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行政相談とは… 
　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、よくわからなかったりすることはありま
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。 

例えば… 
●道路の危険な箇所を直してほしい　　　　　　●介護等福祉のサービスが受けられなくて困っている 
●河川の清掃・管理をしっかりしてほしい　　　●役所への手続きがわからない 
●役所の説明に納得できない 
●特殊法人（ＮＴＴ、年金事務所、郵便局など）や独立行政法人（国立病院など）の対応に不満がある 

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　蟻川　二郎さん（祖父谷） 

★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） 
　　０５７０－０９０１１０ 
　　（０５８）２４８－６７５５ 
　　http://www.soumu.go.jp/kanku/chubu/gifu.html

問 

１０ １０ １０ １０ 
備　考対象者会 場日　時内　容

母
子
関
係

申込者

保健福祉総合施設 
「やすらぎ」

午前１０時００分～午前１２時３０分６日（火）プレママ＆ひよこママ交流会

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
すくすく相談はお子さんだけでなく、

どなたでも利用できます。
午前９時３０分～午前１１時００分１６日（金）プレママさん・お子さん何でも相談

す く す く 相 談

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２４年４月２日～
平成２５年４月１日生まれ午前９時３０分～午前１１時３０分２７日（火）キ ッ ズ ビ ク ス

母子健康手帳、問診票
３歳児健診対象者：

目と耳のアンケート、尿

平成２６年２月・３月生まれ午後１時１５分～午後１時４５分
２９日（木）

１歳６ヶ月児健診
平成２４年８月・９月生まれ午後１時４５分～午後２時１５分３ 歳 児 健 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

保健福祉総合施設 
「やすらぎ」

午後１時００分～午後３時１５分２日（金）ヨ ー ガ 教 室

成
人
関
係

午前９時１５分～午前１２時００分
７日（水）

シルバービクス教室
午後１時００分～午後３時４５分新！血液さらさら教室

運動のできる服装、飲み物（お茶、
水等）、靴（上履き）、帽子、タオル町民体育館午前９時３０分～１４日（水）ウォーキング講座
音楽療法保健福祉総合施設 

「やすらぎ」
午前１０時００分～午前１１時３０分２０日（火）右 脳 活 性 化 教 室

運動のできる服装、飲み物（お
茶、水等）、靴、バスタオル午前９時１５分～午前１２時００分２１日（水）筋肉しっかりトレーニング教室
参加費：１人１００円高齢者や家族、介護経験者、認知症に関心のある方など清風庵くりた午後１時００分～午後３時００分２３日（金）交流サロン カフェだんらん
対象者には受診票を送付しています。
詳細は広報９月号をご参照ください。

結核・肺がん検診：６５歳以上の方
町内各所午前８時４５分～５日（月）

９日（金）結核・肺がん検診
肺がん検診：４０～６４歳の希望者

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４５分～午前１１時４５分

１日（木）
８日（木）
１５日（木）
２２日（木）
２９日（木）

てんとうむしくらぶ

男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性のののののののののののののののののののの料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室開開開開開開開開開開開開開開開開開開開開催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催ののののののののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知ららららららららららららららららららららせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ男性の料理教室開催のお知らせ
日　時　１０月２３日（金）　午前９時３０分～
場　所　やすらぎ２階
持ち物　エプロン・三角巾・筆記用具
定　員　２０名　　　参加費　５００円
申込期限　１０月１６日（金）
申込先　やすらぎ　 　４３－３２０１

　食生活改善推進員による男性の
料理教室を開催します。
「塩分控えめの　おいしい食事」
をテーマに、見た目も華やかな料
理をお伝えします。皆様のご参加
をお待ちしています。
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問 

　高齢化に伴い、今後もひとり暮らしや高齢者のみの世帯の方、認知症の方
が増えることが予想され、高齢になっても住み慣れた地域で社会とつながり、
暮らし続けるための居場所が求められています。地域包括支援センターでは、
誰でも気軽に集まり、おしゃべりやお茶などを楽しむ“カフェ　だんらん”
を開催します。昔なつかしい空間で、おいしいお茶を飲みながら、ちょっと
ひと休みしませんか。 

・普段、しゃべる人がいなくて、さみしい。 
・家の中でぼんやりしがち。認知症を予防したい！ 
・こんなにもの忘れがひどいのは、ウチだけかしら？！ 
・認知症の対応に疲れてきてしまった…。 
・介護者や認知症のことを知りたい！ 
など、高齢者やご家族、介護している方や経験者、 
地域の方、どなたでも参加いただけます。 

＊おいしいお茶とお菓子、今回は、高木みどりさんによる 

　　　　　　　　　　　　オカリナの音色でほっとひと息♪ 

＊参加者同士でおしゃべりや情報交換 

＊折り紙やぬり絵、将棋などで脳を活性化！ 

＊関ケ原町傾聴ボランティアグループの協力により、 

　　　　　日頃のご苦労、お悩みなどをゆっくり伺います。 

　（必要に応じてやすらぎ職員による個別相談もできます） 

　　　　　　　　　　　※ご自由にお過ごしいただけます。 

◆日にち：１０月２３日（金） 

◆時　間：午後１時～午後３時 
　　　　　（出入りは自由です） 

◆参加費：おひとり　１００円 

◆場　所：清風庵　くりた 
  （関ケ原町西町　関ケ原病院の近く） 

お問い合わせは、地域包括支援センター　　　４３－３２０１まで 
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４３－１１２２ 

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　水野外科・二診皮 膚 科

久島
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）
　１０月２４日のみ　

久島
整形一般

田中
リウマチ専門外来
（予約制１０：００～）

久島
骨粗鬆症専門外来
（予約制）

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10月）※都合により休診になる場合があります。

◎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。

　坂東前看護部長の後を引き継がせていただきました、本郷（前看護副部長）です。関ケ原町のみなさま、どう
ぞ宜しくお願いいたします。
　看護部は今年度も「患者さま中心の看護」を更に向上・発展できるように、目標管理を行っています。
大切にしていることは、患者さまやご家族の思いを尊重したカンファレンスを行い、様々な専門職がチームで
かかわり、少しでも患者さまやご家族の思いに沿ったケアが提供できるよう、日々努力しています。

　今回は看護部の活動の中で、ふれあい看護体験や中学２年生対象の職場体験学習についてご紹介します。
　【ふれあい看護体験】は、地域の中学生や高校生・社会人に至るまで幅広い要望にお応えし受け入れています。
今年度は５月と８月の２回実施しました。１７名が参加され、血圧測定や入浴・介護などの体験を行いました。
体験者からは、「看護師は人を助ける仕事なのでやりがいがあると思う」など前向きな意見が聞かれました。
担当看護職員は、看護に対して肯定的な良いイメージを持ってもらえるよう心をこめて対応しています。
【職場体験学習】では、不破郡内の３つの中学校から受け入れます。中学校の先生方と連携し、看護の現場を
体験することで、生徒たちが働くことの尊さや厳しさ・社会人としての一般常識等を学びます。関ケ原病院で
の看護体験を通して、将来看護の道に進もうと思っていただけるとうれしいです。

　このように看護部は地域に根付いた活動を通して地域の方々とふれあい、病院に対して親しみを感じてもら
えるよう、積極的に取り組んでいきたいと考えています。
　　　　　　【ふれあい看護体験の場面】　　　　　　　　　　　　　【職場体験学習の場面】

看護部長　本郷　清美就就就就就就就就就就任任任任任任任任任任ののののののののののごごごごごごごごごご挨挨挨挨挨挨挨挨挨挨拶拶拶拶拶拶拶拶拶拶ととととととととととふふふふふふふふふふれれれれれれれれれれああああああああああいいいいいいいいいい看看看看看看看看看看護護護護護護護護護護体体体体体体体体体体験験験験験験験験験験・・・・・・・・・・職職職職職職職職職職場場場場場場場場場場体体体体体体体体体体験験験験験験験験験験学学学学学学学学学学習習習習習習習習習習のののののののののの紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹介介介介介介介介介介就任のご挨拶とふれあい看護体験・職場体験学習の紹介

１０月１９日（月）午前１０時３０分～　眼科 
２３日（金）　眼科、２４日（土）　循環器外来　休診 

患患患患患患患患患患患患患患患患患患患患者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者ささささささささささささささささささささんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんとととととととととととととととととととと患者さんと
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおお話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話ももももももももももももももももももももししししししししししししししししししししままままままままままままままままままままししししししししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたお話もしました

経経経経経経経経経経経経経経経経経経経経管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管栄栄栄栄栄栄栄栄栄栄栄栄栄栄栄栄栄栄栄栄養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養のののののののののののののののののののの準準準準準準準準準準準準準準準準準準準準備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備経管栄養の準備
をををををををををををををををををををを体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験ししししししししししししししししししししままままままままままままままままままままししししししししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたを体験しました
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▲西保育園４・５才児「絵の具であそぼう」 ▲上口廣市さん「四季の十九女池」

　はじめての放課後デイサービスの運営、そして開所してすぐに夏休みを迎え、右往左往の船出でした。職員
として働いてくれた多くのお母さんと、ボランティアをしてくれた兄弟姉妹、そして沖縄からの実習生さんた
ちに支えられ、他の事業所にけっして真似できないとっても眩しい夏休みをみんなで分かち合うことが出来ま
した。しかし、舞台裏はなかなか順風満帆とは行かず、スタッフの妥協できない思いだけで、荒地を泥まみれ
になり苦しみながらブルドーザーのように開拓してきました。子どもと家族の「楽しい」や「嬉しい」、「こん
なに幸せでいいのでしょうか」という声がなければ、途中で投げ出していたかもしれません。おかげさまで、
８月には１日１０名の利用定員も満員になる日が多くなりました。今後も利用登録は相談を通し継続し、子ども
の「やりたい」を保護者の方と一緒に叶えるきっかけの場として活動していきます。
　放課後デイサービスだけではなく、医療の発達外来をはじめ、指定障害児計画相談支援事業、これからはじ
まる保育所等訪問支援事業も希望が多すぎて受けきれない状況となっています。また、それに準じて「はびり
すで働きたい」という就職希望者や、「一緒にイベントを企画したい」という多くの事業所の声が殺到していま
す。その他、見学や講演依頼もパンク状態です。なぜ、このような状況が起きるのでしょうか？昨今の日本で
起きている地域のニーズに合致しているからだと私たちは考えています。専門家からサービスを一方的に受け
るのではなく、みんなで手作りしていきたいというのが、地域で暮らす人たちの真の願いだからです。
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共に創ろう！！
 リハビリテーション科　ＳＷ　北島静香

身体が不自由な子どもの自己実現型デイサービス身体が不自由な子どもの自己実現型デイサービス

満 員 御 礼 ！

はは びび りり すす
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広報９月号でお知らせしたインフルエンザの接種料金が確定しましたので、
お知らせします。　５,３１０円



　 不破西消防署　　 ４３－０１１９ 問 

地震による被害から人命や財産を守るため、住宅の耐震性能をチェックしよう 地震による被害から人命や財産を守るため、住宅の耐震性能をチェックしよう 地震による被害から人命や財産を守るため、住宅の耐震性能をチェックしよう 

家具類の転倒・落下・移動防止対策をしておこう 家具類の転倒・落下・移動防止対策をしておこう 家具類の転倒・落下・移動防止対策をしておこう 

●二段重ねの家具類は、上下を平型金具などで固定しよう。　 
●柱、壁等に固定する場合は、Ｌ型金具と木ネジで家具の上部を固定しよう。　 
●ガラスには、ガラス飛散防止フィルムを貼ろう。　 
●棚などの開き扉は、掛金などにより扉が開かないようにしよう。　 
●食器棚のガラス製品（ビン類など）が、転倒したりすべり出さないよう防止枠を設けよう。 

【具体的な固定方法】 

●大雨が降り続く場合、「土砂災害警戒情報」が発表されることがあります。土砂災害警戒情報
は気象庁や県のホームページ、テレビやラジオで発表されますので発表された情報に注意して
ください。スマートフォンをお持ちの方はアプリでも防災情報が確認できますので活用ください。 
●情報をいち早く得る為に、携帯電話等は常に持ち歩き、就寝時も枕元に置いて寝ましょう。 

大雨が降り続いたら土砂災害情報に注意しよう 大雨が降り続いたら土砂災害情報に注意しよう 大雨が降り続いたら土砂災害情報に注意しよう 

●土砂災害警戒情報が出たら早めに近くの避難
所などの安全な場所に避難しましょう。また、
土砂災害の多くは木造１階で被災しています。
豪雨などでどうしても避難所への避難が困難
なときは、次善の策として、近くの頑丈な建
物の２階以上に緊急避難したり、それも難し
い場合は家の中でより安全な２階に避難しま
しょう。 

土砂災害情報が発表されたら 
　　　　　　　　　  早めに避難しよう 
土砂災害情報が発表されたら 
　　　　　　　　　  早めに避難しよう 
土砂災害情報が発表されたら 
　　　　　　　　　  早めに避難しよう 

●耐震診断や補強を費用面でサポートする自治体も増えており、関ケ原町でも耐震促進事業を行
っております。条件によっては補助金が出る場合がありますので、詳しくは役場　産業建設課
（　　４３－３０５４）までお問い合わせください。 
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●消防署　平成27年 8月分

出動件数
累計今月

233交 通

346一般負傷

12712急病人

384その他

22225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

3　2その他

32計
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10
【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
　 「十万石まつり」 「かがやきクラブ芸能大会」

   「秋の高山祭」　他
※詳しくは電子番組表・大垣ケーブルテレビ
ホームページをご確認ください。

【１２ch】
　 「歌いながら笑いながら」
◇１９日（月）　正午・２４日（土）　午後５時　他
　池田町障害者福祉サービス事業所ふれ愛の家
のドキュメント番組。
 地域の情報「デイリーＵＰ」
◇月～金　毎日　午後６時　他再放送あり
 園児登場！「げんきはなまる」
◇月～日　午後６時１５分～　他
 挑戦型バラエティ「三ツ星クリーン」
◇５日（月）～１１日（日）　　午後６時３０分～　他
 レッツ　ボランティア 
◇１２日（月・祝）～１８日（日）　午後６時３０分～　他
 お店紹介「みるチャン」
◇１２日（月・祝）～１８日（日）　午後６時４５分～　他
 クイズ番組「マチサガ！」
◇１９日（月）～２５日（日）　　午後６時３０分～　他
 地域散策「里見まさとのご町内探訪」
◇１日（木）～４日（日）・２６日（月）～
　　　　　　　　　　　　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

特

働く婦人の家講座 働く婦人の家講座 
 　働く婦人の家　 　４３－２６６６問 

 カラフルな糸を巧みに組み合わせて作る
華麗な手まりをお部屋のアクセサリーにいかがですか。
日　時　１０月３１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
参加費　５００円
持ち物　はさみ、ものさし（２０cm位）
申込期限　１０月２３日（金）
　　　　お早めにお申し込みください。

手まりづくり教室

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。

１０月１０日（土）　午前１０時３０分～午前１１時
担当：手作りクラブ
★あくび
★うどんのうーやん

１０月２４日（土）　午前１０時３０分～午前１１時
担当：ばんびーなの
★おつきみうさぎ
★とけいのえほん

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

 １０月のギャラリー 
木の実クラフト展

～自然からの贈り物・木の実と遊ぶ～
出　展：高木　幸子さん
　　　　　（垂井町在住）
期　間：１０月２日（金）～
　　　　　１０月３０日（金）
　
 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。
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日　時　平成２８年１月１０日（日）
　　　　午前９時３０分より受付
場　所　関ケ原ふれあいセンター
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７年４
月２日～平成８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ない
方で参加を希望される方は、
１１月２０日（金）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、１０月２３日（金）まで
にご連絡ください。
　 　教育委員会　社会教育課
　 　４３－１２８９

 
日　時　１０月１８日（日）

　　　　午前８時３０分～
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 

平成２８年  成人式を開催

問 

第３０回町民体育祭を開催

問 

 
　１０月１日から７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、公証週間中、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（木）～１０月７日（水）
　　　　日曜日を除きます。
　　　　午前９時３０分～午前１２時　
　　　　午後１時～午後６時
　　　※１０月３日（土）は
　　　　午前１０時～午前１２時
　　　　午後１時～午後４時
場　所　大垣公証役場
　　　　大垣市丸の内１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、ご来庁いずれでも結構です。
・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 

１日　阪急交通社４２名【林英男ガイド】
２日　阪急交通社４３名【安部覚之ガイド】
２日　個人３名（京都）【池側恵子ガイド】
２日　八代植物友の会３１名

（熊本）【山村健一ガイド】
７日　個人１名（愛知）【吉田信子ガイド】
９日　個人２名（東京）【細見昌男ガイド】
１３日　個人５名（東京）【三和敏郎ガイド】
１４日　個人４名（岐阜）【吉澤広幸ガイド】
１４日　個人２名（大阪）【井野時茂ガイド】
１４日　個人２名（福岡）【今井剛ガイド】
１７日　個人３名（群馬）【�木茂ガイド】
２１日　阪急交通社４２名【山村健一ガイド】
２１日　個人２名（静岡）【井野時茂ガイド】
２２日　個人１名（愛知）【三輪成康ガイド】
２２日　阪急交通社４３名【細見昌男ガイド】
２３日　阪急交通社４２名【吉澤広幸ガイド】
２３日　個人２名（東京）【井野時茂ガイド】
２３日　個人２名（千葉）【今井剛ガイド】
２４日　シルバーカレッジ神戸７名

（兵庫）【林英男ガイド】
２４日　個人５名（愛知）【池側誠ガイド】
２５日　個人５名（愛知）【林英男ガイド】
２６日　個人１名（大阪）【今井剛ガイド】
２８日　阪急交通社３１名【三輪成康ガイド】
２９日　阪急交通社４１名【�木茂ガイド】
３０日　阪急交通社４２名【馬場昌幸ガイド】
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

８月ガイド実績　２５件

平成27年8月分 

比  較26年8月の
排出量

２7年8月の
排出量品  目

5.36％減78.33ｔ74.13ｔ燃やせるごみ

0.87％増6.91ｔ6.97ｔプラスチック類

1.44％減5.54ｔ5.46ｔ燃やせないごみ

○歴史民俗資料館入館者数
　　　８月分　　７，９１３人
○不破関資料館入館者数
　　　８月分　　　３３３人
特別企画展（１０月４日から１８日まで）
美濃の刀剣～西美濃・志津から  美濃・兼元～
　今年、東京・京都・福岡で開催の大
関ヶ原展において刀剣が脚光を浴びて
います。一振りの刀剣に、作者である
刀工や、所持した人の人柄が感じられ
深い味わいがあるようです。美濃の「志
津」「兼氏」もそのうちの一点です。
　「志津」は、関ケ原町の南の海津市南濃町にあ
たり、「直江」は養老町直江に該当します。美濃
の刀といえば関の孫六が有名ですが、この孫六
は二代目兼元であり、初代兼元は西美濃の出身
です。今回の企画展では、美濃・孫六兼元に至る
西美濃・志津からの系譜を紹介します。

日　時　１０月２０日（火） 
　　　　午後１時～午後３時 
場　所　関ケ原町中央公民館 
テーマ　「戦後７０年を回顧する」 
　　　　オリエンタル中村から三越へ 
　Ｂ２９の空襲で焼け野原となった
名古屋市。戦後の混乱から復興
へと立ち上っていった。時の名古
屋市の助役の大英断により、区画
整理が行われ、今の名古屋の街
並みがある。 
　当時から繁華街・広小路の一角
でデパートビルの建設に関わった
関ヶ原石材の内装・外装工事の話、
またデパートの経営の裏話もあります。 
　多くの方の参加お待ちしています。 



電子メール ホームページ 電子メール ホームページ 

平成２７年１０月１日 21 第615号

 
　関ケ原町いきいきサロン連絡協議
会では、今後のさらなる発展を目指
し今年度もいきいきサロンのつどい
を開催します。
　多くの方のご参加をお待ちしてい
ます。
日　時　１１月１２日（木）

　　　　午前９時３０分より
場　所　関ケ原ふれあいセンター

ふれあいホール
対　象　サロン活動に興味のある方
参加費　無料
　 　関ケ原町

いきいきサロン連絡協議会
　 　４３－２１８８

 
　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
　介護者の方同士、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

 
　岐阜県最低賃金は、本年１０月１日
から時間額７５４円となりました。
　詳しくは、岐阜労働局労働基準部
賃金室（ 　０５８－２４５－８１０４）または
お近くの労働基準監督署までお尋ね
ください。

　 　岐阜労働局労働基準部賃金室
　 　０５８－２４５－８１０４ 

いきいきサロンのつどいを開催

問 

関ケ原町社会福祉協議会
１１月のつどい

問 

岐阜県最低賃金のお知らせ

問 

 
主　催　不破郡レクリエーション協会
日　時　１０月１８日（日）
　　　　午前９時３０分～正午
場　所　垂井町神田西公園〔ＪＲ垂井駅南〕
内　容　フランス生まれのオシャレ

で楽しい鉄球的当て競技
対　象　郡内に在住・在勤・在学の方

／３０名〔親子大歓迎〕
講　師　垂井町ペタンク協会指導者
準　備　スポーツのできる服装・
　　　　シューズ
参加費　無料
申　込　１０月１１日（日）までに、
　　　　増田博行さん
　　　　（ 　０９０－２６８７－２０４６）へ

 
主　催　不破郡レクリエーション協会
日　時　１０月２５日（日）
　　　　午前９時～午前１１時３０分

（荒天中止）
コース　垂井町役場北（集合）→春

王・安王慰霊地→朝倉・真
禅院（解散）

対　象　郡内に在住の
小学３年生以上／３０名
　＜要・保護者同伴＞

講　師　太田三郎さん〔歴史研究家〕
準　備　歩ける服装・靴、帽子、
　　　　タオル、水筒（飲料）
参加費　無料
申　込　１０月２１日（水）までに、　

臼井澄史（協会長）
（ 　０９０－１４１９－２６９２）へ 

「ペタンク」体験教室の
参加者を募集します

垂井町のスポットを巡る
「歴史ウォーキング」
参加者を募集します

 
主　催　不破郡レクリエーション協会
日　時　１０月２５日（日）

午前１０時～午前１１時３０分
場　所　垂井町立中央公民館

会議室（２階）
内　容　仮装し、ゲームや音楽等を

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２～６歳児／
４０名＜要・保護者同伴＞

講　師　ホン・ローレンスさん
〔英語講師〕

準　備　仮装して来てください。
参加費　５００円
　　　　＜同伴保護者は、無料＞
申　込　１０月２１日（水）までに、　
　　　　　ローレンス先生

（ 　７１－７８２７）へ
※「イベント垂井」をクリック！

 
日　時　１１月６日（金）

午後１時～午後４時
場　所　大垣市情報工房　

５階スインクホール
講座内容　
　第１部　健康講座
　　　　　『リンパを流して健康に』
　　　　　OWARAIリンパメディスントレーナー

中内郁子氏
　第２部　歴史講話
　　　　　『大垣まつり　よも 咄』
　　　　　相生 再建委員長

浅野準一郎氏
　第３部　尺八演奏
　　　　　東光寺　鷲見英隆氏
定　員　１５０名　※定員になり次第、

締め切ります。　
参加料　無料
参加資格　西濃地域２市９町の在住者

（年齢問わず）
申込方法　協会まで電話またはＦＡＸ

でお申し込みください。
　 　岐阜県年金受給者協会（ぎふ友和会）
　　　　（岐阜市西中島７－１－２４

　三鈴ビル２Ｆ）
　 　０５８－２１０－２６１１
　 　０５８－２１０－２６１２

英語で楽しむ「親子ハロウィーン」
参加者を募集します

ぎふ友和会「福祉講座」
参加募集

問 

岐阜県最低賃金

平成２７年１０月１日から

時間額 円７５４
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　「国の教育ローン」は、高校、短大、
大学、専修学校、各種学校や外国の
高校、大学等に入学・在学するお子
さまをお持ちのご家庭を対象とした
公的な融資制度です。
融資額　お子さま１人につき３５０万

円以内
金　利　年２．１５％
　　　※母子家庭の方などは年１．７５％

　（平成２７年５月１１日現在）
返済期間　１５年以内
　　　※母子家庭の方などは１８年以内
　 　「国の教育ローン」で検索
　 　教育ローンコールセンター
　 　０５７０－００８６５６（ナビダイヤル）

または 　０３－５３２１－８６５６ 

「国の教育ローン」のご案内

問 

 
自動車点検整備推進運動強化月間
９月１日（火）～１０月３１日（土）

　長くご使用の愛車は特に点検・整
備が必要です！点検・整備がエコに
つながります。
日常点検：日頃、自動車を使用して
いる中で、走行距離や運行状態な
どから判断し、適切な時期に点検
を行うことが必要です。チェック
してみましょう。
定期点検：安全確保・環境保護の観
点から、自家用乗用車については
１年ごとに実施しなければなりま
せん。
自動車の点検・整備のことが詳しく
わかります。
　「点検整備」で検索！
　 　www.tenken-seibi.com
　 　中部運輸局岐阜運輸支局

安全確保と環境保全には
クルマの点検整備が必要です

問 

　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。上記
の期間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
に関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　

１１名　合計２２０，０００円

　このほか６名の方からも合計
１７０，０００円のご寄付をいただいて
おります。

金　額お名前
１０，０００円石川　貴志　様
１０，０００円大谷　智英　様
１０，０００円小玉　伸一　様
１０，０００円小倉　泉　　様
１０，０００円酒井　正博　様

（平成２７年４月～９月）
ふるさと納税による寄付者

　飼い犬と楽しく暮らし終生飼養するためには、飼い犬が周囲からも愛されるように飼い主が適切なしつけをする
ことが必要です。
　また、災害時には、飼い犬を連れて避難をすること、避難所で共同生活をすることが想定され、災害に対する準
備やしつけは重要です。
　そこで、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。教室では、
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・大垣会場　　日　時　１１月１２日（木）　午後１時３０分～午後３時
　　　　　　　　　　　会　場　杭瀬川スポーツ公園（大垣市野口１６５４番地１）
　　　　・海津会場　　日　時　１１月２７日（金）　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（海津市南濃町奥条無番地）
内　　容　服従訓練（ホールドスチール、タッチング、アイコンタクトなど）楽しい散歩のしかた、愛犬との同行避

難に備えて～ゲージへの慣らし方～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で、各会場１０組まで（先着順）。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２７日（火）から１１月６日（金）までに電話でお申し込みください。
　　　　※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）　平日の午前８時３０分～午後５時１５分
問 

「愛犬のしつけ方教室」参加募集



　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。

　遊休農地（荒れ地）は、火災や病害虫の発生原因になり、隣接の住民や農地へ悪影響を与えかねません
ので除草・病害虫駆除等、農地の適正管理をお願いします。

《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、
今年度は１０月から１１月を調査月間とし、１０月中旬に重点的に現
地パトロールを実施します。
　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します。

 　関ケ原町農業委員会事務局
 　４３－３０５４　　　　　　　　
問 
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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9月1日現在 

人口 

男 

女 

世帯数 

（－ 9 人）　 

（－ 3 人） 

（－ 6 人） 

（－ 3 世帯） 

7，624人 

3，739人 

3，885人 

2，798世帯 

平成27年 8 月16日から 
平成27年 9 月14日までの 
受付分（敬称略） 

住　所 氏　名 

今須中町 

玉中部 

宝　有 

陣場野 

陣場野 

野上二 

小　池 

８８歳 

８９歳 

７３歳 

８４歳 

９１歳 

９０歳 

５３歳 

住　所 赤ちゃんの名前 お父さん 
お母さん 

滋 
歩己 

る　あ 

小　関 坂東　瑠愛 

直樹 
美由起 

こと み 

西町二 本荘　琴実 

住　所 氏　名 

野上一 
 
大垣市 

山田　克明 
 
田辺　智穂 

中野　　 

兒玉　富子 

林　　稔 

古山　　司 

佐藤　健� 

河合　利夫 

澤頭　保志 

　町の玄関口の１つであるJR関ヶ原駅前において、「関ケ
原駅前観光交流館」がいよいよ１０月４日にオープンします。
　町民の方や観光客に対し、休憩所やコインロッカー、ト
イレ、観光物販所などを備えた交流館では、開所式の後に
７武将出陣パフォーマンス・武者行列により開館を祝い、
営業を開始します。
　また、多数のご応募をいただいた駅前観光交流館の愛称
を開所式時に発表します。
　オープン当日より１８日（日）までイベントも目白押しです
ので、皆さんも是非お越しください。

【開所式】１０月４日（日）　午後２時３０分～　開所式
　　　　　　　　　　　　午後３時～　　　営業開始

【開館記念イベント】　１０月４日（日）～１０月１８日（日）
　　・長野剛「７人の武将」イラスト原画展
　　・関ケ原の戦い参戦武将ゆかりの地　特産品フェア
・世界の古戦場　ワーテルロー＆ゲティスバーグ　
　名物スイーツフェア

 
 　役場　地域振興課　商工観光係
 　４３ー１１１２
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関ケ原駅前観光交流館
　【営業時間】　午前９時から午後５時
　【定　休　日】　４月～１０月　無休
　　　　　　　　１１月～３月　火曜日と１２月２９日～
　　　　　　　　　　　　　　１月３日、祝祭日の翌日


