
投票所入場券について
　投票所入場券は、圧着封筒１枚に４人まで記載してあります。ミシン目で切り開いてから一人分ずつ切り離し、投票
所へお持ちください。当日の投票所は投票所入場券（封筒の内側）でご確認ください。また、告示日から順次配達と
なるため、入場券がお手元に届いていない場合もありますが、７ページの「投票できる人」に該当する方であれば投
票ができますので、投票所でその旨を申し出てください。

岐阜県議会議員選挙（県議選） 関市議会議員選挙（市議選）
発送日 ３月２９日（金）から ４月１４日（日）から

投票区域変更のお知らせ
　住所地が下記の区域に含まれる方は、今回の選挙から投票区が変更となりますので、ご注意ください。

区域 変更前投票区(投票所) 変更後投票区(投票所)
市 平 賀 387 番 地 ～ 472 番 地、546 番
地～ 582 番地、東新町６丁目全域、東
新町７丁目全域

１４ 富岡投票区
（富岡公民センター）

７ 東山投票区
富岡ふれあいセンター（市平賀５０６番地１ 富岡小学校隣 ）

投票所変更のお知らせ
　下記の投票区では、前回の選挙（平成２９年衆院選）から投票所となる施設を変更します。該当する投票区の方は
ご注意ください。また、ご自身の投票区を確認したい方はお気軽に市選挙管理委員会へお問い合わせください。

投票区 前回投票所 今回投票所（所在地）
　　　７　東山 　東山公民センター 　富岡ふれあいセンター （市平賀５０６番地１ 富岡小学校隣）

　　 ２０　下有知北 　下有知小学校体育館 　下有知ふれあいセンター（下有知３２４５番地３２）

　　 ２８　谷口 　武芸川老人憩いの家 　武芸小学校体育館 （武芸川町谷口１３３６番地）

選挙公報について
　県議選と市議選のそれぞれの告示日以降に、選挙公報を中日新聞、岐阜新聞、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、
日本経済新聞（順不同）の各朝刊に折り込んで配布します。これらの新聞を購読していない方はお手数ですが、市の
施設の窓口やふれあいセンター、市内の郵便局、金融機関等に選挙公報を配置しますので、お受け取りください。ま
た、郵送をご希望される方は、市選挙管理委員会へご連絡ください。

【別表】閉鎖時刻の繰上げ

不在者投票制度
　仕事などで選挙期間中に関市外に滞在している場合は、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。
　不在者投票施設として指定を受けた病院などに入院または入所している方は、当該施設内で投票することができ
ます。
　重度の身体障がい者の方が郵送で投票できる制度もあります。
　不在者投票には、手続きに時間がかかるものがあるため、お早めに市選挙管理委員会へお問い合わせください。

投 票 区 名 投票所 閉鎖する時刻
富 之 保 　武儀生涯学習センター 午後７時
中 之 保 　武儀事務所 午後７時
下 之 保 　道の駅平成（武儀エコピアセンター） 午後７時
上 之 保 北 　上之保行合集会場 午後６時
上 之 保 南 　上之保生涯学習センター 午後６時

投 票 区 名 投票所 閉鎖する時刻
洞 戸 南 　　　洞戸事務所 午後７時
洞 戸 北 　　　洞戸高見集会場 午後７時
板 取 南 　　　板取事務所 午後６時
板 取 北 　　　板取田口集会場 午後６時
寺 尾 　　　寺尾公民館 午後７時

立候補関係者説明会
　各説明会の出席者数は、立候補予定者を含め３人以内です。

岐阜県議会議員選挙（県議選） 関市議会議員選挙（市議選）
日　時 　　３月１１日（月） 午後１時３０分から 　３月１５日（金） 午後１時３０分から

場　所 　　中濃総合庁舎 ５階大会議室（美濃市） 　関市役所 ６階大会議室

照会先 　　岐阜県選挙管理委員会 ☎ 058-272-8106 　関市選挙管理委員会 ☎ 0575-23-6803
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期日前投票制度
　期日前投票制度は、投票日当日に右のよう
な用務などで投票所に行けない人のために、
投票日前に投票できる制度です。該当する方
はぜひご利用ください。

①仕事や冠婚葬祭などのため、投票時間内に投票できない見込みの人
②旅行などの私用で、決められた投票区域内にいない見込みの人
③妊娠や出産、病気、手術などで投票所へ行けない見込みの人   

など
岐阜県議会議員選挙（県議選） 関市議会議員選挙（市議選）

期日前投票の期間
※臨時期日前を除く

関市役所 　 ３月３０日(土)～４月 ６日(土)
各地域事務所および西部ふれあいセンター

４月 １日(月)～４月 ６日(土)

関市役所、各地域事務所および西部
ふれあいセンター

４月１５日(月)～２０日(土)

期日前投票時間 午前８時３０分～午後８時 （臨時期日前投票所を除く）

期日前投票ができる範囲 お住まいの地域にかかわらず、どの期日前投票所でも投票が可能です。

臨時期日前投票所の日時

板取門原集会場 ４月 １日(月)午前９時～午前１１時３０分 ４月１５日(月)午前９時～午前１１時３０分

板取集落センター(門出) ４月 ２日(火)午前９時～午前１１時３０分 ４月１６日(火)午前９時～午前１１時３０分

板取中切集会場 ４月 ２日(火)午後１時３０分～午後４時 ４月１６日(火)午後１時３０分～午後４時

上之保鳥屋市集会場 ４月 １日(月)午前９時～午前１１時３０分 ４月１５日(月)午前９時～午前１１時３０分

上之保つどいの家 ４月 １日(月)午後１時３０分～午後４時 ４月１５日(月)午後１時３０分～午後４時

上之保船山集会場 ４月 ２日(火)午前９時～午前１１時３０分 ４月１６日(火)午前９時～午前１１時３０分

統一地方選挙

平成３１年４月執行予定の統一地方選挙に関する情報一覧
岐阜県議会議員選挙（県議選） 関市議会議員選挙（市議選）

告示日・投票日 告示日　３月２９日（金）
投票日　４月   ７日（日）

告示日　４月１４日（日）
投票日　４月２１日（日）

議員の定数 ３人（今回から美濃市と合区になりました。） ２３人

投票時間(両選挙共通) 午前７時～午後８時　※一部の投票所では閉鎖時刻の繰上げを行います（別表）。

投票のできる人

※欄内の全ての条件を
　満たす人
（禁錮以上の刑を受刑中の
　人や選挙犯罪等で選挙権
　を失権中の人は除く）　

①関市の選挙人名簿に登録がある人
②満１８歳以上(平成１３年４月８日以前に

生まれた人)
③平成３１年３月２８日現在で３か月以上関

市に住所を有し(転入の場合は平成３０
年１２月２８日以前に転入届を提出した
人)、投票日当日に岐阜県内で住民登録
されている人。ただし、関市から転出し
た人は、投票所で現住所地が岐阜県内
であることの確認を受ける必要がありま
す。このとき、関市または転出先の市町
村(住民担当課)が発行する「引き続き岐
阜県の区域内に住所を有する旨の証明
書」(無料)を持参すると、確認にかかる
時間を短縮することができます。

①関市の選挙人名簿に登録がある人
②満１８歳以上(平成１３年４月２２日以前

に生まれた人)
③平成３１年４月１３日現在で３か月以上

関市に住所を有し(転入の場合は平成
３１年１月１３日以前に転入届を提出し
た人)、投票日当日も関市に住民登録さ
れている人。

県外転出者は投票できません。 市外転出者は投票できません。

平成３１年３月１１日以後に市内で転居を
した方は、転居前の住所地で登録されて
いる投票所で投票することとなります。

平成３１年３月２５日以後に市内で転居を
した方は、転居前の住所地で登録されて
いる投票所で投票することとなります。

　今年は統一地方選挙の年です。私たちの暮らしに直接結びつく、地方自治体の議会の議員を選ぶ２つの選挙が
次の日程で行われます。棄権することなく、大切な一票を投じましょう。

照会先 選挙 管 理 委員会　☎23 - 6 8 03
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関市指定ごみ袋取扱店（地域別・50音順）／取扱店・所在地
関地域（92店舗）

青木新聞店 宮地町 ファミリーマート関小屋名店 小屋名

イオン関店 倉知 ファミリーマート関倉知店 倉知

井上薬局 小瀬南２ ファミリーマート関倉知南店 倉知

ウエルシア関緑ヶ丘店 緑ヶ丘１ ファミリーマート関黒屋店 黒屋

ウラタ薬局本店 鋳物師屋３ ファミリーマート関桜町店 東貸上

エムハート薬局関店 西本郷 ファミリーマート関市西田原店 西田原

カインズホーム関店 小屋名 ファミリーマート関市西本郷通店 西本郷通５

亀山商店 小屋名 ファミリーマート関しもうち店 下有知

木村屋商店 池尻 ファミリーマート関白金店 上白金

クスリのアオキ稲口店 稲口 ファミリーマート関千疋店 千疋

クスリのアオキ鋳物師屋店 鋳物師屋 ファミリーマート関迫間店 迫間

クスリのアオキ下有知店 下有知 ファミリーマート関東福野町店 東福野町

ゲンキー関稲口店 稲口 ファミリーマート関広見インター店 広見

ゲンキー関下有知店 下有知 ファミリーマート関広見インター東店 池尻

ゲンキー関東新店 東新町６ ファミリーマート関平成通店 平成通１

ゲンキー広見店 広見 ファミリーマート関祭場店 倉知

五ニ堂 大門３ ファミリーマート関山田店 山田

ｺﾒﾘﾊｰﾄ゙ ｱﾝﾄ゙ ｸ ﾘ゙ ﾝー関市広見店 広見 ふうせん薬局関店 平成通１

酒向勝一商店 西本郷通７ ふうせん薬局田原店 西田原

三田屋 小瀬 藤田雑貨商行 上利町

シツノヤ米穀 西町 ベイシア関店 小屋名

スーパーセンターオークワ関店 鋳物師屋 ヘルスバンク小瀬店 十三塚北

スギ薬局関店 倉知 ホームセンターバロー関緑ヶ丘店 緑ヶ丘１

セブン-イレブン関高校前店 明生町2 三ツ丸食料品店 旭ヶ丘３

セブン-イレブン関市鋳物師屋店 鋳物師屋２ ミニストップ関稲口店 稲口

セブン-イレブン関市山王通店 山王通２ ミニストップ関下有知店 下有知

セブン-イレブン関市下有知店 下有知 ミニストップ関千疋店 千疋

セブン-イレブン関市下有知北店 下有知 ミニストップ関東田原店 東田原

セブン-イレブン関市東新町店 東新町 みのや金物店 相生町

セブン-イレブン関市肥田瀬店 肥田瀬 めぐみの農協鮎之瀬支店 小瀬

セブン-イレブン関市平和通８丁目店 平和通８ めぐみの農協倉知支店 倉知

大善商店 本町１ めぐみの農協下有知支店 下有知

タルヤ雑貨店 本町６ めぐみの農協せき金竜支店 上白金

中部薬品関寿店 寿町２ めぐみの農協関口出張所 関口町２

中部薬品関ひがし店 市平賀 めぐみの農協関支店 若草通１

中部薬品関緑ヶ丘店 緑ヶ丘２ めぐみの農協田原支店 西田原

中部薬品中濃厚生病院前薬局 西本郷 めぐみの農協富岡支店 肥田瀬

デイリーヤマザキ関下有知店 水ノ輪 めぐみの農協富野支店 西神野

ドラッグユタカ関旭ヶ丘店 旭ヶ丘３ 山憲商店関店 千年町１

ドン・キホーテ関市マーゴ店 倉知 ローソン関小瀬店 小瀬

中津屋薬局 仲町 ローソン関小瀬南店 小瀬

ニュージョイス関森商店 新田 ローソン関山王通店 山王通１

ハイショップマルナカ 大平台 ローソン関西本郷通店 西本郷通６

バロー関ひがし店 市平賀 ローソン関平和通店 平和通２

バロー関緑ヶ丘店　 緑ヶ丘１ ローソン関山田店 山田

ファミリーマート関円保通店 円保通１ ローソン長良川鉄道関口駅店 関口町１

洞戸地域（3店舗）
ゲンキー洞戸店 通元寺

ニュージョイスかめやま 通元寺

めぐみの農協洞戸支店 市場

板取地域（4店舗）
栄黒屋商店 岩本

㊀商店 生老

めぐみの農協板取支店 上ヶ瀬

良平商店 野口

武芸川地域（9店舗）
中部薬品武芸川店 高野

橋本屋薬局 宇多院

バロー武芸川店 高野

ファミリーマート武芸川店 高野

藤本商店 宇多院

㋝舟戸商 店 谷口

ヘルスバンク武芸川店 高野

めぐみの農協武芸川支店 小知野

餅又 八幡

武儀地域（9店舗）
ゲンキー武儀店 下之保

コメリハードアンドグリーン武儀店 下之保

中部薬品武儀店 下之保

西部商店 富之保

ファミリーマート武儀下之保店 下之保

マツオカ武儀店 下之保

めぐみの農協津保川支店 中之保

山村電器 下之保

Ｙショップ下之保店 下之保
※ 山村電器は、Ｈ31.3.31まで

上之保地域（5店舗）
小森商店 明ヶ島

㊥スーパー 鳥屋市

マルヘイ 川合

めぐみの農協上之保支店 川合

森下屋 宮脇

（Ｈ31．2．15現在）
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●カセット式ボンベ、スプレー缶の捨て方
　穴を開けずガス抜きキャップ等を使いガスを完
全に抜ききってから、資源ごみの収集日（カン類）に
出してください。

ごみ袋の値段

▷可燃ごみ袋(大)　  10枚500円　
▷可燃ごみ袋(中)　  10枚300円　
▷可燃ごみ袋(小)　  10枚200円
▷不燃ごみ袋(大)　    5枚500円
▷不燃ごみ袋(小)　    5枚200円

▲この表示のある店舗にて
　取り扱いをしています

　ごみ収集カレンダーをお持ちでない

方は、環境課、西部支所または各地域

事務所の窓口でお受け取りいただけま

す。また、広報せき3 月号と同時配布

するとともに、市ホームページでも閲

覧できます。

ごみ収集カレンダーの入手場所

　市がごみ袋取扱店として指定した店舗で購入できます。（8 ページ参照。市役所では購入できません。）
　なお、この取扱店には、店頭に取扱店である旨のシールが掲示してあります。

環境課（☎23―6733　FAX23-7750）

指定ごみ袋の購入場所

関市指定ごみ袋の購入

ペットボトルのラベルは必ずはがしてください！

ごみ収集車の火災発生・・・可燃性の高いスプレー缶などに注意！

　ペットボトルに付いているラベルは、これまではがさないで出しても良いこととなっていましたが、より品質の高いリサイク
ルを実施するため、ラベルをはがして出していただくよう、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。なお、はが
したラベルは、キャップと同じように燃やせるごみとして出してください。 

　昨年12月に北海道札幌市でスプレー缶が原因と思われる火災事故が発生しました。関市においても、過去にスプレー缶
が原因とされるごみ収集車の車両火災が発生しています。こうした可燃性の高い物を排出される場合は、中身を必ず使い
きってからお出しください。中身が残ったまま廃棄されると収集時に車両火災の原因となりますので、ごみ出しの前にはごみ
収集カレンダーを参考に確認をしながら適切な分別、廃棄方法でお願いいたします。
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16

　関シティマラソンで走路となる道路は、車両通行規制区域となりますので、ご協力ください。

規制時間中は、全面通行止めとなりますので、ご注意ください。沿道では、参加選手への応援をお願いします。

始発～11:00
迂回時の
バス停表

バスの迂回運転について

◆バス運行の問い合わせ先
▷岐阜関線・上之保線・関シティバス･･･岐阜バス関営業所☎22ー2255

▷高速名古屋線・関板取線 ・・・・・・ 岐阜バス美濃営業所☎33ー2151

○せき東山～関シティターミナル間は、県道関金
山線、平和通りへ迂回します。

　 ※中濃厚生病院、市役所、わかくさプラザは停車します。

○西本郷通り、東本郷通り、本町通り沿いのバス
停は、対象時間中、休止します。

○買い物循環線、市街地病院循環線は対象時間
中、運休します。

○わかくさ・富野線の西黒屋～小坂のバス停は規
制時間中、休止します。

岐阜関線

高速名古屋線

板取線・上之保線

前
校
学
小

前
音
観
田
吉

町
生
相

憲
山
（
時
臨

　
　

）
前
店
商

町
本

5

目
丁

　

  

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

※区間ごとに、順次交通規制を解除します。
※交通規制区域周辺は、混雑することが予想されます。

　次のとおり変更になりますので、ご理解とご協
力をお願いします。

6:00～12:30規制予定時間(最長)

対象時間

2019刃物のまち　3/17（日）関シティマラソン

沿道での応援と交通規制にご協力を

平成30年7月豪雨 被災地応援プロジェクト『つながろう。関市』

照会先 スポーツ推 進課　☎23 -776 6　大 会 本部（当日のみ）☎22-2919（6: 0 0 〜14: 0 0）
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●提出書類　助成金申請書、事業計画書、収支計画書、団体調書など　※様式は、市ホームページよりダウンロードできます。

土・日曜日の開庁日時

対象窓口と取扱業務

助成金種類 助成対象の内容 助成率 助成上限額 申請受付期間 審査方法

ときめき
市民活動団体が公
益活動をスタートす
る経費を助成

事業費全額 5万円 随時 書類審査

きらめき
市民活動団体が提
案する公益活動の経
費を助成

事業費の3分の2
100万円
(10万円以上)

3月1日(金)～
20日(水)

プレゼンテーション
審査会
(4月14日(日))

いきいき
市の提案事業を、市
民活動団体が実施
する経費を助成

事業費全額 市の提案額
3月1日(金)～
20日(水)

プレゼンテーション
審査会
(4月14日(日))

市民課
(☎23-7700)

転出・転入・転居などの手続き、住民票・戸籍などの証明書発行、印鑑登録、マイナンバーカード（要予約）の交付
※公的個人認証、広域証明書発行、旅券事務は取り扱いできません。

保険年金課
(☎23-7701)

転出・転入・転居などに伴う国民健康保険、後期高齢者医療保険、国民年金に係る手続き

環境課
(☎23-6733)

クリーンプラザ中濃廃棄物搬入承認証の発行、粗大ごみ受付、転入・転居に伴うごみ収集カレンダー配布

福祉政策課
(☎23-7735)

転出・転入・転居などに伴う福祉医療、障がい者手帳及び自立支援受給者証に係る手続き

高齢福祉課
(☎23-7730)

転出・転入・転居などに伴う介護保険に係る手続き

子ども家庭課
(☎23-8965) 転出・転入・転居などに伴う保育園、児童手当などに係る手続き

水道お客様センター
(☎23-6782)

転出・転入・転居などに伴う上下水道の休止・開始の受付
※当日は受付のみで、水道の開栓及び休止の作業は行いません。

　入学・転勤などで新生活が始まる方が多いこの時期、市役所は転出・転入・転居などの手続きのため毎年多くの方で
混み合います。この期間中、これらの手続きに関係する一部の窓口業務を土・日曜日にも行います。ご利用ください。

　市内で活動する団体が地域課題の解決や地域の活性化のために行う公益活動に対して助成しています。

新しい生活をスムーズに！

※各地域事務所、西部支所では休日開庁は行いません。

3月23日、24日、30日、31日、4月6日、7日　午前9時～正午
(福祉政策課、高齢福祉課、子ども家庭課、水道お客様センターは4月7日の休日開庁は行いません。)

市民活動センター ☎24 -7772、市民協働 課 ☎23 - 6 8 0 6申込・照会先

「ときめき」「きらめき」「いきいき」　関市市民活動助成金 申請受付のご案内

①「防災啓発事業」
　地域防災力の向上のため、防災学習会の開催を
　お願いします。
　【対象】市民、自治会（自主防災会）
　【内容】防災意識啓発のための学習会の実施
　　　　※学習会は4回以上の開催をお願いします。
　【実施期間】交付決定日～2020年3月
　【事業額】30万円以内

②「まちなかイルミネーション事業」
　関シティーターミナルを中心に、市民協働によりイルミネーションを
　設置し、市街地中心部の活性化を目指します。
　【対象地域】関シティターミナル周辺、県道関美濃線の沿線など
　【内容】街路樹や民家へ魅力あるイルミネーション設置支援など
　【実施期間】2019年7月～2020年3月
　【事業額】100万円以内

～実施団体を募集する市の提案事業はこちら～※市ホームページに募集の詳細が掲載してあります

市役所の一部窓口を年度末・年度始めの土・日曜日に臨時開庁します
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　中学生向けの関市の英語ガイドブックを作成し、市内全中学校の2年
生に配布しました。関市の産業、文化財を英語で紹介、わがまち関市をよ
り深く知るとともに、英語力の向上をめざして作成しました。Q&A形式で
の構成となっており、外国からの訪問客の方とのコミュニケーションにも
役立つガイドブックとなっています。また、英文と日本文が併記してある
ので、自学自習の教材としても役立ちます。

　8月8日~10日にかけて、宮城県東松島市、富山県氷見市からの参加者
も含めた中学2年生33名が宿泊研修に参加し、関市にゆかりのあるリー
ダーの講演を聞いたり、仲間とのワークショップに取り組んだりしました。
最終日には、そこで得た成果を発表しました。それぞれ違う地域、学校で
学び、この研修がなければ出会うことがなかったはずの仲間たち。ともに
学び、語り合うことをとおし、それぞれが大きな達成感を味わうことがで
きました。

　今年度で6回目を迎える中学生海外研修。10回の事前研修を経て、市
内中学生12名が、8月16日～23日にかけてシンガポールを訪れ、現地中
学生との交流や、政府機関や国際機関、現地企業の見学、ホームステイ
等の研修を行いました。帰国後も所属中学校や地域において研修の報
告をしてきました。これらの活動をとおして大きく成長した参加生徒たち
が、関市の未来を担う人材として活躍してくれることを期待しています。

　今年度、安桜小、田原小、南ヶ丘小、旭ヶ丘中の４校に、新たに関市独自の通級指導教室として、「かがやき教室」を開設しま
した。「かがやき教室」では、一人一人に合わせた「自立活動」を取り入れて学習をしています。この教室での学習により、保護
者の皆様から、心穏やかに生活する姿、自信をもって学習に取り組む姿が多くみられるようになったという嬉しい言葉をいた
だいています。

関市の産業・文化財等を英語で紹介！　
中学生　関市英語ガイドブック【新規】

学校や社会をリードする支柱に！　
関市２１世紀中学生リーダー養成研修

視野を広げ、リーダーとして国際化の先頭に立つ！　
中学生海外研修

一人一人の自立をめざして！　
関市版通級指導教室「かがやき教室」の開設【新規】

美しい写真も満載。関市の魅力を再発見できる一冊です。

ＫＰ法を用いての「関市まちづくりプロジェクト」発表会。

シンガポールの文殊中学校でのお別れ会では、浴衣を着ての
盆踊りを披露しました。
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　8月3日、学習情報館多目的ホールにて、市内の小学生5・6年生を対象
に、第1回小学生理科算数コンテストが行われ、会場は200名の参加者
でいっぱいになりました。子どもたちは各チーム4名の50チームに分か
れて理科と算数の問題に取り組み、難問にはチームの仲間と協力して挑
戦、会場の各所からは「できた！」「わかった！」と歓声があがっていました。
　また、後半は「エジソンの会」によるサイエンスショーを見学し、子ども
たちは科学の面白さを体験しました。

　8月23日、学習情報館パソコン研修室にて、市内の小学生5・6年生を対
象に、夏休み小学生プログラミング教室が行われ、90名の参加者がプロ
グラミングを楽しみました。また、2学期には、関市内全小学校6年生（29
クラス）を対象に、プログラミング教育出前授業を実施しました。
　また、市内すべての学校の普通教室に電子黒板を設置し、タブレット
PCを配備するなど、学習環境の一層の充実を図りました。

　「お気に入りの本」を互いに紹介し合うのが「ビブリオ・トーク」。8月7
日、市内の小・中学生17人が集まり、それぞれの「お気に入りの本」を手
に、作品の魅力や好きな場面、おすすめのポイントなどを発表、意見交流
を行いました。今年度初めての実施でしたが、今後も読書推進の取り組
みをより一層活性化し、小・中学生だけでなく、多くの市民の方々と読書
の楽しさを共有していくことができる企画にしていこうと思います。

たたけ、科学の扉！　
小学生理科算数コンテスト【新規】

ＩＣＴ事業の充実に向けて！　
小学生プログラミング教室・出前授業【新規】　

本の魅力を伝え合おう！　
小・中学生ビブリオ・トーク【新規】

　子どもたちの可能性を引き出し、夢を育てていくのが「関市学校教育夢プラン」です。６年目を迎える今年度は、児童
生徒の多様化するニーズに応えるために、一部事業を拡充させるとともに新規事業を立ちあげ、「関市学校教育夢プラ
ンadvance！」として、より一層の充実を図り、実施してまいりました。
　「関市学校教育夢プランadvance！」は６部門２９事業を展開しています。その中で、新規事業及び中学生対象のリー
ダー研修、海外研修の結果等について報告いたします。

200名の参加者が集まり、会場は満席！

今年度から始まったプログラミング教育。児童たちも目を
輝かせて取り組んでいました。

保護者の方々や、学校の先生も参加。総勢４６名での発表会
になりました。

関市学校教育夢プラン a d v a n c e !

照会先 学 校 教 育 課　☎23 -7719 平成 30 年度
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　「プロサッカー選手になる」という夢をかなえるため
に、サッカーだけでなく、日常生活を大切にして自分を変
えていきたい。弱い気持ちを乗り越え、嫌なことを後回し
にしない自分、仲間へ積極的に関わっていく自分になり、
絶対に夢をかなえます。

　仲間の噂で、本当の自分ではない「作られた自分」が生
まれます。根拠もない噂話を信じ、偏った見方をすること
は間違っています。真実を見極める「正しい目と心」を持た
なければなりません。そうすれば、新しい環境に置かれれ
も、自分の人生を豊かにしてくれることを学びました。あな
たは、自分の目や心で周りの人を知ろうとしていますか。

　みなさんは、障がい者と健常者の間に自分から壁を作っ
ていませんか。「彼にはできない。」「彼はできないからか
わいそうだ」と自分の物差しで障がい者を差別するような
ことはありませんか。自分から壁を作っては、相手の本当の
思いに気づくことはできません。「できない」と決めつける
のではなく、共に活動できる方法を考えていきませんか。

　「私は一人じゃない」と気付けたのは、周りの人たちの
おかげです。いつもそばにいて私の味方をしてくれる家
族、サポートしてくださる先生、悩みを聞いてくれる友達
がいたからこそ、希望溢れる今の生活があります。支えら
れて生きていることに感謝して、これからも生活していき
ます。

　便利な時代だからこそ、今回のテーマである「これか
らの時代をどう生きるか」について考えることはとても大
切です。友達も地域とのつながりも、同じ人間関係です。
私たちは、臆せず、地域の活動に積極的に参加し、よりよ
い地域社会を築いていく必要があります。関市内の中学
生が、人と深くつながり、地域社会に関わっていくことを
ここに提言します。

第38回関市私の主張大会 生徒運営委員の皆さん

夢をかなえるために身近にある偏見　～噂から生まれる作られた自分～

「できない」壁を壊す一人で抱え込まない

私たちが担うこれからの社会

富野中学校　　　小
こ

島
じま

　清
せい

太
た

郎
ろう

小金田中学校　　　 長
ちょう

　沙
さ

枝
え

香
か

旭ヶ丘中学校　　　加
か

藤
とう

　亜
あ

子
こ

板取川中学校　　　武
む

藤
とう

　実
み

祥
さき

緑ヶ丘中学校　　　石
いし

原
はら

　利
り

紗
さ
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第38回 関市私の主張大会
照会先 学 校 教 育 課　☎23 - 8126

　第38回関市私の主張大会を、1月31日、市役所で

開催しました。これは、市内の中学2年生が、学校生

活や日常の体験をもとに自分の考え方や生き方、将

来の目標などについて意見を発表するものです。

　発表後、同大会の生徒運営委員長を努めた緑ヶ

丘中学校の石原利紗さんから、各学校に向けて提言

を発表しました。ここに、各発表者の主張と生徒運営

委員の提言の要旨を紹介します。（敬称略・発表順）

　母の笑顔は、悩みを吹き飛ばし、私を元気にしてくれ
ます。だから、私も笑顔でいることを大切にしてきまし
た。私が考える本物の笑顔とは、相手を思いやり、気遣う
心から生まれる笑顔です。私は、周りを明るく照らし、安
心させられるような本物の笑顔を目指します。みなさん
も、そんな素敵な笑顔で生活をしてみませんか。

　美術は生きていくのに必要だ。私は２枚の絵との出会い
を通してそう考えるようになった。美術には作品の中に込
めた想いを見ている人に伝えることができ、世界中の人を
つなぐ力がある。そんな美術を好きな気持ちは誰にも負け
ない。将来は美術の世界に飛び込み、美術の力で皆の心を
動かす人になるために私は夢をあきらめないでいたい。

　私は、純日本人ではありません。他の人からすると、発音
や文化の違いなどで、どこか自分とは違う特別な人に見え
るかもしれません。でも、私はそんなことは気にしません。
私は私らしく、自分に誇りをもって生きています。ただ、「差
別的な見方」は今もあります。誰もが平等で、自分に自信を
もち、胸を張って生きていける社会になったらと思います。

　2018年7月の豪雨災害で、津保川地域は大きな被害を
受け、僕の家も被災した。地域の方やボランティアの方が
励まし、助けてくださったおかげで、僕の家も心も少しず
つ元の生活に近付くことができた。この悲しみを乗り越え
られたのは、ボランティアの力のおかげだ。今度は自分が
ボランティアとして、困っている人の助けになりたい。

　相手の立場になって考えてみる。相手の思いをしっかり理解し、
受け止めて、自分に素直になる。相手と自分は平等であると考えれ
ば、互いを理解し、もっと良い生き方を見つけて成長していける。
　そうすることの大切さに気づかせ、これからの自分の生き方を
考えさせ、私を変えてくれたのは、私の周りの人たちと「ごめんなさ
い。」という一言でした。

本物の笑顔をめざして

美術と私私は、私らしく

ボランティアの力私が変われた理由

下有知中学校　　　田
た

中
なか

　 晶
あきら

緑ヶ丘中学校　　　永
なが

田
た

　琴
こと

乃
の

桜ヶ丘中学校　　　大
おお

浦
うら

　春
はる

菜
な

津保川中学校　　　髙
たか

木
ぎ

　資
し

道
どう

武芸川中学校　　　田
た

中
なか

　心
こ

雪
ゆき
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