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　平成２２年４月から、役場　住民課で貸出受付をしています。小さな子どもさんと町中を移動するには最適で
す。ぜひ一度利用してみてください。

  利用に関して…  
○自転車は適正に管理してください（修理・盗難などの場合は、利用者負担となります）。
○お子さんにヘルメットを着用させてください。
○道路交通法その他関係法令を守ってください。
○自転車の返却、利用期間の更新時に、自転車の点検整備を行う事業所で利用者負担による点検整備を受けて
いただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　役場　住民課　児童福祉係　　 　４３－１１１３問 

対 象 者　関ケ原町に住民票のある方
　　　　　満１歳から満６歳未満のお子さんを２人以上養育し

ている方で、満１６歳以上の方
利用期間　３ヶ月　※更新も可
貸出台数　電動アシスト付自転車　５台
申込方法　申請書に記入し、役場　住民課へ提出してください。

　来年度保育園に入園を希望される方への説明会を下記日程で行います。継続して入園を希望される方は、
所定の用紙に必要事項を記入していただき入園受付日にお越しください。所定の用紙は役場または各保育園
にてお受け取りください。

受付場所入園受付期間時　間入園説明会場　所

役場　住民課
平成２８年１月４日（月）～

１月２９日（金）
午前１０時～１１月２６日（木）西保育園

※入園予定がどこの保育園でも西保育園で説明を受けていただくことになります。
　ご都合が悪い場合は役場　住民課にて個別に説明いたしますのでお問い合わせください。

 　役場　住民課　児童福祉係　　 　４３－１１１３問 

１１月２６日（木） 
西保育園 

平成２８年 
１月中 

役場　住民課 

平成２８年 
２月中 
各保育園 平成２８年２月～３月中 

平成２８年 
４月 

 

　平成２８年度　関ケ原小学校附属幼稚園の園児を募集します。入園を希望される方は、所定の用紙にて申し
込みの手続きを行ってください。

　入園資格　関ケ原町内に居住する５歳児
　　　　　　（平成２２年４月２日～平成２３年４月１日生まれ）
　保 育 料　５，０００円（月額）

◆所定の用紙は各保育園または幼稚園にてお受け取りください。
◆詳しくは幼稚園にお尋ねください。　　　　　　　　　　　　 　関ケ原小学校附属幼稚園　　 　４３－１８８４問 

願書受付日　１２月１日（火）
受付場所　関ケ原小学校附属幼稚園
受付時間　午前７時３０分～午後４時
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４３－１１２２ 

　　　　　　　　　　血液型よもやま話　　　　　　　　　　
　血液の中には、赤血球・白血球・血小板があり、各々に型があります。一般的に血液型というと、赤
血球の血液型のことをいいＡＢＯ式血液型、Ｒｈ式血液型などがあります。
　ＡＢＯ式血液型は赤血球の表面にＡ抗原、Ｂ抗原が存在するかどうかで分類されています。Ａ型の赤
血球にはＡ抗原が付いています。Ｂ型はＢ抗原が付いています。ＡＢ型はＡ抗原とＢ抗原両方を持って
いて、Ｏ型はＡ抗原もＢ抗原も持っていません。日本人のＡＢＯ型の比率はＡ：Ｏ：Ｂ：ＡＢ＝４：３：
２：１で、多いのはＡ型です。ちなみに、アメリカ人はＯ型が多く、インド人はＢ型が多いそうです。
　Ｒｈ式血液型にもいろいろな種類の抗原がありますが、その中でも特に「Ｄ抗原」を持っていない人
をＲｈマイナスと言います。日本人では２００人に１人の割合で０．５％です。ＡＢ型でＲｈマイナスの人は
２，０００人に１人しかいない事になるのです。
　本来、血液型が途中で変わる事はありませんが、例外があります。その１つは骨髄移植です。ＡＢＯ
式血液型違いの骨髄移植により血液型が変わります。骨髄移植は患者さんとドナーの血液型に関係なく、
白血球の型（ＨＬＡ）が一致していれば出来ます。骨髄移植後は、ドナーから提供された血液のもと（造血
幹細胞）により血球成分がつくられるようになります。例えば、ドナーの血液型がＡ型の場合、移植され
た造血細胞がつくる赤血球もＡ型になります。つまり、移植前の血液型が何型であっても骨髄移植後は
ドナーと同じ血液型になります。現在、骨髄移植は２０年前と比べると３．５倍となり、その中でも特にさい
帯血移植の増加は著しく、かつては不治の病と言われた血液のがんなどの重い疾患は今では造血幹細胞
移植により完治も期待できるようになりました。その結果、多くの命が救われるようになりました。
　余談ですが、Ａ型は几帳面な性格、Ｏ型はおおらかな性格、Ｂ型は行動派な性格、ＡＢ型は個性的な
性格と一般によく言われていますが、残念ながらＡＢＯ式血液型と個人の性格は、確かにある項目は当
てはまるとしても科学的根拠はありません。しかし、コミュニケーションの一環としては血液型の話題
は欠かせないですよね。適度に楽しんでいただければと思います。
　ちなみに、歌舞伎役者の市川団十郎さんは妹さんから骨髄移植を受けＡ型からＯ型に変わったことを
明かし「血液型は変わっても性格は変わっていないと思います。」と話された事があります。

臨床検査科　　浅野　奈美

▲東保育園４才児「絵の具であそぼう」 ▲関ケ原町内小中学校福祉ポスター展
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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）
　１１月２８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11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。

１１月２４日（火）　　皮 膚 科 

～はびりす女子会～ ～はびりす女子会～ 
びりすは、「たとえハンディが

あっても自分らしい暮らしを描き実現
する」ことを事業所のミッションにし
ています。子どもたちだけでなく、お
母さん、お父さんの子育てや人生の物
語にも焦点をあて、ご家族のエンパワ
メントにも力を注いでいます。例えば、
はびりすを利用するお母さんやはびり
すで働くお母さんたちの女子会開催を
支援しています。その日は、子どもを
預かるだけでなく、お母さんと子ども
を送迎します。介護者である前に、お
母さんである前に、一人の女性として
他のお母さんととことん話し、笑い、青春を謳歌していました。参加されたお母さん方からは

「８年ぶりに飲んだ。はびりすじゃなきゃこんなの、無理よね…」
「はびりすのおかげでこんなに話せるなんて！嬉しい！！」　　　
「このようなことはもう忘れていたし、あきらめていました…」　

　皆様。健康とは何でしょうか？幸福とは、障がいの有無や程度だけでは決まりません。十人十色。ま
た病院や施設の中で実現できるものではありません。主体的な役割をもって参加していく中で、社会の
中で、自分らしさと結びついてこそ得られるものだと言われています。
　社会参加型デイサービスはびりす。どんなに厳しい時代を迎えようと、子どもやご家族、そして地域
のひとたちと共に創り、共に歩み、暮らしの物語を地域の中で紡ぎ続けていきたいと思います。

関ケ原放課後等デイサービスはびりす　作業療法士　伊波友里恵

は
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　２学期に入り、なかなか天気がすっきりしない
日が続きましたが、運動会に向けて少しでも時間
を生み出して練習に励み、小中学生が力を合わせ
て準備を進めてきました。そして、台風も通過し
た９月１２日、おだやかな日差しの中で「あきらめ
ない　絆を深めて　全力発輝」のスローガンのも
と小中合同運動会を行いました。このスローガン
にはどの競技にも全力発揮し、児童生徒がこれま
での中で一番輝いてほしいという願いを込めて
「発輝」としました。７月の結団式から、夏休み
中も熱心に練習や準備を積み重ねてきました。小
中学生が力を合わせて頑張ったペア種目では、
ペットボトルロケットを打ち上げる場面があり、
発射したロケットが空高く舞い上がると、会場か
らも大きな歓声があがりました。地域の皆様とも
心がつながった思いがしました。さらに小中学生

が心を一つに
した綱引き、
力の限り声を
振り絞った応
援合戦などあ
きらめずに、
最後まで取り

組むことでス
ローガンを達
成させる姿が
ありました。
そして今年も
地域の伝統で
ある今須太鼓
踊りを共演しました。また、中学生が５年ぶりに
「今須みこし」を復活させてグランドを担いで回
りました。このみこしは約３０年前に、地元の消防
団が火の用心のみこしとして制作されました。運
動会当日は、当時各家庭の前で万歳をしていた儀
式に習い、保護者のテント前で万歳をしながらグ
ランドを回りました。すべての種目が終わり、子
どもたちは満足感と充実感にあふれた笑顔で一杯
でした。
　最後に生徒会長からは「中学校生活最後の運動
会を終えて、改めて地域の皆様に支えられている
ことを実感しました。」と感謝の気持ちを全校の前
で語ってくれました。このようなことを通して、
小学生と中学生が地域の皆様とも今まで以上にそ
の絆を深めることができた運動会になりました。
ありがとうございました。
　今須小中学校のＨＰでは、学校生活を紹介して
います。ぜひ、ご覧ください。

 　http://imasu.sakura.ne.jp

今須小中学校 

　今須バレーボールスポーツ少年団は、現在団員
９名で活動しています。少ない団員ですが練習を
重ね、少しずつ成長してきました。
　夏休みには、グリーンウッド関ケ原のコテージ
で宿泊キャンプをして、仲間との楽しい思い出も
つくりました。
　また、今須スポーツ少年団として剣道少年団と
合同の、「ちょこっと体験ちょっこと祭り」を開催
し、少年団に入っていない子どもたちとの体験・
交流も深めました。

　現在のチーム
は男女混合なの
で、出場できる
試合も限られ、
また十分な成績
を上げることが

できませんが、出場するからには少しでも良い成
績を収めて、勝つことの喜びを感じ、次の練習に
また試合につなげていけるように頑張りたいです。
　団員は大募集中ですので、バレーボールに興味
のある方は、ぜひ見学に来てください。

練習日　毎週火曜日　午後６時３０分～午後８時３０分
　　　　毎週土曜日　午後１時～午後４時　　　　
場　所　今須小中学校体育館　　　　　　　　



　 不破西消防署　　 ４３－０１１９ 問 

期 間 １１月９日（月）～１１月１５日（日） 
全国統一防火標語 

　毎年１１月９日から１５日までの１週間、秋の全国火災予防運動が実施されます。この運動は、
火災予防思想の普及を高め、火災の発生を防ぐことを目的としています。空気が乾燥するよ
うになり、少しの不注意で火災が起こりやすくなります。火の取り扱いには充分に注意して
ください。 
　火災予防の啓発ができるよう各小学校の皆様に防火ポスターを作成してもらいました。描
いていただいた皆様の作品は１１月６日（金）から１１月１７日（火）の間、ふれあいセンターにて
展示します。 
　入選作品は以下のとおりです（敬称略）。 

　毎年１１月９日は１１９番の日です。昭和６２年から、全国一
斉に毎年１１月９日が「１１９番の日」として制定されました。 
　目の前で火災や事故が発生した場合は、誰でも気が動

転し興奮した状態になりがちです。落ち着いて１１９番通報できるように、自治会、事業所な
どで実施する消防訓練の時に通報訓練を積極的に行い、通報要領を身につけましょう。 

局番無しの１１９へ通報してください。 
　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。 
　火災・救急・救助は局番無しの１１９番へ通報をお願いします。 

不破郡消防連合演習について 不破郡消防連合演習について 
　災害が発生した際に迅速に 
対応するため、垂井町と関ケ原町 
が合同で消防訓練を行います。 
 
　日　程　１１月１５日（日） 
　　　　　午前７時３０分から 
　場　所　垂井町表佐地区 

一般社団法人岐阜県危険物安全協会長賞　　　今須小学校　三和　洸輝 
関ケ原町消防団長表彰　　　　　　　　　　　関ケ原小学校　上口瞭太朗 
不破消防組合　西消防署長表彰　　　　　　　関ケ原小学校　山本　明広 
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●消防署　平成27年 9月分

出動件数
累計今月

296交 通

406一般負傷

14316急病人

424その他

25432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　0その他

30計
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日　時　１１月１５日（日）　
　　　　開会式　午前８時３０分～
場　所　関ケ原町民体育館アリーナ
募集内容　①一般の部（男子・女子混

合）「高校生以上」チーム
　　　　　（他自治会との合併チーム

でもよい）
　　　　②子ども会の部（小学生及

び中学生の男子・女子混
合）チーム

　　　　　（他の地区子ども会との合
併チームでもよい）

　　　　※チーム編成には別途、
　　　　　細かい規定があります。
抽選会日時　１１月６日（金）　午後７時～
抽選会会場　ふれあいセンター２階

視聴覚室
※抽選会は一般の部のみです。
※参加されるチームの代表者１名は、
抽選会には参加申込書をご持参の
うえ、必ず出席してください。

　 　関ケ原町体育協会事務局
　　　関ケ原町子ども会育成協議会事務局
　 　４３－１２８９

 
　電子証明書が標準搭載された個人
番号カードの交付開始に伴い、住民
基本台帳カードに搭載された電子証
明書の発行・更新は終了します。
　e-TAXで確定申告を予定されてい
る方は、住民基本台帳カードの電子
証明書の有効期間満了にご注意くだ
さい。
　個人番号カードの電子証明書の申
請を行った場合、個人番号カード交
付申請が集中することにより、カー
ドの作成に時間がかかりカードの交
付が確定申告を行う期間に間に合わ
ない可能性があります。
　住民基本台帳カードの電子証明書
の更新を希望される方は、１２月２２日
（火）までに役場　住民課にて手続き
をしてください。
　 　役場　住民課
　 　４３－１１１３ 

第３０回
町民綱引き大会を開催します

問 

住民基本台帳カードで
公的個人認証サービスの電子証明書の

発行を受けている方へ

問 

 
日　時　１１月１５日（日）
　　　　午前９時３０分～午後４時
場　所　関ケ原ふれあいセンター
主　催　関ケ原歌謡連合会
後　援　関ケ原町教育委員会
　　　　関ケ原町芸術文化協会
◎最後に素敵な「花」が抽選で当た
ります。お楽しみに、最後までご
観賞ください。

　 　代表　定野　光武　 　４３－５６５４

第２２回関ケ原歌謡連合会
カラオケ発表会を開催

問 

１日　西美濃生涯学習連携講座８０名
　　　【吉澤広幸ガイド・林英男ガイド・

井野時茂ガイド・三和敏郎ガイド】
４日　個人２名（愛知）【池側誠ガイド】
４日　阪急交通社２８名【今井剛ガイド】
５日　阪急交通社４３名【吉田信子ガイド】
１１日　いわき市手をつなぐ会２０名

（福島）【細見昌男ガイド】
１２日　阪急交通社４３名【安部覚之ガイド】
１２日　名古屋歴史教育研究会３６名

（愛知）【細見昌男ガイド】
１３日　阪急交通社４２名【三輪成康ガイド】
１４日　個人２名（千葉）【今井剛ガイド】
１４日　さざなみスポーツクラブウォーキングサークル
　　　４１名（滋賀）【池側恵子ガイド・今井基子ガイド】
１５日　徳川みらい学会３０名（静岡）

【松井侑子ガイド】
１５日　クラブツーリズム名古屋

２４名（愛知）【三和敏郎ガイド】
１６日　心に残る歴史文学の旅へ

２８名（静岡）【林英男ガイド】
１８日　阪急交通社３６名【�木茂ガイド】
２０日　人と社会の研究会

２０名（大阪）【吉澤広幸ガイド】
２０日　個人２名（北海道）【池側恵子ガイド】
２２日　個人１名（岐阜）【吉澤広幸ガイド】
２２日　郷土ＯＢ会４９名（愛知）
　　　【三輪成康ガイド・井野時茂ガイド】
２３日　銀漢名古屋句会７名（岐阜）

【吉澤広幸ガイド】
２５日　阪急交通社３４名【山村健一ガイド】
２６日　阪急交通社４０名【細見昌男ガイド】
２６日　個人２名（東京）【�木敏朗ガイド】
２７日　みえ医療福祉生活協同組合

　９名（三重）【三輪成康ガイド】
２７日　阪急交通社４３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

９月ガイド実績　２４件

大関ヶ原展　好評のうちに閉幕
☆図録を販売します。（１冊２，８００円）
　３月から１０月まで東京・京都・福岡
を会場に開催された「大関ヶ原展」は、
多くの方に鑑賞いただき閉幕しまし
た。つきましては、開催中に販売され
ていました図録の販売を期間限定で
関ケ原町歴史民俗資料館で行います。
ご希望の方は、当館に代金（２，８００円）
を持参ください。（１１月末日まで）
☆当館蔵の屏風のポスター・

　屏風解説リーフを販売中です。
　大関ヶ原展でも販売しました当
館蔵の合戦図屏風のポスターと屏
風解説リーフを当館でも販売して
います。一家にお一つ、関ケ原のお
土産等にご購入をご検討ください。
※ポスター：（箱入り）５００円
　　　　　　（袋入り）４００円
　解説リーフ：５００円
図書の寄付
　今須の上村恭弘様から、「日本外史」頼 山
陽 著全１２冊を寄贈いただきました。この場
をかりて、ご紹介と御礼を申し上げます。
○歴史民俗資料館入館者数
　　　９月分　　５，３０８人
○不破関資料館入館者数
　　　９月分　　　４７７人

日　時　１１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　秀吉・家康に加護され

た本願寺と美濃の名刹
『西圓寺』 

　慶長５年、天下分け目の戦が
始まる２ヶ月程前。京都本願寺
の教如が関西の情報を徳川家康
に伝えるため、江戸へ向かった。
家康に大阪の様子を詳しく話し、
帰途美濃の地で石田方の警戒が
厳しくなり、近郷の僧侶、信徒
が命をかけて教如を守り、京へ
送った。その後寺領を得て東本
願寺を建立。教如は初代の法主
となった。 
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　「税を考える週間」では、国民の皆
さんに、租税の役割や税務行政に対
する理解を深めていただくために、
様々な行事を実施します。
　国税庁ホームページでは、特集
ページを開設し、動画で国税局や税
務署の仕事を紹介するインターネッ
ト番組「Ｗｅｂ－ＴＡＸ－ＴＶ」や、
イラスト・グラフを交えながら税の
役割を分かりやすく解説したスライ
ドなど、税に関する情報を掲載しま
す。
　この機会に、税について考えてみ
ませんか。 

≪税を考える週間≫
１１月１１日（水）～１７日（火）
税の役割…考えてみませんか！

 
　大垣税務署では、青色申告をされ
ている個人の方を対象に、決算にお
ける留意事項等についての説明会を、
次の日程で開催します。
日　時　１１月３０日（月）
　　　　第１回目
　　　　　午前１０時～午前１２時
　　　　第２回目
　　　　　午後１時３０分～

午後３時３０分
場　所　大垣市民会館　大会議室

（大垣市新田町１－２）
※青色申告決算書用紙は確定申告書
用紙に同封して送付（２月上旬）し
ます（電子申告をされている方に
は、確定申告書用紙・青色申告決
算書用紙ともに送付されません）。

　なお、青色申告決算書は国税庁
ホームページからダウンロードす
ることができますので、ぜひご利
用ください。

　 　大垣税務署　個人課税第一部門
　 　７８－４１０４（ダイヤルイン） 

所得税の青色申告決算等
説明会のご案内

問 

　
 

電話健康相談
～日頃の健康のお悩み、うかがいます～
受付電話番号　 　０５８－２６７－０７１１
　岐阜県保険医協会は、電話での医
療相談『電話健康相談』を行います。
　日頃気になっているちょっとした
疑問やお悩みごとがありましたらお
電話ください。県内で開業している
保険医協会会員の医師が相談に応じ
ます。
※今回は医科領域の相談となります。
歯科領域の相談はご遠慮ください。
日　時　１１月２９日（日）
　　　　午前１０時～午前１２時

市民公開講座「生活習慣病における
運動と栄養の役割」

日　時　１２月１３日（日）
　　　　午前１０時～午前１２時
講　師　森谷　敏夫氏

（京都大学大学院人間・環境学研究科教授）
場　所　岐阜産業会館・５階

第一会議室
参加費　無料
　 　岐阜県保険医協会
　　　〒５００－８８４４
　　　岐阜市吉野町６－１４

三井生命岐阜駅前ビル６階
　 　０５８－２６７－０７１１

岐阜県保険医協会からのお知らせ

問 

平成27年9月分 

比  較26年9月の
排出量

２7年9月の
排出量品  目

10.58％増70.30ｔ77.74ｔ燃やせるごみ

3.25％増7.08ｔ7.31ｔプラスチック類

46.44％増5.34ｔ7.82ｔ燃やせないごみ

国税庁 検 索 

交通事故を防ぎましょう 交通事故を防ぎましょう 交通事故を防ぎましょう 

垂井警察署 

　これからは、日没時刻が早くなり、夕暮れ時や夜間における 
交通事故が多発する季節です。 
　次のことに心掛けて交通事故防止に努めましょう。 
 
〇夕方から夜間の外出は、明るく目立つ色の服装に心掛け 
　「夜光反射材」を活用しましょう。 
〇道路を横断する時は、必ず「止まる・見る・待つ・確かめる」 
　を守りましょう。 
〇高齢運転者標識を表示した車を見かけたら、無理な追い越しや割り込み運転はせず、思いやり
　のある運転に努めましょう。 
〇夕方は、早めにライトを点灯し、ハイビーム（前照灯の上向き）を活用して、前方注視や安全な
　速度での走行などの安全運転に努めましょう。 
 
　※日没時刻（岐阜市）　　 ２０１５年７月１日　午後７時１２分 
　　　　　　　　　　　　　　　　１１月１日　午後４時５９分　（岐阜天文台ＨＰ調べ） 
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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 １１月のギャラリー 

よみがえる古布たち
～お細工物から創作服まで～

　出　展：岩田　美代子さん（関ケ原町在住）
　期　間：１１月３日（火・祝）～１２月３日（木）

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 

 見た目かわいく食べて美味しい
ツリーパンを是非いかがですか。

日　時　１１月２８日（土）
　　　　午前９時～午後１２時３０分
場　所　働く婦人の家　調理室
定　員　１２名
材料費　９００円
持ち物　エプロン、三角巾、筆記用具、手ふき、
　　　　パンを入れる箱３０cm位（お持ち帰りです）
お申し込みは１１月２０日（金）までにお願いします。

手こねのクリスマスツリーパンづくり教室

11
【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
  　「いびがわマラソン生中継」
  　「ソフこい祭りお月見コンサート」
  　「大垣市小中学校音楽会」
  　「海津市小中学校音楽会」
  　「第６３回岐阜県高等学校演劇大会」　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】
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
 園児登場！「げんきはなまる」
◇月～日　午後６時１５分～　他
・３０日（月）～　西保育園　きりん組

 挑戦型バラエティ「三ツ星クリーン」
◇２日（月）～８日（日）・３０日（月）～
　　　　　　　　　　　午後６時３０分～　他
 レッツ　ボランティア 
◇９日（月）～１５日（日）　午後６時３０分～　他
 お店紹介「みるチャン」
◇９日（月）～１５日（日）　午後６時４５分～　他
 クイズ番組「マチサガ！」
◇１６日（月）～２２日（日）　午後６時３０分～　他
 地域散策「里見まさとのご町内探訪」
◇２３日（月・祝）～２９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

特

特

特

特

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。

１１月１４日（土）　午前１０時３０分～午前１１時
担当：司書
★ぼくのふとん
★ふたごのたこたこウィンナー

１１月２８日（土）　午前１０時３０分～午前１１時
担当：読書サークル
★おばあちゃんのさがしもの
★きつねのぼうさま

　１０月２７日～１１月９日は「読書週間」です。
読書の秋、本を開いてみませんか。気軽
に図書館をご利用ください。

日　時　１２月１２日（土） 
　　　　　午後１時３０分～ 
場　所　ふれあいセンター 
　　　　小ホール 
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試　験　期　日受　付　期　間受験資格募集種目

平成２８年１月９日～１月１１日
※いずれか１日を指定

平成２７年１１月１日～１２月４日推薦
男子で中卒
（見込含）
１７歳未満の者

高等工科学校生徒 １次　平成２８年１月２３日
２次　平成２８年２月４日～

２月７日のうち１日

平成２７年１１月１日～
平成２８年１月８日

一般

平成２７年１２月１１日・１２日
※いずれか１日を指定

平成２７年１１月１日～１２月４日男子
１８歳以上

２７歳未満の者
自衛官候補生

※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。
　　　　 　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 

休診期間：平成２７年１２月１日（火）～

国国国国国国国国国国保保保保保保保保保保関関関関関関関関関関ケケケケケケケケケケ原原原原原原原原原原病病病病病病病病病病院院院院院院院院院院よよよよよよよよよよりりりりりりりりりり重重重重重重重重重重要要要要要要要要要要ななななななななななおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知ららららららららららせせせせせせせせせせ国保関ケ原病院より重要なお知らせ
〈〈〈〈〈〈〈〈〈〈歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯科科科科科科科科科科休休休休休休休休休休診診診診診診診診診診ににににににににににつつつつつつつつつついいいいいいいいいいてててててててててて〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〈歯科休診について〉

　平成２７年１２月１日より当病院の常勤医師が不在となるため、歯科の診療を下記
のとおり休診します。ご迷惑をおかけしますが、何卒、ご理解賜りますようお願
い申し上げます。
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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 末ながくお幸せに 

平成27年10月1日現在 

人口 

男 

女 

世帯数 

（－11人）　 

（－11人） 

（± 0 人） 

（－ 7 世帯） 

7，613人 

3，728人 

3，885人 

2，791世帯 

平成27年 9 月15日から 
平成27年10月15日までの 
受付分（敬称略） 

住　所 氏　名 

陣場野 

山　中 

東町二 

陣場野 

西町一 

藤　下 

６８歳 

８２歳 

５６歳 

６９歳 

８７歳 

８９歳 

住　所 赤ちゃんの名前 お父さん 
お母さん 

真昭 
加奈子 

浩治 
夢乃 

か のん 

つぐみ 

緑ヶ丘 

中　町 

林　　花音 

山田　紬未 

住　所 氏　名 

山　中 
 
大垣市 
 
 
公門五 
 
愛知県 

宮川　直樹 
 
桑原　志麻 
 
 
西脇　悟 
 
大泉　怜子 

福田　俊夫 

橋本　利夫 

�木　俊彦 

藤井　　年 

三輪　あや子 

藤嶌　智　子 


