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　こころの病気にかかっていても、本人がそのことに気がついていなかったり、自分の殻に閉じこもってしま
って、周囲の人への援助を求めてこないことがあります。 
　あなた自身はもちろんのこと、あなたの身近な人（家族、同僚、友人など）にもいつまでも元気でいてほしい。
そのためには、疲れたこころが発するＳＯＳに早めに気がついてあげることが大切です。 

□に　　チェックをしてみましょう 

□　何となく頭がすっきりしない 

□　今まで好きだった物を食べたいと思わない 
　　（食べ物の好みが変わってきた） 

□　なかなか眠れない（寝つきが悪い） 

□　急に息苦しくなることがある 
　　（空気が足りない感じがする） 

□　イライラすることが多い 
　　（ちょっとした事でも腹がたつ） 

□　手のひらや脇の下に汗の出ることが多い 
　　（汗をかきやすくなった） 

□　人と会うことがおっくうになった 
　　（以前はそうでもなかったのに） 

□　仕事や家事に対してやる気が出ない 
　　（集中力がなくなってきた） 

□　肩こりや頭痛がひどくなってきた（頭も重い） 

□　めまいを感じることがある（以前は全くなかった） 

□　ボーッとしている事が多い 

□　目が疲れる 
　　（以前に比べて目が疲れることが多い） 

□　ときどき立ちくらみしそうになる 
　　（一瞬クラクラッとすることがある） 

□　朝気持ちよく起きられないことがある 
　　（前日の疲れが残っている気がする） 

□　わけもなく不安を感じる事がある 

□　気がつくといつも何か食べている 

□　最近会話が少なくなっている 
　　（話しかけても返事がない） 

□　よく風邪をひく（しかも治りにくい） 

□　朝起きられなくて、遅刻や欠勤が増えた 

□　お酒の量が増えて、酒癖が悪くなった 

□ についたチェックの数で判定します 

正常レベル（問題ないようです） 
　あなた（あなたの大切な人）のストレスレベルは正常範囲内で問題ないようです。 
　今までどおりの生活を続ければいいのですが、時々ストレス度チェックをして、数が増えて
いたら早めに対処してください。 

要休養レベル（少し休んだ方がいいでしょう） 
　ストレスレベルはやや高めです。体とこころの両方にストレスがたまっているようなので、
たまには仕事や家事を休んでゆっくりと骨休めをしてみてはいかがでしょうか。 
　休養がとれないという人は、これ以上仕事を増やさず、すこしずつ減らしていくようにしましょう。 

要受診レベル（すぐに病院へ） 
　ストレスレベルが非常に高いです。心身ともに相当疲れているようです。 
　すぐに休養し、心療内科や精神科を訪れるなど、専門家の力を借りるのがこころの疲労回復の近
道です。１人で行く勇気が出ないのであれば、家族や友人に付き添ってもらうのも良いでしょう。 

要相談レベル（早めに専門家へ相談を） 
　ストレスレベルがかなり高いです。いろいろなストレス症状が出てきているようです。 
できるだけ早めに長めの休養をとる必要があります。また、１人で抱え込まず、家族や友人、
あるいは専門家に相談することが大切です。 
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　空手道スポーツ少年団は、現在幼稚園児から中
学生まで４３名の団員で活動しています。
　今年は６名の新しい仲間が増えました。練習の
時は上級者が下の級の子たちを教えることで、自
分の技を振り返ったり、教えることの難しさを学
びます。教えてもらう子たちは年や級が上の人た
ちと交流することができます。だから、年齢が幼
稚園から中３までと離れていても、休憩中や色々
な活動ではとても仲良しで、自然に助け合うこと
ができています。 

　今年は、日置市との交流事業で代表１１名が鹿児
島に行かせていただきました。日置市のスポーツ
少年団の子供たちと一緒に活動し、たくさんの思
い出と友達を作ってきました。また、活動中は年
下の子や、疲れている子を気遣ったり自分たちで
意見を出し合って行動する姿が見られました。子
供たちの持つ大きな力を改めて感じる機会になり
ました。　
　時には厳しく、でもとても仲良く活動している
空手道スポーツ少年団にぜひ１度足を運んでみて
ください。体験はいつでも大歓迎です！！
練習場所：関小体育館（４～６・１０～１２月）
　　　　　中央公民館（７～９・１～３月）
時　　間：毎週土曜日　午後５時～午後７時

自分のこころの状態が不安 

●気分が沈む 
●イライラする 
●不安がつのる 

子どものことが心配 
●友達ができない 
●乱暴する 
●薬物を使っているかもしれない 

おじいちゃん、おばあちゃんが心配 
●物忘れがひどい 
●自分がいる場所や時間がわからない 
●夜中に動き回る 

家族のことが心配 
●家にひきこもる 
●体の不調を訴えることが多くなった 
●妙なことを言う 
●お酒を飲む量が増えた 

相談日時：原則毎月第２・第４木曜日、①午前１０時～、②午前１０時３０分～、③午前１１時～ 
相談時間：３０分間 
相談会場：西濃保健所（診察室）または各市町村保健センターなど 
 

相 談 料：無　料 
申 込 み 方 法：予約制です（お電話で予約してください） 
申込み・問い合わせ先：西濃保健所　健康増進課　保健予防係 
　　　　　　　　　　７３－１１１１（代表）　内線２７４ 

＊９月１７日（木）は関ケ原町（やすらぎ　健康増進センター）で行います 



平成２７年９月１日 15 第614号

問 

　介護が必要となる主な原因は、脳梗塞などの脳血管疾患、認知症、高齢による衰弱、関節疾患、
骨折などです。そうした要介護状態を回避し、少しでも長く住み慣れた家庭や地域で、生き生き
と自分らしい生活が送れるよう介護予防に取り組むことが大切です。 

　今年度のてんとうむしくらぶでは、運動・栄養・お口の健康などの内容で１０月～１２月に１１回
実施します。また、自宅で簡単にできる体操や食事のヒント、お口の体操などもご紹介してい
きます。参加を希望される方はやすらぎ（　　４３－３２０１）までお問い合わせください。 
〈日　時〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈場　所〉やすらぎ健康増進センター 

やすらぎで実施する介護予防教
室「てんとうむしくらぶ」にて、
家でも簡単に取り組める運動や
食事、お口の健康について仲間
と楽しく学びませんか？？ 

　昨年度の参加者では、「少しでもからだを動かしたい」
「病気のため運動制限があるが少しでも体力を維持した
い」などのきっかけで参加され、最終のアンケート結果か
らこの教室を通して、体を動かすことを楽しいと感じ、以
前より意識的にからだを動かすようになっていました。 

＊下記の内容に該当する項目はありませんか？？ 
□ 外出や体を動かすことが少なくなってきた 

□ 転倒するのが怖くて動くことを控えている 

□ お茶や汁物でよくむせる 

□ 歯の不具合や口臭が気になり人とあまり話さない 

□ １人暮らし、病気やけがなどの理由で食事が偏りがち 

Ｈ２６てんとうむしくらぶ参加者アンケートより 

▲Ｈ２６　てんとうむしくらぶの様子 

「教室に参加して、体や毎日の生活の中で 
　　　　　　　　　　　変化がありましたか？」 

①膝や腰、足の痛みが少なく 
　なりましたか 

②体を動かすことが楽しいと 
　感じられますか？　　 

③意識的に体を動かすように 
　なりましたか？ 

非常に 
そう思う 

非常に 
そう思う 

非常にそう思う まあそう思う 

まあそう 
思う 

まあそう 
思う 

あまり 
思わない 

あまり 
思わない 

　【時　間】 
午前９時４５分～ 
　午前１１時４５分 

１０月１日（木） 
１０月８日（木） 
１０月１５日（木） 

１０月２２日（木） 
１０月２９日（木） 
１１月５日（木） 

１１月１２日（木） 
１１月２６日（木） 
１２月３日（木） 

１２月１０日（木） 
１２月１７日（木） 



　 不破西消防署　　 ４３－０１１９ 問 

　９月９日は９（きゅう）と９（きゅう）で「救急の日」です。 
　「救急の日」は救急業務及び救急医療に対してみなさんの認識と理解を深めるために定められ
ました。また９月９日を含む１週間（今年は９月６日～９月１２日）は「救急医療週間」です。 
　救急車が現場へ到着するまでの全国平均が８．５分、西消防署管内では平均約７分（平成２５年中）
となっています。救急車が到着するまでに、発見した人や現場に居合わせた
人が行う心肺蘇生や応急手当などが重要になってきます。 
　「あなたの勇気が命を救う」 
　消防署では応急手当や心肺蘇生法などの講習を随時受け付けております。
心肺蘇生法など疑問に思うことがあれば、講習を受けてみてはいかがでしょ
うか。 
　救急車が本当に必要な人の元へ１秒でも早く対応できるよう、救急車の適
正利用にご理解ご協力をよろしくお願いします。 

　関ケ原町内の方から西消防署へ、「救急なのですが…。」といった
電話がかかってきます。西消防署の電話は緊急電話で無いため、出動
に時間を要する場合があります。 

　歴史の町関ケ原町に新しいデザインの消火栓箱が誕生しました。 
この消火栓箱は関ケ原合戦に関係の深い武将の家紋を箱に入れる
事で、観光地への景観配慮、観光ＰＲまた火災予防の啓蒙啓発を
目的としております。 
　西消防署の職員の考案で、古くなったものを再塗装し改修した
ものも、町民や観光客が多く集まる場所を中心に順次設置を予定
しています。 
　是非、この機会にお近くの消火栓箱を探して
みてください。 
　また、収容してある資機材については従来と
変更はありません。 
　今後とも消防・
防災等に対しご理
解、ご協力をお願
いします。 

火災・救急・救助の時は… 火災・救急・救助の時は… 火災・救急・救助の時は… 

火災・救急・救助は局番無しの１１９番へ通報をお願いします。 

《　野上中山道松並木　》 
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●消防署　平成27年 7月分

出動件数
累計今月

202交 通

281一般負傷

11520急病人

344その他

19727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

1　0その他

10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

 ９月のギャラリー 
パステル画展～ゆびさきで描くパステルの世界～
　　出　展：太田美穂　アトリエ凪
　　期　間：９月２日（水）～９月２９日（火）
　
 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。

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。

９月１２日（土）　午前１０時３０分～午前１１時
担当：読書サークル
★つきのぼうや
★みんないきてる　みんなでいきてる！

９月２６日（土）　午前１０時３０分～午前１１時
担当：司書
★とてもおおきなサンマのひらき
★しりとりのだいすきなおうさま

警察の相談ダイヤル＃９１１０ 警察の相談ダイヤル＃９１１０ 警察の相談ダイヤル＃９１１０ 

垂井警察署 

９月１１日は「警察相談の日」です。 警察では、 

〇犯罪等による被害の未然防止に関する相談、 
　　　その他国民の安全と平穏に関すること。の相談に応じています。 
　相談の窓口として、警察本部に「警察安全相談室」、警察署に 

　「警察安全相談所」を開設しています。 

◎事件・事故で現場へ直ぐに警察官に来てほしい時は、緊急通報の「１１０番」 
◎相談をする時は、相談ダイヤル「＃９１１０番」を利用してください。 
※ダイヤル回線電話、一部のＩＰ電話については利用できませんので、 

　直通電話　　（０５８）－２７１－９１１０へ 

9
★大垣ケーブルテレビの

新コミュニティチャンネル１１ch放送中！
【１１ch】※視聴にはチャンネルスキャンが必要な

場合があります
【１２ch】
　  特別番組「スポーツＮＥＸＴ　２０１５秋」
◇２１日（月・祝）～１０月４日（日）
　　　　　　　　　　　　午後７時３０分～　他
毎晩６時はケーブルテレビ！
 地域の情報「デイリーＵＰ」
◇月～金　毎日　午後６時　他再放送あり
　毎日更新の地域情報番組。週末は月～金のもの
をまとめて再放送します。
 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（火）～６日（日）・２８日（月）～
　　　　　　　　　　　　午後６時３０分～　他
 レッツ　ボランティア 
◇７日（月）～１３日（日）　　午後６時３０分～　他
 お店紹介「みるチャン」
◇１４日（月）～２０日（日）　　午後６時３０分～　他
 クイズ番組「マチサガ！」
◇２１日（月・祝）～２７日（日）　午後６時３０分～　他
 ＴＶギャラリー 
◇月～日　午後５時５８分～　他

　　　　 　https://www.ogaki-tv.co.jp/
　　　　 　oct@ogaki-tv.co.jp

　※身近な情報をお寄せください。

特
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　関ケ原まつり合戦相撲大会に出場
するお子さんを募集します。
　幼児の部・小学生の部（学年別）
トーナメント方式です。
日　時　１０月３日（土）午前９時～
場　所　ふれあいセンター
申込期限　９月１８日（金）
※開催要項及び申込用紙は、
　　　　各学校を通じて配布します。
　 　関ケ原まつり合戦相撲大会

実行委員会事務局
（教育委員会　社会教育課）

　 　４３－１２８９

 
　運動会のシーズンとなりました。
　下記のとおり運動会が開催されま
すので、ご案内します。
９月１２日（土）
　今須小中学校合同運動会
　関ケ原中学校体育大会
９月１９日（土）
　関ケ原小学校・幼稚園合同運動会
９月２６日（土）
　東保育園運動会
　西保育園運動会
　今須保育園運動会
１０月１８日（日）
　町民体育祭
※天候等により、変更となる場合が
あります。

 
　来年４月、小学校に入学するお子
さんの健康診断を学校保健安全法の
規定に基づき実施します。この健康
診断は、入学するお子さんが元気に
通学できるように行うものです。対
象者には、９月中にご案内をします
が、ご案内が届かない場合や、１０月
１日以降に転入届を提出した場合は
ご連絡ください。
対　象　平成２１年４月２日～
　　　　平成２２年４月１日生まれの

お子さん
　 　教育委員会　学校教育課　
　 　４３－１２８９ 

関ケ原まつり合戦相撲大会
出場者募集！

問 

運動会のご案内

就学時健康診断の実施

問 

 
　県内外の史跡を訪ね、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３回「賤ヶ岳城塞ハイキング」
日　時　１０月２１日（水）
　　　　午前８時３０分～午後５時
行き先　滋賀県長浜市方面
講　師　滋賀県立大学　
　　　　　教授　中井　均氏
参加費　４，５００円（昼食つき）
定　員　先着２５名
申　込　教育委員会・中央公民館・

歴史民俗資料館に９月１５
日（火）より申込用紙を配置
します。

　 　教育委員会　社会教育課
　 　４３－１２８９

 
　労働者派遣法等労働関係業務全般
について、説明会を開催します。
日　時　９月８日（火）
　　　　午後１時３０分～午後４時

　　　（受付：午後１時～）
場　所　大垣市情報工房

スインクホール
定　員　４５２名
　 　岐阜労働局ＨＰ

または需給調整事業室
　 　０５８－２４５－１３１２

＜受講生募集＞
せきがはら歴史オープン講座

問 

労働関係業務説明会を開催！

問 

○歴史民俗資料館入館者数
　　　７月分　　４，４３２人
○不破関資料館入館者数
　　　７月分　　　３１７人

日　時　９月１５日（火） 
　　　　午後１時～午後３時 
場　所　関ケ原町中央公民館 
テーマ　家康は何時頃 

勝利を信じたか 
　慶長５年９月１５日当関ケ原
では天下分け目の戦いが行われ
た。当日の東軍（徳川家康）は、
豊臣家の家臣で構成されており、
家康の直臣は少数であった。が、
石田三成（西軍）憎しの勢で戦った。 
　戦況は西軍が優勢だったが、
小早川秀秋の寝返りで勝利した。 
　家康の心境は如何ほどであっ
たのか？ 

３日　個人２名（奈良）【�木茂ガイド】
５日　静風流剣誌舞道会４５名（岐阜）

【今井剛・林英男ガイド】
７日　個人１名（埼玉）【三和敏郎ガイド】
８日　米原市山東公民館２４名（滋賀）

【池側誠・林英男ガイド】
８日　ふじみ野市いきいきクラブ連合会

１１３名（埼玉）
【井野時茂・今井剛・池側恵子ガイド】

１０日　個人７名（東京）【吉澤広幸ガイド】
１１日　横浜ハイキングクラブ

５名（神奈川）【�木敏朗ガイド】
１１日　個人２名（福岡）【三輪成康ガイド】
１１日　阪急交通社４３名【細見昌男ガイド】
１２日　阪急交通社４１名【安部覚之ガイド】
１４日　個人４名（愛知）【安部覚之ガイド】
１８日　さつき会１４名（大阪）【三輪成康ガイド】
１９日　個人１名（神奈川）【井野時茂ガイド】
１９日　阪急交通社４３名【馬場昌幸ガイド】
２０日　ＮＰＯ法人アクティブエイジング

１１名（大阪）【吉澤広幸ガイド】
２１日　関西創価小学校３０名（大阪）

【吉澤広幸ガイド】
２３日　彩の国緑の連絡会

２０名（滋賀）【今井剛ガイド】
２３日　個人３名（東京）【細見昌男ガイド】
２４日　大徳連区公民館３５名（愛知）

【安部覚之ガイド】
２４日　個人２名（愛知）【林英男ガイド】
２５日　阪急交通社４２名【田中俊彦ガイド】
２６日　阪急交通社４２名【池側誠ガイド】
２６日　わーくりぃ知多２０名（愛知）

【井野時茂ガイド】
２９日　個人３名（静岡）【三和敏郎ガイド】
３１日　個人２名（静岡）【松井侑子ガイド】
３１日　阪急交通社４３名【�木敏朗ガイド】
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

７月ガイド実績　２６件
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　狂犬病予防法により生後９１日以上
の犬は登録し、その鑑札を犬に付け
ておくことや、年１回の狂犬病予防
注射を受け、注射済票を犬に付けて
おくことが義務づけられています。
　また放し飼いにしてあったり、首
輪や紐でつないであっても逃げ出し
て事故に遭ったり、徘徊して他の皆
さんに迷惑をかけるという事例も少
なくありません。
　犬の飼い主の方はこれらの点に充
分ご留意いただくようお願いします。
　なお、ねこは登録の義務はありま
せんが、飼い主のわからないねこに
エサをあげると繁殖し、ふんや尿、
鳴き声など近隣の皆さんに迷惑をか
けることになります。
　飼養の責任を持てないのらねこに
は安易にエサを与えないようにして
ください。
　 　役場　水道環境課　
　 　４３－３０５３

 
　学校、保育所、病院、公園などの
公共施設、住宅地近くの農地など、
多くの人に影響を与える可能性のあ
る場所で農薬を使用する場合には周
辺の方に配慮が必要です。
　農薬は病害虫の防除には必要です
が、使い方を誤ると周辺住民に重大
な健康被害を与えることがあります。
　農薬を安全に使用するために、次
のことに注意しましょう。
１．農薬のラベルに記載されている
使用方法及び使用上の注意事項を
必ず守りましょう。

２．農薬散布は、無風または風が弱
いときに行うなど、近隣に影響が
少ない天候の日や時間帯を選ぶな
どして、周りに飛散させないよう
気をつけましょう。特に子供やお
年寄りが農薬を浴びることのない
よう最大限配慮しましょう。

３．農薬の飛散の恐れがある場合や
近隣に化学物質に敏感な人が居住
していることを把握している場合
には、早めの連絡や事前調整する
など十分配慮しましょう。

　 　役場　産業建設課
　 　４３－３０５４ 

ペットの飼い主の方へ

問 

住宅地周辺での農薬散布は適切に！

問 

 
　自分の山や畑を守るために、シカ・
イノシシ用のわなを無許可で仕掛け
ることは違法行為です。違法なわな
を設置した人は厳しく処罰されます。
関ケ原町では電牧柵等の設置に対し
て助成金を交付し、自己防除をお願
いしておりますが、それでも被害が
ある地域に対しては、関ケ原町有害
鳥獣捕獲隊による捕獲を実施してい
ますので、ご相談ください。また、
ハクビシン・ヌートリア等の小動物
であっても捕獲には許可が必要です。
無許可による捕獲は違法となります
ので、ご注意ください。
　 　役場　産業建設課
　 　４３－３０５４

 
　屋外に表示・設置される広告塔や
看板等の広告物（屋外広告物）は、道
行く人々に様々な情報を提供するほ
か、街のにぎわいを演出する重要な
役割を果たしています。
　しかしながら、広告物が無秩序に
氾濫すると、街の景観を損ねるほか、
適正な維持管理を欠いた場合には周
辺の人に危害を及ぼす恐れがありま
す。
　９月１日（火）から９月１０日（木）ま
で、岐阜県下で屋外広告物適正化旬
間が実施されます。期間中は以下の
活動に重点的に取り組みます。
・屋外広告物の表示禁止物件の一斉
点検

・広告物監視パトロールの実施
　屋外広告物の設置に対して、岐阜
県屋外広告物条例に基づいて屋外広
告物を表示できる場所や、大きさな
どを定めており、設置には許可が必
要になりますので、事前に町へ相談
し、規制の内容について確認してく
ださい。
　広告物の掲出にあたっては決めら
れたルールを守り、関ケ原町の良好
な景観と、公衆への危険防止にご協
力をお願いします。
　 　役場　産業建設課
　 　４３－３０５４ 

無許可でわなをかけるのは
やめましょう！

問 

９月１日～１０日は
屋外広告物適正化旬間です

問 

 
　高齢者、障害者の人権に関して、
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
たでもお気軽にご相談ください。
　相談は無料で、秘密は厳守します。
日　時　９月７日（月）～１３日（日）
　　　　月曜日から金曜日は
　　　　午前８時３０分～午後７時
　　　　土・日曜日は
　　　　午前１０時～午後５時
　　　（平日は岐阜地方法務局人権擁護

課または各支局に、土・日曜日は
名古屋法務局につながります。）

相談担当者　人権擁護委員、法務局職員
　 　０５７０－００３－１１０

 
　公共下水道・農業集落排水は汚れた水
を集め、きれいに処理してから川などに戻
すことで、自然環境や生活環境を守ってい
ます。一戸でも多くのご家庭が接続するこ
とで、生活排水などが大幅に削減され、下
流に与える影響が小さくなります。
　公共用水域の水質保全のため、私たち
が安心して生活できる環境をつくるため、
接続にご理解とご協力をお願いします。
＜工事について＞
■まずは「関ケ原町排水設備指定工
事店」へご相談ください。
■排水設備工事は「関ケ原町排水設備
指定工事店」以外では出来ません。
＜接続後の注意点＞
■マンホールポンプ故障の原因とな
りますので、トイレでは必ずトイ
レットペーパー以外のものは流さ
ないでください。
■定期的に、分離ます（青色または黄
色のフタ）を掃除してください。
　 　役場　水道環境課　 　４３－３０５３

全国一斉「高齢者・障害者の
人権あんしん相談」強化週間

における電話相談所の開設について

公共下水道・農業集落排水に
接続しましょう

問 

平成27年7月分 

比  較26年7月の
排出量

２7年7月の
排出量品  目

3.68％増86.76ｔ89.95ｔ燃やせるごみ

6.06％減8.41ｔ7.90ｔプラスチック類

27.60％増5.29ｔ6.75ｔ燃やせないごみ

16.15％増12.32ｔ14.31ｔ粗大ごみ
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９月２１日（月）～９月３０日（水） 
９月３０日（水）は交通事故死ゼロを目指す日です 

秋の全国交通安全運動 子供と高齢者の 
　交通事

故防止 

運
動
の
重
点 

（１）夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 
　　反射材用品等の着用と自転車前照灯の点灯を徹底しましょう。 
（２）後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの 
　　正しい着用の徹底 
　　後部座席を含め、シートベルトはどの座席でも必ず着用しましょう。
６歳未満の幼児はチャイルドシートを使用してください。 

（３）飲酒運転の根絶 
　　少しのアルコールでも飲んだら絶対に運転してはいけません。 

　「関ケ原が大好き」というみんな大
集合！！関ケ原が大好きで住んでみ
たい！という男女のための出会いの
陣を行います。軽食パーティーを始
め、男女交流ゲームなど関ケ原なら
ではの催しものを用意しております。
　今回は３回目の開催となりますが、
昨年行われた第２回では４組のカッ
プルが誕生しました。関ケ原が好き
という独身の方々のご参加をお待ち
しております。

日　時　９月２６日（土）　午前１１時～午後４時３０分
場　所　関ケ原ふれあいセンター
参加資格　２０歳以上の「関ケ原が大好き」という独身の方
募集人数　男性　３０名、　　女性　３０名
参加費　男性　４，５００円、女性　３，５００円（パーティー会食、ドリンク付）
申込方法　参加申込書に参加者の氏名（ふりがな）・性別・年齢・住所・電話番号

を記入の上、下記申込先まで持参・郵送・ＦＡＸにてお申込みくださ
い。

主　催　決戦関ケ原！男女の陣　実行委員会
　 　役場　地域振興課　男女の陣事務局　　　 　４３－１１１２
　 　chiikishinko@town.sekigahara.gifu.jp　　 　４３－２１２０
問 

「第参回決戦関ケ原！男女の陣！！」を開催します

関ケ原町社会福祉協議会職員の募集について【応募期限　平成２７年１０月１３日】
勤務日・その他応　　募　　資　　格業務内容勤務場所募集人員職　種

①社会福祉協議会の正
規職員として採用し
ます。
②給与、賞与、その他
諸手当は本会の規程
により支給します。
③各種社会保険に加入
します。
④勤務条件
　月曜日～金曜日

（祝祭日を除く）
　午前８時３０分～

午後５時１５分

①大学（短期大学を含む）を卒
業（平成２８年３月卒業予定
含む）した者
②社会福祉士の資格を有する
者（平成２８年３月資格取得
見込みの者を含む）
③パソコン操作ができること
④普通自動車の運転免許を有
する者
⑤長期勤続によるキャリア形
成のため平成２８年４月１日
現在で４０歳未満の者（経験
不問、新規学卒者と同等の
処遇）

福祉活動専門
員として地域
福祉活動の推
進、その他社
会福祉協議会
事務局の業務
に従事します。

関ケ原町
社会福祉協議会

事務局
（関ケ原町老人
福祉センター）

１　名
福祉活動
　専門員

＜連絡先＞
〒５０３－１５２２
　岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原８９４番地の２８

（関ケ原町老人福祉センター内）
　社会福祉法人　関ケ原町社会福祉協議会

 　４３－２９４３

◎応募方法　関ケ原町社会福祉協議会事務局（右記）まで
　　　　　　履歴書（社協指定）を取りに来てください
◎応募期限　平成２７年１０月１３日（火）　郵送の場合消印有効
◎選考方法　一般教養試験、小論文、面接

（期日は応募者に通知します）　　　　　

◎採用予定日　平成２８年４月１日
� �������������
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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 末ながくお幸せに 

平成27年8月1日現在 

人口 

男 

女 

世帯数 

（－26人）　 

（－14人） 

（－12人） 

（－ 3 世帯） 

7，633人 

3，742人 

3，891人 

2，801世帯 

平成27年 7 月16日から 
平成27年 8 月15日までの 
受付分（敬称略） 

住　所 氏　名 

小　池 

瑞　竜 

玉西部 

竹の尻 

８２歳 

７３歳 

８６歳 

８１歳 

住　所 赤ちゃんの名前 お父さん 
お母さん 

文雄 
真由子 

康裕 
文子 

孝浩 
季代子 

あい き 

ここ な 

わたる 

直紀 
望 

なぎすけ 

敏郎 
香織 

剛志 
将子 

こうへい 

中　山 

藤　下 

陣場野 

今須中町 

山　中 

笹　尾 

�木　愛輝 

�木　心七 

大島　　渉 

木村　凪甫 

三輪　洸平 

淺野　ちひろ 

西村　芳秋 

安藤　勝 

岩津　基雄 

岡島　健一 

住　所 氏　名 

門　前 
 
北方町 
 
 
愛知県 
 
玉東部 
 
 
中　山 
 
中　山 
 
 
門　間 
 
大垣市 

若山　誠 
 
中村　志穂 
 
 
番　　直人 
 
岩津　舞 
 
 
�木　文雄 
 
中川　真由子 
 
 
三和　賢 
 
吉田　有衣 


