
平成２８年１月１日 12 第618号

４３－１１２２ 

▲西保育園４・５才児「折り紙であそぼう」 ▲児童生徒作品展

 今月の展示は東保育園と河合翠山さんの「河合翠山書画展」です。

◎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。
※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

岡野外科・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）
　１月９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

澤田諸戸午前眼 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28年 1 月）※都合により休診になる場合があります。

　諸般の事情により当科では手術対応が必要な症例の受け入れを制限しており、その関係で救急
診療にも影響が出ておりました。
　平成２８年１月より、大学からの応援が得られる見込みとなり、以前同様の対応ができるよう順
次受け入れ態勢が整いつつあります。
　大変ご迷惑をおかけいたしましたが、今後ともよろしくお願いいたします。

整形外科　久島　泰仁

整形外科からのお知らせ
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　上記学会での発表の内容やスライドを、関ケ原病院１階の廊下に掲示してあります。ご覧頂けたら幸
いです。
　本年もどうぞよろしくお願い致します。

リハビリテーション科一同

最最最最最最最最最最先先先先先先先先先先端端端端端端端端端端ののののののののののリリリリリリリリリリハハハハハハハハハハビビビビビビビビビビリリリリリリリリリリテテテテテテテテテテーーーーーーーーーーシシシシシシシシシショョョョョョョョョョンンンンンンンンンンをををををををををを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かかかかかかかかかからららららららららら世世世世世世世世世世界界界界界界界界界界へへへへへへへへへへ最先端のリハビリテーションを関ケ原から世界へ

　私たちの提供するサービスは「幸福追求型リ
ハビリテーション」です。日々県内外からの問
い合わせや講師依頼が殺到しています。‘ＨＡＰ
ＰＹからはじめよう！’を信念に、利用者やご
家族がどうしたら幸せを想像していく存在にな
れるのか、海外の論文を俯瞰し、元気な事業所
の視察を繰り返し、実際に試して、失敗を繰り
返しながら改善し、なければ自分たちで手作り
する毎日です。

　１１月７日、岐阜県障がい者総合相談センター
にて、県内の障がい者に携わる医師が集まる学
会「精神医療学会２０１５」が開催され、リハビリ
テーション科から全１４題発表させて頂きました。
今までの関ケ原で活動してきた軌跡、取り組み
や思考、研究に至るまでを発表し、参加された
医師からとても高い評価を頂きました。また、
高山から参加された医師からは、「この発表全て
を是非当院でもやって頂き、職員を刺激してほ
しい」とのオファーがありました！

　昨今の起業した会社の生存率は１０年で６％と
言われています。しかし、私たちには確信があ
ります。‘ＨＡＰＰＹからはじめよう’ただその
１点を追求することで、必然と情熱やアイデア、
人脈、情熱が続々と集まってきています。当科
はこれからも進化し、関ケ原から全国へモデル
を発信し続けます！！

「「「「「「「「「「ＨＨＨＨＨＨＨＨＨＨＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＰＹＹＹＹＹＹＹＹＹＹ」」」」」」」」」」「ＨＡＰＰＹ」

かかかかかかかかかかららららららららららははははははははははじじじじじじじじじじままままままままままるるるるるるるるるるからはじまる

リリリリリリリリリリハハハハハハハハハハビビビビビビビビビビリリリリリリリリリリテテテテテテテテテテーーーーーーーーーーシシシシシシシシシショョョョョョョョョョンンンンンンンンンンリハビリテーション

写真：精神医療合宿２０１５
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試験期日受付期間受験資格募集種目

５月１４日・
５月１５日　

（飛行要員のみ）
３月１日～５月６日

２２歳以上２６歳未満の者
（２０歳以上２２歳未満の者は大卒（見込含））

大卒程度試験
幹部候補生

修士課程修了者等（見込含）
２０歳以上２８歳未満の者

院卒者試験

４月１５日～１９日
（いずれか１日）

１月８日～４月８日
１８歳以上３４歳未満の者一　般

予備自衛官補 １８歳以上で国家資格等を保有する者
（資格により５３歳未満～５５歳未満の者）

技　能

２月７日１月１日～２月３日１８歳以上２７歳未満の男子自衛官候補生

※自衛官候補生の入隊予定時期は平成２８年３月下旬～４月上旬です。
　予備自衛官補（技能）受験資格（国家資格等）の細部につきましては、下記までお問い合わせください。
　 　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 

　認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力
が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶこと
で、本人を法律的に支援する制度です。
後見制度支援信託とは？
　本人の財産のうち、日常生活に必要十分な金銭を預貯金として後見人が管理。通常使用しない金銭を
信託銀行等に信託する仕組みです。利用者は急増しています。

裁判所からのお知らせ
成年後見制度の最近の動き

成年後見制度って
なに？

かーくん



　 不破西消防署　　 ４３－０１１９ 問 

　電気器具はとても便利なもので家庭では無くてはならないものです。
しかし使用者の不注意や誤った使用方法から火災になることがあります。 

　コタツ、電気ストーブなど季節的に使用する電気器具は、毎年使用する前に必ず点検しましょう。普段
と違った音や動きに気づいたときはすぐに使用をやめ、専門の業者に点検または修理を依頼しましょう。 

　毎年恒例の消防出初式が消防団員、女性防火
クラブ員などが参加して関ケ原ふれあいセンター
周辺にて行われます。なお、当日は一部地域で
交通規制を行う場所があります。皆様には大変
ご迷惑をおかけしますが、ご協力 
の程よろしくお願い致します。 
日　時（場　所）　１月１１日（月） 
午前９時５０分～　一斉放水（宝有池） 
午前１０時２０分～　分列行進（関ケ原町宝有地区） 
午前１０時４０分～　式典（関ケ原ふれあいセンター大ホール） 

電気器具の点検をしましょう 

『コード』　家具の下敷きになったり、束ねて使用する、折り曲げられたりすることで断線の原因にな
り火災になることがあります。コードはちょっとしたことでも傷つきやすいので重量物の下
敷きにしたり、釘で打ち付けたりするのはやめましょう。 

『プラグ』　プラグにほこりや湿気等が付着したまま長い間放置すると、プラグの両刃に電気が流れ、
ショートして火災になることがあります（トラッキング現象）。長時間使用しない電気器具の
プラグはコンセントから抜いたり、掃除等の機会にプラグに付着したほこり等を取り除くよ
うにしましょう。またタコ足をすると、テーブルタップのコードが熱くなり、火災が発生す
る危険があるのでやめましょう。 

電気配線等からの出火防止 

毎年１月２６日は、文化財防火デーです。 毎年１月２６日は、文化財防火デーです。 毎年１月２６日は、文化財防火デーです。 
　文化財防火デーの制定は、昭和２４年１月２６
日に現存する世界最古の木造建造物である法
隆寺（奈良県斑鳩町）の金堂が炎上し、壁画が
焼損したことに基づいています。 
　１月と２月が１年のうちで最も火災が発生
しやすい時期であることを踏まえ、昭和３０年
に、現在でいう文化庁と消防庁が１月２６日を
「文化財防火デー」と定めました。 
　関ケ原町でも貴重な文化財を守るため、防
災訓練が行われます。 
　日　時　１月２４日（日）　午前８時～ 
　場　所　東首塚周辺 

　消防団は、火災や地震などの災害から皆さん
の生命や財産を守るため、消防本部や消防署と
同じく法律に基づいて各市町村が設置している
消防機関です。関ケ原町では現在１０６名の消防
団員が活動しています。 
　災害発生時には、地域に住んでいる住民であ
るからこそ分かることがあり、混乱した災害の
場においてはその貴重な情報が活かされ、地域
との重要なパイプ役を担っています。 
　平常時においても訓練、広報活動を通して、
防災力の向上を図るなど地域の防災リーダーと
して重要な役割を担っています。 
　しかし、年々消防団員の確保が難しくなって
います。大切な郷土を守るためにあなたも消防
団に参加してみませんか？ 
　　　不破消防組合　西消防署　　　　４３－０１１９ 問 
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●消防署　平成27年 11月分

出動件数
累計今月

351交 通

497一般負傷

17519急病人

527その他

31134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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勤務日その他応募資格
（平成２８年４月１日現在）募集人員職　種勤務場所

勤務条件　土・日・祝日勤務有り
　　　　　週２～５日制（施設による）
賃　　金　７８０円／時間

――――若干名事務補助員

歴史民俗資料館
不破関資料館
エコミュージアム
関ケ原

勤務条件　週４日（原則木曜日半日勤務・水曜休
　　　　　ただし３週に１回浄水場勤務）

　　　　　午前８時３０分～午後３時３０分
賃　　金　８００円／時間

普通運転免許
（フォークリフト

資格保有者歓迎）
３名

環境衛生補助
兼浄水場清掃員

関ケ原町資源物
ストックヤード等

勤務条件　土・日・祝日勤務有り
　　　　　週３～５日
　　　　　１日５時間～７．７５時間程度
賃　　金　７８０円～／時間

――――４～８名

【グラウンド・ゴルフ場・
キャンプ場】

事務員
（施設管理）グリーンウッド

関ケ原 勤務条件　土・日・祝日勤務有り
　　　　　週４～５日
　　　　　１日４時間～７．７５時間程度
賃　　金　７８０円～／時間

――――５名程度
【喫茶『今須宿』】

調理員

勤務条件　月曜日～金曜日
　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分
　　　　　または、１日７時間以内
賃　　金　１，３５０円～／時間

看護師免許
または准看護師免許

３名

【訪問看護
ステーション】
看護師

または准看護師

保健福祉総合施設
「やすらぎ」

（原則）　勤務条件　週５日
　　　　　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分
　　　　　　　　　または、月６０時間以内
　　　　賃　　金　１，０５０円～／時間

介護福祉士
または
ヘルパー

１級、２級の資格

９名
【ヘルパー
ステーション】
訪問介護職員

勤務条件　週４日　午前８時３０分～午後５時１５分
賃　　金　１，１００円／時間

介護支援専門員１名
【在宅介護支援センター】
介護支援専門員

（原則）　勤務条件　月曜日～金曜日
　　　　　　　　　１日４時間～７．７５時間勤務
　　　　賃　　金　Ａ…１，０５０円／時間
　　　　　　　　　Ｂ…１，１００円／時間
　　　　　　　　　Ｃ…　８００円／時間

―７名Ａ通所介護職員【
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
】

看護師免許
または准看護師免許

１名
Ｂ看護師
　または准看護師

―１名Ｃ調理員

勤務条件　週５日
　　　　　午前９時～午前１０時
　　　　　午後３時３０分～午後４時３０分
賃　　金　１，２００円／時間

―２名
送迎車
運転手

勤務条件　週３～５日
　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分
　　　　　または、１日４時間程度
賃　　金　９００円～／時間

介護支援専門員
または受験資格者

若干名
介護支援
専門員

【
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
】

勤務条件　週３～５日
　　　　　１日５時間～７．７５時間程度
賃　　金　１，２００円～／時間

保健師免許１名保健師

勤務条件　週３～５日
　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分
　　　　　または、１日４時間程度　応相談
賃　　金　９００円～／時間

社会福祉士
または看護師

または精神保健福祉士
または歯科衛生士

１名
認知症地域
支援推進員

※【共通事項】勤務体系によっては追加賃金の支給をさせていただく場合があります。

試験方法　面接
　　　　　※面接日は、後日応募者にご連絡いたします。
申込期限　１月２９日（金）　午後５時　まで
申込方法　役場　総務課まで履歴書（町指定）を取りに来て

ください。

採用期日　平成２８年４月１日
勤務期間　平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日
　　　 　役場　総務課
　　　 　４３－１１１０

問 
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勤務日その他応募資格
（平成２８年４月１日現在）募集人員職　種勤務場所

勤務条件　通常勤務に準ずる
賃　　金　１５５，０００円～／月
　　　　　（担任補助、短時間勤務は別途相談）

保育士免許若干名保育士

保育園
勤務条件　通常勤務に準ずる
　　　　　午前８時３０分～午後４時３０分
賃　　金　１０９，６２０円～／月

調理師免許３名調理師

勤務条件　月曜日～金曜日、土曜日（隔週）
　　　　　午前９時～午後３時
賃　　金　１００，８００円～／月

――――若干名調理員

勤務条件　通常勤務に準ずる
　　　　　午前７時３０分～午後４時１５分
賃　　金　９５０円～／時間

幼稚園教諭免許１名幼稚園教諭

関ケ原小学校
附属幼稚園 勤務条件　週５日

　　　　　午後２時３０分～午後６時３０分
賃　　金　８２０円～／時間
※ただし学校等の長期休業日等は午前８時００分～とする。

保育士免許
または幼稚園教諭免許
または教員免許

若干名
留守家庭児童教室
指導員

（原則）　勤務条件　週５日
　　　　　　　　　午前８時～午後３時４５分
　　　　賃　　金　８５０円～／時間

調理師免許

若干名

調理師

関ケ原・今須
小中学校

（原則）　勤務条件　週５日
　　　　　　　　　午前８時～午後３時４５分
　　　　賃　　金　８３０円～／時間

――――調理員

勤務条件　週５日
　　　　　午前８時３０分～午後３時３０分
賃　　金　１，０００円／時間

――――若干名
特別支援学級
支援員

勤務条件　週５日
　　　　　午前８時３０分～午後０時３０分
賃　　金　７８０円～／時間

――――若干名
教育支援

アシスタント

勤務条件　週５日
　　　　　午前７時４５分～午後２時
　　　　　または午前８時～午後３時
賃　　金　７８０円～／時間

司書資格保有者優遇２名図書整理員

勤務条件　週５日　午前７時～午前８時
　　　　　　　　　午後２時４５分～午後４時４５分
賃　　金　１，２５０円／時間

大型免許２名送致バス運転手

勤務条件　週５日
　　　　　午前７時３０分～午後４時１５分
賃　　金　７８０円／時間

――――３名用務員

勤務条件　週３～５日（施設による）
　　　　　土・日・祝日勤務あり
　　　　　１日５時間～７．７５時間
賃　　金　７８０円／時間

――――若干名用務員・作業員公共施設

勤務条件　週２日
　　　　　午前９時～午後４時
賃　　金　７８０円／時間

――――２名子育て指導員旧北保育園

募 集 職 種 及 び 応 募 資 格
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　平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間で新車新規登録された三輪以上の軽自動車のうち、
排出ガス性能及び燃費基準性能の優れた環境負荷の小さいものは平成２８年度のみ軽課税率が適用されま

� ���������������

す。

ガソリン車
（ハイブリッド車

を含む）

ガソリン車
（ハイブリッド車

を含む）・電気自動車
・燃料電池自動車
・天然ガス自動車
（Ｈ２１年排ガス規制
NO×１０％以上低減）

標準税率 ・乗用車はＨ３２年度
燃費基準達成車

・乗用車はＨ３２年度
燃費基準＋２０％達
成車

・貨物車はＨ２７年度
燃費基準達成車＋
１５％達成車

・貨物車はＨ２７年度
燃費基準＋３５％達
成車

概ね２５％軽減概ね５０％軽減概ね７５％軽減－軽課税率

３，０００円２，０００円１，０００円　３，９００円三　輪

８，１００円５，４００円２，７００円１０，８００円四輪乗用　自家用

５，２００円３，５００円１，８００円　６，９００円四輪乗用　営業用

３，８００円２，５００円１，３００円　５，０００円四輪貨物　自家用

２，９００円１，９００円１，０００円　３，８００円四輪貨物　営業用

○軽課

　「新車新規登録」（自動車検査証の『初度検査年月』で確認できます）から１３年を経過した三輪以上の軽
� �����������

自動車に適用されます。概ね２０％重課
※電気自動車、ガソリンハイブリッド自動車など重課の対象とならない車両があります。

 具体例（四輪乗用の自家用車の場合）
　平成１４年１２月３１日までに新車新規登録をされた車両
　　　平成２８年度以後の分の軽自動車税は１２，９００円
　平成１５年１月１日から平成１６年３月３１日の間に新車新規登録をされた車両
　　　平成２８年度分の軽自動車税は７，２００円
　　　平成２９年度以後の分の軽自動車税は１２，９００円

○重課

三三三三三三三三三三輪輪輪輪輪輪輪輪輪輪及及及及及及及及及及びびびびびびびびびび四四四四四四四四四四輪輪輪輪輪輪輪輪輪輪のののののののののの軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽自自自自自自自自自自動動動動動動動動動動車車車車車車車車車車にににににににににに三輪及び四輪の軽自動車に
ググググググググググリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーンンンンンンンンンン化化化化化化化化化化特特特特特特特特特特例例例例例例例例例例グリーン化特例ががががががががががが適適適適適適適適適適用用用用用用用用用用さささささささささされれれれれれれれれれまままままままままますすすすすすすすすす適用されます
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軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽自自自自自自自自自自動動動動動動動動動動車車車車車車車車車車税税税税税税税税税税がががががががががが変変変変変変変変変変わわわわわわわわわわりりりりりりりりりりまままままままままますすすすすすすすすす軽自動車税が変わります
軽自動車税は、毎年４月１日現在の所有（登録）者に対して課税されます。

　平成２８年度分から税率が引き上げとなります。

平成２８年度分から平成２７年度分まで
車種区分

新税率現行税率

２，０００円１，０００円５０cc以下

原動機付自転車
２，０００円１，２００円５０cc超９０cc以下

２，４００円１，６００円９０cc超１２５cc以下

３，７００円２，５００円ミニカー（５０cc以下）

２，４００円１，６００円農耕作業用
小型特殊自動車

５，９００円４，７００円その他（フォークリフト等）

３，６００円２，４００円軽二輪　（１２５cc超２５０cc以下）

６，０００円４，０００円小型二輪（２５０cc超）

○原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪など

　平成２８年度分から条件によって次の税率が適用されます。

新車新規登録から
１３年を経過した車
両

平成２７年４月１日
以後に新車新規登
録をされた車両

平成２７年３月３１日
以前に新車新規登
録をされた車両

車種区分

　４，６００円　３，９００円３，１００円軽三輪

１２，９００円１０，８００円７，２００円自家用
乗用

軽四輪
　８，２００円　６，９００円５，５００円営業用

　６，０００円　５，０００円４，０００円自家用
貨物用

　４，５００円　３，８００円３，０００円営業用

○三輪、四輪の軽自動車

1 確定申告会場に出向く必要なし！ 
　作成した申告書等は印刷し、郵送等により税務
署に提出することができます。また、e-Taxを利
用して送信することもできます。 

2 『給与・年金画面』新登場!!
　給与所得者又は公的年金所得者の方向けの申告
書作成画面を新設しました。初めての方でも操作
がしやすい画面となっております。 

　確定申告会場へ行かなくても、ご自宅のパソコンを使って、国税庁ホームページ「確定申告書等 
作成コーナー」から「スマート」に申告書が作成できます!!
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　岐阜県では、毎月第３日曜日を「家
庭の日」と定め、心豊かで明るく、
自立した青少年を育む、開かれた家
庭作りを奨励しています。
　この運動を一層推進するため、新し
い年の出発に当たる１月を「家庭の日」
普及実践強調月間として県民総ぐるみ
で運動を展開し、普及実践を図ります。
○望ましい家庭のあり方をみんなで
話し合い、その実現に努めましょう。
〇地域の人々との交流を大切にして、
絶えず言葉をかけ合いましょう。

〇家族そろって地域活動に参加しましょう。 

１月は「家庭の日」
普及実践強調月間です  

　平成２８年度入学生募集のための学
校説明会を実施します。電話でお申
し込みください。
日　時　１月２１日（木）、
　　　　２月７日（日）・１６日（火）、
　　　　３月１８日（金）
　　　　午後２時～午後４時
場　所　華陽フロンティア高校
　　　　（岐阜市中鶉６－６９）
　 　華陽フロンティア高校通信制課程
　 　０５８－２７５－７１８５

華陽フロンティア高校の
通信制課程で学習しませんか

問 

日　時　１月１９日（火） 
　　　　午後１時～午後３時 
場　所　関ケ原町中央公民館 
テーマ　古代伊富岐神社と 

美濃一宮 
　現在美濃国一宮は南宮大社、
二宮は伊富岐神社。これは美濃
に住む人々の常識である。しか
し天平２０（西暦７４８）年に描かれ
た古図を見ると、伊富岐神社は
『正一位　伊富岐神』とあり、
南宮大社はその後に創建され、
美濃一宮になった。詳しくは１
月１９日例会で。 

せきがはら史跡ガイド

１１月ガイド実績　３３件
３日　個人８名（岐阜）【井野時茂ガイド】
４日　愛知淑徳大学国文学科中野ゼミ１８名（愛知）【吉澤広幸ガイド】
４日　西美濃農業協同組合７４名（岐阜）【�木敏朗ガイド・三和敏郎ガイド・池側誠ガイド】
５日　個人１名（岐阜）【�木敏朗ガイド】
６日　米原市シルバー人材センター互助会２６名（滋賀）【池側誠ガイド】
６日　（株）イビソク３名（岐阜）【安部覚之ガイド】
７日　個人３名（神奈川）【三輪成康ガイド】
７日　元高会２０名（岐阜）【林英男ガイド・馬場昌幸ガイド】
８日　個人２名（神奈川）【�木敏朗ガイド・井野時茂ガイド】
９日　同友会１５名（岐阜）【三和敏郎ガイド】
１０日　個人２名（埼玉）【林英男ガイド】
１３日　西濃地区社会教育職員連絡協議会１２名（岐阜）【池側誠ガイド】
１３日　（株）ハネロン２９名（大阪）【今井剛ガイド】
１３日　鴛鴨文化財保護委員会２０名（愛知）【細見昌男ガイド】
１４日　御坊南海バス３８名（和歌山）【三和敏郎ガイド・林英男ガイド・井野時茂ガイド・吉澤広幸ガイド】
１５日　白塚地区体育振興会５３名（三重）【今井剛ガイド・�木茂ガイド・池側誠ガイド】
１５日　関西大学校友会堺支部２０名（大阪）【三輪成康ガイド】
１７日　朝日遊友会３８名（岐阜）【山村健一ガイド】
１７日　個人４名（埼玉）【三和敏郎ガイド】
１８日　（一社）佐久法人会小諸支部１４名（長野）【馬場昌幸ガイド】
２０日　あいおい会５名（岐阜）【林英男ガイド】
２０日　個人２名（島根）【�木茂ガイド】
２１日　個人２名（群馬）【吉澤広幸ガイド】
２２日　春風亭昇太のおも城噺実行委員会６０名【細見昌男ガイド・三和敏郎ガイド】
２２日　エスペランサ可茂スポーツクラブ２０名（岐阜）【今井剛ガイド】
２２日　中山道ぎふ１７宿歩き旅【伊藤庄市ガイド】
２３日　個人２名（奈良）【池側恵子ガイド】
２４日　沓井福祉会２７名（岐阜）【三輪成康ガイド】
２６日　がましんＯＢ会３７名（三重）【細見昌男ガイド】
２６日　個人６名（兵庫）【吉澤広幸ガイド】
２７日　九工大化学３９同窓会２０名（岐阜）【三輪成康ガイド】
２８日　詩吟朗詠錦城会愛知県本部４５名（愛知）【井野時茂ガイド・�木茂ガイド】
２８日　ふれあいガイドの会２３名（静岡）【池側誠ガイド】

史跡ガイド事務局（歴史民俗資料館内）

○歴史民俗資料館入館者数
　　　１１月分　　３，５９６人
○不破関資料館入館者数
　　　１１月分　　　４０５人

☆新春企画展
「食の境目・文化の関所 せきがはら
　～お雑煮は丸餅？角餅？～」
　　１月１５日～３月１５日
　お雑煮について米原市柏原歴
史館・伊吹山文化資料館・関ケ
原町歴史民俗資料館では、昨年
１月に住民の皆様のご協力を得
てアンケート調査をいたしまし
た。その結果をもとに、東西の
食文化についての企画展を開催
します。

☆「平和遺産　関ケ原町玉の火
薬庫」の現地見学は、冬期休業
です。５月開業予定です。資料
館での常設展をご覧ください。
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　ごみの分別について、
平成２８年４月から現在の
「ビニール・プラスチッ
クごみ」を廃止し、これ
までのビニール・プラスチックごみ
のうち、プラマークのついているも

� ����������������������

のかつ汚れていないもののみを「プ
� ������������������������

ラスチック製容器包装」として分別
収集することとなりました。
　それ以外のビニール・プラスチッ
クごみ（プラマークのないものやプ
ラマークが付いていても汚れている
もの等）については、燃やせるごみに
入れていただくこととなります。
　なお、ごみ袋については来年度か
ら新しく「プラスチック製容器包装」
用を販売いたしますが、ご家庭や販
売店に残っているこれまでのビニー
ル・プラスチックごみ用もプラス
チック製容器包装用としてご使用い
ただけます。
※詳しくは、配布致しますチラシや
ホームページをご覧ください。

　 　水道環境課　 　４３－３０５３ 

【予告】プラスチックごみの
分別が変わります！

問 

 
　使用済小型家電の部品には貴重な
資源が使用されていますが、ごみで
捨てられたり、家庭で眠ったままに
なっているのが現状です。
　廃棄される小型家電から大切な資
源を再生利用する目的で、小型家電
の回収を始めました。
　家庭で不要になった小型家電のリ
サイクルにご協力をお願いします。

○回収ボックス設置場所
（各施設の開館時間内のみ利用できます）
　・ふれあいセンター北玄関
　・中央公民館中央玄関

○どんなものが小型家電？
　【回収対象例】３１cm×１５cmの投入
口に入る使用済小型家電が対象で
す。

　カメラ・電話機・携帯型ＤＶＤ、
ＢＤ・音楽プレーヤー・ノートパ
ソコン・ゲーム機・電子文具・電
気延長コード、ケーブル類　等

　※個人情報が含まれるものは、
データを消去してください。

　※テレビ等は家電リサイクル法対
象物に該当しますので回収でき
ません。

○回収ボックスに入らないもの
　回収ボックスに入らない使用済小
型家電は、月に１回第３月曜日に「関
ケ原町資源物ストックヤード」にて
回収を行います（町民カレンダーで
ご確認ください）。
　詳しくは、配布致しますチラシを
ご覧ください。

　 　水道環境課
　 　４３－３０５３ 

使用済小型家電の
回収を始めました

問 

 
　岐阜県では、毎年５月５日の「こ
どもの日」に合わせて、交通遺児・
犯罪被害遺児の方に激励金をお贈り
しています。
対象者　５月５日現在、岐阜県内に

居住されており、交通事故・
犯罪被害により、生計をと
もにしていた父または母
（父母がいらっしゃらない
場合にはそれに代わる方）
を亡くされた方で、義務教
育終了までの方および高等
学校在学中で満２０歳未満の
方。

※交通遺児・犯罪被害遺児となった
後、養子縁組した方、父または母
が再婚し生計をともにすることと
なった方は除きます。
※犯罪被害とは、殺人や傷害致死な
ど、故意の犯罪行為により害を被
ることをいいます。
※国の犯罪被害給付金制度で、遺族
給付金の支給裁定がされているこ
とが必要です。
激励金の額　１人当たり　
　乳幼児および小学生　１５，０００円
　　　　　　　中学生　２０，０００円
　　　　　　高校生等　２５，０００円
※申請時から高校就学中（２０歳未満）
までに支給されます。
　 　岐阜県庁　環境生活政策課

　生活・交通安全係
　 　０５８－２７２－８２０５（直通）
　 　c１１２６０@pref.gifu.lg.jp

 
　体験を通して、お互いの理解や交
流を深め、国際性を養うことを目的
としています。
日　程　３月２６日（土）～４月５日（火）

９～１１日間※コースにより異なる
説明会　全国１０都市、１月中旬
　　　　※入場無料・予約不要
※１月２５日（月）までにお申込の方は、
早割りで１万円割引になります。
締　切　２月１日（月）
　 　公益財団法人 国際青少年研修協会
　 　０３－６４１７－９７２１
　 　http://www.kskk.or.jp

岐阜県交通遺児・犯罪被害遺児
激励金支給事業

問 

小学生～高校生のための
春休み海外研修 参加者募集

問 

平成27年11月分 

比  較26年11月の
排出量

２7年11月の
排出量品  目

8.35％増67.45ｔ73.08ｔ燃やせるごみ

13.15％減7.07ｔ6.14ｔプラスチック類

13.30％増4.66ｔ5.28ｔ燃やせないごみ

１月１０日は 
　　「１１０番の日」 
１月１０日は 
　　「１１０番の日」 
１月１０日は 
　　「１１０番の日」 

垂井警察署 

●緊急通報は「１１０」 
　緊急の用件でない「運転免許の
更新手続き・道案内等」のお尋ね
は最寄りの警察署へ。 

●携帯電話から 
　「１１０番通報」される時の注意点 
★現場を離れず、その場から通報
をお願いします。 

★周囲の目標物を教えてください。 
★運転中は、必ず安全な場所に停
車してから通報をお願いします。 

●相談は「♯９１１０」 
　困りごと等で相談する時 
　　警察安全相談室「♯９１１０」へ 
　　「♯９１１０」は家庭電話、携帯
電話でつながります。 

※ダイヤル回線電話は利用できま
せんので０５８－２７２－９１１０をご
利用ください。 
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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

 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：１月３０日（土）まで

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 

味噌づくり教室

日　時　１月２３日（土）　午前９時～
場　所　働く婦人の家　調理室
定　員　２０名
材料費　塩切り米麹代のみ（当日徴収します）
持ち物・味噌容器（密封できるもの）
　　　・大豆２kg（麹１袋分）
　　　・大豆は一晩水に浸して柔らかく煮る

（親指と小指で押さえてつぶれる程度）
　　　※煮汁２カップほど残して持参してくだ

さい。
　　　※大豆は必ず水を切って持参してください。
申込期限　１月１２日（火）

無添加で安心な手作り味噌をご一緒しませんか
どなたでも簡単につくれます 

４３－２２３３ 

　蔵書点検では、館内にある全ての資料のバー
コードを携帯用端末機で１点１点読み取る作業を
行います。その後、読み取ったデータを目録と突
き合わせ、蔵書の所在状況を明らかにします。休
館中はご迷惑をおかけしますが、よりよい図書館
運営のため、ご理解いただきますようお願いしま
す。
　返却日が過ぎている本をお持ちの方は、至急返
却してください。点検後、延滞本をお持ちの方に
は、督促させていただきます。
　１月中はお１人２０冊まで貸し出ししています。
休館中も図書館の資料を有効にご活用ください。

ふれあい図書館　臨時休館のお知らせ

蔵書点検のため下記の期間、図書館のみ休館します。

（１月２５日は月曜日、２６日は最終火曜日のため、
ふれあいセンター全館が休館となります。）

１月２７日（水）～１月２９日（金）

　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。

１月９日（土）　午前１０時３０分～午前１１時
担当：読書サークル
★十二支のおはなし
★しりたがりのこひつじ

１月２３日（土）　午前１０時３０分～午前１１時
担当：司書
★てぶくろ
★おふとんかけたら

■ おはなし原っぱ

1
★レギュラー番組総集編、特別番組再放送
◇１日（金・祝）～３日（日）　１１ch＆１２chで再放送
【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
　  垂井町音楽祭（合唱の部）
◇２日（土）　午後７時・３日（日）　午後４時　他
【１２ch】
　 ★正月生放送　新春メッセージ２０１６★
◇３日（日）　午前１０時～午後４時　※再放送あり
★番組中にイオンタウン大垣にて午後３時から
　生放送大抽選会を実施します！
　  新年のごあいさつ 
◇１日（金・祝）　　　　　午前９時　他
　  南濃中学校・THE ガッツ 
◇２５日（月）～３１日（日）　午後７時３０分　他
　  スポーツNEXT２０１５冬 
◇４日（月）～１０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
 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。
　　　　　 　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
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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 

住　所 氏　名 住　所 赤ちゃんの名前 お父さん 
お母さん 住　所 氏　名 

平成27年12月1日現在 

人口 

男 

女 

世帯数 

（－ 9 人）　 

（± 0 人） 

（－ 9 人） 

（± 0 世帯） 

7，602人 

3，726人 

3，876人 

2，792世帯 

平成27年11月16日から 
平成27年12月15日までの 
受付分（敬称略） 

武司 
紀子 

達哉 
美里 

世剛 
容子 

西村　貫汰 

�井　奏佑 

藤田　里音 

三宅　花歩 

かん た 

そうすけ 

さと ね 

か　ほ 

公門六 

柴　井 

東町二 

公門二 

門　間 
 
愛知県 

仁井　有一 
 
藤田　采子 

池　寺 

新　明 

緑ヶ丘 

西町二 

小　関 

緑ヶ丘 

公門五 

新　明 

７７歳 

９９歳 

８５歳 

９１歳 

８６歳 

８７歳 

９３歳 

９９歳 

小西　良子 

�田　孝市 

和田　イトエ 

白井　みさゑ 

古山　忍 

山内　ふみ子 

渡邊　米夫 

山本　タツエ 

　行 
綾香 

平成２８・２９年度

物品・その他区　　分

２月１日（月）～２月２９日（月）
午前８時３０分より午後５時まで
※郵送による受付可

受付期間

役場　総務課　契約担当　 　４３－１１１０受付場所

関ケ原町指定様式
町ホームページからダウンロードで
きます。

 　http://www.town.sekigahara.gifu.jp/

様　　式

　関ケ原町が行う物品等の購入や契約・見積等に
参加できるのは、あらかじめ入札参加資格を町が
認めた業者に限ります。
　今回、平成２８・２９年度に参加を希望する業者の
物件入札資格申請の受付を行います。
※建設工事及び測量・コンサルタントにおける入
札参加資格審査申請は、平成２２年度より「岐阜
県・市町村共同入札参加資格」にて行っていま
す。

入札参加資格申請受付
　あけましておめでとうございます。 
　平成２７年１０月４日にオープンし、早３ヶ月が
経ちました。たくさんの方々にお越し頂き、あり
がとうございます。 
　次々に新しい商品を取り入れておりますので、
お使い物に最適な当館のお土産をぜひご利用くだ
さい。 
　まだ来館されて
いない方も一度、
お気軽にお越しく
ださい。 
　スタッフ一同、
心よりお待ちして
おります。 

営業時間　午前９時～午後５時 
定 休 日　４月～１０月  無休 
　　　　　１１月～３月  毎週火曜日（祝日の場合は翌日） 
　　　　　年末年始（１２月２９日（火）～１月３日（日）） 
　　　□　４３－１１００ 


