
関市空き家情報バンクと不動産事業者との連携START！
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利用申込

物件調査・媒介依頼

賃貸借・売買の交渉・契約 賃貸借・売買の交渉・契約

物件調査 見学会実施

不動産事業者向けの説明会を開催します！
【日時】 平成３０年１月３０日（火） 午前１０時から１時間程度
【場所】 関市役所６階 ６－２会議室
【対象】 市内に事業所を有する公益社団法人岐阜県宅地建物取引業協会の会員
【内容】 「関市空き家情報バンク」事業における空き家の調査及び媒介に関する協力制度について

ぜひ取材にお越しください！

制度のイメージ図

【お問い合わせ】

関市市民協働課 河合・髙木

電 話：0575－23－6831

本市では、空き家の有効活用を通して、移住促進及び地域の活性化を図る目的で、平成23年度から空き家情報バンク制度を
開始しました。これまで、空き家物件の調査、市ホームページや facebook「関市移住情報ナビ」における空き家情報の発信、所有
者と移住希望者のマッチングをするための空き家見学会等を、関市が直接行ってきました。
地方移住がブームになっている影響もあってか、都市圏から関市へ移住を希望される方は年々増加し、年間 100 件超のお問い

合わせをいただいています。
今回の連携により、空き家物件の調査と賃貸借･売買の交渉及び契約等を、専門的な知識やノウハウを有する公益社団法人

岐阜県宅地建物取引業協会会員である不動産事業者に請け負っていただくことで、空き家所有者と移住希望者がより安心して当
制度を利用し、円滑な取引を促し、さらなる空き家利活用による移住推進に繋げていきたいと考えています。



平成３０年 1月 市長記者会見 次第
１月２６日（金）午前１０時３０分～

市役所３階・庁議室

◆市長あいさつ

◆主要会見事項

～設計コンセプトや現状の設計方針～

１．刃物ミュージアム回廊 設計に関する概要説明会を開催します 【観光交流課】

２．関市空き家情報バンクと不動産事業者との連携がスタート！ 【市民協働課】

３．上之保事務所 完成式・内覧会 【上之保事務所】

～会場を変更し、内容も一新！！～

４．「関市ふるさと懇談会」が生まれ変わります 【秘書広報課】

５．２月３日、関市立電子図書館がオープンします 【生涯学習課】

◆資料提供

６．｢認知症と共生するまちづくり｣に関する連携協定締結式 【高齢福祉課】

～鳥越俊太郎さん 講演会～

７．医療の現場～がんと向き合って～ 【保健センター】

～なるほど！健康講演会①～

糖尿病になりたくない方のための基本の「き」 【保健センター】

～なるほど！健康講演会②～

腎臓が最後まで働ける人生を送るために 【保健センター】

～第１回いちご学級子育て講演会～

８．夫婦仲良く、子どもイキイキの子育て 【生涯学習課】

９．２０１８ ふどうの森トレイルラン 【スポーツ推進課】

次回の定例記者会見は、平成３０年２月９日（金）午前１０時３０分からの予定です。





刃物ミュージアム回廊

設計に関する概要説明会を開催します

　「刃物のまち・自然と文化の散策回廊」をコンセプトとして関市の産業と観光の拠点づくりをめざす『刃物

ミュージアム回廊整備事業』。関市においては、この事業に係る拠点的施設の設計に当たり、多くの皆さまの

ご意見を参考にして進めていくために、説明会を開催します。

　説明会当日は、設計コンセプトや現状における設計方針などを説明するほか、説明会参加者との質疑応答

を予定しています。

　説明会への参加申込みは不要で、どなたでもご参加いただけます。なお、報道関係の皆さまも入室いただけ

ます。

〈報道関係各位〉

〈本リリースに関する報道関係の方からのお問い合わせ先〉
関市役所北庁舎２階　関市　経済部　観光交流課　刃物ミュージアム回廊推進室

（室長：今井田　担当：長瀬、岩佐）
TEL：0575-23-7704　　FAX：0575-23-7741

拠点施設のイメージ
（※イメージのため、完成は異なる場合があります。）

　　　　　　2018年1月26日
関市　経済部　観光交流課

刃物ミュージアム回廊の設計に関する概要説明会

■日時

　　２月２１日（水）　午後７時００分～　（１時間程度）

■場所

　　関市役所本庁舎　６階　大会議室

　　（〒501-3894　関市若草通３丁目１番地）

■内容（予定）

　　・設計コンセプト、設計方針などに関する概要説明

　　・参加者を交えた質疑応答

～　設計コンセプト　～

活動と空間を統合デザインすることで、持続的な「にぎわ

い発生装置」となる刃物会館・地域交流施設

＜３つのポイント＞

■step１　市民・観光客が繰り返し来たくなる場

　大屋根の下に刃物＋人による街並をつくる【建築】
… 大屋根の下に、刃物展示に合わせ、人々の活動場所など、多様な

場所を共存させることで、いつも違った賑わいある風景をつくり出し、

新たな来訪者を呼び込む。

■step２　関の産業・ライフスタイルを体感できる場

　「展示」と「活動」、２つのエリア【ゾーニング】
… 建物のパブリックゾーンを、展示空間となる「ディスプレイエリア」と、

多様な活動の受皿となる「フレキシブルエリア」に分け、隣接させるこ

とで、日常の中で関の刃物文化に触れるシーンをつくり出す。

■step３　多様な主体のコラボレーションの場

　街づくりの実績とネットワークを活かす【運営支援】

… 設計事業者のまちづくり活動の実績とネットワークを活かし、施設

整備後の発展させたまちづくりも想定し、実効性の高い活動シーンと

空間をつくり出す。
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不動産事業者向けの説明会を開催します！
【日時】 平成３０年１月３０日（火） 午前１０時から１時間程度
【場所】 関市役所６階 ６－２会議室
【対象】 市内に事業所を有する公益社団法人岐阜県宅地建物取引業協会の会員
【内容】 「関市空き家情報バンク」事業における空き家の調査及び媒介に関する協力制度について

ぜひ取材にお越しください！

制度のイメージ図

【お問い合わせ】

関市市民協働課 河合・髙木

電 話：0575－23－6831

本市では、空き家の有効活用を通して、移住促進及び地域の活性化を図る目的で、平成23年度から空き家情報バンク制度を
開始しました。これまで、空き家物件の調査、市ホームページや facebook「関市移住情報ナビ」における空き家情報の発信、所有
者と移住希望者のマッチングをするための空き家見学会等を、関市が直接行ってきました。
地方移住がブームになっている影響もあってか、都市圏から関市へ移住を希望される方は年々増加し、年間 100 件超のお問い

合わせをいただいています。
今回の連携により、空き家物件の調査と賃貸借･売買の交渉及び契約等を、専門的な知識やノウハウを有する公益社団法人

岐阜県宅地建物取引業協会会員である不動産事業者に請け負っていただくことで、空き家所有者と移住希望者がより安心して当
制度を利用し、円滑な取引を促し、さらなる空き家利活用による移住推進に繋げていきたいと考えています。

〈報道関係各位〉
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平成３０年１月２６日

関市企画部上之保事務所

日時 平成３０年１月２８日（日） 午前１０時～１２時

場所 関市上之保１５０１９番地 関市上之保事務所

現上之保事務所は、昭和４０年に建築され５０年以上が経過していることや、耐震診断

により所要の耐震性能を満たしていないと判断されたことなどにより、平成２７年３月を

もって廃止となった旧上之保デイサービスセンターを事務室等に改修し、１月２９日から

新事務所で業務を開始します。

（１）開会

（２）市長挨拶 （関市長）

（３）来賓祝辞 （関市議会議長、波多野源司関市議会議員）

（４）テープカット（関市長、市議会議長、波多野市議、自治会連合会上之保支部長、

上之保ふれあいのまちづくり推進委員長）

（５）閉会

（１）所在地

関市上之保１５０１９番地

（２）建物の概要

（３）工期

（４）事業費

関市上之保事務所 完成式・内覧会

１．完成式 １０：００～

２．内覧会 １０：３０～

３．施設について

（事務室等の部分） （ホール等共有部分）

構造 鉄筋コンクリート平屋建て

延床面積 ２８８．００㎡

構造 木造平屋建て

延床面積 ２３６．１６㎡

建築工事 着工 平成２９年 ６月１５日 ～ 完成 平成２９年１２月１１日

機械設備工事 着工 平成２９年 ６月２２日 ～ 完成 平成２９年１２月１１日

電気設備工事 着工 平成２９年 ６月２２日 ～ 完成 平成２９年１２月１１日

総事業費 ８２，２９３，８４０円

（内訳） 設計委託費 ２，４３０，０００円

建築工事費 ３３，０４９，０８０円

機械設備工事費 １７，７１２，０００円

電気設備工事費 ２４，６０５，６４０円

備品購入費 ４，４９７，１２０円
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問い合わせ先

関市上之保事務所

℡0575－47－2001

事務室

倉庫

書庫

休憩室

会議室２会議室１

宿直室
玄関

待合

更衣室

更衣室

ホール
（共有）

玄関
（共有）

会議室３
（共有）

上 之 保 事 務 所 平面 図

トイレ

上之保事務所・上之保老人福祉センター全体図

上之保事務所 上之保老人福祉センター

Ｎ

４．写真

外観 事務室

５．平面図
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　初の 銀座 開催！

「関市ふるさと懇談会」が生まれ変わります
　内容も大幅リニューアル！大学生にも参加してもらい雰囲気を一新！

　首都圏在住の関市出身者や関市にゆかりのある方々に広く呼び掛け、市政報告や情報交換

の場として「関市ふるさと懇談会」を開催します。例年、ホテルルポール麹町（千代田区）

にて開催していましたが、今年は会場をコートヤード・マリオット銀座東武ホテルに移し、

あわせてスタイルも従来の着席形式から立食形式に変更し、堅苦しい雰囲気を変えるべくリ

ニューアルを図っています。また、若者にも参加してもらえるよう学生料金を新たに設け、

成人式会場等でＰＲしたところ、１２名の大学生から申し込みがあり（昨年は０人）、いま

までとは違った雰囲気での懇談会が開催される予定です。　

　　　　

〈報道関係各位〉

〈本リリースに関する報道関係の方からのお問い合わせ先〉
関市役所北庁舎３階　関市　市長公室　秘書広報課（担当：山田真也）

TEL：0575-23-7710　　FAX：0575-23-7744

会場のご案内

　　　　　　2018年1月26日
関市　市長公室　秘書広報課

昨年のようす

＜ふるさと懇談会の概要＞

■日　時　　平成３０年２月７日（水）１９時～２１時（受付１８時３０分～）

■会　場　　コートヤード・マリオット銀座東武ホテル　３Ｆ龍田

　　　　　　（東京都中央区銀座６－１４－１０）

■内　容　　挨拶・市政報告：１９時００分～１９時２０分　　

　　　　　　懇　　親　　会：１９時２０分～２１時００分

　　　　　　※関武将隊によるアトラクション有り

■参加費　　４，０００円（学生は１，０００円）

■参加者　　首都圏にお住いの関市出身者や関市にゆかりのある方、約９０名（予定）

変
更
点

１．会場が銀座へ！（ホテルルポール麹町 ⇒ コートヤード・マリオット銀座東武ホテル）

２．堅苦しい雰囲気を和らげるため、着席形式から立食形式に！

３．若者の参加者を増やすため、学生料金を設け大学生にもＰＲ！（大学生が１２名参加）

※1月25日時点の参加予定者数90名   

  のうち大学生は１２名　　
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平成 30年「関市ふるさと懇談会」の開催について

１ 日 時 平成 30 年 2 月 7 日（水）19 時～21 時（受付 18 時 30 分～）

２ 会 場 コートヤード・マリオット銀座東武ホテル(東京都中央区銀座 6-14-10)

３ 内 容

（１）挨拶・市政報告：19 時 00 分～19 時 20 分

（２）懇 親 会：19 時 20 分～21 時 00 分

※立食パーティー形式で行い、会費制（一人 4,000 円、学生 1,000 円）とします。

４ 人 数 90 名（予定）

５ 参加者 首都圏にお住まいの関市出身者や関市にゆかりのある方

（１）関市ふるさとアドバイザー

（２）中央省庁等の関市出身者

（３）市内企業の首都圏営業所

（４）首都圏の大学生など

６ 来 賓

（１）地元国会議員（武藤 容治 衆議院議員）

（２）岐阜県知事、岐阜県東京事務所長

７ 関市からの出席予定者

（１）関商工会議所会頭

（２）岐阜県関刃物産業連合会長

（３）関市観光協会長

（４）市議会議長

（５）市長、その他関係する市職員

（趣旨）

首都圏在住の関市出身者や関市にゆかりのある方々に広く呼び掛け、市政報告や情報交

換等の場として「関市ふるさと懇談会」を開催する。

市の現況報告や最新情報等の提供および首都圏の経済情勢や国政の動き等の情報収集

のほか、市のＰＲを図ることを目的とする。

（経緯）

○平成 4年 8月～ 首都圏在住の関市出身者を対象に「関市ふるさとアドバザー」委嘱

○平成 5年 2月～ 第１回「関市ふるさと懇談会」を開催（※アドバイザーのみ出席）

○平成 21 年 2 月～ ふるさとアドバイザーに加え、関市出身者や関市にゆかりのある者に

広く声をかけるようにし、ふるさと懇談会の対象者を拡大して開催する。

○平成 30 年 2 月～ 若者の参加者を増やすため、関市出身で首都圏の大学に通う学生にも

広く声をかけ、対象者を拡大して開催する。
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＜昨年の様子＞

＜会場周辺図＞

〒104-0061 東京都中央区銀座 6-14-10（TEL：03-3546-0111 FAX：03-3546-8990）
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２４時間どこからでも利用できる電子図書館を、関市立図書館の新たなサービスとして導入します！

従来の出版物で用いられてきた紙とインクではなく、デジタルデータで作成された出版物である、電子

書籍を紙の本と同じように、貸出・予約・閲覧・返却できるのが電子図書館です。

電子図書館サービスの導入により、図書館が所蔵する紙媒体の図書資料を普段利用することが難しい非

来館者や、高齢者・障がい者向け、育児中の親向けに発信し、いつでも、どこでも、だれでも身近に本があり、

気軽に読書を楽しむことができるまちづくりを進めます。

また、電子図書館サービスは、学生が普段使い慣れているスマホやパソコンを活用することで、中高生や

大学生などの若者の読書がしやすい環境を整備し、読む習慣の定着化により「若者の活字離れ」の減少を目

指します。

そして、近年グローバル化が急速に進展する中で、外国語、特に英語によるコミュニケーション能力は、こ

れまでのように一部の業種や職種だけでなく、様々な場面で必要となっています。関市立図書館では、今年

度から英語多読コーナーを設置し、「英語多読の進め方の講座」を開催するなど、英語教育に力を入れて運

営を図る必要があると考えているため、電子図書館資料も、海外書籍やリスニングを通した語学の学習に適

したオーディオブックをはじめとした外国語コンテンツを中心に整備し、子どもの頃から英語に親しむことがで

きる環境の構築を目指します。

オープニングイベント
実際に電子図書館を体験してもらうことで、そ

の魅力を伝えるためのイベントを開催！！

電子図書館資料は、現在 89冊

今後、随時追加します！

『電子図書館を使って英語で読み聞かせ』

電子図書館を使った絵本の読み聞かせを行い

ます。絵本を見ながらネイティブな英語を聞い

て、電子図書館の魅力を来て、見て、体験してみ

ませんか？

とき：2月3日（土）①午前11時～②午後2時～

ところ：図書館おはなしコーナー

『はじめての電子図書館』

みなさんに気軽に電子図書館を利用してもら

うため、パソコン等を使って、電子図書館のガイ

ダンスを行います。電子図書館って何？電子図書

館ってどうやって使うの？登録をするには？と

いう疑問を持っている方は、この機会にぜひどう

ぞ（事前申込不要）

とき：2月3日（土）①午前10時～②午後1時～

ところ：図書館おはなしコーナー

〈報道関係各位〉
2018年1月26日

関市教育委員会生涯学習課
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電子図書館の利用方法

①関市立図書館本館のカウンターで申込書に必要事項を記入のうえ、図書館カードを提示すると、関市

立

電子図書館ＩＤ・パスワードが発行されます。

※ＩＤ・パスワードは有効期限がありません。また、変更することができませんので、なくさないよ

う

注意してください。

②電子図書館専用サイト（http://sekicity.libraryreserve.com）へアクセスし、

自分のＩＤ･パスワードでログインします。

③読みたい本を選びます（貸出冊数：３冊（紙の本とは別）、貸出期間：１４日間）

利用者個人のパソコン・タブレット端末、スマートフォン等

※推奨環境：推奨ブラウザInternetExplorer9～、Safari5.0～、Firefox14～、Chrome15～

推奨機器Windows7以降、Mac OS 10.6以降、Android2.3以降、iOS5.0以降

※サービスの利用は無料ですが、通信料は利用者の負担となります。

電子図書館で読める本

"Never Let Me Go"

Kazuo Ishiguro,

Faber & Faber

※邦題『わたしを

離さないで』

『こども絵本エルラ

イン1 乗り物ずかん

(2018年版)』小賀野

実、JTBパブリッシン

グ

"Curious George Goes to

the Zoo (Read-aloud)" H.

A. Rey, Houghton Mifflin

Harcourt

※邦題『おさるのジョージ

どうぶつだいすき』

『ビジネス文書&メー

ルの基本』鈴木真理子、

すばる舎

『これだけは知ってお

きたい子どもの病気と

薬の知識』稲毛康司、

法研

この他にもいろいろな本が読めます

＜照会先：関市教育委員会生涯学習課（わかくさ・プラザ学習情報館内）

電話0575-23-7777 メールgakushu@city.seki.lg.jp＞
9



「認知症と共生するまちづくり」
　　　　　　に関する連携協定締結式

　関市は、株式会社エーザイ、武儀医師会、関歯科医師会、薬剤師会、社会福祉協議会と

「認知症と共生するまちづくり」に関する連携協定を締結します。

　この連携協定の締結で、認知症に関する豊富なデータや資材等を提供していただくことが

でき、専門機関や市民への啓発や政策に生かすことができます。また、各機関との連携の

ペースト役をエーザイが担うことで、より一層関係機関との連携強化が期待できます。

　行政、専門機関、企業が一体となって｢認知症と共生するまちづくり｣へ向けて取り組みま

す。

〈報道関係各位〉

〈本リリースに関する報道関係の方からのお問い合わせ先〉
関市役所南庁舎１階　関市福祉部高齢福祉課（担当：千葉さとみ）

TEL：0575-23-8127

　　　　　　2018年1月26日
関市　市長公室　秘書広報課

＜連携協定締結式＞

■日　時　　平成３０年２月１日（木）１４時～１４時５０分

■場　所　　関市役所３階　庁議室

■内　容　　関市、(株)エーザイ、武儀医師会、薬剤師会、社会福祉協議会による

　　　　　　｢認知症と共生するまちづくり｣連携協定の締結

協定内容

　・認知症に関する理解促進、啓発、予防に関すること

　・医療、介護、福祉関係者等との専門職種や市民への認知症に関する情報提供、専門職種の　　　　

　　ネットワーク強化

　・認知症と共生するまちづくりの推進にかんすること

　・高齢者の虐待防止、行方不明時発見に関すること

認知症サポーターのシンボル
｢オレンジリング｣

認知症患者の家族が交流する場
｢ぬくもりカフェ｣

10



平成 30年 1月 26日 記者発表資料

Ｈ２９しあわせヘルスプロジェクト

健康講演会

テレビでおなじみの 鳥越俊太郎さん の講演会を関市で開催します

医療の現場～がんと向き合って～医療の現場～がんと向き合って～
2005 年に直腸がんを発症、4度の手術をのりこえ、

精力的に活動を続けられるご自身の生き方や働き方など、

苦しい闘病生活を通して学んだことをお話しいただきます。

●開催目的

関市では、健康計画である「しあわせヘルスプラン 第２次健康せき２１計画」に

基づき、広く市民に健康づくりの重要性を普及しています。

健康意識の向上と健康の取組促進をするためのひとつとして、著名人による健康講

演会を開催します。

また、講演会の前には、しあわせヘルスプロジェクトの企画として行った、せき＊

企業対抗ミリオンウオーキングの各表彰式を行い、その栄誉を讃えます。

●健康講演会講師 鳥越 俊太郎 氏 （ジャーナリスト）

※講師写真と主な経歴、活動の詳しくは添付のチラシをご覧ください。

●開催日時 平成３０年１月２８日（日）

開場 午後１時

表彰式 午後１時３０分～２時

健康講演会 午後２時～３時３０分

●会場 わかくさ・プラザ 学習情報館 多目的ホール（関市若草通２丁目１番地）

※駐車場に限りがあるため、乗り合わせてお越しください。

●定員 ３５０名（先着順） 入場券はありません。

●入場料 無料

●表彰式の内容

「せき＊企業対抗ミリオンウオーキング表彰式」

エントリーされた５０チームの内、チーム５名の合計歩数が１００万歩以上の

上位３チームを表彰します。

●せき＊しあわせヘルスマイレージポイント対象事業 ３ポイント対象です。

●関市しあわせ循環ポイント対象事業(STAMP ﾌ･ﾌ･ﾌｶｰﾄﾞ) ５０ポイント対象です。
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平成 30年 1月 26日 記者発表資料

なるほど！健康講演会

糖尿病になりたくない方のための基本の糖尿病になりたくない方のための基本の「「き」き」
糖尿病患者が全国的に増えています。

糖尿病になりやすいのはどんな人？どうしたら改善できるの？

実際の治療に携わってみえる医師のお話を聞いて、

予防の知識を深めましょう。

●講演会講師 三浦 淳 氏 （みうら内科・糖尿病クリニック院長）

●開催日時 平成３０年１月３１日（水）午後６時３０分～８時

●会場 関市保健センター（関市日ノ出町１丁目３番地３）

※駐車場に限りがあるため、乗り合わせてお越しください。

●定員 ８０名（先着順） 入場券はありません。

●入場料 無料

●せき＊しあわせヘルスマイレージポイント対象事業 ２ポイント対象です。

なるほど！健康講演会

腎臓が最後まで働ける人生を送るために腎臓が最後まで働ける人生を送るために
糖尿病は悪化すると慢性腎臓病になります。

さらに重症化すると人工透析が必要となることも・・・。

そうならないために、大切な腎層の役割と、

今からできる予防についての知識を深めましょう。

●講演会講師 村田 一知朗 氏

（慢性腎臓病(CKD)医療連携講座 岐阜大学大学院医学系研究科 特任准教授）

●開催日時 平成３０年２月２２日（木）午後６時３０分～８時

●会場 関市保健センター（関市日ノ出町１丁目３番地３）

※駐車場に限りがあるため、乗り合わせてお越しください。

●定員 ８０名（先着順） 入場券はありません。

●入場料 無料

●せき＊しあわせヘルスマイレージポイント対象事業 ２ポイント対象です。
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◎日時  平成 30年 1月 31日（水） 午後 6:30～8:00 

◎場所   関市保健センター 2階会議室  

◎講師   みうら内科・糖尿病クリニック院長（美濃市） 

     （日本糖尿病学会糖尿病専門医 

        他、多数の資格をお持ちの医師です。） 

            三浦
み う ら

 淳
あつし

 先生 

◎定員   80名 （先着順 予約が必要です） 

  

     
 

 

お申し込み、お問い合わせ：関市保健センター 

電話番号 24-0111、FAX 23-6757 

 

 

 

 

なるほど！健康講演会 
 

糖尿病患者が全国的に増えているのはご存知ですか？ 

関市でも、糖尿病が強く疑われる値となった人の割合が 10.3％

で、岐阜県 42市町村中ワースト 2位でした。（岐阜県の生活習慣病白

書 2016より） 

糖尿病になりやすいのはどんな人？どうしたら改善できるの？

実際の治療に携わってみえる医師のお話を聞いて、予防の知識を

深めましょう。 
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◎日時  平成 30年 2月 22日（木） 午後 6:30～8:00 

◎場所   関市保健センター 2階会議室  

◎講師   慢性腎臓病（ＣＫＤ）医療連携講座 

        （岐阜大学大学院医学系研究科） 

 特任准教授  村田
む ら た

 一
いち

知
じ

朗
ろう

 先生 

◎定員   80名 （先着順 予約が必要です） 

  

     
 

 

お申し込み、お問い合わせ： 

関市保健センター 電話番号   24-0111  

FAX番号  23-6757 

 

 

 

なるほど！健康講演会  

糖尿病患者が全国的に増えているのはご存知ですか？糖

尿病は重症化すると慢性腎臓病になります。 

国民の 8人に 1人がかかるという慢性腎臓病は、さらに

重症化すると人工透析が必要となります。 

そうならないために、大切な腎臓の役割と、今からでき

る予防についての知識を深めましょう。 
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平成２９年度  

「第１回いちご学級子育て講演会」のご案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

子育ては自分の年齢に関係なく、子どもの年齢とともに学びを深めていく作業です。そして、基

本的にお父さんとお母さんとの協働作業です。いちご学級ではお母さんが中心に参加していただき

ました。ママ友も増え、もっと話をしたいという方もあるかもしれません。そこで、いちご学級事

務局では、新たな企画をし、皆さんのさらなる子育ての学びを深めていただこうと考えました。 

 今回、講師に髙田浩史先生をお迎えして、夫婦で子育てをしていくための秘訣を語っていただき

ながら、いろいろ質問をしてみたり、参加者同士でワイワイ語り合ってみませんか？ 

 いちご学級生対象ではありますが、希望されるお父さんの参加も OK です。強制ではありませ

ん。また、お子さんの託児を希望される場合は申込をしてください。 

 これからの子育ては、わが子の未来にも関わります。「子育てしゃべり場」の輪を広げましょう！ 

１ 日  時：平成３０年２月４日(日)  

１０:００～１１:３０ 

２ 会  場：カフェ・ほんわか【右図参照】 

わかくさ・プラザ  

学習情報館内１F 図書館隣 

３ 対 象 者：平成２９年度 関地域乳幼児期 

家庭教育学級生(いちご学級生) 

４ 参 加 費：飲み物代 

５ 託  児：有 

６ 主  催：関市教育委員会生涯学習課 

TEL：0575-23-7777 
FAX：0575-23-7778 

 

講師：高田 浩史（たかだ ひろし）先生 

プロフィール 
＊国語・作文教室「文聞分（ぶんぶんぶん）」主宰 

＊兼業主夫 

＊各務原市男女が輝く都市づくり審議会委員 

＊元愛知県職員(環境行政） ＊元高校教師 

多目的 

ホール 市立図書館 

生涯学習課 

事務室 

学習情報館内の部屋の配置と 

「カフェほんわか」の位置 
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2018.2.18（日）

2018 ふどうの森

トレイルラントレイルラン

迫間不動尊 迫間大雲寺迫間八方不動
○開催地：

岐阜県関市、各務原市、坂祝町

○主催：

関市ふどうの森トレイルラン実行委員会

○共催：（一財）関市体育協会

〇後援・協力など募集中

問い合わせ先

関市体育協会

0575-23-8525

猿ばみ城 大岩不動
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開催日時

2018 年 2 月 18 日（日）

受付：岐阜県関市迫 1184

大雲寺 ☎0575-24-3354

スタート 8:30 制限時間 6時間

大会スケジュール

7：30 受付開始

8：00 開会式

8：30 スタート

14：00 表彰式

15：45 競技終了

コースについて

関市の迫間不動尊を中心に、ふどうの森、猿ばみ城、各務原アルプスを結ぶ関・坂祝・

各務原にまたがる「中濃南アルプス」地帯の山道を縦走し、自然豊かな里山から急峻な

崖の下り道を含む累積標高差 1815ｍ、最高高度 391ｍ、最低高度 80ｍのコースを設定し

ています。

エントリーについて

・定員 200 名 ・参加費 4,000 円 ・受付期間 平成 29 年 12 月 1 日～28 日

・申込方法 スポーツエントリーHP より（https://www.sportsentry.ne.jp）

（現在募集は終了しております。）

・現在の参加人数内訳

女性参加者 34 人

参加者平均年齢 44 歳 最高齢者 67 歳

参加者内訳（岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、静岡県、千葉県、大阪府、

長野県、東京都、福井県、兵庫県、和歌山県）

・問い合わせ先 ふどうの森トレイルラン実行委員会事務局
〒501-3802 岐阜県関市若草通 2丁目 1番地
関市総合体育館内 一般財団法人関市体育協会
TEL:0575-23-8525 FAX:0575-23-3388 ✉:soumu@sekitaikyo.jp

2018 ふどうの森トレイルラン 大会概要
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平成３０年 1月 市長記者会見 次第
１月２６日（金）午前１０時３０分～

市役所３階・庁議室

◆市長あいさつ

◆主要会見事項

～設計コンセプトや現状の設計方針～

１．刃物ミュージアム回廊 設計に関する概要説明会を開催します 【観光交流課】

２．関市空き家情報バンクと不動産事業者との連携がスタート！ 【市民協働課】

３．上之保事務所 完成式・内覧会 【上之保事務所】

～会場を変更し、内容も一新！！～

４．「関市ふるさと懇談会」が生まれ変わります 【秘書広報課】

５．２月３日、関市立電子図書館がオープンします 【生涯学習課】

◆資料提供

６．｢認知症と共生するまちづくり｣に関する連携協定締結式 【高齢福祉課】

～鳥越俊太郎さん 講演会～

７．医療の現場～がんと向き合って～ 【保健センター】

～なるほど！健康講演会①～

糖尿病になりたくない方のための基本の「き」 【保健センター】

～なるほど！健康講演会②～

腎臓が最後まで働ける人生を送るために 【保健センター】

～第１回いちご学級子育て講演会～

８．夫婦仲良く、子どもイキイキの子育て 【生涯学習課】

９．２０１８ ふどうの森トレイルラン 【スポーツ推進課】

次回の定例記者会見は、平成３０年２月９日（金）午前１０時３０分からの予定です。





刃物ミュージアム回廊

設計に関する概要説明会を開催します

　「刃物のまち・自然と文化の散策回廊」をコンセプトとして関市の産業と観光の拠点づくりをめざす『刃物

ミュージアム回廊整備事業』。関市においては、この事業に係る拠点的施設の設計に当たり、多くの皆さまの

ご意見を参考にして進めていくために、説明会を開催します。

　説明会当日は、設計コンセプトや現状における設計方針などを説明するほか、説明会参加者との質疑応答

を予定しています。

　説明会への参加申込みは不要で、どなたでもご参加いただけます。なお、報道関係の皆さまも入室いただけ

ます。

〈報道関係各位〉

〈本リリースに関する報道関係の方からのお問い合わせ先〉
関市役所北庁舎２階　関市　経済部　観光交流課　刃物ミュージアム回廊推進室

（室長：今井田　担当：長瀬、岩佐）
TEL：0575-23-7704　　FAX：0575-23-7741

拠点施設のイメージ
（※イメージのため、完成は異なる場合があります。）

　　　　　　2018年1月26日
関市　経済部　観光交流課

刃物ミュージアム回廊の設計に関する概要説明会

■日時

　　２月２１日（水）　午後７時００分～　（１時間程度）

■場所

　　関市役所本庁舎　６階　大会議室

　　（〒501-3894　関市若草通３丁目１番地）

■内容（予定）

　　・設計コンセプト、設計方針などに関する概要説明

　　・参加者を交えた質疑応答

～　設計コンセプト　～

活動と空間を統合デザインすることで、持続的な「にぎわ

い発生装置」となる刃物会館・地域交流施設

＜３つのポイント＞

■step１　市民・観光客が繰り返し来たくなる場

　大屋根の下に刃物＋人による街並をつくる【建築】
… 大屋根の下に、刃物展示に合わせ、人々の活動場所など、多様な

場所を共存させることで、いつも違った賑わいある風景をつくり出し、

新たな来訪者を呼び込む。

■step２　関の産業・ライフスタイルを体感できる場

　「展示」と「活動」、２つのエリア【ゾーニング】
… 建物のパブリックゾーンを、展示空間となる「ディスプレイエリア」と、

多様な活動の受皿となる「フレキシブルエリア」に分け、隣接させるこ

とで、日常の中で関の刃物文化に触れるシーンをつくり出す。

■step３　多様な主体のコラボレーションの場

　街づくりの実績とネットワークを活かす【運営支援】

… 設計事業者のまちづくり活動の実績とネットワークを活かし、施設

整備後の発展させたまちづくりも想定し、実効性の高い活動シーンと

空間をつくり出す。
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関市空き家情報バンクと不動産事業者との連携

関市市民協働課
公益社団法人

岐阜県宅地建物取引業協会

空 き 家

情 報

バ ン ク

空き家所有者

移住希望者

関市空き家情報バンク

不動産事業者

空き家登録

情報提供 情報提供

利用申込

物件調査・媒介依頼

賃貸借・売買の交渉・契約 賃貸借・売買の交渉・契約

物件調査 見学会実施

不動産事業者向けの説明会を開催します！
【日時】 平成３０年１月３０日（火） 午前１０時から１時間程度
【場所】 関市役所６階 ６－２会議室
【対象】 市内に事業所を有する公益社団法人岐阜県宅地建物取引業協会の会員
【内容】 「関市空き家情報バンク」事業における空き家の調査及び媒介に関する協力制度について

ぜひ取材にお越しください！

制度のイメージ図

【お問い合わせ】

関市市民協働課 河合・髙木

電 話：0575－23－6831

本市では、空き家の有効活用を通して、移住促進及び地域の活性化を図る目的で、平成23年度から空き家情報バンク制度を
開始しました。これまで、空き家物件の調査、市ホームページや facebook「関市移住情報ナビ」における空き家情報の発信、所有
者と移住希望者のマッチングをするための空き家見学会等を、関市が直接行ってきました。
地方移住がブームになっている影響もあってか、都市圏から関市へ移住を希望される方は年々増加し、年間 100 件超のお問い

合わせをいただいています。
今回の連携により、空き家物件の調査と賃貸借･売買の交渉及び契約等を、専門的な知識やノウハウを有する公益社団法人

岐阜県宅地建物取引業協会会員である不動産事業者に請け負っていただくことで、空き家所有者と移住希望者がより安心して当
制度を利用し、円滑な取引を促し、さらなる空き家利活用による移住推進に繋げていきたいと考えています。

〈報道関係各位〉
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平成３０年１月２６日

関市企画部上之保事務所

日時 平成３０年１月２８日（日） 午前１０時～１２時

場所 関市上之保１５０１９番地 関市上之保事務所

現上之保事務所は、昭和４０年に建築され５０年以上が経過していることや、耐震診断

により所要の耐震性能を満たしていないと判断されたことなどにより、平成２７年３月を

もって廃止となった旧上之保デイサービスセンターを事務室等に改修し、１月２９日から

新事務所で業務を開始します。

（１）開会

（２）市長挨拶 （関市長）

（３）来賓祝辞 （関市議会議長、波多野源司関市議会議員）

（４）テープカット（関市長、市議会議長、波多野市議、自治会連合会上之保支部長、

上之保ふれあいのまちづくり推進委員長）

（５）閉会

（１）所在地

関市上之保１５０１９番地

（２）建物の概要

（３）工期

（４）事業費

関市上之保事務所 完成式・内覧会

１．完成式 １０：００～

２．内覧会 １０：３０～

３．施設について

（事務室等の部分） （ホール等共有部分）

構造 鉄筋コンクリート平屋建て

延床面積 ２８８．００㎡

構造 木造平屋建て

延床面積 ２３６．１６㎡

建築工事 着工 平成２９年 ６月１５日 ～ 完成 平成２９年１２月１１日

機械設備工事 着工 平成２９年 ６月２２日 ～ 完成 平成２９年１２月１１日

電気設備工事 着工 平成２９年 ６月２２日 ～ 完成 平成２９年１２月１１日

総事業費 ８２，２９３，８４０円

（内訳） 設計委託費 ２，４３０，０００円

建築工事費 ３３，０４９，０８０円

機械設備工事費 １７，７１２，０００円

電気設備工事費 ２４，６０５，６４０円

備品購入費 ４，４９７，１２０円
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問い合わせ先

関市上之保事務所

℡0575－47－2001

事務室

倉庫

書庫

休憩室

会議室２会議室１

宿直室
玄関

待合

更衣室

更衣室

ホール
（共有）

玄関
（共有）

会議室３
（共有）

上 之 保 事 務 所 平面 図

トイレ

上之保事務所・上之保老人福祉センター全体図

上之保事務所 上之保老人福祉センター

Ｎ

４．写真

外観 事務室

５．平面図
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　初の 銀座 開催！

「関市ふるさと懇談会」が生まれ変わります
　内容も大幅リニューアル！大学生にも参加してもらい雰囲気を一新！

　首都圏在住の関市出身者や関市にゆかりのある方々に広く呼び掛け、市政報告や情報交換

の場として「関市ふるさと懇談会」を開催します。例年、ホテルルポール麹町（千代田区）

にて開催していましたが、今年は会場をコートヤード・マリオット銀座東武ホテルに移し、

あわせてスタイルも従来の着席形式から立食形式に変更し、堅苦しい雰囲気を変えるべくリ

ニューアルを図っています。また、若者にも参加してもらえるよう学生料金を新たに設け、

成人式会場等でＰＲしたところ、１２名の大学生から申し込みがあり（昨年は０人）、いま

までとは違った雰囲気での懇談会が開催される予定です。　

　　　　

〈報道関係各位〉

〈本リリースに関する報道関係の方からのお問い合わせ先〉
関市役所北庁舎３階　関市　市長公室　秘書広報課（担当：山田真也）

TEL：0575-23-7710　　FAX：0575-23-7744

会場のご案内

　　　　　　2018年1月26日
関市　市長公室　秘書広報課

昨年のようす

＜ふるさと懇談会の概要＞

■日　時　　平成３０年２月７日（水）１９時～２１時（受付１８時３０分～）

■会　場　　コートヤード・マリオット銀座東武ホテル　３Ｆ龍田

　　　　　　（東京都中央区銀座６－１４－１０）

■内　容　　挨拶・市政報告：１９時００分～１９時２０分　　

　　　　　　懇　　親　　会：１９時２０分～２１時００分

　　　　　　※関武将隊によるアトラクション有り

■参加費　　４，０００円（学生は１，０００円）

■参加者　　首都圏にお住いの関市出身者や関市にゆかりのある方、約９０名（予定）

変
更
点

１．会場が銀座へ！（ホテルルポール麹町 ⇒ コートヤード・マリオット銀座東武ホテル）

２．堅苦しい雰囲気を和らげるため、着席形式から立食形式に！

３．若者の参加者を増やすため、学生料金を設け大学生にもＰＲ！（大学生が１２名参加）

※1月25日時点の参加予定者数90名   

  のうち大学生は１２名　　
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平成 30年「関市ふるさと懇談会」の開催について

１ 日 時 平成 30 年 2 月 7 日（水）19 時～21 時（受付 18 時 30 分～）

２ 会 場 コートヤード・マリオット銀座東武ホテル(東京都中央区銀座 6-14-10)

３ 内 容

（１）挨拶・市政報告：19 時 00 分～19 時 20 分

（２）懇 親 会：19 時 20 分～21 時 00 分

※立食パーティー形式で行い、会費制（一人 4,000 円、学生 1,000 円）とします。

４ 人 数 90 名（予定）

５ 参加者 首都圏にお住まいの関市出身者や関市にゆかりのある方

（１）関市ふるさとアドバイザー

（２）中央省庁等の関市出身者

（３）市内企業の首都圏営業所

（４）首都圏の大学生など

６ 来 賓

（１）地元国会議員（武藤 容治 衆議院議員）

（２）岐阜県知事、岐阜県東京事務所長

７ 関市からの出席予定者

（１）関商工会議所会頭

（２）岐阜県関刃物産業連合会長

（３）関市観光協会長

（４）市議会議長

（５）市長、その他関係する市職員

（趣旨）

首都圏在住の関市出身者や関市にゆかりのある方々に広く呼び掛け、市政報告や情報交

換等の場として「関市ふるさと懇談会」を開催する。

市の現況報告や最新情報等の提供および首都圏の経済情勢や国政の動き等の情報収集

のほか、市のＰＲを図ることを目的とする。

（経緯）

○平成 4年 8月～ 首都圏在住の関市出身者を対象に「関市ふるさとアドバザー」委嘱

○平成 5年 2月～ 第１回「関市ふるさと懇談会」を開催（※アドバイザーのみ出席）

○平成 21 年 2 月～ ふるさとアドバイザーに加え、関市出身者や関市にゆかりのある者に

広く声をかけるようにし、ふるさと懇談会の対象者を拡大して開催する。

○平成 30 年 2 月～ 若者の参加者を増やすため、関市出身で首都圏の大学に通う学生にも

広く声をかけ、対象者を拡大して開催する。
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＜昨年の様子＞

＜会場周辺図＞

〒104-0061 東京都中央区銀座 6-14-10（TEL：03-3546-0111 FAX：03-3546-8990）
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２４時間どこからでも利用できる電子図書館を、関市立図書館の新たなサービスとして導入します！

従来の出版物で用いられてきた紙とインクではなく、デジタルデータで作成された出版物である、電子

書籍を紙の本と同じように、貸出・予約・閲覧・返却できるのが電子図書館です。

電子図書館サービスの導入により、図書館が所蔵する紙媒体の図書資料を普段利用することが難しい非

来館者や、高齢者・障がい者向け、育児中の親向けに発信し、いつでも、どこでも、だれでも身近に本があり、

気軽に読書を楽しむことができるまちづくりを進めます。

また、電子図書館サービスは、学生が普段使い慣れているスマホやパソコンを活用することで、中高生や

大学生などの若者の読書がしやすい環境を整備し、読む習慣の定着化により「若者の活字離れ」の減少を目

指します。

そして、近年グローバル化が急速に進展する中で、外国語、特に英語によるコミュニケーション能力は、こ

れまでのように一部の業種や職種だけでなく、様々な場面で必要となっています。関市立図書館では、今年

度から英語多読コーナーを設置し、「英語多読の進め方の講座」を開催するなど、英語教育に力を入れて運

営を図る必要があると考えているため、電子図書館資料も、海外書籍やリスニングを通した語学の学習に適

したオーディオブックをはじめとした外国語コンテンツを中心に整備し、子どもの頃から英語に親しむことがで

きる環境の構築を目指します。

オープニングイベント
実際に電子図書館を体験してもらうことで、そ

の魅力を伝えるためのイベントを開催！！

電子図書館資料は、現在 89冊

今後、随時追加します！

『電子図書館を使って英語で読み聞かせ』

電子図書館を使った絵本の読み聞かせを行い

ます。絵本を見ながらネイティブな英語を聞い

て、電子図書館の魅力を来て、見て、体験してみ

ませんか？

とき：2月3日（土）①午前11時～②午後2時～

ところ：図書館おはなしコーナー

『はじめての電子図書館』

みなさんに気軽に電子図書館を利用してもら

うため、パソコン等を使って、電子図書館のガイ

ダンスを行います。電子図書館って何？電子図書

館ってどうやって使うの？登録をするには？と

いう疑問を持っている方は、この機会にぜひどう

ぞ（事前申込不要）

とき：2月3日（土）①午前10時～②午後1時～

ところ：図書館おはなしコーナー

〈報道関係各位〉
2018年1月26日

関市教育委員会生涯学習課

8



電子図書館の利用方法

①関市立図書館本館のカウンターで申込書に必要事項を記入のうえ、図書館カードを提示すると、関市

立

電子図書館ＩＤ・パスワードが発行されます。

※ＩＤ・パスワードは有効期限がありません。また、変更することができませんので、なくさないよ

う

注意してください。

②電子図書館専用サイト（http://sekicity.libraryreserve.com）へアクセスし、

自分のＩＤ･パスワードでログインします。

③読みたい本を選びます（貸出冊数：３冊（紙の本とは別）、貸出期間：１４日間）

利用者個人のパソコン・タブレット端末、スマートフォン等

※推奨環境：推奨ブラウザInternetExplorer9～、Safari5.0～、Firefox14～、Chrome15～

推奨機器Windows7以降、Mac OS 10.6以降、Android2.3以降、iOS5.0以降

※サービスの利用は無料ですが、通信料は利用者の負担となります。

電子図書館で読める本

"Never Let Me Go"

Kazuo Ishiguro,

Faber & Faber

※邦題『わたしを

離さないで』

『こども絵本エルラ

イン1 乗り物ずかん

(2018年版)』小賀野

実、JTBパブリッシン

グ

"Curious George Goes to

the Zoo (Read-aloud)" H.

A. Rey, Houghton Mifflin

Harcourt

※邦題『おさるのジョージ

どうぶつだいすき』

『ビジネス文書&メー

ルの基本』鈴木真理子、

すばる舎

『これだけは知ってお

きたい子どもの病気と

薬の知識』稲毛康司、

法研

この他にもいろいろな本が読めます

＜照会先：関市教育委員会生涯学習課（わかくさ・プラザ学習情報館内）

電話0575-23-7777 メールgakushu@city.seki.lg.jp＞
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「認知症と共生するまちづくり」
　　　　　　に関する連携協定締結式

　関市は、株式会社エーザイ、武儀医師会、関歯科医師会、薬剤師会、社会福祉協議会と

「認知症と共生するまちづくり」に関する連携協定を締結します。

　この連携協定の締結で、認知症に関する豊富なデータや資材等を提供していただくことが

でき、専門機関や市民への啓発や政策に生かすことができます。また、各機関との連携の

ペースト役をエーザイが担うことで、より一層関係機関との連携強化が期待できます。

　行政、専門機関、企業が一体となって｢認知症と共生するまちづくり｣へ向けて取り組みま

す。

〈報道関係各位〉

〈本リリースに関する報道関係の方からのお問い合わせ先〉
関市役所南庁舎１階　関市福祉部高齢福祉課（担当：千葉さとみ）

TEL：0575-23-8127

　　　　　　2018年1月26日
関市　市長公室　秘書広報課

＜連携協定締結式＞

■日　時　　平成３０年２月１日（木）１４時～１４時５０分

■場　所　　関市役所３階　庁議室

■内　容　　関市、(株)エーザイ、武儀医師会、薬剤師会、社会福祉協議会による

　　　　　　｢認知症と共生するまちづくり｣連携協定の締結

協定内容

　・認知症に関する理解促進、啓発、予防に関すること

　・医療、介護、福祉関係者等との専門職種や市民への認知症に関する情報提供、専門職種の　　　　

　　ネットワーク強化

　・認知症と共生するまちづくりの推進にかんすること

　・高齢者の虐待防止、行方不明時発見に関すること

認知症サポーターのシンボル
｢オレンジリング｣

認知症患者の家族が交流する場
｢ぬくもりカフェ｣
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平成 30年 1月 26日 記者発表資料

Ｈ２９しあわせヘルスプロジェクト

健康講演会

テレビでおなじみの 鳥越俊太郎さん の講演会を関市で開催します

医療の現場～がんと向き合って～医療の現場～がんと向き合って～
2005 年に直腸がんを発症、4度の手術をのりこえ、

精力的に活動を続けられるご自身の生き方や働き方など、

苦しい闘病生活を通して学んだことをお話しいただきます。

●開催目的

関市では、健康計画である「しあわせヘルスプラン 第２次健康せき２１計画」に

基づき、広く市民に健康づくりの重要性を普及しています。

健康意識の向上と健康の取組促進をするためのひとつとして、著名人による健康講

演会を開催します。

また、講演会の前には、しあわせヘルスプロジェクトの企画として行った、せき＊

企業対抗ミリオンウオーキングの各表彰式を行い、その栄誉を讃えます。

●健康講演会講師 鳥越 俊太郎 氏 （ジャーナリスト）

※講師写真と主な経歴、活動の詳しくは添付のチラシをご覧ください。

●開催日時 平成３０年１月２８日（日）

開場 午後１時

表彰式 午後１時３０分～２時

健康講演会 午後２時～３時３０分

●会場 わかくさ・プラザ 学習情報館 多目的ホール（関市若草通２丁目１番地）

※駐車場に限りがあるため、乗り合わせてお越しください。

●定員 ３５０名（先着順） 入場券はありません。

●入場料 無料

●表彰式の内容

「せき＊企業対抗ミリオンウオーキング表彰式」

エントリーされた５０チームの内、チーム５名の合計歩数が１００万歩以上の

上位３チームを表彰します。

●せき＊しあわせヘルスマイレージポイント対象事業 ３ポイント対象です。

●関市しあわせ循環ポイント対象事業(STAMP ﾌ･ﾌ･ﾌｶｰﾄﾞ) ５０ポイント対象です。
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平成 30年 1月 26日 記者発表資料

なるほど！健康講演会

糖尿病になりたくない方のための基本の糖尿病になりたくない方のための基本の「「き」き」
糖尿病患者が全国的に増えています。

糖尿病になりやすいのはどんな人？どうしたら改善できるの？

実際の治療に携わってみえる医師のお話を聞いて、

予防の知識を深めましょう。

●講演会講師 三浦 淳 氏 （みうら内科・糖尿病クリニック院長）

●開催日時 平成３０年１月３１日（水）午後６時３０分～８時

●会場 関市保健センター（関市日ノ出町１丁目３番地３）

※駐車場に限りがあるため、乗り合わせてお越しください。

●定員 ８０名（先着順） 入場券はありません。

●入場料 無料

●せき＊しあわせヘルスマイレージポイント対象事業 ２ポイント対象です。

なるほど！健康講演会

腎臓が最後まで働ける人生を送るために腎臓が最後まで働ける人生を送るために
糖尿病は悪化すると慢性腎臓病になります。

さらに重症化すると人工透析が必要となることも・・・。

そうならないために、大切な腎層の役割と、

今からできる予防についての知識を深めましょう。

●講演会講師 村田 一知朗 氏

（慢性腎臓病(CKD)医療連携講座 岐阜大学大学院医学系研究科 特任准教授）

●開催日時 平成３０年２月２２日（木）午後６時３０分～８時

●会場 関市保健センター（関市日ノ出町１丁目３番地３）

※駐車場に限りがあるため、乗り合わせてお越しください。

●定員 ８０名（先着順） 入場券はありません。

●入場料 無料

●せき＊しあわせヘルスマイレージポイント対象事業 ２ポイント対象です。
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◎日時  平成 30年 1月 31日（水） 午後 6:30～8:00 

◎場所   関市保健センター 2階会議室  

◎講師   みうら内科・糖尿病クリニック院長（美濃市） 

     （日本糖尿病学会糖尿病専門医 

        他、多数の資格をお持ちの医師です。） 

            三浦
み う ら

 淳
あつし

 先生 

◎定員   80名 （先着順 予約が必要です） 

  

     
 

 

お申し込み、お問い合わせ：関市保健センター 

電話番号 24-0111、FAX 23-6757 

 

 

 

 

なるほど！健康講演会 
 

糖尿病患者が全国的に増えているのはご存知ですか？ 

関市でも、糖尿病が強く疑われる値となった人の割合が 10.3％

で、岐阜県 42市町村中ワースト 2位でした。（岐阜県の生活習慣病白

書 2016より） 

糖尿病になりやすいのはどんな人？どうしたら改善できるの？

実際の治療に携わってみえる医師のお話を聞いて、予防の知識を

深めましょう。 
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◎日時  平成 30年 2月 22日（木） 午後 6:30～8:00 

◎場所   関市保健センター 2階会議室  

◎講師   慢性腎臓病（ＣＫＤ）医療連携講座 

        （岐阜大学大学院医学系研究科） 

 特任准教授  村田
む ら た

 一
いち

知
じ

朗
ろう

 先生 

◎定員   80名 （先着順 予約が必要です） 

  

     
 

 

お申し込み、お問い合わせ： 

関市保健センター 電話番号   24-0111  

FAX番号  23-6757 

 

 

 

なるほど！健康講演会  

糖尿病患者が全国的に増えているのはご存知ですか？糖

尿病は重症化すると慢性腎臓病になります。 

国民の 8人に 1人がかかるという慢性腎臓病は、さらに

重症化すると人工透析が必要となります。 

そうならないために、大切な腎臓の役割と、今からでき

る予防についての知識を深めましょう。 
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平成２９年度  

「第１回いちご学級子育て講演会」のご案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

子育ては自分の年齢に関係なく、子どもの年齢とともに学びを深めていく作業です。そして、基

本的にお父さんとお母さんとの協働作業です。いちご学級ではお母さんが中心に参加していただき

ました。ママ友も増え、もっと話をしたいという方もあるかもしれません。そこで、いちご学級事

務局では、新たな企画をし、皆さんのさらなる子育ての学びを深めていただこうと考えました。 

 今回、講師に髙田浩史先生をお迎えして、夫婦で子育てをしていくための秘訣を語っていただき

ながら、いろいろ質問をしてみたり、参加者同士でワイワイ語り合ってみませんか？ 

 いちご学級生対象ではありますが、希望されるお父さんの参加も OK です。強制ではありませ

ん。また、お子さんの託児を希望される場合は申込をしてください。 

 これからの子育ては、わが子の未来にも関わります。「子育てしゃべり場」の輪を広げましょう！ 

１ 日  時：平成３０年２月４日(日)  

１０:００～１１:３０ 

２ 会  場：カフェ・ほんわか【右図参照】 

わかくさ・プラザ  

学習情報館内１F 図書館隣 

３ 対 象 者：平成２９年度 関地域乳幼児期 

家庭教育学級生(いちご学級生) 

４ 参 加 費：飲み物代 

５ 託  児：有 

６ 主  催：関市教育委員会生涯学習課 

TEL：0575-23-7777 
FAX：0575-23-7778 

 

講師：高田 浩史（たかだ ひろし）先生 

プロフィール 
＊国語・作文教室「文聞分（ぶんぶんぶん）」主宰 

＊兼業主夫 

＊各務原市男女が輝く都市づくり審議会委員 

＊元愛知県職員(環境行政） ＊元高校教師 

多目的 

ホール 市立図書館 

生涯学習課 

事務室 

学習情報館内の部屋の配置と 

「カフェほんわか」の位置 
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2018.2.18（日）

2018 ふどうの森

トレイルラントレイルラン

迫間不動尊 迫間大雲寺迫間八方不動
○開催地：

岐阜県関市、各務原市、坂祝町

○主催：

関市ふどうの森トレイルラン実行委員会

○共催：（一財）関市体育協会

〇後援・協力など募集中

問い合わせ先

関市体育協会

0575-23-8525

猿ばみ城 大岩不動

17



開催日時

2018 年 2 月 18 日（日）

受付：岐阜県関市迫 1184

大雲寺 ☎0575-24-3354

スタート 8:30 制限時間 6時間

大会スケジュール

7：30 受付開始

8：00 開会式

8：30 スタート

14：00 表彰式

15：45 競技終了

コースについて

関市の迫間不動尊を中心に、ふどうの森、猿ばみ城、各務原アルプスを結ぶ関・坂祝・

各務原にまたがる「中濃南アルプス」地帯の山道を縦走し、自然豊かな里山から急峻な

崖の下り道を含む累積標高差 1815ｍ、最高高度 391ｍ、最低高度 80ｍのコースを設定し

ています。

エントリーについて

・定員 200 名 ・参加費 4,000 円 ・受付期間 平成 29 年 12 月 1 日～28 日

・申込方法 スポーツエントリーHP より（https://www.sportsentry.ne.jp）

（現在募集は終了しております。）

・現在の参加人数内訳

女性参加者 34 人

参加者平均年齢 44 歳 最高齢者 67 歳

参加者内訳（岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、静岡県、千葉県、大阪府、

長野県、東京都、福井県、兵庫県、和歌山県）

・問い合わせ先 ふどうの森トレイルラン実行委員会事務局
〒501-3802 岐阜県関市若草通 2丁目 1番地
関市総合体育館内 一般財団法人関市体育協会
TEL:0575-23-8525 FAX:0575-23-3388 ✉:soumu@sekitaikyo.jp

2018 ふどうの森トレイルラン 大会概要
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