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問 

　唾液（つば）には『自浄作用』『抗菌作用』など、口腔内を保護する作用があり、健康を守る
重要な働きがあります。このため、唾液の分泌量が少なくなると「口臭が強くなる」「虫歯や歯
周病にかかりやすくなる」「口内炎ができやすい」など口の病気にかかりやすくなります。また、
乾燥がひどくなると口腔乾燥症（ドライマウス）を発症し、舌がひび割れたり、食べ物の味がわ
かりにくくなる「味覚障害」を生じます。この口腔乾燥症は、特に５０歳以上の女性に多くみら
れる病気です。 

～ 口腔乾燥症（ドライマウス）～ 

　１つでもチュックがついたら、唾液減少が疑われます。早めの
病院受診がお勧めです。 

□  口が渇く　　　　　　□  唾液が少ない 

□  口臭が気になる　　　□  口の中がネバネバする 

□  舌や唇がひび割れたり、ヒリヒリする 

□  食べ物が飲み込みにくい 

□  舌がもつれて話しづらい 

【　加　　　齢　】…口の周りの筋肉、歯の衰えなどから咀嚼力（かむ
力）が低下することで唾液の分泌量が減少する。 

【女性ホルモンの低下】…女性の場合、更年期になると女性ホルモンの分泌
が低下し、唾液の分泌量も減ると言われています。 

【ス　ト　レ　ス】…唾液腺（唾液を分泌する腺）は自律神経に支配されているので、スト
レスがあると交感神経が働き、唾液の分泌が抑制されます。 

【生　活　習　慣】…喫煙、早食いなどの習慣から、唾液の分泌が減退する。 

【そ　　の　　他】…糖尿病、甲状腺疾患などの病気。降圧剤、睡眠薬などの服用が原因で
唾液の分泌量が低下する。 

唾液が少なくなる主な原因 唾液が少なくなる主な原因 
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　私達関ケ原バレーボールスポーツ少年団は、バ
レーボールが大好きな小学校２年生から６年生ま
で、男女あわせて１９人で活動しています。
　バレーボール競技を通し、体力の向上、技術力
の向上だけではなく、心の育成にも取り組んでい
ます。
　「輝け！ラビッツバレー！心ひとつに！」を合言
葉に、
　①チームの仲間を大切に、助け合う心
　②あきらめずに最後までやりぬく心
　③自分に負けない強い心
　④目標に向かって一生懸命努力する心
　⑤どんな時でも感動する心

を目指して活動しています。 

　練習は水曜日と金曜日の午後７時から午後９時
まで、土曜日の午後１時から午後４時３０分まで、
町民体育館で行っています。一緒にバレーボール
を楽しみましょう！

小中併設校のよさを生かして
　今年度も小中学校の児童生徒１０２名が力を合わ
せて、「かしこく　やさしく　たくましく」を合い
言葉に、学校の教育目標『豊かな心をもち、たく
ましく実践する児童生徒』をめざして、取り組ん
でいます。昨年度は小中併設３０周年を迎え、“ふる
さと今須”への思いを地域の皆様と共有する貴重
な体験をしました。その思いを大切に今年度も小
中併設校としてのメリットを生かした取組を活発
に行っていきます。その活動の一部を紹介します。

４／２２　なかよし班顔合わせ
　小学１年から中学３
年までの縦割りで今年
も様々な交流活動を行
います。その顔合わせ
の会では、お互いに自
己紹介しながらこれか
らの活動に期待を膨らませました。その活動のひ
とつが次に紹介する小中合同野外活動です。

５／７　小中合同野外活動
　毎年恒例になったこの行事は、小学１年から中
学３年が縦割りの６つのグループに分かれて活動
を計画して進めます。学校からグリーンウッド関
ケ原～松尾山～井上神社～今須峠を越えて学校へ
戻ってきます。なかなか体力的にも精神的にも鍛
えられる行程になっています。そんな中にも小学
生と中学生がゲームをして遊んだり、一緒にお弁

当を食べたりして
楽しい時間を過ご
します。そして、
中学生が見守る中、
小学１年の児童た

ちも元気いっぱいに歩ききります。
　今年もふるさと教育の一環として、中学生が聖
蓮寺付近の八房の梅や松尾山、井上神社などにつ
いて調べ、グループごとに説明しながら「ふるさ
とのよさを再発見する」学習を行いました。
　登山では小学校１年生にとっては初めての経験
ですが、お兄さん、お姉さんたちに励まされなが
ら最後までやりきりました。学校に到着したみん
なの顔は、満足感でいっぱいでした。仲間といっ
しょに心も体も鍛えることができた一日でした。
　　４／９　第一回命を守る訓練
　　５／２５　第二回命を守る訓練（不審者対応）
　小中合同で、年間を通して火災や地震・不審者
侵入など、いざという危険に備えて自分の身を守
ることができるよう、避難の方法を考えたり避難
経路の確認をしたりしています。小学１年から中
学３年までが一斉に避難します。時には予告無し
で訓練を行い、中学生がとっさの判断で小学生を
導いていけるような訓練も行います。また訓練に
は毎回地域の自治会長さん方にも参観いただき、
子ども達の安心・
安全のために、一
緒になって考えて
いただいています。

今須小中学校 
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４３－１１２２ 

　メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した『特定健康診査』（４０歳～７４歳まで）が実施されてい
ます。
　関ケ原病院でも、『特定健康診査』を受診していただくことができます。
　『特定健康診査』を受診されるには、「関ケ原病院」で行う個別健診と「やすらぎ」で行う国民健康保険加入
者対象の集団健診に合わせて行う健診とがあります。
　ご自分が加入されている保険証をご確認ください。ご加入されている保険者から、必ず特定健診受診券が送
られてくると思います。その受診券をお持ちであれば、「関ケ原病院」でも「やすらぎ」で行う集団健診にも受
診ができます。皆さんの健康管理の為にもぜひ特定健診を受けて活用しましょう。

　健診料金は上記金額になりますが、ご加入の医療保険によって自己負担額が異なります。受診券に記載があ
りますので必ずご確認ください。受診される際には、必ず受診券と保険証をご持参ください。
　なお、『特定健康診査』について、何かご質問がありましたら、関ケ原病院にお尋ねください。

 　総務課　健診係　　 　４３－１１２２問 

◆個別健診◆
健診場所　国保関ケ原病院
健診受付　予約制
健診期間　年間通して　毎週月～金曜日
健診料金　９，０００円（不破郡医師会規定）
自己負担金　ご加入の医療保険による

◆集団健診◆
健診場所　関ケ原町保健福祉総合施設「やすらぎ」
健診受付　当日
健診期間　「やすらぎ」が行う集団健診の期間
健診料金　６，４８０円（不破郡医師会規定）
自己負担金　ご加入の医療保険による

◎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。）
※木曜日、内科　森島先生の診察予約は午後３時まで延長となります。

土金木水火月診療科名等
森島高野瀬古森島瀬古瀬古一診

内 科

福田（和）森島桐井桐井高野二診
循環器外来桐井高野福田（和）三診

斎藤斎藤五診
高野桐井小原瀬古森島福田（和）初診

斎藤小原森島福田（和）午後
斎藤（予約外来）午後

松尾宮宮宮松尾宮一診
外 科 宮佐々木松尾田尻下宮松尾三診・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　押谷外科・二診皮 膚 科

岐阜大学
整形一般

楊
整形一般
（予約制）

楊
整形一般
（予約制）

岐阜大学
整形一般

楊
整形一般
（予約制）

吉岡
整形一般一診

整 形 外 科 秋山教授
関節専門外来

（予約制・不定期）
　６月２０日のみ　

田中
リウマチ専門外来
（予約制１０：００～）

下川
脊椎専門外来
（予約制）

伏見
脊椎専門外来

（予約制１０：００～）
二診

澤田白木午前眼 科
１・３・５　久世
　　　２・４　柴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27年 6 月）※都合により休診になる場合があります。

歯　科　６月２３日（火）午後　診察、６月２５日（木）午後　病棟往診・手術 
眼　科　６月８日（月）、６月２９日（月）　午前１０時３０分～ 
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関ケ原病院リハビリテーション科　　 　43－1122（内線2010）

▲今須保育園４・５才児「すきな絵を描こう」 ▲関ケ原絵画（日本画・洋画・水彩画）グループ展

　元来、人間は運動しながらその脳を発達させてきました。昔、コンビニやスーパーがなかった時代、
人は食物を求めて木に登って果物を獲ったり畑を耕したりして自給自足の生活をしていました。その時
代に人が毎日歩いていた距離は１０～２０ｋｍといわれています。２０ｋｍというと関ケ原から大垣を越える
距離です。人は動くこと（運動すること）で脳も活動し、生活の知恵をつけ進化してきました。
　体を動かすことは脳への影響も大きく、十数年にわたる研究により認知能力に対して運動が大きな効
果をもたらすことが明らかになっています。一般的な認知症を生涯のうちに発症する危険は、運動を行
うことで半減するそうで、特にアルツハイマー病の場合、効果はさらに大きくなり、週に２回ぐらいの
有酸素運動（２０分程度）を行うことで発症するリスクを６０％ほど減らすことができるそうです。
　ただ、運動が大切だとわかっていてもなかなか習慣化することは難しいです。好きなこと、やりたい
と思えるものでないと体は動かないです…。
　そこで、リハビリテーション科は、誰でも笑顔で、ついつい体が動いてしまうような楽しい運動・体
操を研究しています！そして、いきいきサロンや各集会などで、誰もが楽しく運動できるようなメニュー
を日々創っています。

サロン等への出向は随時受付中です！　お気軽にご相談ください。
� ��������������������������������������������

－運動で脳の病気を予防できる！？－
運動＝体を動かすこと（体操、散歩、畑、趣味等）

体操出前講座、どこでもいきます。体操出前講座、どこでもいきます。
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　町内外の史跡を訪ね、現地で学習
しながら歴史を体感しましょう。ど
なたでも参加できます。
第１回『南宮山ハイキング』

日　時　６月２１日（日）
　　　　午前９時～午前１１時３０分　

雨天中止
集　合　関ケ原ふれあいセンター

駐車場
講　師　垂井町教育委員会　学芸員

原田　義久　氏
参加費　５００円
定　員　１０名程度
申　込　教育委員会、中央公民館、

歴史民俗資料館に申込用紙
を配置しています。

　　　　６月１２日（金）までに教育委
員会へお申し込みください。

　 　教育委員会　社会教育課
　 　４３－１２８９ 

＜受講生募集＞
せきがはら歴史オープン講座

問 

 
日　時　６月６日（土）
　　　　午前８時３０分～１２時
場　所　ふれあいセンター　大ホール
内　容　○少年の主張大会
　　　　○サイエンスショー
　　　　○成績発表・表彰
　　　　○大会宣言
　 　教育委員会　社会教育課
　 　４３－１２８９

関ケ原町青少年健全育成大会
（少年の主張大会）を開催

問 

日　時　６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　「天下人」豊臣秀�と城 
　織田信長の後を継ぎ、天下統
一した豊臣秀�は、軍事的・政
治的に豪華な城を数多く築城し
たが、今ではもう一城も目にす
る事はできない。 

○歴史民俗資料館入館者数
　　　４月分　　２，８２８人
○不破関資料館入館者数
　　　４月分　　　４７５人

★「大関ケ原展」開催中
　開催地が東京から京都に移り
ました。京都文化博物館にて６
月２日（火）～７月２６日（日）での
開催です。詳しくは開催案内の
チラシが各自治会で回覧されま
すのでご覧ください。関ケ原町
からも合戦図屏風等を出展して
います。

★「班女」７月９日（木）上演決定
　野上ゆかりの能「班女」の関ケ
原ふれあいセンターでの上演が
決まりました。京都の「能楽師、
林宗一郎様の会」により、当日は
小中学生の皆さんが伝統芸能を
観賞され、その後の上演となり
ます。詳しくは今後用意される
ポスターをご覧ください。また、
関ケ原ふれあいセンターまでお
問い合わせください。現在、歴
史民俗資料館では班女の画軸や
木像を展示紹介しています。併
せてご覧ください。

７日　宝塚山の会１３名（兵庫）　
【三和敏郎ガイド】

７日　至誠５９会１２名（三重）
【吉澤広幸ガイド】

１１日　個人１名（愛知）【田中俊彦ガイド】
１７・１８・１９・２４日
　　　ＢＳ日テレ（東京）【吉澤広幸ガイド】
２２日　個人４名（三重）【今井剛ガイド】
２３日　個人１名（石川）【井野時茂ガイド】
２３日　個人２名（滋賀）【�木敏朗ガイド】
２３日　個人１名（広島）【山村健一ガイド】
２３日　個人１名（広島）【細見昌男ガイド】
２４日　鹿児島県薩摩義士顕彰会１５名

（鹿児島）【細見昌男ガイド】
２９日　関ケ原小学校・中学校同窓会２９名

（岐阜）【細見昌男ガイド】
せきがはら史跡ガイド事務局
（歴史民俗資料館内）

せきがはら史跡ガイド

４月ガイド実績　１４件
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　関ケ原町では、障がいのある人が
自立した生活又は社会生活を営むこ
とができるよう、県が指定した相談
支援業者に委託しています。
　今年度、指定相談事業所による巡
回相談を下記のとおり実施しており
ますので、お気軽にご相談ください。
対 象 者
　　町内在住で、原則療育手帳を所
持している本人及び家族、精神福
祉保健手帳を所持している本人及
び家族。（手帳を取得している方と
同程度の支援等が必要であると認
められる方も含む）

相談内容
　・福祉サービス制度の活用
　・家族関係、人間関係
　・不安や心配ごと
　・専門機関の紹介や連携　など
相談場所
　関ケ原町役場内１階相談室（個室）
相談日程
　毎月第２水曜日
　午後１時～午後３時まで

（１日２件まで対応可）
実施方法
　・予約制（事前に、電話にて

予約をお願いします）
　・１人１時間程度
　・相談支援専門員による対応
　 　役場　住民課 　 　４３－１１１３

 
　下記地区の主任児童委員さんが４
月１日より代わられました。民生関
係のことでお困りの時は、お気軽に
ご相談ください。 

障がい者巡回相談の実施について

問 

新しい民生委員児童委員、
主任児童委員さんを紹介します

 
　岐阜県人権擁護委員連合会及び大
垣人権擁護委員協議会では、人権擁
護委員制度の周知徹底と人権思想の
普及高揚を図ることを目的に、全国
一斉「人権擁護委員の日」特設人権
相談所を開設します。
　いじめ、体罰、部落差別、女性差
別などの差別問題、家庭内（夫婦、
親子、結婚、離婚、扶養、相続など）、
近隣間のもめごと、悩みごとなど、
身近なことで困っていることがあれ
ば、人権擁護委員が相談に応じます。
　また、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　６月１日（月）
　　　　午後１時３０分～午後４時
場　所　老人福祉センター
　 　役場　住民課　　 　４３－１１１３

 
　予備審査を通過した６アイデアで、
決勝大会を行い、グランプリを決め
ます。過去の大会の入賞アイデア数
点は実現に至りました。来場者の一
人ひとりが審査員となって頂き、６
アイデアのプレゼンを見て頂きます。
地域を良くするアイデアに投票する
ことで、まちづくりにご参加頂きま
す。
本選表彰　６月２１日（日）
　　　　　午後１時３０分～午後４時、
　　　　　入場無料
場　　所　岐阜経済大学４１０１教室
　 　公益社団法人大垣青年会議所
　　　（大垣市新田町１－２

大垣市民会館内）
　　　『夢溢れるまちづくりコンテスト』係
　 　４７－８２７５　　 　４７－８２７６
 

毎年６月１日は
「人権擁護委員の日」です

問 

夢溢れるまちづくりコンテスト
～あなたのアイデア売り込みましょう～

問 

 
　いじめ・体罰・虐待など、だれに
も打ち明けることのできない悩みを
抱えておられる方など、どなたでも
電話相談に応じます。
　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　６月２２日（月）～２８日（日）
　　　　月～金
　　　　　午前８時３０分～午後７時
　　　　土・日
　　　　　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。
　 　子どもの人権１１０番
　　　０１２０－００７－１１０（フリーダイヤル）
　 　岐阜地方法務局　人権擁護課

 
日　時　６月２０日（土）
　　　　午後２時～午後４時
場　所　垂井町立中央公民館

会議室（２階）
内　容　外国の音楽やゲーム等を楽

しみながら、アメリカ人講
師と本場の英会話を学びま
す。

対　象　郡内に在住の幼児・小学校
低学年生、各コース１０名

＜要・保護者同伴＞
コース　①２・３歳児
　　　　　午後２時～午後２時３０分
　　　　②４・５歳児
　　　　　午後２時４５分～午後３時１５分
　　　　③６～８歳児
　　　　　午後３時３０分～午後４時
講　師　ホン・ローレンスさん

（英語講師）
参加費　無料
申込・ 　６月１８日（木）までに、
　　　　ローレンスさん
　　　　（ 　０８０－３７８２－０８８５）へ。

全国一斉「子どもの人権１１０番」
強化週間における電話相談所開設

問 

レクリエーションで「英語を学ぶ」
参加者を募集します

問 

担当地区住　所氏　名

関ケ原校下山　中 藤  井 　 裕  子 
ふじ い ひろ こ

平成27年4月分 

比  較26年4月の
排出量

２7年4月の
排出量品  目

2.85％増85.33ｔ87.76ｔ燃やせるごみ

25.44％減9.71ｔ7.24ｔプラスチック類

21.74％増6.44ｔ7.84ｔ燃やせないごみ

11.01％減16.16ｔ14.38ｔ粗大ごみ
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　外国人（特別永住者等を除く）の雇
入れ及び離職の際、その氏名、在留
資格等をハローワークへ届け出てく
ださい。
　外国人労働者の適正な雇用の推進
及び不法就労の防止を図ることにつ
いて、事業主をはじめ皆さんのご理
解とご協力をお願いします。
　 　岐阜労働局職業対策課
　 　０５８－２６３－５６５０
　　　または最寄りのハローワーク

 
　労災保険と雇用保険の申告・納付
期間は、６月１日から７月１０日まで
です。
　岐阜労働局、各労働基準監督署で
は、６月１日から申告書の受付を
行っております。期限直前は、窓口
が大変混雑することが予想されます
ので、お早めにお出かけください。
　なお、手続きはパソコンから行う
こともできますので、インターネッ
トで電子政府の総合窓口「イーガブ」
をご覧ください。
　 　岐阜労働局　労働保険徴収室
　 　０５８－２４５－８１１５

 
　富士山麓の自然豊かなキャンプ場
で、全国から集まる青少年（日本人・
在日外国人）が、キャンプ生活や富
士登山などの野外活動をします。
日　時　８月３日（月）～

８月６日（木）　３泊４日
場　所　静岡県立朝霧野外活動センター
定　員　日本人８０名、外国人２０名
対　象　小学３年生～中学３年生
内　容　富士登山、テント生活体験、

野外炊飯体験、
　　　　キャンプファイアー、
　　　　ワイドゲーム　　　　など
締　切　７月１０日（金）
　 　公益財団法人　国際青少年研修協会
　 　０３－６４１７－９７２１
　 　info@kskk.or.jp
　 　http://www.kskk.or.jp 

６月は「外国人労働者問題啓発月間」です
外国人雇用はルールを守って適正に

問 

〈事業主のみなさまへ〉
労働保険年度更新の手続きはお早めに

問 

第３６回 青少年交流キャンプ
参加者募集

問 

 
　放送大学では、平成２７年度第２学
期（１０月入学）の学生を募集していま
す。
　放送大学はテレビ等の放送やイン
ターネットを利用して授業を行う通
信制の大学です。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・
自然科学など、幅広い分野を学べま
す。
　出願期間は９月２０日まで。資料を
無料で差し上げています。
　お気軽に放送大学岐阜学習セン
ター（ 　０５８－２７３－９６１４）までご請
求ください。放送大学ホームページ
でも受け付けています。
◆大学説明会
　６月２０日（土）、６月２７日（土）、
　６月２８日（日）、７月５日（日）、
　７月１１日（土）、７月１８日（土）、
　７月１９日（日）

 
受験資格　
１．平成２７年４月１日において、高
等学校または中等教育学校を卒業
した日の翌日から起算して３年を
経過していない者及び平成２８年３
月までに高等学校または中等教育
学校を卒業する見込みの者

２．人事院が１に掲げる者に準ずる
と認める者

申込期間　
・インターネット　
　６月２２日（月）～７月１日（水）
・郵送または持参
　６月２２日（月）～６月２４日（水）
試 験 日
・第１次試験　９月６日（日）
・第２次試験　１０月１４日（水）～

２３日（金）までの
いずれか指定する日

　 　名古屋国税局人事第二課試験係
　 　０５２－９５１－３５１１（内線３４５０）
　 　国税庁ホームページ

　　　http://www.nta.go.jp 

放送大学
１０月生募集のお知らせ

税務職員（高校卒業程度）募集

問 

 
無縁社会にしないために

～私たちにできること～
　急速な高齢化や長期不況が相まっ
て社会的に孤立し複雑多様な課題を
抱える人々が増加しています。
　少子高齢化する日本社会の諸相を
みながら、私たちは何をしなければ
ならないか考えます。
日　時　６月１３日（土）
　　　　午後１時３０分～

午後３時３０分
場　所　ふれあい福寿会館

　　　　第２棟３階　講堂
参加費　無料（事前申込が必要です）
定　員　２００名
講　師　宮本　みち子　氏

（放送大学副学長）

危険ドラッグと薬物乱用
　「薬物乱用」の実態、底深い危険性、
予防の重要性について考えます。
日　時　６月２０日（土）
　　　　午後１時３０分～

午後３時３０分
参加費　無料（事前申込が必要です）
定　員　２００名
講　師　勝野　眞吾　氏

（前岐阜薬科大学長）

　 　放送大学　岐阜学習センター
　 　０５８－２７３－９６１４
　　　（午前９時～午後５時３０分

　月曜・祝日を除く）

放送大学公開講演会

問 



　 不破西消防署　　 ４３－０１１９ 問 

　６月７日（日）から６月１３日（土）は、危険物安全週間です。危険物の保安に対する意識の高揚
及び啓発を推進しています。 
　ガソリンや灯油等は、日常生活だけでなく、事業所等にも幅広く利用されていますが、ひとた
び取り扱い方を誤ると火災や爆発事故を引き起こす原因となります。 
　皆様の大切な生命や財産を失わないためにも、
危険物の貯蔵や取扱には充分注意し、その安全
管理に努めてください。 

　消防団員の消防技術の向上と、士気の高揚を図ることを目的に、不破郡消防協会主催の消
防操法大会が開催されます。 

　各分団の代表の方が日夜訓練に励んだポンプ車操法と、
小型ポンプ操法を披露します。 
　皆様の激励をお願いします。 

●日　時●　６月２１日（日）雨天決行 
　　　　　　午前９時から（操法開始時間） 
●場　所●　不破消防組合消防本部グラウンド 

無防備な　心に火災が　かくれんぼ 無防備な　心に火災が　かくれんぼ 無防備な　心に火災が　かくれんぼ 無防備な　心に火災が　かくれんぼ 
平 成 ２７ 年 度 防 火 標 語 

平成２７年６月１日 19 第611号

●消防署　平成27年 4月分

出動件数
累計今月

122交 通

214一般負傷

6618急病人

235その他

12229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

0　0建 物

0　0車 両

0　0林 野

0　0その他

00計
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【特別番組】
 【生放送】第９７回全国高等学校野球選手権 岐阜大会 組み合わせ抽選会 
◇２０日（土）　午後２時から生放送
※再放送：２０日（土）　午後１０時
【レギュラー番組】
 地域の情報「デイリーＵＰ」
◇月～金　毎日　午後６時　他再放送あり
＜野球部特集＞１５日（月）～３０日（火）は西濃エリア
の高校の野球部を１校ずつ紹介します。

 園児登場！「げんきはなまる」
◇月～日　午後６時１５分～　他
 地域散策「里見まさとのご町内探訪」
◇１日（月）～７日（日）・２９日（月）～
　　　　　　　　　　　午後６時３０分～　他
 レッツ　ボランティア 
◇８日（月）～１４日（日）　午後６時３０分～　他
 お店紹介「みるチャン」
◇１５日（月）～２１日（日）　午後６時３０分～　他
 クイズ番組「マチサガ！」
◇２２日（月）～２８日（日）　午後６時３０分～　他
 ＴＶギャラリー 
◇月～日　午後５時５８分～　他　　好評放送中！
 　http://www.ogaki-tv.co.jp/　 　oct@ogaki-tv.co.jp

　※身近な情報をお寄せください。

6

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 ６月のギャラリー 

写真展　～花の魅力　花と語り合おう～
　　出　展：藤墳　裕悦さん（垂井町在住）
　　期　間：６月３日（水）～６月２８日（日）

 ボランティア募集のお知らせ！ 
　エコミュージアム関ケ原では、観察会、教室の
お手伝いができるボランティアスタッフを募集し
ています。年齢、性別は問いません。自然や観察
会、体験教室に興味がある方の応募をお待ちして
います。
　詳しい内容をお知りになりたい方は

 　４３－５７２４にお電話ください。

梅雨時の運転について 梅雨時の運転について 梅雨時の運転について 

　雨天時の運転は 
★晴れの日より速度を落とし、車間距離を十分とり
ましょう。 
　急ハンドル、急ブレーキは横転・横滑り等の原因
となります。 
 
★地盤が緩んでいることもあるので、山道等は路肩
に寄りすぎないようにしましょう。 
 
★深い水溜りを通ると、ブ
レーキが効かなくなった
り、効きが悪くなるので
注意しましょう。 
 
★ガラスの内側が曇りがちとなりますので、デフロ
スターを使用して曇りを防ぎましょう。 
 
★ワイパーを使った時、油膜等でガラスが見えにく

くなると危険ですので、
常に油膜を取る等整備
に心掛けましょう。 

垂井警察署 

４３－２２３３ 

■ おはなし原っぱ
　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。

６月１３日（土）　午前１０時３０分～午前１１時
担当：司書
★あめぽったん
★ふってきました

  本とあそぼう「全国訪問おはなし隊」
　キャラバンカーにたくさんの絵本をのせて
「おはなし隊」がやってきます。
６月２０日（土）　午後２時３０分～午後３時３５分
関ケ原ふれあいセンター　小ホール

６月２７日（土）　午前１０時３０分～午前１１時
担当：ばんびーなの
★へんしんクイズ
★すたすたかたつむり
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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 末ながくお幸せに おめでとうございます 

平成27年5月1日現在 

人口 

男 

女 

世帯数 

（＋ 2 人）　 

（＋ 1 人） 

（＋ 1 人） 

（＋ 3 世帯） 

7，672人 

3，766人 

3，906人 

2，802世帯 

平成27年 4 月16日から 
平成27年 5 月15日までの 
受付分（敬称略） 

住　所 氏　名 住　所 氏　名 

貝　戸 

陣場野 

玉東部 

野上二 

今須中町 

竹の尻 

御祭田 

中　町 

８４歳 

８５歳 

９６歳 

８６歳 

８８歳 

８９歳 

７０歳 

７２歳 

三和　有三 

杉浦　登美子 

兒玉　はす江 

河合　君子 

吉田　美代子 

�田　儀三郎 

川瀬　忠 

山田　富子 

愛知県 
 
小　池 
 
 
陣場野 
 
大垣市 
 
 
柴　井 
 
大阪府 

鈴木　雄太 
 
岡島　歩 
 
 
上津　香介 
 
小倉　有紀子 
 
 
近藤　貴臣 
 
岡本　佳織 

住　所 赤ちゃんの名前 お父さん 
お母さん 

隼 
志保 

ひな た 

和大 
久美子 

あさひ 

公門五 

宝　有 

磯元　陽太 

石田　旭 

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 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 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 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自 衛 官 等 募 集 案 内
試　験　期　日受　付　期　間受験資格募集種目

受付時にお知らせします。年間を通じて行っております。男子１８歳以上
２７歳未満の者

自衛官候補生
　９月２５日～２９日のうち１日８月１日　～　９月８日女子

１次　９月１８日・１９日のうち１日
２次　１０月８日～１４日のうち１日

８月１日　～　９月８日

１８歳以上
２７歳未満の者

一般曹候補生

１次　９月２３日　　　　　　　　
２次　１０月１７日～２２日のうち１日
３次　１１月１４日～１２月１７日　　　

高卒（見込含）
２１歳未満の者

航空学生

※１　受験資格の年齢は各種目とも平成２８年４月１日現在です。
※２　平成２８年３月高等学校卒業予定者の受付及び試験は、文部科学・厚生労働両省から示された期日以降
　　　 　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 

【技適マーク】 

電波利用環境保護周知啓発強化期間　６月１日～６月１０日 
不法電波から暮らしを守れ！！ 不法電波から暮らしを守れ！！ 不法電波から暮らしを守れ！！ 【問い合わせ先】 

総務省東海総合通信局 

不法無線局の相談 
（　　０５２－９７１－９１０７） 
テレビ等の受信障害の相談 
（　　０５２－９７１－９６４８） 

◆無線機器の使用には技適マークの確認を！ 

◆電波の利用には、原則免許が必要！ 

◆外国規格の無線機器は国内では使用できません。 


