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問 

　この法律は、高齢者が尊厳を保ち生きていけるように、虐待の防止と保護のための措置、また、
高齢者を支える養護者の負担の軽減を図るために２００６年（平成１８年）４月に策定されたものです。 

　高齢者虐待に関する調査では、介護や世話をしている半数以上の人が虐待の自覚がないという
結果が出ています。・認知症がある高齢者を介護している・介護の負担をひとりで抱えている・
身近に頼れる家族がいない・経済的に困窮している…など思い当たる点がありませんか？こんな
時は無理せず、さまざまな公的なサービスや制度を利用したり、相談機関
などにご相談ください。 

◎このような行為は虐待にあたります◎ 

例：平手打ちをする　つねる　殴る　蹴る　　　　　 

例：入浴させない　食事や水分を十分に与えない　必要な介護・医療サービスを制限 
　　したり使わせない 

例：怒鳴る　ののしる　悪口を言う　高齢者の話を意図的に無視する 

例：排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する　性器への接触を強要する　 

例：日常生活に必要な金銭を渡さない　使わせない　本人の自宅などを本人に無断で売却する 

●暴力を加える………………身体的虐待 

●世話をしない………………介護・世話の放棄、放任 

●精神的な苦痛を与える……心理的虐待 

●性的な行為を強要する……性的虐待 

●金銭や財産を勝手に使う…経済的虐待 

「高齢者虐待防止・養護者支援法」をご存じでしょうか？ 

★介護をする人へ… 

　私たちの身近なところにも、虐待に対して支援を必要としながら
自ら声をあげることができないでいる高齢者や介護者がいるかもし
れません。・介護者に疾病や傷害がある・近所つきあいがない・暑
い日や寒い日、雨の日なのに高齢者が長時間外にいる…など思い当
たる点がある高齢者や気になる家が近所にあれば、行政などの相談
機関にご連絡ください。 

★地域の人へ… 
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４３－１１２２ 

　　　　　　　　　大腸ＣＴ検査について　　　　　　　　　
　大腸ＣＴ検査とは、内視鏡を使わない新しい大腸の検査方法です。大腸を炭酸
ガスによって拡張させ、マルチスライスＣＴ装置を用いて撮影することで大腸３
次元画像を簡単に得ることができます。また、大腸ＣＴ検査は、仮想大腸内視鏡
検査（ヴァーチャル大腸内視鏡検査）、大腸３Ｄ－ＣＴとも呼ばれており撮影した
画像を再構成することで簡単に大腸の内側の仮想内視鏡画像が得られ、これを医
師が読影して診断します。
　特長は、大腸の拡張に使用する炭酸ガスは空気の約１３０倍の速さで生体に吸収さ
れ、空気を注入する内視鏡検査と比較して苦痛が少ないと言われ、短時間で楽に

検査することが可能です。通常仰臥位と腹臥位２回の撮影でまるで内視鏡でのぞいたような画像が得ら
れます。内視鏡検査のように多量の下剤を飲む必要がありません。検査の部屋に入ってから出るまでに
１５分程度です。
　当院では、マルチスライスＣＴを導入以来のべ３００件
以上の検査を行いました。昨年は１２４件の検査を行い、
その内大腸がんが発見されたのは５件でした。今年は
（１０月現在）１０１件中１０件のがんが発見されました。
　日本での大腸がんは女性の部位別がん死亡率第１位、
男性では第３位となっています。しかし、大腸がんは
早期発見・早期治療により完治しやすいがんです。血
が付いた便が出る・便が細い・下痢と便秘を繰り返す・便が残っている感じがするなどの症状が心配な
方はお気軽に相談してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（放射線科）

図１．全体像

図２．大腸がん 図３．ポリープ

◎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。
※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 宮佐々木田尻下松尾宮松尾三診・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）
　１２月１９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

●国保　関ケ原病院の外来診察と担当医師（平成27年12月）※都合により休診になる場合があります。

１２月１４日（月）　午前１０時３０分～　眼　科 
※１月より、皮膚科の診察は月曜日から水曜日に変更 
　します。 
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　はびりすの活動では、「出来ない」や「難しい」という言葉よりも先に、どうすれば子ども達が
楽しく活動が出来るのか？を、子ども達を中心に決め実行しています。
　１０月のはびりすは、天気が良い日が続いたので野外活動がいっぱい出来ました。皆で桃配公園へ行き
手作りモンブランを食べ、赤くなった落ち葉を拾いはびりすに帰ってから初めて落ち葉をラミネートし
ました。みんな体験したことがないことが多く、拾った落ち葉がラミネートで加工されると、、

「すご～い！！！」「少し熱いな。」と、興味津々
伊吹山の美味しい湧水を汲みに行き飲んだ時は、
「冷たい～！」「このお水美味しい！！！」

と、子どもたちからの反応に職員も満足。
お水の有り難さや美味しさが沁みました。

　室内での活動は、遊具で遊ぶ以外でもハロウインの飾り付けを通し作品作りに励みました。好きな形
や色を選んでもらい１人１人違うお化けの完成に、満足そうな笑みを浮かべてくれました。
　はびりすを考えた時、「障害ってなんだっけ？」と思える空間が出来たらいいなと思っていましたが、
職員を含めお子さんの笑顔を見ていると少しずつ近づいているのでは無いかと感じています。

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

～はびりす秋さがし～～はびりす秋さがし～

▲今須保育園４・５才児「折り紙であそぼう」 ▲関ケ原町絵画グループ展

 今月の展示は西保育園と児童生徒作品展です。
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入室期間　平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　※夏休みなど長期休業日だけの申込は不可。

保育時間　●小学校授業日及び幼稚園の保育日の月曜日～金曜日など通常保育日
…下校（降園）時～午後６時

　　　　　●長期休業期間中（夏休みなど）の月曜日～金曜日及び学校の振替休日
…午前８時３０分～午後６時

休 室 日　土日祝日及び年末年始
開設場所　関ケ原小学校付属幼稚園
対 象 者　放課後に保護者の保護を１ヶ月に１５日以上受けることができない状態が３ヶ月以上

続く家庭で、町内小学校１～３年生の児童及び町内幼稚園の園児
定　　員　５０名
保 育 料　０～１５，０００円／月の範囲（所得に応じて）
　　　　　傷害保険料８００円／年が別途必要
用紙配布及び申込場所
　　　　　関ケ原町教育委員会
申込期限　平成２８年１月２２日（金）【期限厳守】
　　　　　（期限後の申込は受付できないことがあります）

 　教育委員会　学校教育課　　 　４３－１２８９問 

垂井警察署 

平成２７年１２月１１日（金）～ 
　　　　　　平成２８年１月５日（火） 
平成２７年１２月１１日（金）～ 
　　　　　　平成２８年１月５日（火） 

　この運動は、年末年始における犯罪・事故の
未然防止を図るため、地域のみなさんや関係機
関・防犯協会と警察署が連携して地域安全運動
を推進し、みなさんが安全で平穏な新年を迎え
ていただくために実施するものです。 
　この時期は、金融機関・コンビニ店等を狙っ
た強盗事件・窃盗事
件や交通事故の多発
が心配されます。 
　垂井警察署では
「年末年始特別警
戒」を実施し、重点
的にパトロールを行
います。 

～ゆく年くる年　 
　　みんなで守ろう地域の安全～ 

年末年始地域安全運動 年末年始地域安全運動 年末年始地域安全運動 
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関ケ原中学校 

研究発表会を開催しました。

　１０月２６日（月）、関ケ原中学校では、３年に一度
の研究発表会を開催しました。
　研究テーマを「学び合いを通して高まる喜びを
感じ、確かな学力を身に付ける生徒の育成」とし、
生徒同士が互いに意見や質問を述べ合う中で、学
力を確かに身に付けさせていこうとする試みを、
授業を通して発表しました。

　実際の数学の図形の学習では、
「補助線として、平行線を引くことによって、問
題を解くことができました。」という意見の後に、
「私は、三角形に目をつけて、補助線を引いて考
えました。」
といったように、いろいろな解き方を説明するこ
とができました。 

　
　また英語の授業では、英語で日本を紹介する文
章を書きました。さらに分かりやすい文章になる
ように、班で交流し、互いにアドバイスしあう姿
を見ることができました。

　この発表会には、町内外からおよそ１００名の先生
方に来ていただき、授業を見ていただきました。
　授業の後の感想の中には、「落ち着きとさわやか
さのある関中の生徒の皆さんの姿が素敵でした。」
「分かりやすい資料を作成し、常に課題と関連さ
せて考えることができるよう、きめ細かな配慮が
なされていました。」
といった感想をいただきました。
　今後は、いただいた意見をもとに、学力を確実
に身に付けていくことができるように、実践を積
み重ねていきたいと思います。

【全体会での様子】

【図形の説明をする生徒】

【紹介文を交流する生徒】

　関ケ原ソフトテニススポーツ少年団は今年度新
しい団員が６名入団し、現在中学生から小学２年
生までの１８名で活動しています。西濃大会の個人
戦、団体戦に向け、垂井少年団と積極的に練習試
合を行い、新しく入団した団員も即戦力となり、
秋の西濃大会個人戦や団体戦にも出場しました。

　テニスの練習、大会以外にも団員同士の交流を
さらに深めるため、春夏秋冬と四季折々の楽しい
イベントも行っています。　随時団員を募集して
いますので、テニスに興味のある方、体験してみ
たい方は、気軽に見学しに来てください。 

練習日時　土曜日　午後１時～午後４時
　　　　　日曜日　午前９時～午前１２時
練習場所　桃配公園テニスコート（４月～１１月）
　　　　　町民体育館または関ヶ原小学校体育館
　　　　　（１２月～３月）



　 不破西消防署　　 ４３－０１１９ 問 

　毎日寒い日が続き、皆さんのご家庭でも暖房器具をお使いのことと思います。最近の暖房
器具は、安全設計がされた物が大半となっていますが油断は禁物です。 
　下記の点に十分注意し取り扱ってください。 

●ストーブの周りには、紙や洗濯物など燃えやすいものを

置かない。 

●壁やカーテン等からは十分な距離を取る。 

●ストーブ、ファンヒーターの近くでスプレー缶の使用、

またスプレー缶を近くに置かない。 

●給油をする時は、必ず火を消してから行うこと。 

●就寝時、外出時には、必ず完全に消火していることを確

認すること。 

　消防活動で使用する消火栓・防火水槽は、緊急時に即時使用可能な状態であるよう、常に点検
整備しています。 
　しかし、積雪時には路面上の消火栓・防火水槽が雪で隠れてしまうことや、路上駐車車両が増
えることから、迅速であるべき消防活動に支障をきたすことがあります。 
　消防水利を確保し、一刻も早い消防活動を行
うため、水利付近の除雪などのご協力をよろし
くお願いします。 

『暖房器具による一酸化炭素中毒の注意』 
　暖房器具による一酸化炭素中毒の事故に注意してください。一酸化炭素は、石油やガ
スや炭などの不完全燃焼により発生しますが、無色、無臭なため、発生しても気がつき
にくいものです。一酸化炭素は少ない量を吸入しても、死に至ることがあります。 
　一酸化炭素中毒は、充分な換気を行うことで未然に防止することができます。室内に
おいて石油ストーブやガス器具などを使用する際は、換気に十分注意してください。 
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●消防署　平成27年 10月分

出動件数
累計今月

345交 通

422一般負傷

15613急病人

453その他

27723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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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 

 今年のクリスマスはケーキを手作りしてみよう！ 
日　時　１２月１９日（土）　午前９時～午前１２時
場　所　働く婦人の家　調理室
講　師　井野　和子先生
対象者　小学生と保護者　　　　　定　員　１０組
材料費　１，０００円（ケーキサイズ１８cm）
持ち物　エプロン、三角巾、持ち帰り用の容器
申込期限　１２月１１日（金）

親子でおいしいクリスマスケーキづくり教室
12
★レギュラー番組総集編、特別番組再放送
◇２８日（月）～１１ch＆１２chで８月～１２月放送分を再放送
【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
　  大垣青年会議所「まちを守れ！」  なかよしうたごえ交流会  他
【１２ch】   　  スポーツＮＥＸＴ２０１５冬 
　　　　 　◇２８日（月）～午後１１時３０分～他
 　　　　　 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８時１５分～他

その他、クイズ番組やお店・ボランティア団体紹介、
作品紹介の番組など　好評放送中！

※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。

☆新春メッセージ撮影します☆
家族・仲間と一緒に、カメラの前で新年のご挨拶を！是非ご参加
ください。
【撮影場所】ご希望の場所でＯＫ
　　　　　※公民館等での収録はありません。ご了承ください。
【最終撮影日】１２月２０日（日）
　　　　　※参加希望の方はお早目にご連絡ください。
　放送は２０１６年１月３日（日）午前１０時～お正月生放送「新春
メッセージ２０１６」内にて。

 　８２－１２００　 　oct@ogaki-tv.co.jp
※身近な情報をお寄せください。

特
特

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

 １２月・１月のギャラリー 
ウッドバーニング＆和紙工芸展～和と洋の魅力～
　出　展：小倉　大門さん、長浜　憲幸さん
　期　間：１２月６日（日）～平成２８年１月３０日（土）

４３－２２３３ 

　関ケ原町では「子どもの読書活動の推進に関する法律」
の規定に基づき、「関ケ原町子どもの読書活動推進計画」
を策定します。未来を担う子どもたちが豊かな読書活動を
行えるよう現状と課題をみつめ、今後この計画をもとに読
書活動の推進をめざします。
閲覧資料　関ケ原町子どもの読書活動推進計画（案）
資料の閲覧場所
　町ホームページ、関ケ原ふれあいセンター・ふれあい図
書館（開館日の開館時間内）
意見募集期間
　平成２７年１２月１日（火）～平成２８年１月１１日（月・祝）
意見を提出できる方　
（１）町内に住所を有する者
（２）町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他

の団体
（３）町内の事務所又は事業所に勤務する者
（４）町内に存する学校に在学する者
（５）政策等に利害関係を有する個人及び法人その他の団体
提出方法など詳細は、町のホームページをご覧ください。
　 　関ケ原ふれあいセンター・ふれあい図書館
　 　４３－２２３３
問 

■ 関ケ原町子どもの読書活動推進計画（案）
への意見を募集します

日　時　１２月１２日（土）　午後１時３０分～午後３時
場　所　ふれあいセンター　小ホール
★人形劇「ごんぎつね」ハンドベル「ジングルベル」ほか
★つくってあそぼう「わっかでつくるマリオネット」
持ち物　はさみ、のり、サインペン

　返却日を上記のように変更させていただきます。本
来の貸出期間より長くなっていますので上手にご利
用いただき、年末年始を有意義にお過ごしください。

　この期間は毎年、図書返却ポストがいっぱいになります。本が
傷む原因になりますので、延滞されている本はなるべく早く図書
館カウンターまで返却いただき、気持ちよく新年を迎えましょう。

返　却　日貸　出　日
１月５日（火）　１２月１５日（火）　
１月６日（水）　１２月１６日（水）　
１月７日（木）　１２月１７日（木）　
１月８日（金）　１２月１８日（金）　
１月９日（土）　１２月１９日（土）　
１月１０日（日）　１２月２０日（日）　
１月１１日（月・祝）１２月２２日（火）　
１月１４日（木）　１２月２３日（水・祝）
１月１５日（金）　１２月２５日（金）　
１月１６日（土）　１２月２６日（土）　
１月１７日（日）　１２月２７日（日）　

■ 年末年始のお知らせ
年末年始の休館日

１２月２８日（月）～平成２８年１月４日（月）

休館日を除く１２月・１月中は、

お１人様２０冊まで貸出可能！

■ にじっこクラブ  クリスマス会
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平成２７年１２月１日 18 第617号

日　時　１２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　関ヶ原の戦い・外伝 
　　　　上田城の攻防 
　信州、上田に城を構える真田
昌幸・幸村父子は武田家が滅亡
すると徳川家康が侵攻を計った
が、撃退した。その後家康の次
男秀忠がまたも上田城を攻撃。
真田父子は迎え撃つ。その結果
関ヶ原の戦には間に合わず、家
康の不興を買ったという。 
　２８年度ＮＨＫ大河ドラマで放
映予定です。 

○歴史民俗資料館入館者数
　　　１０月分　　５，３９５人
○不破関資料館入館者数
　　　１０月分　　　６９６人

せきがはら史跡ガイド

１０月ガイド実績　３７件
２日　個人３名（大阪）【三輪成康ガイド】
４日　城南信用金庫５８名（岐阜）【安部覚之ガイド・山根とも子ガイド】
４日　といち会１０名（静岡）【今井剛ガイド】　
７日　和みの会８名（東京）【吉澤広幸ガイド】
７日　井の国歴史懇話会２２名（静岡）【安部覚之ガイド】
８日　菰野町よもやま歴史教室４６名（三重）【井野時茂ガイド・池側恵子ガイド】
８日　大垣市立東中学校１年７組３５名（岐阜）【細見昌男ガイド】
９日　陣跡めぐり１名（東京）【三和敏郎ガイド】
１０日　上方ミニ集会１５名（岐阜）【井野時茂ガイド】
１０日　島津陣跡巡り４名（鹿児島）【吉澤広幸ガイド】
１１日　ゆかりの町関ケ原町歴史探訪ウォーキング６０名（愛知）【細見昌男ガイド・三輪成康ガイド】
１２日　松平親氏公顕彰会４５名（愛知）【吉澤広幸ガイド】
１３日　個人１名（神奈川）【今井剛ガイド】
１４日　パナソニック松愛会中部支部３０名【林英男ガイド】
１５日　愛知県江南市立藤里小学校６１名（愛知）【三輪成康ガイド・吉澤広幸ガイ

ド・三和敏郎ガイド・池側誠ガイド】
１６日　米原市立柏原小学校２１名（滋賀）【細見昌男ガイド】
１７日　西尾市郷土研究会２９名（愛知）【今井剛ガイド】
１７日　個人３名（神奈川）【池側恵子ガイド】
１７日　ＶＩＸサイクルスポーツクラブ１４名（大阪）【林英男ガイド】
１８日　クリーニング大垣支部１５名（岐阜）【林英男ガイド】
１８日　アートコレクションハウス８名（東京）【今井剛ガイド】
１９日　個人３名（広島）【池側恵子ガイド】
１９日　三笠中学校３４年卒会４０名（千葉）【�木茂ガイド・山村健一ガイド】
２０日　個人１名（熊本）【池側誠ガイド】
２１日　関ケ原の戦い史跡巡り２８名（兵庫）【井野時茂ガイド】
２１日　諫早市商工会議所７名（長崎）【�木敏朗ガイド】
２１日　豊田市郷土史研究会４１名（愛知）【細見昌男ガイド】
２３日　山東文化協会２１名（兵庫）【林英男ガイド】
２４日　岐阜新聞遊歩クラブ６０名（岐阜）【吉澤広幸ガイド・今井剛ガイド】
２４日　敦賀合同吟行会２０名（福井）【�木敏朗ガイド】
２５日　垂井町東地区まちづくり協議会２５名（岐阜）【�木茂ガイド】
２６日　個人３名（沖縄）【池側恵子ガイド】
２８日　光明台南校区社会福祉協議会３６名（大阪）【林英男ガイド・三和敏郎ガイド】
２８日　南山大学附属小学校９６名（愛知）【細見昌男ガイド・三輪成康ガイド・池側誠ガイド・吉澤広幸ガイド】
２８日　竹田地域自治協議会９名（兵庫）【馬場昌幸ガイド】
３０日　Ｓｅｋｉｇａｈａｒａ　Ｔｏｕｒ８名（海外）【今井基子ガイド】
３１日　三重県歴史教育者協議会２０名（三重）【細見昌男ガイド】

史跡ガイド事務局（歴史民俗資料館内）

平成27年10月分 

比  較26年10月の
排出量

２7年10月の
排出量品  目

1.69％減85.40ｔ83.96ｔ燃やせるごみ

8.32％減7.93ｔ7.27ｔプラスチック類

21.09％増5.88ｔ7.12ｔ燃やせないごみ

13.79％増14.58ｔ16.59ｔ粗大ごみ

　平成２５年３月３１日までに、市町村
の助成により、ヒトパピローマウイ
ルスワクチン、ヒブワクチン、小児
用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接
種した方のうち、接種後に何らかの
症状が生じ、医療機関を受診した方
は、接種との関連性が認定されると、
医療費・医療手当が支給される場合
がありますので、お心当たりのある
方は、具体的な請求方法等について、
独立行政法人医薬品医療機器総合機
構の救済制度相談窓口（フリーダイ
ヤル 　０１２０－１４９－９３１。ご利用にな
れない場合は 　０３－３５０６－９４１１（有
料））に至急お問い合わせください。

「子宮頸がん等ワクチン
接種緊急促進事業」に基
づく接種に係る医薬品副
作用健康被害制度の請求
期限について
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主　催　不破郡レクリエーション協会
日　時　１２月２０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　パーティーで音楽やゲーム

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　サンタ帽子等、クリスマス

にふさわしい服装
参加費　５００円
　　　　＜同伴保護者は、無料＞
申　込　１２月１７日（木）までに、ロー

レンス先生（ 　７１－７８２７）
へ 

「英語で楽しむクリスマス」
参加者を募集します  

　いつもご利用いただきありがとう
ございます。
　休業・営業時間を変更しますので、
ご案内します。ご不便をおかけいた
しますが、ご理解・ご協力をお願い
します。
グラウンド・ゴルフ場
　芝養生のため、下記のとおり休業
します。
平成２７年１２月２９日（火）～

平成２８年２月２９日（月）
※３月１日（火）より営業再開予定
喫茶・軽食　今須宿
　下記の期間、営業時間を変更します。
平成２８年１月４日（月）～２月２９日（月）

午前９時～午後１時
※平成２７年１２月２９日（火）～平成２８年
１月３日（日）は休業

※３月１日（火）より通常どおり営業
予定

　 　役場　地域振興課
　 　４３－１１１２ 

グラウンド・ゴルフ場冬期休業＆
喫茶・今須宿営業時間変更のお知らせ

問 

 
～考えよう 相手の気持ち

 育てよう 思いやりの心～
　特設人権相談所を開設します。家
庭内の問題、いじめ、体罰、虐待、
悩みごとなどでお困りの方は、お気
軽にご相談ください。
　相談は無料で、秘密は守ります。
　人権擁護委員が相談に応じます。
日　時　１２月１０日（木）
　　　　午後１時３０分～午後４時
場　所　老人福祉センター
　なお、１２月１０日～１６日までの間、
ふれあいセンター町民ギャラリーに
おいて、人権啓発作品展を行います
ので、ご覧ください。
　 　役場　住民課
　 　４３－１１１３

１２月４日～１０日は「第６７回人権週間」
みんなで築こう 人権の世紀

問 
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〒５０３－１５９２　岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原８９４番地の５８ 
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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 

平成27年11月1日現在 

人口 

男 

女 

世帯数 

（－ 2 人）　 

（－ 2 人） 

（± 0 人） 

（＋ 1 世帯） 

7，611人 

3，726人 

3，885人 

2，792世帯 

平成27年10月16日から 
平成27年11月15日までの 
受付分（敬称略） 

住　所 氏　名 

小　池 

東町一 

９１歳 

７３歳 

住　所 赤ちゃんの名前 お父さん 
お母さん 

敦至 
明美 

雅人 
桃子 

ゆ づき 

りん 

陣場野 

宝　有 

宮川　結月 

加藤　凛 

小林　多鶴 

山田　暎子 


