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臨時福祉給付金は、基準日（平成２７年１月１日）時点で住民票のある市区町村から支給されます。
具体的な申請期間や手続については、申請先の市区町村にお問い合わせください。

Ｑ 基準日の翌日以降に引っ越した場合の給付金の受取はどうなりますか？

Ａ

例えば、
　・ご自身の給与支給明細書の「住民税」の項目に課税額が記載されている場合
　・介護保険料決定通知書に記載されている「保険料の段階」で６段階以上となっている場合
　・ご自身の給与や年金の収入が３ページの（参考）の非課税限度額以上の場合
には、基本的に住民税が課税されています。

Ｑ 自分が住民税が課税されているかどうか、どうすれば分かりますか？

Ａ

基準日（平成２７年１月１日）に生まれた方は対象となりますが、基準日の翌日以降に生まれた方
は対象となりません。また、市区町村が支給決定するまでの間に亡くなられた方も対象にはな
りません。

Ｑ 基準日以降に生まれた場合や亡くなった場合は
給付金の対象になりますか？

Ａ

ご自宅や職場などに市区町村や厚生労働省（の職員）などをかたった電話がかかってきたり、
郵便が届いたら、迷わず、お住まいの市区町村や最寄りの警察署（または警察相談専用電話（♯９１１０））に御
連絡ください。

「臨時福祉給付金」（簡素な給付措置）の

“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。！

問い合わせ先

●申請方法に関するお問い合わせ
　　　　　　関ケ原町役場　住民課　「臨時福祉給付金」
　　　　　　電話： 　４３－１１１３

●制度に関するお問い合わせ
　　　　　　厚生労働省
　　　　　　２つの給付金に関する専用ダイヤル： 　０５７０－０ ３７ － １９２  

みな いいきゅうふ
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　平成２７年度も「臨時福祉給付金」を支給します。支給対象となる可能性が高い方には８月下旬から順次申請
書等書類をお送りします。

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ししししししししししまままままままままますすすすすすすすすす。。。。。。。。。。臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨時時時時時時時時時時福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉給給給給給給給給給給付付付付付付付付付付金金金金金金金金金金。。。。。。。。。。お知らせします。臨時福祉給付金。

臨時福祉給付金　支給要件

（給与所得者）
非課税限度額※

（給与収入ベース）
区　分

　　９３万円単　身

１３７．８万円夫　婦

１６８．２万円夫婦子１人

２０９．９万円夫婦子２人

（公的年金等受給者）
非課税限度額※

（年金収入ベース）
区　分

　１４８万円６５歳以上単
身 　　９８万円６５歳未満

１９２．８万円６５歳以上夫
婦 　１４７万円６５歳未満

※生活保護基準の３級地（関ケ原町）における非課税限度額。

●支給対象者　平成２７年度分の住民税が課税されていない方が対象です。
　　　　　　※ただし、　・課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合
　　　　　　　　　　　　　（住民税において、どなたかの扶養となっている場合）
　　　　　　　　　　　　・生活保護の受給者である場合　　など　　　　　　　　　は対象となりません。

●支 給 額　１人につき　６，０００円
●基 準 日　平成２７年１月１日
　　　　　　　（参考）【住民税が課税されない所得水準の目安（非課税限度額）】

（ ）

申　請　方　法
●申 請 先：役場　住民課「臨時福祉給付金」窓口
　　　　　　基準日（平成２７年１月１日）時点で住民票が関ケ原町にある方が対象です。
　　　　　※一定の住居を持たない方でいずれの市区町村にも住民票がない方については、基準日の翌日以降

であっても関ケ原町で住民票の手続を行えば申請を行うことができます。
　　　　　※ＤＶ被害者や児童福祉施設等に入所している児童等で、他の市区町村から住民票を移さずに関ケ

原町にお住まいの方については、関ケ原町で申請を受け付けることができる場合がありますので
ご相談ください。

●申請期間：平成２７年９月１日（火）～１１月３０日（月）

●提出書類：申請書　該当される可能性が高い方には郵送します。

ご　注　意
●平成２７年度は、２つの給付金のどちらの要件にも該当する方については、「臨時福祉給付金」と「子育て世帯
臨時特例給付金」の両方を受け取ることができます。
　その場合、両方の給付金について、それぞれ申請が必要となります。

●原則として、申請期間外の申請は受け付けられませんのでご注意ください。

●申請期間などは、各市区町村により異なります。関ケ原町以外が申請先となる方は、事前にその市区町村に
問い合わせるか、ホームページなどで確認するようにしてください。

給付金の受取方法
●申請書に記載した指定口座に入金されます。
　※金融機関口座を持っていないなど、振込みによる支給が困難な場合には窓口で受け取ることができます。
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▲庁舎屋上から町を俯瞰し景色を体感 ▲徳川家康最後陣地では既存施設を確認

参加者の意識調査（アンケート結果）　　一部をご紹介します
◇「史跡整備」や「史跡を活かしたまちづくり」に期待すること
　関ケ原をもっとＰＲする　／　何度でも訪れたい町に　／　戦国時代を感じる町に　／　町民が誇りを持てる町に
◇「史跡整備」や「史跡を活かしたまちづくり」のイメージ
　古戦場を表現する　／　自然や景観との調和　／　拠点とそれを結ぶルートづくり　／　ソフト面の充実を図る

▲多くの意見が出された意見交換後のテーブル ▲話し合いの様子

現地視察会の様子
◇平成２７年６月１９日　１３時３０分～１６時　　　◇参加者：１４名
◇途中から雨模様となりましたが、各要所では関ケ原町文化財保存審議会の�木優榮さんと、せきがはら史跡
ガイドの安部覚之さんの説明を聞きながら、史跡を巡りました。
◇行程　※下線付（○○○）は徒歩で視察
　ふれあいセンター⇒庁舎屋上⇒①徳川家康最後陣地⇒②岡山烽火場⇒③決戦地④石田三成陣地⇒
　⑤開戦地⇒⑥大谷吉隆墓（広域農道から）⇒⑦松尾山（井上神社付近から）⇒⑧西首塚⇒⑨徳川家康最初陣地
　（隣地ガソリンスタンドから）⇒⑩東首塚⇒ふれあいセンター

　関ケ原町では、平成２６年度策定の「関ケ原古戦場グランドデザイン」で提案された史跡整備の実施に向け、
整備計画の策定に取り組んでいます。計画の策定にあたり、町内の関係諸団体及び地域住民を交えた意見交換
の場として「ワークショップ」を開催し、町民の皆さんの意見を伺いながら進める予定です。平成２７年６月１２
日（金）に「第１回　史跡関ケ原古戦場整備計画ワークショップ」が開催されました。３２名の参加者があり、「史
跡整備」「史跡を活かしたまちづくり」について活発な意見交換が行われました。また、６月１９日（金）には、各
史跡をマイクロバスと徒歩で周り、観光客の視線で史跡を確認する現地視察会が行われました。今回は現在の
進捗状況のご報告として、６月に開催されたことの内容をご紹介し、第２弾では、７月に開催される内容を掲
載します。

第１回　史跡関ケ原古戦場整備計画　ワークショップの様子
◇平成２７年６月１２日　１９時～２１時　　　◇於：関ケ原ふれあいセンター　　　◇参加者：３２名
◇Ａ・Ｂ・Ｃの３班に分かれ、自己紹介と意見交換を行いました。
◇約１時間にわたり「良いところ」「改善すべきところ」「整備アイデア」が出されました。
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　６月１７日（水）にグラウンド・ゴルフ場において、
第２回定例大会が開催され、約４００名の方々が優勝を
目指して競いました。
　大会結果は次のとおりです。入賞された皆さん、
おめでとうございます。

優勝　谷川和美　関ケ原町
準優勝　石井益男　垂井町
３位　遠山あや　あま市
４位　小田道弘　関ケ原町
５位　小川正治　大垣市

*********************************************

第１回関ケ原戦国演義が
開催されました

***************************************************************************************************

全国育樹祭に向け、今須杉が木曳き車で出発

　関ケ原や戦国時代の魅力を再発見する交流イベン
ト「関ケ原戦国演義」の第１回が、６月２８日（日）に
開催されました。
　初回拡大版として、歴史系アーティスト・さくら
ゆきの関ケ原歌い初めライブ、初登場の日本甲冑合
戦之會による「ガチ甲冑合戦」などが行われました。
　中でも一番の盛り上がりを見せたのが「ガチ甲冑
合戦」で、武術師範などで構成されたメンバーが東
軍西軍に分かれ、合戦当時の戦術を忠実に再現した
真剣勝負を繰り広げました。
〈次回開催〉第２回関ケ原戦国演義
７月２６日（日）　午前１０時～　笹尾山特設ステージにて

*********************************************

関ケ原グラウンド・ゴルフ場
第２回定例大会を開催！！

　第３９回全国育樹祭に向け、「１００年の森づくりリ
レー・関ケ原会場・出発式」が、去る６月２７日（土）
に今須小中学校にて行われました。
　当日は、５月１４日（木）の伐採式で切り出した樹齢
約１２０年の今須杉の大きな丸太を今須小中学校の児
童生徒や来賓、保護者の皆さんが３回に分けて、「よ
いしょ！」の掛け声と共に木曳きをし、関ケ原町を
出発していきました。また式典では、縄をテープに
見立てたテープカットや今須の製材業の山根恭三さ
んご家族・四世代による宣言文の読み上げがあり、

「若い世代が将来にわたって地元の木を生かしてく
れるよう、見守っていきます」と宣言されました。
　今須杉の丸太は、この後、８月８日（土）の垂井町
への引継式を皮切りに、西濃・揖斐地域の２市８町
をリレー方式で順に巡り、育樹祭の谷汲会場に送ら
れ、会場施設やアトラクションに利用されます。

６位　寺島慎一　関ケ原町
７位　伊藤金雄　海津市
８位　樋口千代子　海津市
９位　長田利夫　あま市
１０位　小寺和貴　大垣市
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*********************************************

第５回決戦関ケ原剣道錬成会が
行われました

　関ケ原、今須剣道スポーツ少年団は、６月２８日（日）、
戦国の聖地ここ関ケ原において、第５回決戦関ケ原
剣道錬成会を開催しました（多賀町スポーツ交流事
業）。
　今回は新たに５団体が参戦し、２０団体、１３６名の決
戦となりました（美濃の国８団体、近江の国９団体、
伊勢の国１団体、越前の国１団体、若狭の国１団体）。
早朝より、関ケ原町長から激励の言葉を頂き、若武
者（団員）、武将（指導者）が入り混じっての基礎ト
レーニングの後、いざ決戦。
　普段、刀を交える事のない他の国の若武者、武将
と真剣に刀を交え、正々堂々と決戦を行いました。

*********************************************

平成２７年度町民ピンポン大会が
開催されました

　６月１９日（金）に町民体育館にて、町体育協会主催
の町民ピンポン大会が開催されました。友人同士や
仕事帰りの方が集まり、楽しく競技を行いました。
　入賞された方は次のとおりです。おめでとうござ
います。

＜小学生の部＞　優　勝　　難波　優介
　　　　　　　　準優勝　　世一　貴明
＜中学生の部＞　優　勝　　徳永　瑛介
　　　　　　　　準優勝　　田中　憲伸
＜一般の部＞　優　勝　　栗本　優樹
　　　　　　　　準優勝　　子安美恵子

第４位　安藤　道子
第５位　伊藤　貞男
第６位　�木　治子

　６月１４日（日）に桃配運動公園野球場にて、町体育
協会主催の第２３回町民グラウンドゴルフ大会が開催
されました。当日は晴天にも恵まれ、町内から１１８名
の選手が集い、熱戦を繰り広げました。結果は次の
とおりです。入賞されました皆様、おめでとうござ
います。

優　勝　岩津　邦男
準優勝　谷田美津子
第３位　三宅　昌子

**********************************************

第２３回町民グラウンドゴルフ大会が
開催されました

　６月７日（日）にヒマラヤアリーナにて、第４０回岐
阜県春季少年剣道錬成大会が行われました。１，０００
人を超す参加者のなか、関ケ原剣道スポーツ少年団
の２人が見事、入賞しました。惜しくも入賞には届
きませんでしたが、多くの団員が２回戦、３回戦へ
進むことが出来ました。日々の、関ケ原式基礎トレー
ニングの成果が出たのだと思います。

１、２年生の部　敢闘賞　藤井　飛燕
３年生の部　　　敢闘賞　田代　類子

**********************************************

第４０回岐阜県春季
少年剣道錬成大会が行われました
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　生活苦、病苦等……「死にたいと思うことは誰に
だってある。だから話そう！」弁護士や臨床心理士
の専門家に相談することで、負担が軽くなるかもし
れません。
　「法律とこころの両面」から不安や悩みの軽減を図
ることを目的に、相談会を開催します。お気軽にご
利用ください。
内　容　①弁護士による「法律相談」
　　　　②臨床心理士による「心の健康相談」
日　時　８月１２日（水）、９月１４日（月）、
　　　　平成２８年３月４日（金）
　　　　午後１時３０分～午後４時３０分
会　場　西濃総合庁舎　２－１、２－３会議室
申　込　電話にて事前予約

（１人５０分程度、先着３人まで）
　 　岐阜県西濃保健所健康増進課保健予防係
　 　７３－１１１１　内線２７５
　　　相談は無料、秘密厳守です！

問 

**********************************************

法律とこころの健康のための相談会

　幼い頃から人を思いやるやさしい心を持ってもら
おうと、大垣人権擁護委員協議会の人権創作劇委員
会のみなさんによる人権創作劇が６月２３日（火）、西
保育園で行われました。
　演目は「ぞうさんのおはな」。人形や背景幕など、
セットはすべて委員のみなさんの手作りです。劇が
始まると、園児たちはお話に釘付けに。終了後は
「面白かった！」と喜びながら、大きな拍手を贈っ
ていました。人権創作劇の後は、人権イメージキャ
ラクターの「人ＫＥＮまもる君・人ＫＥＮあゆみちゃ
ん」も登場し、園児たちと写真撮影も行いました。

**********************************************

西保育園で
人権創作劇が行われました

　６月２３日（火）、７月２日（木）に中学３年生を対象
にいのちの大切さや自分の性に関する行動のあり方
を考えるために「いのちの授業」を行いました。
　授業では、助産師による「命の大切さ」について
の講話とＤＶＤ鑑賞、赤ちゃん人形の抱っこ体験を
行いました。グループワークでは、性の自己決定と
して恋愛の段階についてみんなで話し合い、自分や

他人の考えに違いがあり、それをお互いに尊重する
ことの大切さについて学びました。授業を受けた後、
生徒から「両親からもらった命を大切にしようと
思ったし、産んでくれてありがとうという感謝を伝
えたいと思いました。」「性に関する行動を自分で決
定するときに、相手の気持ちも考えることが大切な
んだと思いました。」などの感想が聞かれました。

***************************************************************************************************

＊いのちの授業を実施＊
～関ケ原中学校・今須中学校～

どうしたら良い
のか分からない…
誰に相談したら
よいのかな？

話すことで、きっと
心が楽になる！！
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　今須在住の山本幸夫さんが、岐阜県交通安全対策
協議会より「交通安全功労者表彰　連名賞」を受賞
されました。この賞は、多年にわたり交通安全の推
進に顕著な功績のあった者に対して授与されるもの
です。
　このたびの受賞は、昭和５５年より不破地区交通安
全協会役員を務め、現在は副協会長（今須支部長）と
して交通安全推進活動に積極的に参加し、地域への
献身的な活動の功績が認められたものです。
　おめでとうございます。

**********************************************

交通安全功労者表彰　連名賞を受賞！

　７月６日（月）、一般社団法人大垣薬剤師会と「災
害時の薬剤の指導、医薬品管理等に関する協定」の
締結式を行いました。
　この協定は、大規模災害時に救護所等において、
傷病者に対する調剤・服薬指導、医薬品の仕分けお
よび管理、避難所の衛生管理等、医療救護を円滑に
行うためのものです。西脇町長は、「今回の協定で、
医師会、歯科医師会を合わせ、３師会すべてとの協
定を結ぶことができ大変心強い思いです」と述べ、
有事に備えることを約束しました。

**********************************************

災害時の薬剤の指導、医薬品管理等に
関する協定の締結を行いました

　実施目的　　県では森林管理における法令遵守を積極的に推進するため、違法な森林開発の早期発
見体制を強化します。

　内　　容　　不適正森林開発の防止に関する啓蒙及び県職員による定期的な森林パトロールを実施
いたします。また「森林の不適正事案１１０番」を設置しておりますので、森林内に入ら
れたとき、不審な「立木伐採」、「建築物」、「採掘」などを発見された場合はご連絡く
ださい。詳細は岐阜県ＨＰ（ http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo - koyo/norin -
jimusho/seino/oshirase/２００７０８０１.html）内にも掲載しております。

　強化月間　　夏季行楽シーズンの８月を強化月間とし、森林パトロールを重点的に実施いたします。
強化月間中は、県職員と役場職員との合同パトロールを計画しております。

　連　絡　先　　森林の不適正事案１１０番（平日午前８時３０分～午後５時１５分）

　　　　　　 　岐阜県西濃農林事務所林業課　
　　　　　　 　７３－１１１１（内線３９３・３９４）
　　　　　　 　７３－８６０６

問 



　 不破西消防署　　 ４３－０１１９ 問 

　集中豪雨はいつどこで発生しても全く不思議ではありません。また集中豪雨に伴い
土砂災害にも十分注意が必要となっています。今一度、災害に対する備えと知識を確
認し被害を最小限に食い止められるようにしましょう。 

　６月２１日（日）に不破消防組合消防本部グラウンド
にて、第４４回不破郡消防操法大会が開催され、日頃
の訓練により培った消火技術を競い合いました。 
　関ケ原町消防団はポンプ車操法の部に４隊、小型
ポンプ操法の部に１隊が出場しました。団員達は日
頃の訓練成果を発揮し、機敏な動作や、規律のとれ
た操法を披露して会場を盛り上げてくれました。消
防団の皆様、お疲れ様でした。 

●普段から基礎情報を…  
　１日頃から天気予報、気象情報に注意
しましょう。  

　２洪水時の避難所や避難経路、自宅周
辺の危険箇所を確認しておきましょ
う。 

　（関ケ原町には自治会別の「土砂災害
ハザードマップ（　　http://www. 

　　town.sekigahara.gifu.jp/３８０６.htm）」
があります。)

　消防署では消火器の回収
は行っておりません。また、
一般ゴミには出せません。 
腐食した消火器を使用する
のは大変危険ですので、 
□　https://www.ferpc.jp/
にて最寄りの消火器リサイ
クル窓口に連絡し相談して
ください。 

消火器のリサイクルについて 

●大雨となったら…  
　３市町村から発表される情報に注意し、早め早めの避難をし
ましょう。 

　４不要な外出は避け、自宅にて災害に備えましょう。  
　５川や水路、がけ等には近づかないようにしましょう。 
　６身の危険を感じたら、ただちに安全な場所へ避難しましょう。 
　７夜間の避難は非常に危険です。避難には細心の注意を払い
ましょう。 

　８小石がパラパラと落ちてくる、わき水が濁っている、がけ
に亀裂が入る等の土砂災害の前兆現象に注意しましょう。 

出場分団 
西部分団 
中部分団 
北部分団 
東部分団 

補助員 
竹野　進司 
佐竹　正憲 
兒玉　裕亮 
�木　聖敏 

４番員 
山田　和明 
本荘　直樹 
高羽　慎一 
河合　智　 

３番員 
中村　明博 
北村　一磨 
中田　直樹 
毛利　寛司 

２番員 
中井　秀樹 
高橋　伸次 
�野　光平 
西脇　正　 

１番員 
松浦　史智 
中川　雅雄 
吉田　明永 
�木　信一 

指揮者 
山田　道永 
富田真一郎 
白井　正巳 
桑原　和也 

出場分団 
中部分団 

補助員 
牧村　祐介 

３番員 
西尾　英典 

２番員 
宇都宮　広樹 

１番員 
寺町　涼 

指揮者 
川村　英太 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　[小型ポンプ操法の部]

【関ケ原町消防団　出場者】　　　　　[ポンプ車操法の部]
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●消防署　平成27年 6月分

出動件数
累計今月

182交 通

273一般負傷

9513急病人

302その他

17020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

1　1その他

11計
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４３－１１２２ 

　上半期の糖尿病教室には、たくさんのご参加を頂きました。４月はおいしいランチを食べ
ながら、楽しく糖尿病についての勉強が出来ました。９月以降も、盛りだくさんの内容で、
みなさまの健康を応援させていただきます。血糖値が気になりだした方がいらっしゃいまし
たら、是非、お気軽にご参加ください。

＊糖尿病連携手帳やお薬手帳をお持ちの方はご持参ください。
＊個別の栄養指導は管理栄養士２名（うち１名は糖尿病療養指導士）で、随時実施しています。ご希望の方は診
察の際にお申し出ください。
＊参加の申込は不要です。ご自由にご参加ください。ただし、第８回のみ事前申し込みが必要です。

 　国保関ケ原病院　内科外来　　 　４３－１１２２（内線２１０６）問 

内　　容開催日時
宮医師糖尿病性腎症について

第６回
９月１１日（金）　
１４：００～１５：００ 透析室看護師糖尿病性腎症の予防に必要なこと

病院スタッフ
関ケ原フェスティバル
血糖測定体験コーナー
糖尿病療養相談コーナー

第７回
１０月１０日（土）
１０月１１日（日）

管理栄養士ヘルシー弁当試食会♪　
先着２０名様　参加無料（事前申し込みが必要です）

塩分測定ご希望の方は、味噌汁やスープなどをお持ちください。
食事のあとは一緒に体を動かしましょう。

第８回
１１月１３日（金）　
１１：３０～１３：３０

看護師
理学療法士

病棟看護師冬の過ごし方
第９回

１２月１１日（金）　
１４：００～１５：００ 理学療法士楽しい運動療法

看護師病院祭り
血糖測定体験コーナー
糖尿病療養相談コーナー

塩分測定コーナー (ご希望の方は味噌汁やスープなどをお持ちください)

第１０回３月末 検査技師
管理栄養士

　糖尿病の治療で運動療法やダイエットを先生から指導されている方にお知らせです。
　「体重が落ちていかない！」「３０分毎日歩いているのに効果が無い！どうしたらいいの？」とお悩みではあり
ませんか？
　当院では、活動量計を貸し出し、そのデータをもとに、お一人お一人にあった効果的な運動方法と食事療法
を理学療法士、管理栄養士、看護師があなたのお悩みにお答えし、健康的な生活を応援します。
　糖尿病で気になることがある方は是非、内科外来でお尋ねください。

◇活動量計をご利用ください◇

　食塩のとり過ぎが体によくないことは、皆さまご存じのことと思います。「家は薄味です」といっても、舌の
感覚に頼っているのではないでしょうか。ご家庭の味噌汁は薄い？普通？それとも濃すぎ？自信のある方も、
ちょっと心配な方も、実際に測って確認してみましょう。すまし汁やスープも測れます。
　下記教室の第８回と第１０回に電子塩分計で測定いたします。小さな容器に汁物を入れてお持ちください。

◇友の会「糖減郷せきがはら」のご案内◇◇塩分濃度を測ってみませんか？◇

◇下半期糖尿病教室の開催日程◇
開催場所：国保関ケ原病院　北棟　２階　大会議室
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▲東保育園4才児「すきな絵を描こう」 ▲関ケ原町和紙ちぎり絵サークル展

　今年度４月より関ケ原病院北棟３階に開設した放課後等デイサービス「はびりす」の内覧会兼記念パーティ
が６月２９日に開かれました。地域の有名シェフや子どもたちと一緒に企画したマルシェに県内外から約４００人も
の方が訪れ、大盛況でした。
　病院内に福祉施設が併設されることは全国的にも珍しく、岐阜新聞、中日新聞をはじめ、様々なメディアの
方々が取材に訪れました。
●私たちは肢体が不自由な子どもたちに新しいリハビリテーションを提供します！
　放課後等デイサービスには様々な形がありますが、今回オープンする「はびりす」は社会参加型デイサービ
スです。従来の「訓練」や「治療」といったような問題解決型の施設ではなく、子どもとご家族の「やりた
い！」を形にしていくためのツールです。子どもから大人まで障がいの有無に関わらず意味ある暮らしを描き、
ただひたすら幸福を追求していく場所です。放課後等デイサービスに地域交流Ｃａｆ を併設し、いろいろな
イベントを企画しながら、地域の人たちや岐阜が誇る文化人たちが集い、共に日々の暮らしを耕していくこと
を夢見ています。どんなに障がいが重くても、社会的な役割を楽しく担っていくことをご家族と共に創ってい
きます。そして、「はびりす」を舞台に展開される物語を世界へと発信し、関ケ原から新しい街づくりを提案し
ていきます！
　今後も活動内容を随時広報致します。どうぞご期待ください！

　 　関ケ原病院　北棟３階　放課後等デイサービス　はびりす　　 　７１－８７６６問 問 

～人生を味わうための～～人生を味わうための～
放課後等デイサービス『はびりす』開設放課後等デイサービス『はびりす』開設
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◎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。

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　押谷外科・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）
　８月１５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 8 月）※都合により休診になる場合があります。

循環器外来　８月１日（土）休診、８月２９日（土）診察 

海で安全に楽しく
遊ぶためのお願い
名古屋海上保安部

○子供からは絶対に目を離さな
いでください！

○ボートに乗るとき、防波堤で
魚釣りをするときは大人も子
供もライフジャケットを着用
しましょう！

○海が荒れているときは、海に
近付かない！

○連絡手段の確保！
　防水パック等に入れた携帯電
話を持ちましょう！

○海の事故は１１８番に電話速
報！
 　名古屋海上保安部
 　０５２－６６１－１６１５　
問 

◎受験資格　警察官Ａ¿（男性・女性）　
　　　　　　昭和５９年４月２日以降に生まれた方で、大学（短大を除

く）を卒業、または、平成２８年３月３１日までに卒業見込み
の方（原則として平成２８年４月１日採用に応じられる方）。

　　　　　　警察官Ｂ（男性・女性）
　　　　　　昭和５９年４月２日から平成１０年４月１日までに生まれた

方で、大学（短大を除く）を卒業、または、平成２８年３月
３１日までに卒業見込みの方を除く。

◎受付期間　７月３１日（金）～８月１８日（火）
　　　　　　（土曜日及び日曜日は除きます。

郵送の場合は８月１８日までの消印有効）
◎第１次試験日　９月２０日（日）
　　　　　　採用試験申込書は、受付期間中に岐阜県警察本部警務課

まで持参（平日の午前８時３０分～午後５時１５分までの間）
されるか、岐阜県警察本部警務課へ郵送（特定記録または
簡易書留）してください。

　　　　　※郵送される場合は、封筒の表に受験する試験区分を朱書
きしてください。

　　　　　※採用試験申込書は、採用試験案内に登載されているもの
の他、岐阜県庁ホームページからダウン

　　　　　　ロードした「申込書」も使用可能です。
 　垂井警察署　警務係　　 　２２－０１１０　問 

岐阜県警では、平成２７年度警察官採用試験を次のとおり実施します。

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２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度平成２７年度

警警警警警警警警警警警警警警警警警警警警察察察察察察察察察察察察察察察察察察察察官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官採採採採採採採採採採採採採採採採採採採採用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験のののののののののののののののののののの日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日程程程程程程程程程程程程程程程程程程程程等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等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警察官採用試験の日程等のお知らせ
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問 

　関ケ原町でも、６５歳以上の１０人に１人以上が認知症である（認知症高齢者の日常生活自立度¿

以上）ということがわかっています。認知症は誰もがなる可能性がありますが、予防や治療、進
行を遅らすことが可能です。いつまでも元気で自分らしい生活を送るためにも、まずは予防から
始めてみましょう。 

＜生　活＞　●外出が少ない　　●一人暮らし　　●歩幅が狭い 
　　　　　　人との交流が少なくなると、もの忘れも足腰の老化も進みやすくなります。 

（緑黄色野菜・魚介類・肉類・いも類・大豆製品・卵・牛乳乳製品・海藻類・果物・油脂類） 
“脳の栄養不足”が認知症を進行させます。１０品目をバランスよく食べましょう。 

＜健診値＞　●アルブミン値が低い　　●赤血球数が少ない 
　　　　　　たんぱく質や鉄分の不足が“脳の栄養不足”につながり、認知機能の低下を 
　　　　　　促していると考えられます。 

原 則 １日１０品目をきちんと食べよう １ 

　ウォーキングが脳の活動に効果的なことは様々な
報告で明らかになっています。さらにより大事なの
は「広い歩幅で歩く」ということなのがわかりました。 
　元気によく歩く人ほど、認知症になりにくいです。 

原 則 歩幅を広げて姿勢よく歩こう ２ 

　年齢とともに足腰が弱くなっても、外出する機会
が多い人ほど歩行機能は保たれます。外出し、いろ
いろな人と会話をし、つながりを持つことで、脳へ
のよい刺激になり、認知症の予防につながります。 

　前日のことを思い出すことも脳のトレーニングです。こまめな脳トレで認知症予防に役立
てましょう。 

原 則 行動範囲を広げよう ３ 

ここでチェック！ 
昨日食べたものの献立を思い出してみましょう。 
１０品目、とれていますか。 

ここでチェック！ 
昨日は何人の人と会話をしましたか(電話も含む)。 
会話した人の顔も思い出してみましょう。 

いつもより 
大股で！ 

視線は前方に 

かかとから 
足を下ろす 

手は 
しっかり 
後ろに振る 

しっかり 
蹴り出す 

上半身を起こす 

腹筋はしめておく 
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　　やすらぎ健康増進センター　　　４３－３２０１ 問 

平成２７年８月１日 14 第613号

　予防接種法に基づくジフテリア破傷風二種混合（ＤＴ）の予防接種を下記の要領で実施いたします。お子さん
の体調の良いときに保護者の方と一緒に予防接種をお受けくださいますようお願いいたします。
１．対 象 者　小学６年生（平成１５年４月２日～平成１６年４月１日生まれ）
２．接種期間　８月１日（土）～８月３１日（月）
３．持 ち 物　①母子健康手帳
　　　　　　　②予診票（若草色）　※予診票の裏面の保護者用チェックリストを記入した後で、
　　　　　　　　　　　　　　　　　予診票の各項目について漏らさず記入し、当日持参してください。
４．接種場所　次の委託医療機関に限ります。
　＊必ず、接種希望日の１週間前までに医療機関に電話予約のうえお出かけください。

５．注意事項　・必ず、お子さんの体調を確認できる保護者の方が同伴してください。
　　　　　　　・同封した「ジフテリア破傷風二種混合ワクチン（ＤＴ）予防接種を受けるにあたって」の説明

書を必ずよく読んでから接種を受けてください。
　　　　　　　・接種期間内にやむをえず接種できなかった場合、やすらぎ健康増進センター　保健師（ 　４３－

３２０１）までご連絡ください。

＊関ケ原町・医療機関名＊
藤井病院　　　　　　 　４３－００３２関ケ原クリニック　　 　４３－２９９９浅野医院　　　　　　 　４３－００１７

＊垂井町・医療機関名＊
不破医院　　　　　　 　２２－０１２６古井医院　　　　　　 　２２－００３１あいはら医院　　　　 　２２－１０１３
安田医院　　　　　　 　２２－３１５３和田内科胃腸科　　　 　２３－２８２８多賀内科医院　　　　 　２２－０１０７
やまざきキッズクリニック　 　２３－０５７７古川医院　　　　　　 　２２－０８１１はくあい内科クリニック　 　２４－１２６５

8888
備　考対象者会 場日　時内　容

母
子
関
係

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

保健福祉総合施設 
「やすらぎ」

午前９時３０分～午前１１時００分６日（木）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２０日（木）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２５年１２月・平成２６年１月生まれ午後１時１５分～午後１時４５分
２７日（木）

１歳６ヶ月児健診
平成２４年６月・７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」

午前９時１５分～午前１２時００分
５日（水）

シルバービクス教室

成
人
関
係

午後１時００分～午後３時４５分新！血液さらさら教室
午後１時００分～午後３時１５分７日（金）ヨ ー ガ 教 室

音楽療法午前１０時００分～午前１１時３０分１８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１９日（水）筋肉しっかりトレーニング教室

①町の２０～３９歳の希望者
②③④４０歳以上の希望者
（肺がん検診は、

胸部Ｘ線＋ＣＴコースのみ）
⑤主に４０歳の方
⑥５０歳以上の男性希望者
⑦４０歳以上７４歳以下の

町国民健康保険加入者
⑧後期高齢者医療保険加入者

午後１時３０分～午後２時３０分

２０・３０代健診①
肺 が ん 検 診②
大 腸 が ん 検 診③

３日（月）呼 吸 機 能 検 査④
１０日（月）肝炎ウイルス検診⑤
１１日（火）前立腺がん検診⑥

特 定 健 診⑦
ぎふすこやか健診⑧

町の２０・３０代健診、特定健診、
ぎふすこやか健診を受診された方

ふれあいセンター
午前９時１５分～午前１１時００分

４日（火）

健 診 事 後 相 談 会

保健福祉総合施設 
「やすらぎ」

７日（金）
１７日（月）

午後６時００分～午後７時３０分１９日（水）
ふれあいセンター

午前９時１５分～午前１１時００分

２１日（金）
保健福祉総合施設
「やすらぎ」２５日（火）

竹の尻転作センター２６日（水）
今須生活改善センター２８日（金）


