富山から単身赴任して１年が過ぎ去りました。
富山には夫や子ども達、また年老いた父や母もおりまして、とにかくみんなが健康でいてくれることを
願っています。私は、すっかり関ケ原の生活に慣れ親しんでいます。病院の中でもずっと以前からいる
ような、そんな顔をして、全く違和感もなく過ごしています。
これもひとえに、院長先生をはじめ、職員のみなさまの心優
しいまごころのおかげであると感謝しています。
　さて、看護部の職員は、個性豊かにみんな元気に働いてい
ます。昨年１年間見ていて、関ケ原病院の看護の良さをいろ
いろ発見しました。その一つに、関ケ原病院は生命を最優先
するような超急性期の病院ではありませんから、看護におい
ては療養上のお世話を大切にすることができます。だから、
寝たきりや人工呼吸器のついている入院患者さんたちを、週

２回お風呂に入っていただく介助をしたり、おむつ交換など
排泄のお世話をしたり、デイルームに集まってお食事を見
守ったり介助したりなど、患者さんの生活の支援をしっかり
としているところが関ケ原病院の良いところだと思いました。
これはどこの病院にも負けないと思います。でも、自己満足
してこれで終わっているわけにはいきません。さらに次をプ
ラスしていかないといけません。だから今年度は、患者さん
の声や思いに寄り添った看護をしようと各部署でそれぞれ趣
向をこらして取り組んでいます。患者さんとのかかわりの中
からいただいた感動や学びを語り合ったりもしています。

　また、看護部の職員は一人一人みんな良いものを内面にもっています。それらを引き出して発揮でき
る場面を作ることが大事と思い、今年度から一人一役を担っ
てもらいました。そこで涙あり笑いありの失敗体験や成功体
験を積んで、自己成長へとつなげていただきたいと考えまし
た。みんな委員会活動や部署の役割などに参画して頑張って
います。でも１年目から完璧なものはできません。みんなの
良いところを出し合って、弱いところはみんなで助け合って、
うまくいかなかったことは次に活かしていけばいいのだと思
います。みんなで目的に向かって進んでいれば、いつかきっ
と花開くときが来ると信じて、私は黒子になって先導してい
きます。
　関ケ原町民のみなさま、どうかこのような看護部を見守ってください。まだまだ成長過程を歩んでい
ますので、至らぬ所はたくさんあると思います。お気づきの点、またお褒めの声などがありましたら、
是非お聞かせください。

▲病棟レクリエーションも企画します。
　今回は三味線です¨

▲入浴時の患者さんのお顔は最高です。
　気持ちいい～。

▲お食事の介助をしています。
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◎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。）

土金木水火月診療科名等
瀬古瀬古瀬古森島瀬古高野一診

内 科

森島桐井森島桐井桐井二診
循環器外来高野高野三診

斎藤斎藤五診
高野／桐井大西桐井土井森島瀬古／中村初診

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 宮佐々木松尾松尾加藤松尾三診・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　奥村外科・二診皮 膚 科

（リハビリ）楊楊（リハビリ）楊河村午前整 形 外 科
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

●国保　関ケ原病院の外来診察と担当医師（平成24年10月）※都合により休診になる場合があります。

歯　　科　　１０月１９日（金）　午　後 

歯　　科　　１０月２０日（土）　　　　 

接種料金
自己負担町助成金接種料金対　　象　　者
１，５００円２，１００円３，６００円町助成有の方（６５歳以上）
３，６００円　　０円３，６００円町助成無の方
　　０円３，６００円３，６００円生活保護受給者の方（６５歳以上）

　予防接種は予約制です。ご希望の方は、関ケ原病院内科受付　までお申し込みください。
なお、予防接種は保険外診療のため、自己負担となります。

◎予約受付開始日　１０月１日（月）～
◎接　　種　　日　１０月１５日（月）～１２月２８日（金）

＊予約変更の場合、接種日が遅れることもありますのでご了承ください。

■予約時間　　■インフルエンザに関してのご質問　　■予約変更

午後１時～午後３時（月・火・木・金） 　４３－１１２２

▲関ケ原町ちぎり絵サークル展▲今須育園４才児・５才児「絵の具であそぼう」



　 不破西消防署　　 ４３－０１１９ 問 

　平成７年１月１７日に発生した阪神・淡路大震災では、２９３件もの
火災が発生し、焼損床面積は８３万５，８５８flにも及びました。出火原
因としては、電気ストーブや配線などの電気関係や、ガスストーブ
やコンロなどのガス関係、また、石油ストーブなどが主なものとし
て挙げられています。 
　その他にも大正１２年の関東大震災、平成５年の北海道南西沖地震
などでも、地震による火災が大きな被害をもたらしており、地震発
生時に出火防止に努めることが被害を軽減するうえで重要です。出火防止の対応としては、次の
ことを心がけ、いざというとき落ち着いて適切な行動がとれるようにしましょう。 

　地震が発生したときは、まず落ち着いて身を守らなくてはなりません。
慌てて屋外に飛び出したりせず、丈夫な机やテーブルの下に潜ったり、
家具から離れるなどして身の安全を確保し、揺れがおさまったらすぐに
火の始末をしましょう。大きく揺れている最中に無理をして火を消そう
とすると、熱せられた鍋などがひっくりかえることなどもあり危険です。 

　万が一、周りのものに火がついてしまっても、初期のうちは消火器などで十分に消すことがで
きます。大声で隣近所に声をかけ、みんなで協力しあって燃え広がる前に消火しましょう。 

1．初期消火 

　電気が復旧したときに、転倒したままの電気器具が作動して火災が発生するなど、停電後の通
電により出火する場合があります。避難などで家をあけるときは、電気のブレーカーを一旦遮断
し、できれば電気器具のコンセントを抜いていくようにしましょう。通電後は、転倒したままの
器具やガス漏れなどがないことを確認してから、ブレーカーを戻すようにしましょう。 

2．通電火災を防ぐ 

　最近では、地震による大きな揺れを感知した場合に、自動的にガスの供給を停止す
るマイコンメーターの設置が進んでいますが、念のため、揺れがおさまった後、元栓
を締めてガスの漏えいを防ぎましょう。また、プロパンガスボンベは、転倒防止のた
めチェーンで固定するなど、普段からの対策に努めましょう。 

3．ガス漏れを防ぐ 

　最近の石油ストーブは耐震自動消火装置が付
いているので危険性は少なくなりましたが、過

信するのは禁物です。石油ストー
ブの周囲には燃えやすいものを置
かないように心がけましょう。ま
た、避難するときには、石油スト
ーブの火が消えていることや転倒
していないことを確認しましょう。 

4．石油ストーブの対処 
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●消防署　平成24年 8 月分

出動件数
累計今月

182交 通

262一般負傷

13528急病人

579その他

23641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

21建 物

00車 両

00林 野

10その他

31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

４３－２２３３ 

【特別番組】
 Do you know? WATER-POLO 
～２０１２ぎふ清流国体・水球少年男子～
◇１日（月）～７日（日）　午後７時３０分～　他
【レギュラー番組】
★１０月のレギュラー番組には 関ケ原町今須 が登場します！
 里見まさとのご町内探訪 
◇２２日（月）～２８日（日）　午後６時３０分～　他
　今回は、関ケ原町今須を散策します。
 ニュースＬｉｎｋ 
◇火～日　午後６時～　他
 げんきはなまる 
◇月～日　午後８時３０分～　他
 暇つぶしＴＶ マチサガ！
◇８日（月）～１４日（日）　午後６時３０分～　他
 ＴＶ増刊号「みるチャン」
◇８日（月）～１４日（日）・２２日（月）～２８日（日）
　午後７時３０分～　他
 Local supli （ローカルサプリ）
◇１日（月）～７日（日）・１５日（月）～２１日（日）・２９日（月）～
　午後６時３０分～　他
 きらめき☆タイム 
◇１日（月）～７日（日）・１５日（月）～２１日（日）・２９日（月）～
　午後６時４５分～　他
 風にふかれて    ＴＶギャラリー 　 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。

　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１３日（土）午前１０時３０分～午前１１時
担当：手作りクラブ　　　　
★　おつきみうさぎ
★　かずのえほん１２３

１０月２７日（土）午前１０時３０分～午前１１時
担当：ばんびーなの
★　まめのかぞえうた
★　やきいもの日

■おはなし原っぱ

10
 ギャラリー 
３Ｄ立体写真『デコグラフ』展

～写真を貼りかさねて作る不思議な世界！～
出　展　　吉田　譲さん　（岐阜市在住）
期　間　　１０月３日（水）～１０月３０日（火）

 ボランティアスタッフの募集！
　エコミュージアム関ケ原では、観察会や教室な
どの運営ボランティアを募集しております。　
　年齢・性別は問いません。「自然に興味のある方、
自然について知りたい方」のご応募をお待ちして
おります。詳細は電話にてご確認ください。
　 　エコミュージアム関ケ原　 　４３－５７２４問 

may！may！ジェラートの“素”。 
シンプルだからこそ美味しい。 
どれにしようか迷ったら、 
とにかくオススメです☆ 

営業時間　午前１０時～午後５時 
電　話　４３－２５８３（にっこりやぎさん） 

映画「もののけ姫」で一世を風靡した美しい歌声
日　時　１１月１８日（日）午後１時３０分～　

（開場　午後１時）
場　所　ふれあいセンター　ふれあいホール
入場料金　全席自由　１，５００円（当日券１，７００円）
※未就学児の入場はご遠慮下さい。

■米良美一コンサート

・ふれあい芸能祭
　　１１月３日（祝・土）
　各クラブが日頃の練習の成果を発表します。
　ぜひ、お越し下さい（入場無料）
・華道展
　　１１月２日（金）・３日（祝・土）　創作室
・盆栽展
　　１１月１日（木）～４日（日）　町民ギャラリー

■町芸術文化協会からのお知らせ



電話 ファックス 電子メール ホームページ 電話 ファックス 

平成２４年１０月１日 16 第579号

３
 
　西濃保健所では、飼い主の皆さん
に学んでいただく「愛犬のしつけ方
教室」を開催します。
　愛犬を終生飼養し、ともに幸せに
暮らすためには、第一に、飼い主が犬
のことを知り、正しくコミュニケー
ションをとることから始まります。
　初歩的なしつけ方などについて、モ
デル犬の実演や、飼い犬との実技講習
をまじえて楽しく学んでいただけます。
【会場と開催日】
・海津会場
　日　時　１１月１日（木）
　　　　　午後１時３０分～午後３時
　会　場　さぼう遊学館　
　　　　　だんだん公園ふじのステージ
・大垣会場
　日　時　１１月１６日（金）
　　　　　午後１時３０分～午後３時
　会　場　杭瀬川スポーツ公園
【内　容】
　アイコンタクト、楽しい散歩のし
かた、初歩の服従訓練など
【参加対象者】
　西濃地区在住で犬を飼っている方
やその家族、各会場１０組まで。
　飼い犬同伴可能（飼い主が確実に
制御できる犬）。
【申込方法】　　
　１０月９日（火）～２６日（金）
　申込先に電話にてご連絡下さい。
※その際には、次のことを確認させ
ていただきます。（希望会場、飼い
主の氏名、住所、電話番号、参加
人数、犬の種類、性別、名前、年
齢、登録（鑑札）番号、１年以内
に狂犬病予防接種済み、ジステン
パー等の伝染病の混合ワクチン接
種済みであること。）

　 　岐阜県西濃保健所
生活衛生課　動物愛護担当

　 　７３－１１１１（内線２６９，２６８） 

「愛犬のしつけ方教室」参加募集

問 

３
 
　水道メーターの検針が効率よくで
きるようご協力をお願いします。
・　水道メーターボックスの上に物
を置かないようにしてください。

・　飼い犬は水道メーターボックス
から離れた場所につなぐようにし
てください。

・　メーターボックス内は、土や枯
葉などが溜まってしまうことがあ
ります。定期的に点検し、メーター
周辺の清掃をしてください。

　 　役場　水道環境課
　 　４３－３０５３

 
　貴重な資源である『水』を無駄に
しないために、町が委託した調査会
社による水道管の漏水調査を実施し
ます。
調査対象　関ケ原町全域の道路に埋

設している水道配水管
調査期間　平成２４年１０月１日（月）

～平成２５年３月３１日（日）
委託会社　東和コンサルタントñ

お　願　い
・　調査時には、道路等の水道管を、
調査機器（音聴棒等）を使用して
行います。

・　公道の作業では、消火栓・仕切
弁付近に調査車両を停止して作業
をする場合がありますので、ご協
力願います。

　 　役場　水道環境課
　 　４３－３０５３ 

スムーズな水道検針にご協力を！

問 

漏水調査の実施について
（お知らせ）

問 

３
 
日　時　１０月１４日（日）
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

３
 
日　時　平成２５年１月１３日（日）
　　　　午前９時３０分より受付
場　所　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４年４
月２日～平成５年４月１日
生まれの方

※学校、仕事などの関係で町内に住
民登録をしていていない方で参加
を希望される方は、１１月２２日（木）
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、１１月９日（金）ま
でにご連絡ください。
　 　教育委員会内　体育協会事務局
　 　４３－１２８９

第２７回町民体育祭を開催

問 

平成２５年成人式を開催

問 

▲昨年の成人式の様子

日　時　１０月１６日（火） 
　　　　午後１時～午後３時 
場　所　関ケ原町中央公民館 
テーマ　歴史の彼方に想いをよせて 
　　　　頼朝、苦難の旗上げ 
　平治の乱で義朝が敗れ、源氏
の頭領としての頼朝が苦難の末、
旗上げした。 
　西美濃とのかかわりについて
史料から見てみる。 

平成24年 8月分 

比  較
23年8月の
排出量

２4年8月の
排出量

品  目

2.27％増88.05ｔ90.05ｔ燃やせるごみ

12.59％増6.75ｔ7.60ｔプラスチック類

9.92％増6.45ｔ7.09ｔ燃やせないごみ

＊特にプラスチック類が増えています。発泡スチロー
ル・白色トレイは分別して資源化に努めましょう。
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　多くの町民の方々に御注文いただ
きありがとうございました。
　引き換え販売を下記のとおり行い
ます。ご予約時の「申込書（控え）」
をご持参のうえ、お出かけ下さい。
日　時　１０月２０日（土）～２１日（日）
　　　　午前１０時～午後３時
場　所　関ケ原合戦祭り
　　　　　　　　女性部バザー会場
※当日ご来場出来ない方は、商工会
までご連絡下さい。

　 　商工会
　 　４３－０２７０

『災害備蓄用缶入りパン』
オリジナルラベル絵が決定！

　商工会女性部３５周年記念事業『災
害備蓄用缶入りパン』のオリジナル
ラベル絵が決定しました。

関ケ原小学校５年　藤田萌柚さん
「ヤギアイスおいしいよ」

関ケ原小学校５年　浅野佳子さん
「仲良しなやぎと武者丸」

今須小学校５年　　山口眞京さん
「天下分け目の関ケ原」

　以上、児童３名の絵が、販売する
缶のラベルとなります。

～商工会女性部からのお知らせ～
『災害備蓄用缶入りパン』の

引き換え販売を行います！

問 

　１０月２７日（土）より「慶長五
年の関ケ原」（資料展）を資料
館２階にて開催します。多くの
方のご来館をお待ちしています。
○歴史民俗資料館入館者数
　　　８月分　　６，８２５人

５日　個人２名様（神奈川）【池側誠】
　　　大垣市観光協会１８名様

（鹿児島）【細見】
６日　個人１名様（神奈川）【吉澤】
８日　個人６名様（岐阜）【高木敏】
９日　ＪＴＢメディアリテーリング
　　　４２名様（東京）【三和敏】
　　　個人４名様（神奈川）【伊藤】
１１日　個人２名様（福岡）【吉澤】
１２日　個人２名様（神奈川）【伊藤】
１３日　個人２名様（埼玉）【田辺】
１７日　個人４名様（岐阜）【吉澤】
１８日　町高ファイトの会５名様

（東京）【吉田】
２０日　ＪＴＢメディアリテーリング
　　　４８名様（東京）【高木敏】

２２日　三水会２９名様（大阪）【伊藤】
　　　ＪＴＢメディアリテーリング
　　　４５名様（東京）【池側惠】

２４日　個人４名様（千葉）【池側惠】
２５日　ＪＴＢメディアリテーリング
　　　２５名様（東京）【池側誠】

２７日　ＪＴＢメディアリテーリング
　　　４４名様（東京）【細見】

２９日　ＪＴＢメディアリテーリング
　　　２５名様（東京）【田辺】

３０日　サンシティ宝塚６名様
（兵庫）【曽我】

３１日　ＪＴＢメディアリテーリング
　　　１３名様（東京）【細見】
史跡ガイド事務局（歴民内）

せきがはら史跡ガイド

８月ガイド実績　２０件

　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
掲載に際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

７名　合計２０７，０００円

　このほか　２名
の方からも合計
４５，０００円のご寄付
をいただいており
ます。

金　　額お　名　前
１００，０００円関ケ原町に感謝様

　２０，０００円林　　真弓　様

　２０，０００円井上　朋子　様

　１２，０００円田嶋　久恵　様

　１０，０００円津田あや子　様

（平成２４年４月～９月）
ふるさと納税による寄付者

　平成２３年６月に「障害者虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関
する法律」（障害者虐待防止法）が成立し、この１０月１日から施行されるこ
とになりました。
　「障がい者虐待」とは、「①養護者による障がい者虐待」、「②障がい者福
祉施設従事者等による障がい者虐待」、「③使用者（雇用主等）による障が
い者虐待」をいいます。
　虐待の種類は、「①身体的虐待」、「②ネグレクト（放棄・放置）」、「③心
理的虐待」、「④性的虐待」、「⑤経済的虐待」があります。
　この法律は、すべての人に関係する法律で、家庭や施設、勤務先などで
障がい者への虐待を発見した人は、行政機関などに速やかに通報すること
が義務づけられました（通報者の秘密は守られ、通報者が施設従事者や職場
の同僚らの場合は、解雇などの不利益な扱いを受けないよう保護されます）。
　なお、障がい者とは、「身体・知的・精神障がいその他の心身の機能の障
がいがある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活・
社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」（障害者基本法第２条第１
号に規定）をいいます。

 　住民課　障がい福祉係　 　４３－１１１３問 

「「障障害害者者虐虐待待防防止止法法」」がが１１００月月１１日日よよりり施施行行！！「「障障害害者者虐虐待待防防止止法法」」がが１１００月月１１日日よよりり施施行行！！
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　金属製のボールを投げあって目標
に近づける、時には相手のボールに
当てて弾きとばすカーリングに似た
考えるスポーツです！
日　時　１０月２１日（日）
　　　　午前９時３０分～正午
　　　　小雨決行
場　所　垂井町　神田西公園
対　象　年齢・性別問わず　
　　　　どなたでも
準備等　運動のできる服装
　　　　※参加費は無料
申込期限　１０月１４日（日）
主　催　不破郡レクリエーション協会
　 　日本ペタンク協会公認指導員

　　畠山　重光
　 　０９０－７３０６－９７５８ 

フランス生まれのおしゃれなスポーツ
ペタンクしませんか？

問 

 
　子どもたちが自ら愛情をこめて巣
箱を作り、愛すべき野鳥に提供する
ものです。
日　時　１１月４日（日）
　　　　午後１時～午後３時
場　所　垂井町 朝倉運動公園
　　　　自由広場 テント
対　象　不破郡内の小学生
　　　　【親子歓迎！】３０名
準備等　金鎚、お茶、普段着
材料費　５００円
申込期限　１０月２２日（月）
主　催　不破郡レクリエーション協会
　 　レクリエーション・インストラクター

　　（大工職人）
　　他田　豊　

　 　０９０－８８６３－４５８２ 

『巣箱づくり＆据え付け体験教室』
～“手作り”巣箱で、野鳥を育てよう～

問 

 
　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

関ケ原町社会福祉協議会
１１月のつどい

問 

は、個人と個人との自由の調和を図り、安定した社会生活を送れ
るようにする役割を果たしています。また、国に対し、法に従っ
て権限を行使するように命じることによって、国による権限行使

が適正な内容と手続の下で行われるようにすることで、国民の権利を守る
という役割も果たしています。 
　国民の皆さん一人一人が、法や裁判への理解を深めることは、社会の中
でそれぞれの自由を尊重しながら、安心して暮らせる社会をつくることに役立つものと考えます。こ
の機会に、是非、法や裁判について考えてみてください。 

法 

ぞいてみてください。法を身近に感じていただくために、裁判所、法務省、検察庁及び弁護
士会では、１０月１日からの１週間を「法の日」週間とし、毎年、全国各地で各種の行事を
実施しています。裁判所では、今年も「法の日」週間中、裁判員制度に関するものを始め、

全国各地で法や裁判手続に関する説明会や見学会等の催しを行う予定です。 
　各地の催しは、『裁判所ウェブサイト』□　http://www.courts.go.jp/で紹介しています。皆さん
のご参加を心よりお待ちしています。 

の 

々わたしたちを取り巻く社会は変化し、生活の様々な場面で法の果たすべき役割がこれまで
以上に重要となってきています。 
　国民の皆さんが刑事裁判に参加する裁判員制度は、施行から３年が経過し、今までに多く

の方々が裁判員又は補充裁判員を経験されました。裁判員制度の最新情報や広報用映画・裁判員経験
者へのインタビューなどは『裁判員制度ウェブサイト』　　http://www.saibanin.courts.go.jp/で紹
介しておりますので、こちらも是非、ご覧ください。 
　□　岐阜地方裁判所事務局　総務課　庶務係 
　□　０５８－２６２－５１２２（ダイヤルイン） 

日 

問 

１０月１日は、「法の日」です。 
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　１０月１日（月）から７日（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、公証期間中、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（月）～５日（金）
　　　　午前９時３０分～午前１２時
　　　　午後１時～午後６時
場　所　大垣公証役場
　　　　大垣市丸の内一丁目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、ご来庁いずれでも可。
・　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 

 
【ものづくり基礎力講座】
　地元の「ものづくり」企業で活躍
できるよう、製図・加工など機械材
料製造についての概要を座学と実習
により基礎から学び、ものづくりに
ついて理解していただきます。
開催日　１１月６日（火）
　　　　　　７日（水）
会　場　岐阜大学工学部研究室
対象者　現在求職中で、就労意欲の

ある方
申込期限　１０月２６日（金）

【職場見学会】
　「ものづくり基礎力講座」を受講さ
れた方を対象に、大垣市内の金属加工
工場を見学して、ものづくり産業への
理解を深めていただきたいと思います。
開催日　１１月２６日（月）
見学予定事業所
　　　　大垣精工ñ

　　　　ñアレックカワイ
対象者　「ものづくり基礎力講座」を

受講された方のみ申込可
申込期限　11月９日（金）

　 　大垣市地域雇用創造協議会事務局
（大垣商工会議所内）

　 　７８－３９８７ 

ものづくり基礎力講座＆
職場見学会開催のご案内

問 

 
日　時　１１月９日（金）
　　　　午後４時～午後５時３０分
場　所　大垣フォーラムホテル３階
　　　　雲海の間
講　師　慶応義塾大学経済学部教授
　　　　金子　勝氏
定　員　３００名
申込方法　FAX、TELまたはE-mailにて
申込締切　１０月２６日（金）
主　催　大垣商工会議所
　　　　（一社）大垣法人会
　　　　大垣電信電話ユーザ協会
　 　大垣市商工会議所　総務企画課
　 　７８－９１１１
　 　７８－９１１２
　 　info@ogakicci.or.jp

 
　新たな国土の動脈であるリニア中
央新幹線の県内停車駅が中津川市内
に建設されることが明らかにされ、
営業開始までの日程が具体性を帯び
てきている中、各界の関係者が集い、
リニア中央新幹線と岐阜県の地域づ
くりについて一緒に考える場を持つ
ことを目的に開催します。
日　時　１１月８日（木）
　　　　午後１時２０分～午後４時４０分

（受付開始　午後１時～）
場　所　グランヴェール岐山２階
　　　　カルチャーホール
　　　　岐阜市柳ヶ瀬通６－１４
　　　　 　０５８－２６３－７１１１
内　容　
　第ø部　基調講演
　　　　「東海経済の展望とリニア効果を

活かした観光産業の可能性」
　第¿部　研究発表
　　　　「新駅効果と地価動向の調査報告」
　第¡部　パネルディスカッション
　　　　「リニア効果を活かすまちづくりの

課題と方向性」
参加費　無料
定　員　２００名（予定）
主　催　リニア中央新幹線活用戦略研究会
　　　　（公社）岐阜県不動産鑑定士協会
　 　（公社）岐阜県不動産鑑定士協会
　 　０５８－２７４－７１８１

講演会「地域経済の活性化策
～切り捨てられない地域になるために～」

問 

「リニア新時代と
岐阜県のまちづくりを考える」
（第５回市民公開講座）

問 

　財務省東海財務局岐阜財務事務所では、毎年、岐阜県内の地方公共
団体向け財政融資資金の貸付状況を公表しています。
　財政融資資金の貸付とは、政府が、投下資本の回収に長期間必要とな
る上下水道事業や病院事業をはじめとする住民の皆様の生活に密接した
事業などに必要な資金を、長期間（最長３０年）かつ低利で貸付けるとい
うものです。
　これにより、低コストで地域の社会資本が整備され、住民の皆様に低
い利用料で行政サービスを提供することが可能になっています。
　平成２３年度の東海財務局管内（愛知県、岐阜県、三重県、静岡県）に
おける財政融資資金の貸付額は、４，０２０億円（前年度比▲２００億円）で、
このうち、岐阜県は、４６２億円（同▲７７億円）となっています。
　また、平成２３年度末現在の貸付残高は、５兆７，１４８億円（同▲１，０１５
億円）で、このうち、岐阜県内分は、９，３３６億円（同▲４６３億円）となっ
ています。
　なお、団体ごとの貸付残高については、東海財務局や岐阜財務事務所
のホームページに掲載していますのでご覧ください。
　 　財務省　東海財務局　岐阜財務事務所
　 　０５８－２４７－４１１２
　 　http://tokai.mof.go.jp/gifu.htm

問 

地方公共団体向け財政融資資金の貸付状況のお知らせ地方公共団体向け財政融資資金の貸付状況のお知らせ
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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 末ながくお幸せに 

平成24年9月1日現在 

人口 

男 

女 

世帯数 

（－ 1 人）　 

（＋ 3 人） 

（－ 4 人） 

（＋ 2 世帯） 

8，059人 

3，943人 

4，116人 

2，858世帯 

平成24年 8 月16日から 
平成24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 

正紀 
由香 喜多　力琉 

三宅　琉生 

宮野　陽由 

りき る 

亮満 
友里恵 

り  う 

博司 
恵子 

ひ より 

瑞　竜 

東町二 

西町二 

住　所 氏　名 

磯田　和史 
 
軽石　修子 

多治見市 
 
中　山 

住　所 氏　名 

祖父谷 

公門五 

東町一 

今須西町 

柴　井 

今須西町 

竹之尻 

秋　葉 

８９歳 

８１歳 

８１歳 

７８歳 

８３歳 

７９歳 

９０歳 

７８歳 

�原　とゑ 

米田　智子 

�木　壽美子 

上田　信子 

有川　　正 

西川　　伸 

山田　　守 

多賀　初江 

　国民年金は、２０歳から６０歳に到達するまでの４０年間で保険料を納めることによって、年金を受
け取る権利を得ることができる制度です。 
　国民年金の保険料の納め忘れはありませんか？納め忘れがあると、将来、受け取る年金が少な
くなったり、年金そのものが受給できなくなったりする場合があります。 
　平成２４年１０月１日から３年間に限り、納め忘れた保険料を１０年前まで遡って納められることが
できる制度が始まります。１０年以内に保険料の納め忘れがある方は、この機会にぜひご利用ください。 
※既に老齢基礎年金の受給権をお持ちの方は納めることができません。 
※後納保険料を納付するためには、事前申し込みの上審査を行います。 
　この審査の結果、後納制度による納付を利用できない場合があります。 

　詳しくは、下記「国民年金保険料専用ダイヤル」 
または大垣年金事務所までお問い合わせください。 
　　　国民年金保険料専用ダイヤル　　　０５７０－０１１－０５０ 
　　　大垣年金事務所　　　　　　　　　７８－５１６６ 
問 


