
平成２８年３月１日 14 第620号

４３－１１２２ 

◎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）
　３月５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 3 月）※都合により休診になる場合があります。

　医療福祉相談室では、入院・通院をされている方々が安心して療養いただけるよう、専門の相談員が患者さ
んやご家族の相談をおうかがいしています。
　具体的な相談内容には
１、通院患者さんのご相談として、介護保険、特定疾病、その他制度の利用についてのお問い合わせ、訪問診
療のお問い合わせを受けております。役場、やすらぎ、その他関係機関との調整をさせていただきます。
２、入院中の患者さんのご相談として、療養中の経済的、社会的な問題、退院後の療養について等相談を受け
ております。制度の紹介や申請に関しての連絡、入所施設の紹介やケアマネジャーとの連絡調整をさせてい
ただきます。
３、他の病院に入院しておられる方の転院相談をうけております。まず、入院先の病院の相談員さんにご相談
ください。病院から連絡を受けましたら、入院日の調節、事前面談、入院時の同席等をさせていただきます。

　その他患者さんやご家族さんのお悩みに対して、社会福祉士の立場から一緒に考えさせて頂くスタッフです。
お受けした相談の秘密は絶対に守ります。また、相談については、費用は一切かかりませんので安心ください。ど
うぞ、お気軽に医療福祉相談室をご利用ください。

医療福祉相談室　細田きく子
　　　 　４３－１１２３

医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談室室室室室室室室室室ののののののののののごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案内内内内内内内内内内医療福祉相談室のご案内

▲今須保育園４・５才児「ハサミであそぼう」 ▲栗田榮治さん「富士を描く」

 今月の展示は西保育園と柏昌孝さんフォト展です。
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４月より、関ケ原病院　北棟３階はびりすにて、地域交流ｃａｆｅがはじまります。関ケ原、そしてそ
の周辺地域に住む方なら、お子さんからおとなまでどなたでも。 
活気のあるまちづくりは、楽しい時間から。一緒に愉しい場を作りませんか？ 

●申込方法　 
　電話にてお申込、お問い合わせください。 

　　　　　　　　７１－８７６６　 
　受付時間　午前９時～午後２時（関ケ原病院北棟３階　はびりす　佃まで） 
●申し込み締め切り 
　参加したい日の２週間前までにお申込ください。 
　※定員、準備物等あるため、参加キャンセルの場合は早めにご連絡ください。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関ケ原病院　北棟３階　はびりす 

季節のもので飾りづくり。お
部屋に彩りを♪ 
参加費：５００円 
定　員：１０名 
時　間：午前１０時～ 

午前１１時３０分 
持ち物：袋など 

イタリアンシェフが簡単おも
てなし料理教えます。 
参加費：２，０００円 
定　員：１０名 
時　間：午後１時～ 

午後３時３０分 
持ち物：エプロン、三角巾 

垂井町カフェフランドルのマ
スターがおいしいコーヒーの
淹れ方を伝授。 
参加費：１，０００円 
定　員：１０名 
時　間：午前１０時～ 

午前１１時３０分 

夏に向けてシェイプＵＰ！ 
岐阜でブラジルダンスを踊れ
るのは唯一ここだけ♪ 
参加費：５００円 
時　間：午前１０時～ 

午前１１時３０分 
持ち物：動ける服装、水分 

垂井町で栽培し、水車で挽い
た粉でそばを打つ谷そばの会
に教わります。 
参加費：１，０００円 
定　員：１０名 
時　間：午前１０時～午前１２時 
持ち物：エプロン、三角巾 

字を書くことに自信がないあ
なた！安心してください、綺
麗にかけますよ。 
参加費：５００円 
時　間：午前１０時～ 

午前１１時３０分 
持ち物：筆記用具 

美味しい大豆、糀、塩を使っ
て、皆で愉しく手仕事しませ
んか？出来上がり１．５kg。 
参加費：１，５００円　 
定　員：１０名 
時　間：午前１０時３０分～ 

午前１２時 
持ち物：１．５～２Ｌの容器 

季節の草木で手ぬぐいを染め
ます。自分で作ったものを日
常で使いませんか？ 
参加費：５００円 
定　員：１０名 
時　間：午前１０時～午前１２時 
持ち物：エプロン 
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自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自 衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛 官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官 等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等 募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募 集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集 案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案 内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内自 衛 官 等 募 集 案 内
試験期日受付期間受験資格募集種目

５月１４日
５月１５日

（１５日は飛行要員のみ）
３月１日～５月６日

２２歳以上２６歳未満の者大卒程度試験

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

６月２７日４月２２日～５月１３日
大卒３８歳未満の者海　　　上

技術（海上・航空）幹部
大卒４５歳未満の者航　　　空

※細部詳細については、下記までお問い合せください。
　 　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 

１月の地域交流カフェの活動
　４月からの地域交流カフェオープンを
控えて、まずはスタッフが挑戦。写真は、
先日開催したそば打ちの様子です。
　垂井町にある谷そばの会より、師匠が
来てくれました。お互い初めまして同士
の方もいましたが、夢中で生地をこねて
いるうちに、自然と笑い声が。一生懸命
そば打ちしていると、自然と身体も動い
てぽかぽかに。
　自分で作った打ちたてのおそばは、な
んとも味わい深い。いつもよりじっくり
と味わいました。
　挽きたての自家製そば粉でそば打ち体
験。４月も開催予定です！ぜひご参加く
ださい♪

地域交流カフェ　作業療法士　佃

　関ケ原観光協会では、お土産販売と甲冑体験を行っております。春からの行楽シーズンに向けスタッフを募集し
ます。関ケ原が大好きで、元気で明るい方のご応募お待ちしております。

ススススススススススススススススススススタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集スタッフ募集関ケ原観光協会

＜問い合わせ先及び書類送付先＞
関ケ原観光協会

〒５０３－１５２３　岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原１１６７－１
関ケ原観光協会　事務局　　 　４３－１６００　　 　４３－０９１５

勤務時間　土日を含む週３日程度（土日のみの学生アルバイト歓迎）
　　　　　午前９時～午後５時の間で５、６時間程度のシフト制
　　　　　相談の上決定します。
応募手続き　履歴書を関ケ原観光協会事務局へ持参または送付。
選考方法　個人面接において決定します。面接日時は追って通

知します。
　　　　※面接は随時行います。

業務内容　物産販売・レジ・接客・商品管理、
　　　　　甲冑体験運営、その他観光案内等
募集期間　平成２８年３月１８日まで
募集人数　若干名
時　　給　７８０円～
勤務場所　関ケ原観光協会所管の売店
　　　　　（駅前観光交流館

または笹尾山交流館）



　 不破西消防署　　 ４３－０１１９ 問 

「無防備な 心に火災が かくれんぼ」 
全国統一標語 
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●消防署　平成28年 1 月分

出動件数
累計今月

55交 通

55一般負傷

1616急病人

1212その他

3838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

2　2建 物

0　0車 両

0　0林 野

0　0その他

22計

　住宅用火災警報器の義務化に便乗して、ご家庭へ訪問して販売や点検を行い、高額な代金を請求する悪
質な訪問販売等が発生しています。特に、一人暮らしの高齢者住宅が被害を受けています。　　
　住宅用火災警報器は点検を受ける義務はありませんが、自主的に点検等の維持管理をすることとなって
います。もし、業者に依頼する場合は信頼のおける業者に見積もりを取ってから依頼しましょう。

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不破破破破破破破破破破破破破破破破破破破破破破破破破破破破破破破破破破破破破破破破破消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合不破消防組合　平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件件数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数平成２７年中の火災・救急出動件数

　火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、町民一人ひとりの防災意識を高め、火災等の災害を防ぎ生
命や財産を守るため、３月１日から３月７日（消防記念日）までの１週間、全国一斉に春の全国火災予防運
動が実施されます。
消防記念日とは　１９４８（昭和２３）年３月７日、「消防組織法」が施行されました。
　明治以来消防は警察の所管とされていましたが、これにより、条例に従って市町村長が消防を管理する
「自治体消防制度」となり、各市町村に消防本部・消防署・消防団の全部または一部を設置することが義
務付けられました。
　これを記念し、２年後の１９５０（昭和２５）年、国家消防庁（現在の消防庁）がこの日を消防記念日としました。

　火災件数は１２件（前年比－１１件）で、火災の種別では、建物火災６件、車両火災２件、その他火災４件で
した。損害額は２，６０３千円（前年比－１７，５７８千円）となりました。火災による死者は１名、負傷者については
２名でした。

　救急件数は１，３６１件（前年比－９件）で、搬送人員は１，３０７人（前年比－２２人）となりました。急病は８６９件で
総数の６３．９％と過半数を占め、一般負傷は１９５件で１４．３％、交通事故は１５１件で１１．１％、その他は１４６件で
１０．７％となっています。

消防職員は訪問販売等をしません　　　
　町職員・消防職員が住宅用火災警報器の販売を行うこ
とや、特定の業者に販売の依頼をすることはありません。
しつこい勧誘はきっぱり断りましょう　　　
　強引な営業やしつこい勧誘に対しては「契約しませ
ん。」ときっぱりと断り、不審な業者を安易に家に入
れないようにしましょう。勧誘や購入に関して疑問や
不安を感じたときは、消防署に連絡してください。
　 　不破消防組合　消防本部（予防課）　 　２３－２０３０
　　　　　　　　　　西消防署（予防係）　 　４３－０１１９

問 

悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪悪質質質質質質質質質質質質質質質質なななななななななななななななな訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪問問問問問問問問問問問問問問問問販販販販販販販販販販販販販販販販売売売売売売売売売売売売売売売売にににににににににににににににに注注注注注注注注注注注注注注注注意意意意意意意意意意意意意意意意！！！！！！！！！！！！！！！！悪質な訪問販売に注意！

合　計その他急病人一般負傷交　通区分
署別 搬送人員件数搬送人員件数搬送人員件数搬送人員件数搬送人員件数

　９５９１，００７　７５　８４６３０６７２１３１１３８１２３１１３東署（垂　井　町）
　３４８　３５４　５９　６２１８８１９７　５７　５７　４４　３８西署（関ケ原町）
１，３０７１，３６１１３４１４６８１８８６９１８８１９５１６７１５１合　計

救
急
統
計

合　計その他林　野車　両建　物区分
署別 損害額（千円）件数損害額（千円）件数損害額（千円）件数損害額（千円）件数損害額（千円）件数

２，５０３　９　０　１　　００９６２２，４０７６東署（垂　井　町）
　１００　３１００　３　　００　００　　００西署（関ケ原町）
２，６０３１２１００　４　　００９６２２，４０７６合　計

火
災
統
計
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特

特
特
特

特

3
【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
　  小中学校卒業証書授与式 
◇今須中学校　　　１０日（木）　午後１０時・
　１３日（日）　午後１０時　・　１６日（水）　午後３時
◇関ケ原小学校　　２５日（金）　午後１１時・
　２７日（日）　午後８時　・　２９日（火）　午後１０時
　  海津市立南濃中学校　閉校式 
◇２１日（月・祝）　午後９時・２６日（土）　正午　他
【１２ch】　   かく麩ってなに？森製麩所２代目奮闘記 
　　　　    スポーツＮＥＸＴ２０１６春 
　　　　    歌いながら 笑いながら 完結編 　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。
 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
　・７日～　今須保育園　ぞう＆きりん組
　・２８日～　東保育園　きりん組
 挑戦型バラエティ「三ツ星クリーン」
◇１日（火）～６日（日）　　午後６時３０分　他
 クイズ番組「マチサガ！」
◇１４日（月）～２０日（日）　午後６時３０分　他
 地域散策「里見まさとのご町内探訪」
◇２１日（月・祝）～２７日（日）　午後６時３０分　他
その他、お店紹介・ボランティア団体・

作品紹介の番組など　好評放送中！
 　https://www.ogaki-tv.co.jp/　 　oct@ogaki-tv.co.jp

※身近な情報をお寄せください。

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 ３月のギャラリー 

ゆかいなゆかいな木の作品展
～廃材が楽しく大変身～

　出　展：西村　和宣さん（関ケ原町在住）
　期　間：３月３０日（水）まで
 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 

　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。

３月１２日（土）　午前１０時３０分～午前１１時
担当：読書サークル
★みんないっしょに
★王女さまは４時におみえになる

３月２６日（土）　午前１０時３０分～午前１１時
担当：司書
★はらぺこあおむし
★あかずきんちゃん

■ おはなし原っぱ

　『本のリサイクル市』を開催します。
　開催に先立ち、リサイクル市に提供してい
ただける本を募集します。ご家庭で不要に
なった本を、開催日までに、図書館カウンター
までお持ちください。

開催日：４月２９日（金）～
＊百科事典、問題集、学習参考書は除外
＊引取りは無料
＊リサイクル市で残った本の処理は、図書館
に一任

■ 不要本を募集します！

期　間：２月２６日（金）～３月４日（金）
※４日は午前中のみ

場　所：ふれあいセンター小ホールにて
※月曜日は休館日　

■ 第２２回ふれあいギャラリー展

　今回、上記の計画についてパブリック・コ
メント手続要綱にもとづき、町民の皆様から
意見を募集させていただきました。計画に対
して意見はございませんでしたので、原案ど
おり策定いたします。関ケ原町では、今後こ
の計画をもとに子どもの読書活動を推進して
いきます。
　 　教育委員会　社会教育課　 　４３－１２８９問 

関ケ原町子どもの
読書活動推進計画について
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平成２８年度 受講生募集 受講生募集 西美濃生涯学習連携講座 西美濃生涯学習連携講座 西美濃生涯学習連携講座 
　西濃の各市町が共同で地域の文化財・史跡、
自然や文化、産業等の講演や現地研修など生涯
学習の機会を提供します。

受講資格　西濃に在住・在勤・在学の方で、現
地集合できる方

受 講 料　３，０００円

申込方法　申込書に必要事項を記入の上、受講
料を添えてご提出ください。

受付期間　４月１日（金）～８日（金）

申 込 先　教育委員会　社会教育課
　　　　　 　４３－１２８９
　　　　＊申込書は、教育委員会にあります。

講座のテーマ会　場回
開講式

「世界三大古戦場」
～ワーテルロー・ゲティスバーグ・関ケ原～

関ケ原町１

「垂井曳 祭」
～曳 と子ども歌舞伎の歴史と伝統～

垂　井　町２

「象鼻山古墳群について」養　老　町３

「介護予防運動」
～いつまでも健康な体を維持しよう～

池　田　町４

「地域づくりとマコモタケ」
「地域の防災と消防署」

大　垣　市５

「円満寺山古墳の発掘調査成果」
～大和王権の国づくりと近畿圏と東国～

海　津　市６

「郷土の伝承文化『てるて姫伝説』を学ぶ」
閉講式

安　八　町７

営 業 時 間 営 業 時 間 営 業 時 間 

　いつもご利用いただきありがとうございます。 
　芝養生のため約２ヶ月間休業しておりました、関ケ原
グラウンド・ゴルフ場を３月１日（火）から下記の通り営
業を再開いたします。 
　また、これに伴い喫茶・軽食　今須宿の営業時間も下
記のとおり変更します。 
　皆様方のご来場、心よりお待ちしております！　 

町長杯グラウンド・ゴルフ大会 
参加者募集！ 

午前８時３０分～午後４時３０分 
（４月以降は午後５時３０分まで） 
午前９時～午後４時 
（４月以降は午後５時まで） 

グラウンド・ゴルフ場 
 

喫茶・軽食　今須宿 

　誰もが気軽に参加でき、関ケ原グラウン
ド・ゴルフ場が交流の場となることを願い
スタートした町長杯を今年も開催します！
多くの方のご参加をお待ちしております！ 
日　　時　４月６日（水）　午前８時～ 
申込方法　関ケ原グラウンド・ゴルフ場に

設置してある参加申込書に参加
料を添えてお申込ください。 

申込場所　関ケ原グラウンド・ゴルフ場 
申込期間　３月１４日（月）　午前９時～ 
　　　　　※募集人数になり次第終了 
　　　　　※今回から受付方法が変わります。

詳しくはお問い合わせください。 

～観光のまちづくりに 
　　　　ご協力を！～ 

　甲冑（約５ｋｇ）を身にまとって史跡や観光拠点を散策したり、簡単な観光案内などをしていただく「甲冑武者
ボランティア」を募集します。あなたも「古戦場のまち関ケ原」のＰＲに一役買ってみませんか。 

活動期間　４月末頃から１０月中旬までの土日祝日（予定） 
　　　　　【午前の部】午前９時～午前１２時、 
　　　　　【午後の部】午後１時～午後４時 
　　　　　※上記の期間で、活動可能な範囲で活動を 
　　　　　　お願いします。 
活動拠点　笹尾山　石田三成陣跡周辺（予定） 
謝　　礼　午前の部、午後の部とも　各部１，０００円 

募集対象　町内在住　もしくは　在勤者 
募集人数　若干名 
応募方法　役場　地域振興課窓口にある所定の 
　　　　　申込用紙にて 
応募締切　３月１８日（金） 
□　役場　地域振興課 
□　４３－１１１２ 
問 

　　役場　地域振興課　　　４３－１１１２ 問 



電話 ファックス 電子メール ホームページ 電話 ファックス 電子メール ホームページ 
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日　時　４月７日（木）～７月２１日（木）
　　　　毎週木曜日　午前９時～正午
場　所　朝倉運動公園
　　　　第３テニスコート
対象者・基礎コース
　　　　初心者、基礎練習希望者
　　　・育成コース
　　　　ゲーム主体の仲間作り
受講料　基礎コース　２，８００円
　　　　育成コース　２，０００円
申込方法　メールまたは往復はがきで

申込（後日、受講決定の通知
を送付します。）

　　　※申込の際には、住所・氏名・
年齢・電話番号・テニス歴・
希望コース・ラケットの有
無を記載してください。ラ
ケットをお持ちでない方は
協会で準備します。

申込締切　３月２６日（土）
　 　不破郡テニス協会　山辺東海士
　　（〒５０３－００３４

大垣市荒尾町１７８７－９）
　 　０９０－４２６３－４６５８
　 　tomio_yamabe@yahoo.co.jp

 
仲間といっしょに

楽しいスポーツをはじめよう！
 関ケ原町スポーツ少年団の種類 
関ケ原空手道・関ケ原野球・関ケ原
剣道・関ケ原バレーボール・関ケ原
ソフトテニス・今須剣道・今須バレー
ボール

＊スポーツ少年団へ加入できるのは、
原則１人１団です。

＊スポーツ少年団の加入は任意です。
保護者の責任において加入させて
ください。

＊スポーツ少年団では、スポーツ安
全保険（賠償責任付）の加入を義務
づけています。

＊活動内容等については、各スポー
ツ少年団へお問合せください。

　 　関ケ原町スポーツ少年団事務局
（教育委員会　社会教育課内）

　 　４３－１２８９ 

硬式テニス教室受講者募集

問 

平成２８年度 新入団員を募集
関ケ原町スポーツ少年団

問 

 
　教育委員会では、サークル活動・
各種講座・スポーツなどに関する情
報提供・相談を行っています。お気
軽にご相談ください。
　 　教育委員会　社会教育課
　 　４３－１２８９

生涯学習（講座）のご相談は
どうぞお気軽に！

問 

日　時　３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　地域の歴史 
　　　　松平忠直と相川阿国の物語 
　越前北の庄（福井）の城主忠
直は大坂夏の陣で真田幸村を討
ち取り戦功を挙げたが、加増の
沙汰はなかった。日光東照宮に
改葬された家康の法要のため、
幕府は全国の大名に参詣する義
務をつけた。忠直は関ケ原の本
陣まで来たが、本陣の娘阿国を
見初め一年間関ケ原で過ごす。
幕府は忠直を乱心せりと豊後（大
分）日田に配流した。 

１６日　個人１名（兵庫）
【吉澤広幸ガイド】

２２日　個人２名（岩手）
【池側恵子ガイド】

２９日　ＮＨＫ２名【細見昌男ガイド】
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

１月ガイド実績　３件

○歴史民俗資料館入館者数
　　１月分　　　１，０７８人
○不破関資料館入館者数
　　１月分　　　　　９７人

新春企画展
「食の境目・文化の関所

和 （わざみ）」
　玉区・今須区の皆様のご協力
に感謝申し上げます。
　新年最初の食事は「お雑煮」。
皆さんが食べられるお雑煮のお
餅の形は、丸餅ですか、角餅で
すか。お餅は焼いたものですか。
仕立ては、みそでしょうか、しょ
うゆでしょうか。
　今回の企画展はその紹介です。
資料としましたのは、昨年の１
月に玉区・今須区の皆様にお願
いしましたアンケート調査です。
実に３００戸の家庭からお寄せ頂
きました。こうした調査は記録
になく、今後の生活の変化を見
ていく上でも貴重な資料となり
ます。資料館では、アンケート
への記入用紙そのものも保存し
て参ります。
　なお、今回の調査には、米原
市の長久寺区と藤川区の皆様に
も加わっていただきました。関
ケ原と接する東西・南北での様
子も把握するためです。こうし
た取り組みができましたのは、
米原市の柏原宿歴史館と伊吹山
文化資料館、そして関ケ原町歴
史民俗資料館の三館による共同
調査によるものです。　
　町民の皆様には、調査結果の
パネルをご覧いただきながら、
食や生活の境としての関ケ原の
地理的・歴史的な背景にも思い
を巡らせて頂きご意見をいただ
ければと願っています。ご来館
をお待ちしています。
※３月の休館日は７日と１４日で
す。１５日以降は春休み期間と
もなり休館日はありません。

平成28年1月分 

比  較27年1月の
排出量

２8年1月の
排出量品  目

5.68％増87.04ｔ91.98ｔ燃やせるごみ

11.21％増9.01ｔ10.02ｔプラスチック類

21.99％増5.73ｔ6.99ｔ燃やせないごみ

25.25％増8.08ｔ10.12ｔ粗大ごみ
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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 

おめでとうございます つつしんでおくやみ申し上げます 末ながくお幸せに 

住　所 赤ちゃんの名前 お父さん お母さん 

徳也 
絵美 �木　柚花 

ゆず は 製作所 
社宅 

住　所 氏　名 

８３歳 

９５歳 

９１歳 

７２歳 

 

住　所 氏　名 

多和田久之 
 
谷口　綾香 

垂井町 
 
門　前 

和田　博　　 

北村さゝゑ　 

谷口　貞枝 

西村　宏子 

 

天　満 

野上二 

瑞　竜 

今須西町 

住　所 氏　名 

８５歳 

６６歳 

７９歳 

玉中部 

今須中町 

小　池 

�野　道孝 

�田　裕 

清水　昭　 

平成28年 2月 1日現在 

人口 

男 

女 

世帯数 

（－ 8 人）　 

（－ 3 人） 

（－ 5 人） 

（＋ 2 世帯） 

7，561人 

3，710人 

3，851人 

2，780世帯 

平成28年 1 月16日から 
平成28年 2 月15日までの 
受付分（敬称略） 

午後１時～午後３時３０分（先着順・入場者入れ替え無し） 
於　関ケ原ふれあいセンター大ホール 

○プレゼンテーション・パネルディスカッション 
　ヨーロッパにおけるナポレオン戦争の激戦地「ワー 
テルロー」、アメリカ南北戦争の激戦地「ゲティスバー 
グ」、そして「関ケ原」の関係者が、古戦場の魅力と 
保全・活用に関する取組を紹介します。 
◆出演予定者　 

進行・コーディネーター 
クリス・グレン 
（タレント・関ケ原観光大使） 

○ステージ・プログラム 
　２０１６年ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」の魅力 
を出演者とプロデューサーが語ります。 

◆出演者 
片岡愛之助（「真田丸」大谷吉継役） 
清水　拓哉（「真田丸」プロデューサー） 

第２部 

第１部 

３月１９日（土） 

ゲティスバーグ古戦場 
チャールズ・ゲイブル 
（ゲティスバーグ区マネージャー） 
エド・クラーク 
（ゲティスバーグ国立軍事公園支配人） 

ワーテルロー古戦場 
アラン・シュロッセル 
（ワーテルロー市文化担当助役） 
エティエンヌ・クロード 
（ウェリントン博物館ディレクター） 

関ケ原古戦場 
草野道雄 
（関ケ原町歴史民俗資料館館長） 
 

　　岐阜県　観光企画課　　　０５８－２７２－８０８４ 
　　役場　地域振興課　　　　４３－１１１２ 
問 

問 


