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謹 賀 新 年

　新年明けましておめでとうございます。皆様方には
健やかな新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　昨年行われました町長選挙におきましては無投票と
いうかたちで皆様のご信任いただいて初当選の栄に浴
しました。年末に町長に就任し、今後の町の行政運営
に当たらせていただくことになりましたが、その職責
の重大さを痛感しております。もとより浅学非才では
ありますが、皆様のご期待にそえるよう粉骨砕身努力
してまいりますので、ご支援ご鞭撻をよろしくお願い
いたします。
　公約として掲げたのは「①関ケ原病院の経営改善」、
「②行財政改革を推進して健全財政を維持」、「③少子
高齢社会に対応した福祉の充実」、「④町土の保全・活
用」、「⑤教育環境の整備充実」の五項目ですが、この
他には個別の課題として、「ヤギの飼育環境の改善と新
製品の開発」、「平井水源の整備推進」、「商工業の活性
化と起業の支援」、「雪に強いまちづくり」、「駅前に購
入した民家の改築整備」など山積する問題に取り組ん
でまいりますので、町民の皆様のご声援とご協力をお
願い申し上げます。 

　これらの課題につきましては、一朝一夕にできるも
のではありませんので、町民の皆様のご意見も伺いな
がら、より良い施策運営ができますよう、着実に進め
ていくことが肝要と考えています。
　東日本大震災の復興が遅々として進んでいません。
福島第１原発の事故による放射能汚染の影響が大きな
障害となっているためです。このようなことから、原
発事故が起きた場合の放射能汚染のシミュレーション
が岐阜県において作成されました。このシミュレー
ションでは、関ケ原町は風向きによって放射能汚染の
恐れがあるとなっています。しかし、国が公表したシ
ミュレーションでは、関ケ原は３０キロ圏外ということ
で汚染地区に該当していませんでした。今後、これら
の内容を参考として対応を考え、町民の安心・安全を
図っていく必要があると考えています。
　年末の衆議院議員総選挙において国民が選択した政
権の政策が今後の経済や国民生活にどのような影響を
及ぼすか、また、昨今の日本を取り巻く政治経済の状
況が関ケ原町の行財政にどのような影響を及ぼすかは
五里霧中の状態ですが、明るい兆しがみえるようにな
ることを願っています。
　厳しい財政状況の中で、町の施策推進については、
欲しいものと必要なものを峻別し、さらに精査して慎
重に進めていかなければならないと考えています。ま
た、職員とともに考え行動する町政運営にシフトし、
職員の意識改革を図りながら、住んでいてよかったと
思えるまちづくりに向けて一歩一歩進んでまいります
ので、皆様のご理解とご支援をお願いいたします。
　町民の皆様にとって幸多き年となりますようお祈り
しつつ、新年の挨拶といたします。

関ケ原町長 西脇　康世



平成２５年１月１日 3 第582号

迎　 春

　新年明けましておめでとうございます。皆様方には
お健やかに新年をお迎えのことと、心よりお慶び申し
上げます。
　昨年中は町議会に対しまして深いご理解とご協力を
賜り衷心より厚く御礼申し上げます。
　さて、私事ではありますが、昨年の５月、図らずも
議員の皆様にご推挙いただき、議長という大役を仰せ
つかりました。もとより議員として日も浅く、浅学非
才の身ではありますが、議員各位の協力と町民皆様方
のご指導をいただきながら、全力で職責を全うさせて
いただく所存でございます。
　昨年、県においては４７年ぶりという「ぎふ清流国体・
ぎふ清流大会」が開催され、国体においては、岐阜県
が天皇・皇后両杯を獲得するという輝かしい成績を収
めるなど、県民がいったいとなった大会であったと思
います。中でも、清流大会（障害者）では、一人ひと
りが一所懸命に競技を行う様子は感動的であり、今で
も目に焼きついています。
　また、町においては、任期満了に伴う町長選挙が行
われ、新町長に西脇康世候補がみごと当選され、新た
な息吹が吹き込まれることと思います。そこで、老婆
心ではありますが私から一言“卒を視ること嬰児の如
し”で、職員の志気高揚を願っています。
　しかし、町行政に目を向けて見るとまだまだ山積の
課題が数多くあります。その中でも重要課題は「関ケ
原病院の運営方針をどうするか！」であります。院長
先生を始め、諸先生方や職員が一丸となって施策に取
り組んでいただいておりますが、いまだ決定方針には
到っていない状況であります。地域医療の中核病院と
して存続させるために、町民の皆様と一緒になって考
える必要があろうかと思います。
　次に、「史跡を活かした観光の拠点として、今後どう

繁栄させていくか」であります。昨年の関ケ原合戦ま
つりは、二日間とも好天に恵まれ、町内外で６万人の
来客があったと報じられていましたが、その方々をリ
ピーターとするための一考と、外貨

・・
獲得策であります。

新町長の今後の手腕を問われるところでありますが、
議会としましてもその責務は同等であり、少子高齢化
が進む中どう財源を見い出していくかは、単独で生き
る町として重要な課題の１つであることと思います。
　国においては、３年前から民主政権となりましたが、
一向に政策が実行されないまま解散となりました。赤
字国債発行額３８兆円、これは全て国民の借金です。こ
れをもとにバラマキ政権が行われているのであり、地
域主権はどこに行ったのでしょう。政権がどう変わろ
うと国民主体の政治を願うものです。
　県においても同等で、財政状況は非常に厳しく、当
町の長年の念願である関ケ原バイパス第３工区の事業
も進まないのは、その煽りを受けているからであり、
歯がゆさを感じずにはいられません。
　そのほかにも課題はいくつかありますが、議会は町
民皆様を行政に反映させるとともに、行政のチェック
機関として提案された議案の議決権も与えられており、
大変重大な責任があります。近年、町財政は一段と厳
しくなってきており、行財政改革を実行してまいって
いるところではありますが、予断を許さない状況は変
わりません。今後も町民の皆様の暮らしが少しでも良
くなり、まちの活性化がより一層進むよう努力して参
る所存であります。皆様方のご支援とご協力を重ねて
お願い申し上げます。
　最後になりましたが、皆様方にとりまして、この本
年がより良い１年になりますようご祈念申し上げまし
て、新年のご挨拶といたします。
　“古戦場　残りしまちに　光あり”

澤居　久文関ケ原町議会議長
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関ケ原町長選挙 

西脇康世氏  無投票当選  西脇康世氏  無投票当選  西脇康世氏  無投票当選  西脇康世氏  無投票当選  
～　議会議員補欠選挙 川�氏も無投票当選　～ 

ë当選証書を受け取る川�方彦氏

当選証書を受け取る西脇康世氏ê

　平成２４年１１月２５日執行の関ケ原町
長選を１１月２０日に告示し、無所属で
新人の西脇康世氏（６０歳）以外に届
け出がなく、西脇氏が無投票での初
当選となりました。
　西脇氏の任期は、平成２４年１２月２６
日から４年後までとなります。

　また関ケ原町議会議員補欠選挙を同日告示し、無所
属で新人の川�方彦氏（５２歳）以外に届け出がなく、
川�氏が無投票での初当選をされました。
　任期は平成２４年１１月２５日から平成２７年４月２９日まで
です。

　平成２５年２月５日（火）任期満了に伴う県知事選挙を下記の
日程で行います。 
　この選挙は、有権者一人ひとりの声を県政に反映させる大切な
選挙です。大切な権利を無駄にしないよう、ぜひ投票のお出かけ
下さい！ 

◆告示日　１月１０日（木） 
◆投票日　１月２７日（日）　午前７時～午後８時 
　　　　　　　各投票所にて 
◆期日前・不在者投票　 
　　　　　１月１１日（金）～２６日（土）　午前８時３０分～午後８時 
　　　　　　　関ケ原町役場　１階　町民ホールにて 



　 不破西消防署　　 ４３－０１１９ 問 

　アースは万一漏電などが起きたときでも、感電や火災を防ぐために、電気を大地に逃がす役目をします。洗濯
機、電子レンジ、衣類乾燥機、食器洗い機のほか、水気や湿気の多いところで使う器具などにはアースをつけて
おくと安全です。 

　毎年恒例の消防出初め式が消防団員、女性防
火クラブ員など約２４０人、消防車両１３台が参加
して行われます。尚、当日一部地域で交通規制
の係る場所があります。大変ご迷惑をおかけし
ますが、ご協力の程よろしくお願いします。 
日　時　１月５日（土）午前９時３０分～ 
　　　　（一斉放水 午前９時３０分～　分列行進 午前９時５０分～） 
式　典　午前１０時１０分～ 
場　所　関ケ原ふれあいセンター 

●アースの取り付けを 

　コンセントやテーブルタップで使える電気の容量は決まっています。受け口がいくつもあ
ると、いくつものプラグを差し込みがちですが、火災の恐れもあるので、注意しましょう。 

●タコ足配線には注意を 

　ひとつのコンセントから使える電気の容量は受け口数に関係なく、１．５kW（１５アンペア）までです。プラグや
ソケットを見てみると「１５A-１２５V」というような表示を見たことがありませんか。これは電流の上限が１５アンペ
ア、電圧の上限が１２５ボルトということで、それを超える電流や電圧を使用してはならないということです。許容
電流（流しうる最大電流）には注意しましょう。（１，０００W＝１００V × １０A） 

●コンセント 

　炊事や洗濯の最中などに、濡れた手でついさわってしまいがちです。感電する恐れがありますので注意しましょう。 
濡れた手でプラグやスイッチを扱うのは危険 

　コードを引っ張ってプラグを抜くと、思わぬトラブルのもとです。プラグをコンセントに
しっかり差し込まないで使うことも、熱をもって危険ですから注意しましょう。 
　また、こわれたプラグ・スイッチはすぐに取り替えましょう。カバーが破損して、中の金
属が露出したまま使うことは感電などの危険を伴います。 

プラグ・スイッチは正しく、やさしく取り扱う 

　ドライヤーやアイロンなどはスイッチを切っても、プラグをコンセントに差し込んだままにしておくのは危険
です。使い終ったらすぐに抜きましょう。 

使用後はコンセントからプラグを抜く 

平成２５年 

文化財防火デーについて 文化財防火デーについて 文化財防火デーについて 
　昭和２４年１月２６日に日本最古の壁画が描かれ
た奈良の法隆寺金堂が焼損し、その後も文化財
の焼損が相次いだことから昭和３０年に１月２６日
を「文化財防火デー」と定められました。 
　文化財建造物の多くは木造建築であるため、いっ
たん火がつくと延焼拡大が極めて速くなるおそ
れがあります。貴重な文化財を火災から守るた
めには、日頃から防火意識を持ち、消防機関を
始めとした関係機関及び文化財を管理する方々
だけでなく、地域住民の連携・協力があってこ
そ成し遂げられるものです。 
　我が関ケ原町にも、多くの文化財があります。
文化財の保護に努めましょう。 
　また、これに伴いまして関ケ原町消防団は、
１月２０日（日）に防火演習を実施する予定です。 
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●消防署　平成24年11月分

出動件数
累計今月

240交 通

342一般負傷

19622急病人

666その他

32030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

20建 物

00車 両

00林 野

10その他

30計
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**********************************************
　１１月１３日（火）、関ケ原町と（社）岐阜県エルピー
ガス協会西濃支部との間で「災害時におけるＬＰガ
スの供給に関する協定」を締結しました。
　この協定は、地震や台風など大規模災害の際、同
支部から町へのＬＰガスの優先供給や運搬などの協
力支援を明確にしたものです。

大規模災害に備え、
ＬＰガス供給等について協定を締結

**********************************************
　去る１１月１１日（日）に西濃大会、引き続いて１１月２３
日（金）には岡崎市中央総合公園体育館にて東海大会
が開催され、関ケ原町空手道スポーツ少年団（和道
会）より、４名がそれぞれ輝かしい成績をおさめ、入
賞されました。おめでとうございました。
【第２０回西濃地区空手道選手権大会】
組手　小３－４年　男女の部　第三位　廣瀬まどか
組手　小５－６年　男子の部　優秀選手賞　高井　夢矢
　形　　　中　学　　女子の部　準優勝　杉岡　歩実
【第４２回和道会・東海空手道競技大会】
組手　　中学二年　　男子の部　敢闘賞　佐藤　大明

第２０回西濃地区空手道選手権大会　入賞
第４２回和道会・東海空手道競技大会  入賞

　▲協定を結んだ
　　（社）岐阜県エルピーガス協会西濃支部長と町長

第２７回　町民綱引き大会を開催！
***************************************************************************************************
　去る１１月１８日（日）、町民体育館において、第２７回町民綱引き大会が行われました。当日は総勢２０チーム・
２０６名の選手が参加し、どの試合も、観客の声援と共に選手も声を張り上げ、接戦を繰り広げました。
　試合結果は以下のとおりです。入賞されたチームのみなさん、おめでとうございました。

【一般の部】
優　勝：陣場野Ａ
準優勝：陣場野Ｂ
第３位：緑　ヶ　丘

▲優勝：陣場野Ａ（一般）のみなさん

【子ども会の部】
優　勝：陣場野Ａ
準優勝：笹　　尾
第３位：野　上　Ｂ
敢闘賞：若　　宮

▲優勝：陣場野Ａ（子ども会）のみなさん
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**********************************************
　１１月２８日（水）、瑞穂市総合センター・サンシャ
インホールにおいて、第２０回岐阜県老人クラブ芸能
大会が開催されました。大会には１５グループの参加
があり、ふれあい劇場「愛・あい座」の人形劇が奨
励賞に入賞されました。おめでとうございます。

ふれあい劇場「愛・あい座」
県老人クラブ芸能大会 奨励賞 受賞

**********************************************
　『災害備蓄保存用缶入りパン』の販売に関しまして、
多くの町民のみなさまのご理解とご協力を賜りまし
た事、書面をお借りいたしまして御礼申し上げます。
有り難うございました。
　おかげさまで、両小学校に下記の備品を寄贈させ
て頂きました。

商工会女性部３５周年記念事業
（地域還元事業）

関ケ原グラウンド・ゴルフ場定例大会
チャンピオンシップ大会　開催

***************************************************************************************************
　１１月２０日（火）、関ケ原グラウンド・ゴルフ場定例大会チャンピオンシップ大会を行いました。この大会は、
今年行われた定例大会の成績上位１５０位までの方に参加資格が与えられ、２ラウンド合計スコアが１１０以下の方
にはＡ級、１２０以下の方にはＢ級が認定される大会です。
　認定結果は、下記のとおりとなりました。

Ａ級認定者
　　　なし

Ｂ級認定者
木下　光弘　　一　宮　市　　１１４打　
野平　茂治　　関ケ原町　　１１５打
吉田　建夫　　長　浜　市　　１１７打
佐藤つや子　　稲　沢　市　　１１８打　
小澤　信孝　　稲　沢　市　　１１８打　

敢　闘　賞
上久保　昭　　大　垣　市　　１２１打
伊藤　光秋　　稲　沢　市　　１２１打
北川　　弘　　関ケ原町　　１２２打
梶浦　　喬　　稲　沢　市　　１２２打
岡田　良一　　関ケ原町　　１２２打

▲ふれあい劇場「愛・あい座」の皆さん

ë関ケ原小学校
　ＣＤラジカセ
　　　　　５台

今須小学校ê

デジカメ
　　　３台

▲Ｂ級に認定されたみなさん
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勤務日その他応募資格
（平成２５年４月１日現在）募集人員職　　種勤務場所

勤務条件　　土・日・祝日勤務有り
　　　　　　週５日程度（シフト制）
　　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分
賃　　金　　８００円／時間～

――――若干名
山羊飼育員

（放牧地管理等
やぎ事業全般）

やぎ牧場
（旧北小学校）

勤務条件　　月曜日～金曜日
　　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分
賃　　金　　７８０円／時間

――――１名
【グラウンドゴルフ場】

作業員
（芝生管理）

グリーンウッド
関ケ原

勤務条件　　土・日・祝日勤務できる方を特に募集
　　　　　　週３～５日
　　　　　　１日４時間～７．７５時間程度
賃　　金　　７８０円／時間　　～

――――4名
【喫茶今須宿】

調理員

勤務条件　　土・日・祝日勤務できる方を特に募集
　　　　　　週３～５日
　　　　　　１日４時間～７．７５時間程度
賃　　金　　７８０円／時間　　～

――――３名
【キャンプ場】
事務員・作業員

（原則）勤務条件　土・日・祝日勤務できる方を特に募集
　　　　　　　　週２～５日制（季節による）
　　　　　　　　１日５．５～７．７５時間　勤務
　　　賃　　金　７８０円／時間

――――５名
アイスクリーム
製造・販売

手作りジェラートの店
やぎ工房
may!may! （原則）勤務条件　土・日・祝日のみ

　　　　　　　　週２日制（季節による）
　　　　　　　　１日６時間　勤務
　　　賃　　金　７８０円／時間

――――２～３名

アイスクリーム
販　売

（アルバイト）
―学生可―

勤務条件　　月曜日～金曜日
　　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分
　　　　　　又は、１日６時間以内
賃　　金　　１，３００円／時間　～

看護師免許
又は

准看護師免許
３名

【訪問看護
ステーション】
看護師

又は准看護師

保健福祉総合施設
｢やすらぎ｣

（原則）勤務条件　週５日
　　　　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分
　　　　　　　　又は、月１００時間以内
　　　賃　　金　１，０５０円／時間　～

介護福祉士
又は

ヘルパー
１級、２級の資格

９名
【ヘルパー
ステーション】
訪問介護職員

（原則）勤務条件　月曜日～金曜日
　　　　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分
　　　賃　　金　１，１００円／時間　

介護支援専門員の資格３名
【在宅介護
支援センター】
介護支援専門員

（原則）勤務条件　月曜日～金曜日
　　　　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分
　　　　　　　　又は、１日４時間程度
　　　賃　　金　Ａ…１，０５０円／時間
　　　　　　　　Ｂ…１，１００円／時間
　　　　　　　　Ｃ…　８００円／時間

――――７名Ａ介護職員
【
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
】通
所
介
護
職
員

看護師免許
又は

准看護師免許
１名

Ｂ看護師
　又は
　准看護師

――――１名Ｃ調理員

勤務条件　　週５日
　　　　　　午前９時００分～午前１０時３０分
　　　　　　午後３時００分～午後４時３０分
賃　　金　　１，２００円／時間

――――２名
送迎車

運転手

勤務条件　　月曜日～金曜日
　　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分
　　　　　　又は、１日４時間程度
賃　　金　　１，１００円／時間～

介護支援専門員
受験資格者

１名
介護支援

専門員

【
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
】

勤務条件　　週５日
　　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分
賃　　金　　７７０円／時間

――――１名事務員

※共通事項　自動車運転免許のある方は優遇致します。
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試験方法　面接　※面接日は、後日応募者にご連絡いたします。
応募期間　１月２５日（金）　午後５時まで
申込方法　役場　総務課まで履歴書（町指定）を取りに来て
　　　　　下さい。
採用期日　平成２５年４月１日
勤務期間　平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日
　 　　関ケ原町役場　総務課　 　０５８４－４３－１１１０問 

勤務日その他応募資格
（平成２５年４月１日現在）募集人員職　　種勤務場所

勤務条件　　通常勤務に準ずる
賃　　金　　１４２，５００円／月～

保育士免許８名保育士

西・東・北・今須
保　育　園

勤務条件　　通常勤務に準ずる
　　　　　　午前８時３０分～午後４時３０分
賃　　金　　１０９，６２０円／月～

調理師免許２名調理師

勤務条件　　月曜日～金曜日、土曜日（隔週）
　　　　　　午前８時３０分～午後３時００分
賃　　金　　１００，８００円／月～

――――４名調理員

勤務条件　　通常勤務に準ずる
　　　　　　午前７時３０分～午後４時１５分
賃　　金　　１４２，５００円／月～

幼稚園教諭免許若干名幼稚園教諭

関ケ原小学校
附属幼稚園

勤務条件　　週５日
　　　　　　午前９時００分～午後２時００分
賃　　金　　７８０円／時間～

――――１名
幼児教育
サポーター

勤務条件　　週５日
　　　　　　午後１時３０分～午後６時３０分
賃　　金　　８２０円／時間～

保育士免許
又は幼稚園教諭免許
又は教員免許

若干名
留守家庭

児童教室指導員

（原則）勤務条件　　週５日
　　　　　　　　　　午前８時００分～午後３時４５分
　　　　賃　　金　　８５０円／時間～

調理師免許

９名

調理師

関ケ原・今須
小 中 学校

（原則）勤務条件　　週５日
　　　　　　　　　　午前８時００分～午後３時４５分
　　　　賃　　金　　８３０円／時間～

――――調理員

勤務条件　　週５日
　　　　　　午前８時３０分～午後３時３０分
賃　　金　　１，０００円／時間

――――若干名
特別支援学級
支援員

勤務条件　　週５日程度
　　　　　　午前８時３０分～午後０時３０分
賃　　金　　７８０円／時間

――――若干名
教育支援

アシスタント

勤務条件　　週５日
　　　　　　　　午前７時４５分～午後２時００分
　　　　　　又は午前８時００分～午後３時００分
賃　　金　　７５０円／時間

図書資格優遇２名図書整理員

勤務条件　　週５日　午前７時００分～午前８時００分
　　　　　　　　　　午後３時００分～午後４時３０分
賃　　金　　１，２５０円／時間

大型免許保有者２名送迎車運転手

勤務条件　　週５日　午前８時３０分～午後５時１５分
賃　　金　　７７０円／時間

――――若干名用務員公共施設

勤務条件　　週２日　午前９時００分～午後４時００分
賃　　金　　７７０円／時間

――――２名子育て指導員中央公民館

勤務条件　　土・日・祝日勤務有り
　　　　　　週５日制（施設による）
賃　　金　　７７０円／時間

――――若干名事務補助員
歴史・不破の関資料館
エコミュージアム
関ケ原 勤務条件　　土・日・祝日勤務有り

　　　　　　週５日制
賃　　金　　２５２，０００円／月

――――１名自然解説員

募 集 職 種 及 び 応 募 資 格



平成２５年１月１日 10 第582号

４３－１１２２ 

▲関ケ原町絵画グループ展（日本画・洋画）▲東保育園４才児「絵の具であそぼう」

　皆様新年明けましておめでとうございます。

　日頃の関ケ原病院への御支援、御指導に対し改めてお礼申し上げます。本年も宜しくお願い申し上げ

ます。

　昨年は、年末に衆議院の突然の解散があり、総選挙が行われました。新政権が誕生致しましたが、ま

だまだ政治の混迷は続きそうです。このような社会で、いかに自分達の地域や自分自身の健康を守って

いくのかは、大きな課題のように思います。健康管理は、医療機関と受診者の方の共同責任ではないか

と思っています。健診についても積極的に参加された方が良いでしょう。当町は、国民健康保険の方は、従

来通り集団検診方式を継続しています。胃癌検診に関しては、昨年より内視鏡検査も選択できるように

なりました。なぜか当町に多い糖尿病対策も強化しています。糖尿病の疑いのある人には、ブドウ糖負

荷テストを行うように案内しています。栄養指導、運動療法指導も展開しています。糖尿病友の会「糖

減郷せきがはら」も活動しています。さらに糖尿病の合併症として腎臓障害を来し腎不全となると、人

工透析が必要となります。早期に腎障害を発見し、予防するために透析予防指導も開始し、その成果も

出てきています。その他、昨年はＣＴ装置を更新しました。大腸の検査は、苦しいから嫌だと思われる

方も少なくないでしょう。大腸がんのスクリーニングとしてＣＴを活用できるように検討しています。

大腸をきれいにするための前処置は必要ですが、検査はＣＴを取るだけとなり苦痛は伴いません。実用

出来る様に努力していきます。

　厚労省は、最近、地域包括医療・ケアの推進を声高に謳っています。即ち保健・医療・介護（福祉）

が一体となり住民の健康を守るとの考えです。関ケ原病院は、「やすらぎ」設立前よりこの地域包括医

療・ケアを実践してきました。地域医療を守ることは、ひいては地域を守る事になると考えています。

今後も職員が一丸となり地域医療に取り組んでいきますので、皆様方の御理解・御協力を宜しくお願い

致します。

　最後になりましたが、皆様方にとって良き１年となることを祈念申し上げ新年のご挨拶とさせていた

だきます。

新 年 の 御 挨 拶

国民健康保険　関ケ原病院　院長 瀬古　章
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　　　　　　　　尿中微量アルブミンとは？　　　　　　　　

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

◎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。）

●国保　関ケ原病院の外来診察と担当医師（平成25年 1 月）※都合により休診になる場合があります。

～糖尿病性腎症の早期発見のために～
　当院では平成２４年４月から血液検査機器の更新に伴い、早期糖尿病性腎症のマーカーとして近年注目
されている「尿中微量アルブミン」を院内で測定できるようになりました。糖尿病の注意すべき合併症
の一つに「腎症」があります。糖尿病コントロールが不良だったり、高血圧症の合併などにより腎臓の
血液をろ過する糸球体という部分の血管壁が変化し（動脈硬化を起こすことによって）血液中のタンパ
ク質、特にアルブミンが尿中に漏れでてくるようになります（アルブミンはタンパク質に比べ分子量が
小さいため早くに出てきます）。尿検査のタンパク定性検査（試験紙で確認する方法）では陰性であって
もこの尿中微量アルブミン検査で陽性となることがあります。そのため早期腎症の発見に役立ちます。
検査は尿を使用するので、たくさん汗をかいたりした場合は高くなり、大量に水分を摂取したときは低
くなリます。しかしそのような結果の不正確さは血液検査の腎機能の指数（クレアチニン）で補正しま
すので蓄尿する必要はありません。
　もともと腎臓は予備能力がある臓器ですが、一般の尿検査で尿蛋白が常に１＋、２＋以上であると、
かなり腎臓がダメージを受けていると考えられます。またこのダメージはもとに戻ることが難しく、高
血糖・高血圧・脂質異常（コレステロール高値）などの状態が続いているとどんどん進行し腎不全とな
り、最悪人工透析が必要となる場合があります。
　予防には、まず早期発見・早期治療が大切です。糖尿病の患者さんで尿蛋白検査が－～１＋であると
きは、この尿中アルブミン検査を最低１年に１回は行うことをお勧めします。
尿中微量アルブミンが陽性になったら３ヶ月に１回は測りましょう。
　そして尿中微量アルブミンの値によっては積極的に食事を含めた生活指導が必要になります。現在当
院では看護師、管理栄養士を中心に透析予防指導を行なっております。担当医師が必要と判断した場合
には、この指導を受けこれ以上腎症が悪化しないように職員一丸となって対応していきます。

★尿検査でタンパクが陰性であるからといって安心してはいけません。尿中微量アルブミンが陽性に出
ることがあります。

　　尿中微量アルブミン基準値　正　　常　　尿　　　３０mg／gCr未満
　　　　　　　　　　　　　　　微量アルブミン尿　　　３０～２９９mg／gCr
　　　　　　　　　　　　　　　顕性アルブミン尿　　　３００mg／gCr以上　臨床検査技師　金山　好光



平成２５年１月１日 12 第582号

母
子
健
康
手
帳
の
交
付

や
す
ら
ぎ
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー
で
交
付
し
て
い
ま
す
。
妊
娠
中
の
方
で
心
配
ご
と
や
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
、
お
気
軽
に
相
談
く
だ
さ
い
。

　　やすらぎ健康増進センター　　　４３－３２０１ 問 

1111
備 考対象者会 場日　時内　容

母
子
関
係

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

保健福祉総合施設 
「やすらぎ」

午前９時３０分～午前１１時００分９日（水）プレママさん・お子さん何でも相談
す く す く 相 談

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

１０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

午後２時１５分～午後２時３０分四種混合予防接種

母子健康手帳、おかゆ（お子さんの）乳児健診対象者午前１０時００分～午前１１時３０分

１７日（木）

離乳食教室＆交流会

母子健康手帳、問診票
平成２４年８月・９月生まれ午後１時３０分～午後２時００分前 期 乳 児 健 診

平成２４年２月・３月生まれ午後２時００分～午後２時３０分後 期 乳 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２１日（月）キ ッ ズ ビ ク ス

母子健康手帳、
歯ブラシ、コップ、
タオル、アンケート用紙

平成２２年１１月・１２月生まれ午前１０時００分～午前１１時３０分２２日（火）２ 歳 児 歯 科 相 談

ウォーキングができる服装、
飲み物（お茶、水等）希望者

保健福祉総合施設 
「やすらぎ」

午前９時３０分～午前１１時００分
１１日（金）
１８日（金）
２５日（金）

フライデーウォーキング

成
人
関
係

運動のできる服装、
飲み物（お茶、水等）
靴、バスタオル

申込者

午前９時１５分～午前１２時００分１６日（水）シルバービクス教室

午後１時００分～午後３時４５分３０日（水）本気で3kgスリム教室

午後１時００分～午後３時１５分１８日（金）気功＆ヨーガ教室

午前９時１５分～午前１２時００分
２３日（水）

アンチエイジング教室

午後１時００分～午後３時４５分血液さらさら教室

音楽療法午前１０時００分～午前１１時３０分２４日（木）右 脳 活 性 化 教 室

　西南濃口腔保健協議会では、「８０２０運動（８０歳になっても２０本以上の歯を残し、一生自分の歯で
食べよう）」を啓発、推進するため、８０歳になられた方を対象に歯科検診を行い、表彰者を選出し
ています。
　関ケ原町では下記の７名の方が表彰されました。おめでとうございます。
　今年は１１月２５日（日）に大垣市スイトピアセンターにて表彰式が行われ、表彰者の方を代表して、
曽我治太郎さんが表彰状を受けとられました。

陣 場 野　　曽我治太郎
小　　池　　谷口　正雄
公 門 六　　本郷　三郎
中　　町　　岡田美惠子

中　　町　　桐山はす江
公 門 六　　三宅　惠子
今須中町　　山崎　三好

（敬称略）



平成２５年１月１日 13 第582号

お
子
さ
ん
の
こ
と
や
健
康
に
つ
い
て
わ
か
ら
な
い
こ
と
、
迷
っ
て
い
る
こ
と
、
心
配
な
こ
と
、
一
人
で
悩
ま
な
い
で
気
楽
に
お
電
話
く
だ
さ
い
。

電
話
相
談（
随
時
行
っ
て
い
ま
す
）

２月２１日（木）　午前９時３０分～午前１２時 
　ボールやゴムバンド、青竹など様々な道具を使い、ストレッチと筋トレを行います。 
　家でも取り組める簡単な運動をご紹介。運動が苦手な方でも安心して参加していただけます。 

＊持ち物＊ 運動できる服装、運動靴(上履き)、飲み物（５００ml程度）、バスタオル 

☆お申し込みは、やすらぎ　健康増進センター　【　 ４３－３２０１】まで 

　「運動不足だと感じている方」、「これからも若々しく元気で過ごしたい方」、「自分や
家族の『健康』が気になる方」、「仲間との交流を大切にしたい方」など、健康短期大学に
参加し、仲間と共に明るく元気な１年を過ごしませんか？？ 
　まずは気軽に体験教室へご参加ください！ 

２月１２日（火）　午前９時～　★材料代　５００円 
　手先を使って、右脳を活性化します。 
　『押し絵』で素敵なバラ飾りを 
つくります☆ 
　　　　　見本はやすらぎに 
　　　　　展示してあります♪→ 

＊持ち物＊ めがね（必要な方） 

定員：２０名 

定員：３０名 

★材料代　５００円 

２月５日（火）　午前９時３０分～午前１２時 
　色んな木の実を使って、世界に一つだ 
けの素敵な人形を作ります。 

＊持ち物＊ 
めがね 
（必要な方） 

定員：２０名 
★材料代　３００円 ２月１８日（月） 

午前の部：午前９時３０分～午前１１時３０分 
午後の部：午後１時３０分～午後３時３０分 
　自分で成形した焼き立てパンはおいし 
さ倍増！初めての方でも簡単にできるも 
のをご紹介します。 
☆写真はイメージです☆ 

＊持ち物＊ 
エプロン、三角巾 

定員：各１２名 

２月２８日（木） 
　午前１０時～午前１１時３０分 

★原則６５歳以上の方 

　認知症予防として人気の教 
室です！ 
　昔懐かしい音楽に触れ右脳 
を活性化します。 

各教室とも、１月７日（月）午前９時から受付け開始します！ 

※各教室とも定員になり次第、締め切りとさせていただきます。 
申込期限 教室②④は、１月２５日(金)　　教室①③⑤は、２月１日(金)まで 
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問 

　地域包括支援センターでは、高齢者の方の生活上の相談を受けています。 
今回は、その相談内容について少しご紹介します。（内容は平成２３年度の新規相談実績です。） 

　相談高齢者の年齢別男女比は、男性７０代、女性は
８０代での相談の割合が高くなっています。 

１．年齢別男女比 ＜図１＞ 

　介護保険に関する相談が最も多く、続いて各種障
がい認定申請等に関する相談、健康上の相談などと
なっています。ただし相談では複数の相談を同時に
受けることも多く、必要に応じて役場の各担当者や
関係機関と連絡調整を行っています。 

２．相談内容 

　介護保険が必要となった原因を詳しくみると、男
性は７０代の脳血管疾患、女性は８０代の認知症による
介護保険申請者が増えています。ここ数年、関ケ原
町では認知症（２６％）での介護保険の申請の割合が
増加してきています。 

３．介護保険申請に至った原因 ＜図２＞ ＜図３＞ 

　最後に、介護保険の申請について簡単にご説明します。 
　介護保険でのサービスを受けるには、要介護度が必要となります。介護保険でどのようなサー
ビスを受けられるか等、介護保険に関する質問があれば、やすらぎにご相談ください。 

４．介護保険を申請するには 

▲〈図１〉 

ë〈図２〉 

▲〈図３〉 
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介護が必要となった原因 

年齢別　疾患分類 
【男性】 【女性】 

脳血管疾患 
１７％ 

骨折 ７％ 

その他 
２８％ 

老衰 ７％ 

がん ７％ 

リウマチ・関節炎 
６％ 心臓病 ２％ 

認知症 ２６％ 

６０代 

９０代 

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％ 

８０代 

７０代 

６０代 

９０代 

８０代 

７０代 

６０代 

７０代 ８０代 ９０代 
男 女 

男女年齢別 

０％ ２０％ ４０％ ６０％ ８０％ １００％ 

脳血管疾患 

骨折 

老衰 

リウマチ・関節炎 

認知症 

心臓病 

その他 
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　あけましておめでとうございます　今須剣道ス
ポーツ少年団です。
　今年もどうぞよろしくお願いします。
　新年１月に不破郡内の剣道少年団が南宮大社に
おいて、剣道の試合を奉納しています。今年一年
の稽古の安全と剣道の上達を祈念するもので、今
年も１月１４日（祝・月）、成人の日に南宮大社の高
舞殿で開催されます。 

　穏やかな天候の中で開かれる年もあれば、小雪
が舞う中で寒風に耐えながら試合する年もありま
す。今須と関ケ原の少年団を西軍、垂井と表佐の
少年団を東軍として対抗戦を行います。
　昨年は養老町日吉からも揖斐郡からも参加があ
り、大いに盛り上がり剣道雑誌にも取り上げられ
ました。ぜひ皆さんも子供たちの気迫あふれる試
合を応援に来て下さい。

おいしい手づくりみそを
ご一緒しませんか？

日　時　１月１９日（土）　
　　　　午前９時～午前１２時
場　所　働く婦人の家　調理室
持ち物　・味噌容器（密閉できるもの）
　　　　・大豆２kg（こうじ１袋分）
　　　　・大豆は一晩水に浸して柔ら

かく煮る
（親指と小指で押さえて

つぶれる程度）
　　　　・煮汁を２カップほど残して

持参して下さい。
　　　　・大豆は、必ず水を切って持

参して下さい。
定　員　２０名
材料費　当日徴収します。
申込期限　１月１１日（金）
　　　　※お申込みはお早めに！
 　働く婦人の家　 　４３－２６６６問 

働く婦人の家講座 働く婦人の家講座 
味噌づくり教室 

　関ケ原町では、近年の社会情勢の変化に対応しながらも、
男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを一層推進する
ため、関ケ原町男女共同参画プラン策定委員会の皆様と連
携しながら、７月に実施した町民アンケートを基に「関ケ原
町男女共同参画プラン（案）」をまとめました。
　このプラン（案）について、パブリックコメントを実施し、
町民の皆様より広く意見を募集します。提出いただいたご
意見への個別回答はいたしませんが、ご意見に対する町の
考え方をまとめたものを公表いたします。
①公 表 資 料　関ケ原町男女共同参画プラン（第２次）（案）
②意見募集期間　１月２１日（月）～２月８日（金）
③閲 覧 場 所　町ホームページに掲載、及び役場２階総務課での閲覧
④意見を提出できる方　関ケ原町内に在住または在勤の方
⑤意見の提出方法　ＨＰに掲載の様式 又は 任意の様式に
　住所、氏名、勤務・通学先（町外に在住の方のみ）、ご意見を
記入のうえ、FAX、電子メール、郵便のいずれかにて総務課
まで提出してください。
　 　４３－３１２２　　 　soumu＠town．sekigahara．gifu．jp
　ただし、提出に要する費用について、関ケ原町は負担しか
ねますのでご了承ください。
　また、本件により関ケ原町が知り得た個人情報につきまし
ては、関ケ原町個人情報保護条例に基づき適切に取り扱います。

 　役場　総務課　　 　４３－１１１０問 

男女共同参画プラン（案）パブリックコメントの募集について
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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 ギャラリー 

グラスアート展～素敵なグラスアートの世界！～
出　展：松浦厚子さん（大垣市在住）　　
期　間：１月４日（金）～１月３０日（水）

 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 

営業時間　午前１０時～午後４時３０分 
電　話　４３－２５８３（にっこりやぎさん） 

★新春生放送★
「１２時間生中継しちゃいます！
 ～新春エリアジャック！あなたの町から生中継～」
◇１日（火）　午前６時３０分～　
　※再放送　２日（水）　午後１時～
　　　　　・６日（日）　正午～
【特別番組】
 新年のご挨拶 
◇１日（火）　午後６時３０分～　他
 テレビねんがじょう 
◇２日（水）　午前１１時５０分～　他
 森にとどいたサウンドメールコンサート 
◇５日（土）　午後７時～　他
 レギュラー番組総集編を放送します。
◇３日（木）～５日（土）
※詳しくは電子番組表（EPG）または弊社ＨＰ等をご
確認ください。
【レギュラー番組】
 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
 Local  supli（ローカルサプリ）
◇７日（月）～１３日（日）・２１日（月）～２７日（日）
　　　　　午後６時３０分～　他
 暇つぶしＴＶ　マチサガ！
◇１４日（月）～２０日（日）　午後６時３０分～　他
 ＴＶ増刊号「みるチャン」
◇１４日（月）～２０日（日）・２８日（月）～　
　　　　　　　　　　　午後７時３０分～　他
 里見まさとのご町内探訪 
◇２８日（月）～　　　　　午後６時３０分～　他
 きらめき☆タイム    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。

1
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。

１月１２日（土）午前１０時３０分～午前１１時
担当：読書サークル　　　　
★からからからが…
★おせちいっかのおしょうがつ

１月２６日（土）午前１０時３０分～午前１１時
担当：司書
★へびのクリクター
★はなすもんかー！

■おはなし原っぱ

ふれあい図書館 臨時休館のお知らせ

ふれあい図書館　休館日　
１月３０日（水）～２月１日（金）

　蔵書点検のため、下記の期間中、図書館
のみ休館します。

※１月２８日は月曜日、２９日は最終火曜日のため、
ふれあいセンター全館が休館となります。
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３
 
　毎年１月は、「家庭の日（毎月第３
日曜日）」普及実践強調月間です。自
立した青少年をはぐくむ開かれた家
庭づくりを推進するために…
○望ましい家庭のあり方をみんなで
話し合い、その実現に努めましょう。
○地域の人々と交流を大切にして、
絶えず言葉をかけ合いましょう。

○家庭そろって地域活動に参加しま
しょう。

 
　Ｂ地区（中町・新町・東野・中山・
若宮・六反田・公門）の粗大・有害
ごみの収集日を下記のとおり変更さ
せていただきます。ご迷惑をおかけ
しますがよろしくお願いいたします。
　Ｂ地区　粗大・有害ごみ収集日
　１月１５日（火）→１月１８日（金） 

１月は「家庭の日」強調月間です

粗大・有害ごみ収集日の変更について

　

 
　本町では、町民と行政による協働
のまちづくりを推進するため「関ケ
原町まちづくり委員会」を設置し、
まちづくりの議論に参加いただけれ
ばと考えています。
◆応募資格　関ケ原町内に在住され

ている２０歳以上の方
◆応募方法　地域振興課に応募用紙

がありますので、お問
い合わせください。

◆募集人員　５名程度
◆募集期間　１月４日（金）～

１月２１日（月）
　 　役場　地域振興課
　 　４３－１１１２

　　

 
　郡内・界隈のレクリエーション事
業の企画・運営に携わっていただく
方々を募集します。
応募要件　町内に在住の満１８歳以上
でレクリエーション事業に興味のあ
る方（教育・福祉分野大歓迎）
※　特に資格等は必要ありません。
　 　大字関ケ原１７３２－１９
　　　　　　　　　甲斐　次男
　 　４３－２６６４

関ケ原町まちづくり委員会
委員を募集します。

問 

～暮らしに“活力”と“潤い”を～
不破郡レクリエーション協会
スタッフ〔会員〕大募集！！

問 

○歴史民俗資料館入館者数
　　　１１月分　　２，８８０人

２日　南山大学付属小学校６年生
９４名様（愛知）

【三輪成・吉澤・田中ほか１名】
　　　大阪府高齢者大学

９名様（大阪）【伊藤】
６日　三訓会２０名様（東京都）【細見】
１０日　個人２名様（兵庫）【伊藤】
　　　個人２名様（大阪）【田中】
　　　個人３名様（静岡）【高木敏】
１３日　小谷村老人クラブ役員

１１名様（長野）【三和敏】
１４日　越前町教育委員会

６名様（福井）【山根】
１７日　小谷村商工会青年部

５名様（長野）【曽我】
１８日　個人７名様（滋賀）【吉澤】
　　　松坂歩こう会

２１名様（三重）【安部】
２０日　歴史散歩

２８名様（三重）【池側誠】
　　　ＪＲ九州１４名様（福岡）【池側惠】
　　　個人３名様（岡山）【伊藤】
２３日　平野３期会４名様（大阪）【池側誠】
２４日　個人３名様（鹿児島）【細見】
２５日　個人２名様（東京）【吉澤】
　　　個人２名様（神奈川）【伊藤】
２７日　個人３名様（岐阜）【細見】
２８日　個人１名様（神奈川）【吉澤】
　　　個人１名様（神奈川）【吉田】
２９日　里山を歩く会

４５名様（静岡）【細見・高木敏】
史跡ガイド事務局（歴民内）

せきがはら史跡ガイド

１１月ガイド実績　２２件

　新年あけましておめでとうご
ざいます。 
　今年もどうぞよろしくお願い
申し上げます。 

日　時　１月２２日（火 ） 
　　　　午後１時～午後３時 
場　所　関ケ原町中央公民館 
テーマ　古里の歴史に 

想いを寄せて… 
　あまり知られていない関ケ原
の歴史について、愛好家の思い
出を語って頂きます。貴重な話
ですので、是非皆様お越し下さ
い。 

平成24年11月分 

比  較
23年11月の
排出量

２4年11月の
排出量

品  目

1.90％減79.27ｔ77.76ｔ燃やせるごみ

8.51％減7.64ｔ6.99ｔプラスチック類

0.16％増6.08ｔ6.09ｔ燃やせないごみ
＊正しい分別、きれいなゴミ出し、そしてゴミ
のリサイクルに努めましょう。

緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報ははははははははははははははははははははは「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１０００００００００００００００００００００」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」
相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談ははははははははははははははははははははは「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１０００００００００００００００００００００」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」

　緊急用件でない「落し物」、「運
転免許の更新手続」、「道案内」等
のお尋ねは最寄の警察署へ。
【携帯電話から通報する時の注意】
○現場を離れずにその場からかけ
て下さい。

○周囲の目標物を教えて下さい。
○運転中は、必ず安全な場所に停
止してから通報して下さい。

警察では、
○犯罪被害の未然防止に関すること
○県民の安全と平穏に関すること
○その他警察の行政に関すること
　について相談に応じています。
「＃９１１０」は家庭電話・携帯電話
でダイレクトにつながります。
　また、警察安全相談室のほか各
警察署でも受け付けています。
※ダイヤル回線の電話や、一部の
ＩＰ電話は利用できません。

　専用電話番号： 　０５８－２７２－９１１０
　をご利用下さい。
　 　垂井警察署　　 　２２－０１１０問 

１月１０日は「１１０番の日」

困りごと等で相談する時は
警察安全相談室「＃９１１０」へ
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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 
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　　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24年11月1日現在 

人口 

男 

女 

世帯数 

（－ 8 人）　 

（－ 1 人） 

（－ 7 人） 

（－ 4 世帯） 

8，031人 

3，930人 

4，101人 

2，850世帯 

平成24年11月16日から 
平成24年12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 

時久 
クリスティーナ 鹿野　義貴 

井野　愛彩 

よし き 

彰文 
千穂 

あい な 

公門六 

柴　井 

住　所 氏　名 

陣場野 

小　関 

東町一 

９４歳 

７７歳 

９１歳 

西村　かずゑ 

子安　　夫 

藤田みきゑ 

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

３月８日（金）第１次試験　３月２日（土）１月２３日（水）
～２月１日（金）

高卒（見込含）
２１歳未満の者

防衛大学校
一般(後期) ３月２２日（金）第２次試験　３月１５日（金）

５月１７日（金）４月１２日（金）～４月１５日（月）のうち1日
１月９日（水）
～４月３日（水）

１８歳以上
３４歳未満の者

予備自衛官補
（一般）

１８歳以上で保有する技能
に応じて５３歳～５５歳未満

予備自衛官補
（技能）

５月３１日（金）第１次試験　５月１１日（土）、１２日（日）

２月１日（金）
～４月２６日（金）

２２歳以上２６歳未満
一般・技術
幹部候補生

海７月１日（月）
空７月５日（金）

第２次試験　６月１１日（火）～１４日（金）内１日

最終合格発表
陸・海８月２日（金）
　　空９月６日（金）

飛行幹部要員
第３次試験　海７月８日（月）～７月１２日（金）
　　　　　空７月２０日（土）～８月８日（木）

※詳しいお問い合せは…
　 　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　 　０５８４－７３－１１５０問 

　いつもご利用いただきありがとうございます。 
　下記のとおり休業・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よろしくお願い致します。 

芝養生のため、下記のとおり休業します。 

※３月１日（金）より、営業再開予定 

下記の期間、営業時間を変更します。 

※１２月２８日（金）～平成２５年１月４日（金）は休業 
※３月１日（金）より、通常どおり営業する予定 
 

□　役場　地域振興課　　□　４３－１１１２ 問 


