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国 難 と 町 難

関ケ原町長 淺井　健太郎

　明けましておめでとうございます。皆様にはご家
族お揃いで健やかに新年をお迎えのことと存じます。
　さて、現在の日本は１ドル７０円台という過去に例
のない円高の真っ只中にいますが、今年のご挨拶は、
新春にふさわしくないかもしれませんが、「国難」
と「町難」ということをテーマに語ってみたいと思
います。
　まず、国難ですが、円高に関しては１ドル５０円台
まで跳ね上がるという説もあります。もしそうなっ
たら輸出産業は一体どうなるでしょう。そうでなく
ても、日本は少子高齢化による人口減、国家の借金
は１千兆円にも膨らんだという財政情況等、国力は
完全に低下しています。しかしこうした事態になっ
ても、政府は全くの無策（少なくとも私の眼にはそ
う映る）で、国家の将来像さえ見えません。それど
ころか、大阪のダブル選挙、大阪維新の会の圧勝に
終わりましたが、新聞報道等が正しいとするならば、
敗れた側の政党や国会議員は、次の選挙を恐れて維
新の会にすり寄るような風向きにあるとか、そこに
透けて見えるのは「自分のため」であり、国家国民
のために信念を持って働くという、真の政治家の姿
ではありません。つもりつもった負の要因に加えて
人材難、まさに国難のときです。
　一方、町に視点を向けると、私は町もまた町難の
時という認識を持っています。その理由は２つあり
ます。１つ目は「財政」です。かみ砕くと、目の前
にどうしてもやらなくてはならない事業が目白押し
で、財政が悲鳴を上げています。やりくりに苦心惨
憺です。あるものを全部使ってしまうのなら事は簡
単ですが、次代を背負う若者達に迷惑をかけるよう
な暴挙はできません。因みに事業とは、関ケ原中学

校の改築（今須で統合説明会を開催）、病院経営の
改善（医局制度の崩壊により医師の確保が困難）、ユ
ニチカ跡地の塩漬け土地の解決（平成４年購入、簿
価８億７千万円、高くて売れない）、史跡地の活用
（観光振興、土地代８割は文化庁が補助、交渉済）、
北小の再利用（昭和５６年の建築基準法改正前に建築、
耐震だけで６千万円、北側バイパスに柳ヶ瀬－関ケ
原断層）、山林と田畑の保全（山林は土砂崩れ、耕
作放棄地は有害鳥獣の住み家）、老朽化した公共施設
の耐震対策などです。　
　２つ目は、国力が低下の一途を辿る環境変化に対
しての執行機関・議会・町民の皆様の「意識の持ち
方」です。私は町長就任時、職員に対して「私につ
いてこられない者、やる気のない者は辞めてもらっ
ていい」と言い切りました。「親方日の丸は駄目、関
ケ原町株式会社の心構えで」、「見ざる・言わざる・
聞かざる・やらざるの体質は捨てよ」など、全体の
奉仕者としての使命感を植え付けるような努力をし
てきました、また昇格については、知識を持ち、や
る気のある者が報われる制度を導入し、年功序列制
度は完全に廃止しました。
　私や議員の皆さんは、町、町民のために一所懸命
働くという前提で、その職を得ています。本当に町、
町民のことを考えている人が、町民に「うそ報道」
などするでしょうか。毎年予算に反対するでしょう
か。また、ころころと主張が変わるでしょうか。日
本のよき時代は終わりました。町民の皆様には、厳
しい現状をしっかりと見つめて頂き、「なんでも町
へ」ではなく、自分達でできることは自分達で行う、
助け合って生きていくという意識を持って行政を
しっかり見つめて頂きたいと思っています。
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　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。平素は町議会に対して深いご理解と
ご協力を賜り、衷心より厚く御礼を申し上げます。
昨年５月、計らずも議員の皆様のご推挙により、３
回目の議長職を仰せつかりました。私儀もとより浅
知短才な者が、うまく議会の舵取りを行えるか、不
安のみが先立ちましたが、一意専心その職務に努力
を致しますので、今後とも一層のご支援ご協力を賜
りますようお願い申し上げます。
　昨年は、未だ予見能力が及ばないほどの大災害に
見舞われました。私自身も１０月５日～７日に主に宮
城県へ赴き、津波の悲惨さを目の当たりにしてきま
した。言葉には表せないのが感想です。一日でも早
い復興を心からお祈り致します。
　我が関ケ原町は、おかげさまで「天のお怒り」は
外方を向いていてくれ、当たり前の暮らしができて
います。反面、今後の施策・事業面で不安要因も取
り沙汰されてまいりました。敢えて３Ｋとネーミン
グしました。 

１、　国保関ケ原病院の健全化
２、　土地開発公社の今後の利用方法
３、　教育施設の改装・新改築
など、決して先々に送ってはならない案件でありま
す。世相やいろいろな不安定要素「政局・経済・治
安」の中、早急に取り組むべきもの、やむを得ず我
慢を強いられるもの、諸状況を十分に鑑み、町民の
皆様や行政との議論を重ね、知恵を出し合いながら、
議会本来の使命を果たして参りますので、更なるご
支援とご協力をお願い申し上げます。
　本年の干支は、「辰」です。元来四季の万物の生
成を司る吉神。建築・商取引・建設的事業は「吉」、
全ての面で閉塞的になりがちな昨年を打破し、みん
なでがんばりましょう。
　結びに、本年が皆様にとりましてより良い「立上
がり」の一年になりますと共に・穏やかに日々が暮
らせますようご祈念申し上げ、雑駁な内容で申し訳
ございませんが、新年の挨拶とさせていただきます。

新しい年を迎えて

浅野　正関ケ原町議会議長
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　１１月１９日（土）、岡崎市で開催された「岡崎市子
ども伝統芸能祭」に関ケ原小学校５年生の皆さんが
特別出演しました。子どもたちは「関ケ原こども剣
舞・あぁ決戦の関ケ原」を披露し、多くの観客から
盛大な拍手をいただきました。この伝統芸能祭では、
岡崎市の子どもたちの雅楽や詩吟などの披露があり
ました。残念ながらこの伝統芸能祭は今年が最後と
なってしまいましたが、今後も何らかのかたちで子
どもたちの交流を深めていきたいと考えています。

　１１月１３日（日）、町民体育館にて第１９回西濃地区
空手道選手権大会が行われ、関ケ原中２年の杉岡歩
実さんが準優勝に入りました。翌週の２０日（日）、浜
松市浜松アリーナで行われた第４１回和道会東海空手
道競技大会では、第３位に入る活躍を見せました。
今後の活躍に期待しましょう！

********************************************************************************************

杉岡歩実さん、
空手道（中学生女子 形の部）大会でぞくぞく入賞！

関ケ原小５年生が
岡崎市子ども伝統芸能祭に出演

　１１月２４日（木）、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、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以下には
Ａ級、１２０以下にはＢ級が認定される大会です。当
日は好天にも恵まれ、以下の方が認定を受けられま
した。（敬称略）
Ａ級認定者　４名

Ｂ級認定者　２５名
　　　省　略

**********************************************
Ａ級・Ｂ級ライセンスは誰の手に？

　１１月２０日（日）、町民体育館にて町民綱引き大会
を行いました。子ども会の部に１１チーム１０１人、一
般の部に９チーム１１７人が参加しました。

**********************************************

みんなで力いっぱいひっぱる！
第２６回町民綱引き大会

▲第４１回和道会東海空手道競技大会にて

▲子ども会の部　優勝　陣場野チーム

▲一般の部　優勝　陣場野Ａチーム

１０５打数関ケ原町奥村　七郎
１０８打数稲　沢　市梶浦　　喬
１０９打数稲　沢　市高野　良政
１０９打数彦　根　市近藤　秀明
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　１１月２７日（日）、甲冑姿の子どもたちが武者修行
しながら、天下分け目の地・関ケ原を目指すイベン
ト「西濃武者まつり　関ケ原の戦い」（西濃青年の
つどい協議会主催）が開催され、町内外から応募の
あった甲冑姿の子どもたちが参加しました。オリジ
ナルの甲冑を身に着けた子どもたちは、西軍・東軍
に分かれて、それぞれ養老鉄道揖斐駅、養老駅をス
タートしました。車内でクイズに挑みながら、ＪＲ
を乗り継いで関ケ原駅に到着しました。その後、旧
関ケ原北小学校では、東軍と西軍で大将の旗を取り
合うチャンバラ合戦を行いました。子どもたちは武
者になりきって新聞紙の刀を振っていました。

　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）を積極的に啓発し推進す
るために、８０歳になられた方を対象に歯科健診を行
い、“よい歯の高齢者”を選出し表彰する事を目的に、
毎年西南濃口腔保健協議会（大垣市・海津市・不破
郡・安八郡・養老郡）が行っています。今年は、１１
月２７日（日）に大垣福祉会館で行われ、関ケ原町か
らは、次の２名の方が表彰されました。おめでとう
ございます。（敬称略）

西町二　　富田　邦男
公門六　　外川　孝子

********************************************************************************************

今年は２名が受賞！
８０２０良い歯の表彰式

オリジナル甲冑を身に着けて目指すは古戦場！
西濃武者まつり

　国際協力機構（ＪＩＣＡ）の青年海外協力隊とし
て、１月からキルギスへ派遣される�木俊洋さん（東
町二）が１２月１３日（火）、役場を訪れ、淺井町長に
あいさつをしました。�木さんは、キルギスの中等
学校でパソコン・インストラクターとして授業を行
います。授業はロシア語で行うため、ロシア語を猛
勉強したそうです。派遣期間は２年です。�木さん
は、「気負わずに、現地の人の役に立てるようにな
りたい」と意気込みを語りました。

**********************************************

ＪＩＣＡ派遣の�木俊洋さん、
役場を訪問

　９月から１２月にかけて計３回、町内外問わず募集
した歴史オープン講座が無事に終了しました。第３
回は垂井町のお世話で、『竹中半兵衛ゆかりの地を巡
る』と題して学芸員の先生より詳しく企画展につい
て解説をいただきました。その後、竹中家ゆかりの
地にバスで巡りながら現地学習をしました。来年度
も皆さまのご参加をお待ち申し上げます。

**********************************************

歴史を体感！
歴史オープン講座すべて終了

▲天下分け目の地で、関ケ原の戦いチャンバラ合戦！
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４３－１１２２ 

▲関ケ原町絵画グループ展（洋画の部） ▲東保育園３・４才児の皆さん

新 年 の ご あ い さ つ

　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、３月１１日に東日本大震災・福島第一原

発の大事故が起こり、多くの方々が犠牲になられ、

いまだ復旧・復興がなされておりません。政治・

経済も混迷状態であり、閉塞感からの脱却にはま

だまだ時間が掛かりそうです。

　関ケ原病院に関して、昨年もいろいろ変化があ

りました。好ましい点では、３月に病院機能評価

機構のｖｅｒ６の施設認定を受けることが出来ま

した。岐阜県内では３番目です。今後も安全・安

心な医療を目指していきます。４月には、坂東看

護部長を富山の砺波市民病院より迎えることが出

来ました。看護教育にも非常に熱心であり、当院

の看護の質向上に尽力していただけるものと期待

しています。１０月には、内科の高野先生が着任し

ました。以前当院に勤務していましたが、村上記

念病院にて消化器病を研鑽し専門知識・技術を磨

いてきました。１１月には、大垣市民病院より地域

医療研修の研修医が来ました。１ヶ月の研修です

が、職員にとっても良い刺激となっています。 

　残念な点は、整形外科の医師が他病院に赴任し、

後任はなく１名体制となってしまいました。楊先

生には頑張っていただいていますが、何かとご迷

惑をおかけしています。　

　ところで、関ケ原町は、なぜか糖尿病患者さん

が多いのです。原因は良くわかりませんが、早食

いの習慣、旅行が他町村に比べ多いのではないか、

さらに甘いおみやげを隣近所に配る良き習慣等が

関連しているのかもしれません。関ケ原病院では、

糖尿病を中心とした生活習慣病の改善に重点的に

取り組んでいます。糖尿病に関する講演会を企画

したり、さらに糖尿病友の会を立ち上げましたの

で是非ご参加ください。当町では、がん検診率が

高くありません。当院には健診機器が揃っていま

すので、是非健診にもご利用ください。関ケ原町

でこそ保健・医療・福祉・介護が連携した、地域

包括医療・ケアを推進することが出来ますし、病

院はその中核を担う使命があります。今後も、住

民の皆様と病院職員が手を携え地域医療を守って

いきたいと思っていますので皆様方の御協力を宜

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。

国民健康保険　関ケ原病院　院長 瀬古　章
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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

高野大西桐井土井森島瀬古初診

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）楊次田午前整 形 外 科

山田白木午前眼 科

１・３・５　久世
　　　２・４　山田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１月）※都合により休診になる場合があります。

　　　　　　　　　「お薬手帳」のすすめ　　　　　　　　　
　平成２３年３月１１日（金）午後２時４６分、三陸沖を震源とするマグニチュード９．０、震度７を観測する未曾
有の巨大地震が発生し、大津波により東北地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被害をもたらしました。多く
の病院・診療所、薬局なども大きな被害を受け、高血圧病や糖尿病、心臓疾患など慢性疾患でお薬を常用
されている方々の大切なカルテや薬歴なども大津波に流されてしまいました。現地の薬剤師や医療救援
隊で駆けつけた薬剤師などが避難所を巡回し、かろうじて持ち出した常用薬を調べたり、また被災者の
方から震災前に服用していたお薬を聞き取りしたりしてお薬が継続できるよう邁進しました。そういっ
た中、震災前より「お薬手帳」を携帯していた方々は、この「お薬手帳」を見ることによってどんなお薬を
どのように服用していたかがわかり、震災前に常用していたお薬を比較的スムーズに継続できたと言わ
れています。
　「お薬手帳」には、病院・診療所で投薬されたお薬の内容や、街の薬局で購入したかぜ薬や健康食品・サ
プリメントなどが記載してあります。また、アレルギー歴や注意する薬などについても記入できるよう
になっています。病院・診療所などでお薬が投薬された際や街の薬局でお薬を購入された際には、薬剤師
に自分の持っている「お薬手帳」を提示するとお薬の内容が記入してもらえます。
　この地方も近い将来、東海・東南海・南海連動型地震の発生による大規模な震災被害が予測されていま
す。そのときのために「お薬手帳」を準備されてはいかがでしょうか？関ケ原病院では「お薬手帳」を無料
で配布しています。薬局カウンターにてお申し出ください。

薬剤科　薬剤師　細江　智之

１２月２９日（木）～１月３日（火） 
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１ １ １ １ 

　　やすらぎ健康増進センター　　　４３－３２０１ 問 

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
。

　１１月から始まったウォーキング教室『フライデーウォーキング』の参加者の皆さんと、池田町霞間ヶ渓にて
ウォーキングを楽しみました。小雨の降る中でしたが、希望者２３名が参加されました。初めは寒さもありまし
たが、少し傾斜のあるコースを仲間と共に腕をしっかり振って歩くことで、終わった時にはすっかり体も温ま
りました。

▲霞間ヶ渓スポーツ公園内の遊歩道

　フライデーウォーキングは、３月１６日までの毎週金曜日、やすらぎにて実施しています。「寒くなって運動不
足」、「１人では長続きしない」という方も参加されています。歩く時の姿勢やポイントをおさえることで、短
時間のウォーキングでもしっかり効果が得られます。お楽しみウォーキング第２弾は３月に開催予定です。皆
さんのご参加お待ちしています。

日　時　毎週金曜日　午前９時３０分　やすらぎ２階に集合　＜申込不要＞
� ����

持ち物　動きやすい服装、水分、運動靴（外履き用）、帽子
★準備体操、歩く時の姿勢、ポイントを確認してから３０分程町内を歩きます。

備 考対象者会 場日　時内　容

母
子
関
係

母子健康手帳
生後３～６ヶ月に至るまでの間にある方
生後３～９０ヶ月に至るまでの間にある方

保健福祉総合施設 
「やすらぎ」

午後１時１５分～午後１時３０分
午後１時４０分～午後２時００分１２日（木）Ｂ Ｃ Ｇ 予 防 接 種

三種混合予防接種
母子健康手帳
※母乳相談・すくすく相談は予約
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１６日（月）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、
歯科保健アンケート、
歯ブラシ、コップ、タオル

平成２１年１１月・１２月生まれ午前１０時００分～午前１１時３０分１７日（火）２ 歳 児 歯 科 相 談

母子健康手帳乳児健診対象者午前１０時００分～午前１１時３０分
１９日（木）

離乳食教室＆交流会

母子健康手帳・問診票
平成２３年８月・９月生まれ
平成２３年２月・３月生まれ

午後１時３０分～午後２時００分
午後２時００分～午後２時３０分

前 期 乳 児 健 診
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

２歳児（平成２０年４月２日～
平成２１年４月１日生まれ）とその保護者午前９時３０分～午前１１時３０分２３日（月）キ ッ ズ ビ ク ス

運動のできる服装、飲み物
（お茶、水等）、靴、バスタオル

申込者

保健福祉総合施設 
「やすらぎ」

午前９時１５分～午前１２時００分１１日（水）
２５日（水）

アンチエイジング教室

成
人
関
係

運動のできる服装、飲み物
（お茶、水等）、靴、バスタオル午後１時００分～午後３時４５分血液さらさら教室

運動のできる服装、
飲み物（お茶、水等）
靴、タオル、ぼうし

希望者午前９時３０分～午前１１時００分
１３日（金）
２０日（金）
２７日（金）

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

申込者

午前９時１５分～午前１２時００分
１８日（水）

シルバービクス教室
運動のできる服装、飲み物
（お茶、水等）、靴、バスタオル午後１時００分～午後３時４５分本気で３kgスリム教室
運動のできる服装、飲み物
（お茶、水等）、バスタオル午後１時００分～午後３時１５分２０日（金）気功＆ヨーガ教室

音楽療法午前１０時００分～午前１１時３０分２６日（木）右 脳 活 性 化 教 室

～池田町 霞間ヶ渓へ～ 
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お
子
さ
ん
の
こ
と
や
健
康
に
つ
い
て
わ
か
ら
な
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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
）

　運動不足を解消したい方、今の若さを保ちたい方、最近「健康」に少し自信が 
ない方など、健康短期大学に入学しませんか？　まずは、体験教室からどうぞ！ 

(材料代：500円)

(材料代：1500円)

(材料代：1000円)

　初めてのシャドーボックス体験教室です。 
同じ絵柄を複数枚使って何層にも切り重ね、立体感を持たせた 
奥行きのある３D作品です。 
今回は「ピアノをひく少女」を作ります。 
（やすらぎに作品見本があります。） 
持ち物 眼鏡(必要な方)

ウェルカムボードを作ります。 
初めての方でも素敵な作品が作れます。（やすらぎに作品見本があります。） 
持ち物 眼鏡(必要な方)、エプロン 

認知症予防教室として人気の教室です。 
１回目は「寄せ植え（園芸療法）」に挑戦します♪ 
（原則６５歳以上の方） 
持ち物 眼鏡（必要な方）、作品を入れる袋 

加齢と共に生じる体力低下や 
体の痛みを和らげ、今より活動的に生活できるようにする 
ための教室。呼吸法、柔軟性・筋力アップ、姿勢の改善 
などから健康美をめざします♪ 
持ち物 運動できる服装、バスタオル、 

運動靴（上履用）、飲み物（５００ml程度） 

認知症予防教室として人気の教室です。 
２回目は「音楽療法」を体験します♪ 
（原則６５歳以上の方） 

▲姿勢の改善の様子 

▲作品見本 

やすらぎ　２F 
　健康増進センター　 
　　　４３－３２０１ 

②⑤は 
　１月３１日（火）まで 
①③④は 
　２月１７日（金）まで 

申　込　先 

申込締切 
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問 

　冬は寒さで筋肉が硬くなりやすく柔軟性がなくなり、血流も悪くなるため、腰痛になる
方が多くなります。また、雪が降った時の雪かきも腰痛の原因となりがちです。 

雪かきは無理をせず、終わった後は 
水分補給も忘れずに行いましょう。 

また、腰の疾患がある人は病院受診し、 
医師の指示に従ってください。 

●雪かきをする前に準備運動としてストレッチを行う。 

●防寒対策をしっかりし、特に腰部は使い捨てカイロを貼るなど温めるようにする。 

●自分の力に合った雪の量をすくい、すくった雪は遠くに放り投げないようにする。 

●雪をすくうときは、両足を広げ、膝を曲げて腰をおとし、低い姿勢で行う。 

●雪を運ぶときはなるべく体に近づけて移動させる。 

●スコップは疲れる前に左右の手に持ち替える。 

●四つんばいの姿勢から、 
　猫がのびをするような姿勢をとり、 
　背中を伸ばして１５～３０秒保持する。 

＜四つんばい背中伸ばし＞ 

●仰向けになって両手でひざをかかえる。 
　ひざを胸のほうに引き寄せ、 
　心地よい張りを感じるところで 
　１５～３０秒保持する。 

＜腰とお尻伸ばし＞ 



　 不破西消防署　　 ４３－０１１９ 問 

　電気器具は便利なものですが、使用者の取扱いの不注意や誤った使用方法から火災となる場合がありま
す。電気器具を使用する際には、次のことに注意しましょう。 

　家電製品やＯＡ機器の普及により、数多くの電気器具を使用するように
なりました。このため、使用する電気器具に対しコンセントが不足し、た
こ足配線になりがちです。コンセントの電気の許容量（１５００W＝１５A×１０
０V）を超えて電気器具を使用するとコンセントが過熱し、火災の原因とな
るので、たこ足配線は絶対にやめましょう。 
　また、差込プラグにほこりなどが付着したまま長い間コンセントに差し
込んだ状態にしておくことで、差込プラグの両刃間に電気が流れ、ショートして火災になることがありま
す。（トラッキング火災）。外出時や就寝時はもとより器具を使用しない時には、差込プラグを抜いたり、
付着したほこりなどを取り除くようにしましょう。さらに傷んだコード、束ねた状態や重い荷物が載った
状態であると、その部分に負荷がかかり、断線して、出火する可能性がありますので、大変危険です。傷
ついたコードを早めに交換し、重い物を載せたり、束ねた状態での使用はやめましょう。 

　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、地域の
住民の連携・協力があってこそ成し遂げられ
るものです。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。 
　これに伴い関ケ原町消防団は、１月２２日（日）
に防火演習を実施する予定です。 

　毎年恒例の消防出初め式が消防団、女性
防火クラブ、西消防署など約２４０人、消防車
両１４台が参加して行われます。 
日　　時　１月７日（土）午前９時３０分～ 
場　　所　関ケ原ふれあいセンター 
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～ 

平成２４年 

文化財防火デー 文化財防火デー 文化財防火デー 

①使用しないときは、コンセントを抜く。 
②たこ足配線は、絶対にしない。 
③差込プラグに付着したほこりなどは取り除く。 
④傷んだコードは使用しない。 
⑤コードは束ねた状態で使用しない。 
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●消防署　平成23年 11月分

出動件数
累計今月

354交 通

475一般負傷

16318急病人

616その他

30633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

10建 物

10車 両

00林 野

30その他

50計
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勤務日その他応募資格
（平成２４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

勤務条件　週５日　１日７．７５時間
賃　金　７８０円／時間

――――――１名
（関ケ原グラウンド・ゴルフ場）

作業員

グリーンウッド
関ケ原

（原則）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
　　　賃　金　７８０円／時間～

――――――４名
（喫茶今須宿）

調理員

（原則）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
　　　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４～７．７５時間
　　　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２～５日制（季節による）
　　　　　　　１日４～７．７５時間
　　　時　給　７８０円／時間～

――――――若干名
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～

看護師又は　　
准看護師免許　

３名
（訪問看護

ステーション）
看護師・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
ホームヘルパー
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　　　　

１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，Ｂ……１，０５０円／時間
　　　　　　　Ｃ……………８００円／時間

――――――７名Ａ介護職員通
所
介
護
職
員

（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
）

看護師又は　　
准看護師免許　

１名
Ｂ看護師
　准看護師

――――――１名Ｃ調理員

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　　

２名
（地域包括

支援センター）
介護支援専門員

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
（地域包括

支援センター）
事務員

※共通事項　自動車運転免許のある方は優遇します。
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勤務日その他応募資格
（平成２４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９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

（原則）勤務条件　月～金、土（隔週）
　　　　　　　午前９時００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１名幼稚園教諭

関ケ原小学校附属
幼稚園

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

保育士
又は
幼稚園教諭
又は教員免許

若干名
留守家庭児童教室

指導員

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～

――――――２名
幼児教育
サポーター

（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
　　　　１日６時間
賃　金　１，０００円／時間

――――――若干名
特別支援学級
支援員

勤務条件　週３～４日程度
　　　　１日６時間
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～午後４時
賃　金　７７０円／時間

――――――２名子育て指導員中央公民館

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２７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
　　　　　来てください。
採用期日　平成２４年４月１日 
勤務期間　平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日 
　 　役場　総務課　 　４３－１１１０問 

募 集 職 種 及 び 応 募 資 格



平成２４年１月１日 14 第570号

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 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 募 集 案 内
受験資格募集種目

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）

受付期間

１月１１日（水）～４月４日（水）

試験期日

４月１３日（金）～４月１６日（月）のうち１日

合格発表

５月１８日（金）

 　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 

働く婦人の家講座 働く婦人の家講座 

毎年大好評！手作り味噌はいかがですか？
どなたでも簡単に作れます！！

日　時　１月２１日（土）午前９時～
場　所　働く婦人の家　調理室
定　員　２０名
材料費　当日徴収
持ち物　味噌容器（密封できるもの）
　　　　大豆（麹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ください。
・大豆は必ず水を切って持参してください。
申込期限　１月１２日（木）

簡単でおしゃれなパールネックレス！
日　時　２月４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　５００円
申込期限　１月２７日（金）
　　　　 　働く婦人の家　 　４３－２６６６問 

ビーズアクセサリーづくり教室

麹味噌づくり教室
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　私たち、関ケ原バレーボールスポーツ少年団で
は、バレーボールが大好きな小学校２年生から６
年生までが仲良く活動しています。
　私たちの団の目玉の行事は、県内や他府県の少
年団との交流会を積極的に行っていることと、春
と秋のお楽しみ会の開催です。今年の春のお楽し
み会は、町内でのイチゴ狩りを
行いました。また、秋のお楽し
み会は、ボーリング大会を行い
ました。お楽しみ会の後は親と
子どもがバレーボールで対戦す
る親子バレーを行って一日楽し
く過ごすことができました。
　１２月には、金魚で有名な愛知
県弥富市で開催された交流会
「きんちゃんカップ新人戦」に
出場しました。交流会では、岐
阜県からの団として親善を深め
て来ることができました。

　町が行う物品等の購入契約や見積もりに参加
できるのは、あらかじめ資格参加を受け、町が
その資格を認めた業者に限ります。
　今回、平成２４・２５年度に参加を希望する業者
の資格申請の受付を行います。
　建設工事及び測量・コンサルタントにおける
入札参加資格審査申請は、平成２２年度より「岐
阜県・市町村共同入札参加資格審査」に参加し
ております。

物品・その他区　分

２月１日（水）～２月２９日（水）
午前８時３０分～午後５時１５分
※郵送による受付可

受付期間

役場　総務課　財政係受付場所

関ケ原町指定様式
町ホームページからダウンロードできます。
 　http://www.town.sekigahara.gifu.jp/

様　式

平成２４・２５年度　入札参加資格申請受付

 　役場　総務課　 　４３－１１１０問 
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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 
手芸展＆つる細工＆花鳥画展　

～兄と妹が奏でるアートの世界～
出　展　ぺんぺん草　　　
期　間　１月４日（水）～１月２９日（日）

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１４日（土）午前１０時３０分～午前１１時
担当：読書サークル
★おしょうがつ
★紙芝居「おおきなくまさん」

１月２８日（土）午前１０時３０分～午前１１時
担当：司書
★へびのせんせいとさるのかんごふさん
★ぶたぶたくんのおかいもの

■おはなし原っぱ★新春生放送★
「お正月は１２ｃｈダーツーの！」 
◇１日（日）　正午～　他　※再放送　２日（月）～８日（日）
【特別番組】
 新年のご挨拶 
◇１日（日）　午前６時～　他
 テレビねんがじょう 
◇１日（日）　午前１１時５０分～　他
「日本一小さな酒蔵」 
◇９日（月）～１５日（日）　午後７時～　他
 レギュラー番組総集編を放送します。 
◇５日（木）～７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】
★１月のレギュラー番組には　東保育園　が登場します！
 げんきはなまる 
◇月～日　午後８時３０分～　他
・１６日～　東保育園　きりん組
 ニュースのひろば 
◇火～日　午後６時～　他
 ＯＣＴてれび学園 
◇２３日（月）～２９日（日）　午後７時～　他
 里見まさとのご町内探訪 
◇３０日（月）～　午後７時～　他
 推理サスペンス劇場 
◇９日（月）～１５日（日）　午後７時４５分～　他
 暇つぶしＴＶ マチサガ！  ＴＶ増刊号「みるチャン」 
 Local supli (ローカルサプリ)  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

蔵書点検及び図書システム入れ替えのため、 
下記の期間、図書館のみ休館します。 

（１月３０日は月曜日、３１日は最終火曜日、２月６日は 
　月曜日のためふれあいセンター全館が休館となります。） 

２月１日（水）～２月５日（日） 

　東日本大震災の現場の声から、必ず来るといわ
れるこの地域の大震災のこと、今から備えておく
べき人と人とのつながりについて一緒に考えてみ
ませんか。町内の方なら、どなたでも参加できま

� ����������������������������������

す。
� ���

日　時　１月２０日（金）　午後７時～午後８時３０分
場　所　ふれあいセンター大ホール
講　師　ＮＰＯ法人
　　　　レスキューストックヤード
　　　　代表理事　栗田暢之氏
参加費　無　料
申込み　必要ありません
　 　教育委員会　社会教育課
　 　４３－１２８９
問 

関ケ原町人権同和教育研修会関ケ原町人権同和教育研修会
参加者募集

『災害に備える地域づくり・人づくり』
～東日本大震災などの現場から～



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 電子メール ホームページ 
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　大垣商業高等学校と大垣工業高等
学校の定時制では、下記のとおり平
成２４年度入学生を募集しています。
設置学科・募集人員
商業科（大垣商業高等学校定時制課程）４０名
工業技術科（大垣工業高等学校定時制課程）４０名
出願資格
中学校を卒業した方、または平成２４
年３月卒業見込みの方。
※成人の方も受検可
選抜日程
特色化選抜　
出願期間　２月２日（木）～６日（月）

正午【土日除く】
検査期日　２月９日（木）
選抜結果の通知　２月１６日（木）
一般選抜　
出願期間　３月２１日（水）
検査期日　３月２３日（金）
合格発表　３月２７日（火）
※特色化選抜において定員が満たさ
れた場合、一般選抜は実施しませ
ん。

　 　大垣商業高等学校　定時制
　 　８１－４４８３
　 　大垣工業高等学校　定時制
　 　８１－１２８０ 

平成２４年度  岐阜県立高等学校
入学者募集

問 

問 

info@ogakicci.or.jp
 
　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。

　　　　午前８時３０分～午後５時１５分

 
　毎月の水道料金は、検針員が皆さ
んのお宅にお伺いして検針し、お知
らせしています。しかし、冬は積雪
が多く水道メーターの検針が困難な
家庭もあります。そこで、そのよう
な家庭に限って前月と同程度の水道
料金を請求させていただき、翌月に
実際の水道料金との調整を行うこと
にしています。こうした暫定の料金
徴収について皆さんのご理解とご協
力をお願いします。
　また、冬季には気温がマイナスに
なる日が多くあります。このため、
屋外にある蛇口が凍って水が出なく
なる、水道管が破裂するなど凍結事
故が多くなります。その凍結事故を
未然に防ぐため、専用の保温材を使
用するなど、凍結防止に努めてくだ
さい。
　 　info@ogakicci.or.jp
 
　大雪が降った場合、収集が遅れた
� ������り、収集できない場合がありますの
で、なるべく次の収集日に出してい
ただくようお願いします。
　 　役場　水道環境課　 　４３－３０５３

１月は「家庭の日」強調月間です

おねがい
積雪時の水道メーターの検針

ごみの収集

平成23年 11 月分 

比  較
２２年11月の
排出量

２３年11月の
排出量

品  目

9.50％増72.39ｔ79.27ｔ燃やせるごみ

3.52％増7.38ｔ7.64ｔプラスチック類

2.70％増5.92ｔ6.08ｔ燃やせないごみ

＊水が冷たい季節ですが、「水切りネット」や
「生ごみ搾り器」を活用し、生ごみの水分を
減らすことに、ご協力お願いします。

○歴史民俗資料館入館者数
　　　１１月分　　４，３８４人

せきがはら史跡ガイド

２日　小牧城趾散策の会
２８名様（愛知）【安部】

５日　大阪衣料品小売健康保険組合
２５名様（大阪）【山根】

　　　リライムカルチャー倶楽部
２１名様（福井）【安部】

　　　クラブツーリズム４０名様
（東京）【高木敏】

６日　テレビマンユニオン
１０名様（東京）【曽我】

　　　喜楽会１５名様（奈良）【伊藤】
　　　ＯＰＵＳ歴史サークル

２０名様（滋賀）【三輪】
　　　城山覚王山に親しむ会

１１名様（愛知）【細見】
８日　歴史散歩の会７名様（岐阜）【三輪】
　　　個人２名様（滋賀）【山根】
９日　クラブツーリズム

１３名様（東京）【伊藤】
１２日　個人６名様（京都）【池側誠】
１３日　エナジティック会

６名様（北海道）【池側誠】
　　　曽根家のお集まり

８名様（兵庫）【池側恵】
１４日　個人２名様（埼玉）【池側恵】
１６日　山口県遺族連盟３１名様

（山口）【高木弘】
　　　浦賀丘釣部６名様（神奈川）【高木松】
１９日　個人２名様（東京）【高木弘】
　　　京大病院免疫膠原病内科

１３名様（京都）【三輪】
２０日　金沢工業大学学友会１２０名様

（石川）【池側誠・池側恵・吉田】
　　　平生観謡同好会１４名様（山口）【伊藤】
２３日　個人３名様（京都）【池側誠】
　　　個人４名様（埼玉）【高木敏】
　　　ゆう工房２７名様（大阪）【細見】
２４日　うおーく・ねや川１００名様

（大阪）【高木敏・田辺】
２６日　個人７名様（三重）【吉田】
２８日　北町診療所９名様（東京）【岩田】
３０日　一宮町郷土史会１８名様

（山梨）【伊藤】
史跡ガイド事務局（歴民内）

１１月ガイド実績　２８件

　謹んで新春のお慶びを申し上
げます。本年もよろしくお願い
します。 

　　　平成２４年　元旦 
関ケ原歴史を語る会  会長  坂東紀喜 
 
日　時　１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　合戦余話④ 
　関ケ原合戦時の武将たちの食
事をテーマにお送りします。 
○合戦時、彼らは何を食べて
戦っていたのか？ 

○領地で年貢米などをどのよう
に保存していたのか？ 

○江戸時代の平常の食事量は現
在と比較すると・・・？ 

興味深い内容が盛りだくさんです。 
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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 

つつしんでおくやみ 
　　　　　申し上げます おめでとうございます 

平成23年12月1日現在 

人口 

男 

女 

世帯数 

（－12人）　 

（－13人） 

（＋ 1 人） 

（－ 6 世帯） 

8，159人 

3，996人 

4，163人 

2，830世帯 

平成23年11月16日から 
平成23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 

淳 
佳 香 
 

哲 也 
麻由香 

あやね 

か　ほ 

正 巳 
めぐみ 

緑ヶ丘 

大高 

陣場野 

住　所 氏　名 

藤下 

公門六 

西町一 

東野 

西町一 

川合　清正 

�光　さだゑ 

谷田　義雄 

青木　良一 

有川　英男 

７５歳 

９０歳 

７６歳 

８８歳 

８４歳 

西村　彩羽 

杉田　花穂 

白井　ひかり 

※節電にあたっては、健康に影響のない範囲でご協力お願いします。

室内温度は２０℃を目安に！窓には厚手のカーテンを掛けて。エアコン

不要な照明をできるだけ消しましょう。　照明

画面の輝度を下げ、必要な時以外は消しましょう。テレビ

冷蔵庫の設定を「弱」に変え、扉を開ける時間をできるだけ減らし、食品は
つめこまないようにしましょう。

冷蔵庫

早朝にタイマー機能で１日分をまとめて炊いて、保温機能は使用せず、よく
冷ましてから冷蔵庫に保存しましょう。

ジャー炊飯器

便座保温・温水の設定温度を下げ、不使用時はふたを閉めましょう。温水洗浄便座

リモコンでなく、本体の主電源を切りましょう。使わない機器はコンセント
からプラグを抜きましょう。

待機電力

　関西電力では、この冬の電力不足が懸念されて
います。関西電力では、１２月１９日～３月２３日の平
日、午前９時から午後９時の間で１０％の節電をお
願いします。
　冬の電力需要は、平日の午後２時頃にピークが

先鋭化する夏に比べると、ピークは朝から夜にかけて長くならだかになる傾向があります。また、
家庭の電力需要は、家族が帰宅する夕方から増え始め、全体の電力需要に占める割合も大きくな
ります。ご家庭で電気を使用する皆様に平日の午前９時から午後９時、特に家庭での使用が増え
る夕方以降の時間帯（午後６時から午後９時）での節電にご協力をお願いします。

冬も省エネ 
節電しよう ！ 

この冬の節電のポイント！


