
【別表】投票所閉鎖時刻の繰上げを行う投票区（投票所）
午後６時に閉鎖する投票区 午後７時に閉鎖する投票区

板取南（板取事務所） 洞戸南（洞戸事務所）

板取北（板取田口集会場） 洞戸北（洞戸高見集会場）

上之保北（上之保行合集会場） 寺尾（寺尾公民館）

上之保南（上之保生涯学習センター） 富之保（武儀生涯学習センター）

中之保（武儀事務所）

下之保（道の駅平成（武儀エコピアセンター））

投票・開票の状況速報
【投票状況】　　午前１０時からおおむね２時間ごとの投票者数を速報します。
【開票状況】　　開票開始後おおむね３０分ごとに各候補者の得票数を速報します。
◆開票開始予定時刻　　［県議選］４月７日(日)午後９時　　［市議選］４月２１日(日)午後９時
◆開票所　　　　せきしんふれ愛アリーナ（関市総合体育館）メインアリーナ
　　　　　　　　投票状況は市役所、開票状況は開票所で掲示するとともに、市ホームページにも掲載します。

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。

関まつりの開催に伴う交通規制について
　関市議会議員選挙の投票日（４月２１日）には、「関まつり」が開催されることに伴い、市内道路の一部区間で交
通規制がかかります。規制対象となる区間につきましては、8ページをご確認ください。

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。こ
の他にも、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が当該施設内において投票
できる制度や、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 ）
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期日前投票制度

　次のような用務で投票日当日に投票所へ行くことがで
きない方は、上記表に記載のある時間・投票所にて期日
前投票をすることができます。
①仕事や冠婚葬祭などのため、投票時間内に投票できな
　い見込みの方
②旅行などの私用で、決められた投票区域内にいない見
　込みの方
③妊娠や出産、病気、手術などで投票所へ行けない見込
　みの方　など

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　当日投票と異なる点は、当日投票ができない理由があ
ることを宣誓する書類「宣誓書」を作成いただくことで
す。
　この宣誓書は、入場券面下部に印刷されていますので、
自宅などでご記入いただけます。なお、あらかじめご記
入いただくことにより、期日前投票所での手続きの時間
が短縮できます。(当日投票では記入する必要はありませ
ん。そのまま投票所へお持ちください。)

統一地方選挙

平成３１年４月執行予定の統一地方選挙
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（関市・美濃市選挙区） 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）

期日前投票の場所・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)～４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）

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

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。

　今年行われる統一地方選挙は、皆さんにとって身近な、岐阜県議会の議員、関市議会の議員を選ぶ大切な選挙で
す。大切な権利である「１票」を無駄にしないよう、投票しましょう。

照会先 選挙 管 理 委員会　☎23 - 6 8 03

岐阜県議会議員選挙(関市・美濃市選挙区)　　投票日　４月   ７日(日)
関市議会議員選挙　　　　　　　　　　　　 投票日　４月２１日(日)

入場券
(例)

下
段
に
宣
誓
書
が

つ
い
て
い
ま
す
。
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関まつり開催
照会先 一 般 社団法 人関市観 光 協会　☎23 - 6726

08

（有料）

関シティターミナル関シティターミナル

フェザーミュージアム

保健センター

センター

4月20日 (土) 12:00～23:00  
4月21日 (日) 17:00～21:30
※20日が雨天延期の場合は、21日は12:00～23:00となります。

4/14 (日)　先谷まつり　上之保：八幡神社
4/14 (日)　水無神社の例祭　富之保：水無神社
4/14 (日)　花馬まつり　武芸川：武芸八幡宮
4/20 (土)、21 (日)　倉知まつり　倉知：白山神社・鞍知神社
　　　　　　　※関自動車学校でのみこし出会いは行われません

●20日・21日の両日、本町通りを運行する路線バスは本郷通りへ、終日迂
う

回運転となりますのでご注意ください。

※安桜ふれあいセンターは21日、市議会議員選挙投票所として開設しております。

～各地域でも、伝統的な春のお祭りが行われます～

交通規制に
ご協力ください

路　線 休止バス停

岐阜関線 本町5丁目～平賀町

高速名古屋線 安桜山公園前、吉田町、仲町

買い物循環線 安桜山公園前～平賀町

関上之保線 西木戸～平賀町

主

な

イ

ベ

ン

ト

パレード

ステージイベント

山車巡行

●20日(土) 本町通り　15:00～16:30

●20日(土) 本町2丁目交差点特設ステージ
　16:30～18:15

●20日(土)、21日(日)
　浦嶋山車（常盤町自治会）
　加茂山車（本町3丁目自治会） 正午過ぎ出発

※参加団体に応じて、時間が前後する場合がございます。

※雨天延期
 （21日まで）

あんどんみこしコンクール

春日神社・春の大祭

●20日(土) 本町通り（※審査は本町2丁目交差点特設ステージ）

　コンクール　　18:45～20:30
●21日(日) 本町通り
　表彰パレード　19:00～20:00

●21日(日) 春日神社
　春の大祭　14:00～　　どうじやこう　15:00～

4月20日(土)・21日(日)の両日、

市内各所で盛大に開催されます。



市内限定商品券（ベビチケ・せきチケ）のご案内
　照会先

予　告

企画広 報課　☎23 -7014

プレミアム付商品券について

関市内の事業者の皆さまへ

関市では次の方に、市内の店舗のみで利用できる商品券をお渡ししています。

2019年10月より、0～２歳の子どものいる子育て世帯と住民税非課税者（課税者の扶養になっている場合を除く）を対

象に、2万円で２万５千円分の商品券を購入できるプレミアム付商品券の販売を予定しています。

詳細につきましては、次号以降の広報でお知らせします。

❶お子さまが誕生した方（１歳未満の子どもと転入した方を含む）
　お子さま誕生のお祝いに、３万円分の商品券（ベビチケ）をお渡ししています。

❷平成３１年４月１日以降に下記の制度の対象になった方
　それぞれの金額の商品券（せきチケ）をお渡ししています。

商品券（ベビチケ・せきチケ）は、

このステッカーが掲示してある

市内200店舗以上でご利用できます。

また、関市のホームページでもご利用いただける

お店の一覧を公表しています。⇒

関市子育て応援券（ベビチケ）、関市地域経済応援券（せきチケ）の新規取扱事

業者を募集しています。

また、2019年10月より、消費税の増税対策として、プレミアム付商品券を販売す

る予定です。事業者の皆さまには、こちらも合わせて取り扱いをお願いする予定

です。

詳しくは、ホームページ（http://www.seki.city.lg.jp/0000012407.html）または、

企画広報課へお問い合わせください。

※これまでの制度より変更し、米寿お祝い金は全額、SEKIラ・ラ・ライフ応援金、３世代同居世帯奨励金は奨励金の一部を商品券でお渡しします。

制　度 概　要 商品券の額 担当課

結婚お祝い
関市で婚姻届を提出されたご夫婦（夫・妻ともに関市に住民登録が
あることが必要です）に結婚祝いをお渡しします。 1万円分 市民課

23-6707

米寿お祝い 88歳を迎える年度の地域の敬老会等でお祝いをお渡しします。 3千円分 高齢福祉課
23-7730

SEKIラ・ラ・
ライフ応援金

関市に転入し、住宅を取得した子育て世帯に奨励金を交付します。 初回　6万円分
２回目 3万円分

企画広報課
23-9290

３世代同居世帯
奨励金

関市に転入し、３世帯同居をする世帯に奨励金を交付します。 3万円分 企画広報課
23-9290

詳しくは各担当課へお問い合わせください。
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講座
番号 講座名 内容 講師名

※敬称略
定
員 開講時間 開講日（回数） 開講場所 教材費

14 骨盤体操と
やさしいヨガ

骨筋力を鍛え、健康な体
づくりをしましょう。

日本ヨーガ学会
師範

山田　富子

20 午前10時
～11時

5/9・16・23、
6/13・27、7/11・
25の
木曜日（7回）

武芸川
体育館

（柔道場）
−

講座
番号 講座名 内容 講師名

※敬称略
定
員 開講時間 開講日（回数） 開講場所 教材費

15 寄せ植え講座

季節の花を使い、洋風和
風 ハ ン キ ン グ バ ス ケ ッ
ト、観葉などの寄せ植え
を楽しみましょう。

関寄せ植え
サークル 20

午後1時
30分～

3時30分

5/15、6/12・26、
7/10、9/11、
10/9の
水曜日（6回）

武儀生涯学
習センター

1回あたり
2,000円前後
（各回ごとに
集めます）

★わかくさ・プラザ 学習情報館 受付　☎23-7776

★武芸川事務所受付  ☎46-2311

★武儀事務所受付  ☎49-2121

講座
番号 講座名 内容 講師名 

※敬称略
定
員 開講時間 開講日（回数） 開講場所 教材費

7
お花の

キャンドルを
つくりましょう

癒しのキャンドル講座。作る
ところから心がユルみます。
毎回1作品を仕上げます。

キャンドル
セラピスト

古田　泉美

8
午後1時
30分～

3時30分

5/23、6/13・27、
7/11・25、8/8・
22の
木曜日（7回）

富岡ふれあ
いセンター

１回あた
り500円～

1500円

8 初めての二胡
二胡の演奏方法を一から学
べます。目標は癒しの音色、
人生に彩りを添えましょう。

二胡演奏家

大加　秀治
10

（Ａ）午後7時
～8時

5/21、6/4・18、
7/2・16、8/6・
20、9/3の
火曜日（8回）

学習情報館

テキスト代
2,160円、

楽器レンタル
代1回500円　

　
（Ｂ)午後8時15

分～9時15分

Ａ・Ｂ２つの班に分けます。（Ａ・Ｂは同一内容。両方受講
はできません。時間の希望も受付ません。）

9
我が家の
美味しい
レシピ♪

料理の基礎からおもてなし
まで心のこもった家庭料理
を学び、レパートリーを増や
しませんか。

岐阜友の会
料理講師

奥村　里美

16 午後7時
～9時

5/16、6/6・20、
7/4・18、8/1の
木曜日（6回）

学習情報館

全回数で
4,000円

（初回に集
めます）

10
体に優しい

パン・お菓子
講座

体にも心にも優しい！可愛く
て美味しいパン・お菓子を
作りましょう！

パン・お菓子講師
　

sheipann
(シェイパン）

18 午前10時
～正午

5/21、6/18、
7/16、8/20の
火曜日（4回）

学習情報館

全回数で
4,000円

（初回に集
めます）

11 心豊かに
菜園ライフ

これから野菜を育ててみた
いという方の背中を押す基
礎的な学びをします。レッツ
菜園ライフ！

元花フェスタ
記念公園
園芸課長

山田　良彦

20
午後1時
30分～

3時30分

5/19、6/16・30、
7/21、8/4・18の
日曜日（6回）

学習情報館 −

12 若返りの秘儀
チベット体操

たった６つのポーズでキレ
イに若返り！チャクラを整え
人生も好転する秘儀をお教
えします。

チベット体操
インストラクター

ＨＩＲＯＫＯ

15 午後7時～
8時30分

5/14・28、6/11・
25、7/9・23、
8/27の
火曜日（7回）

総合福祉
会館 −

13

右脳をきたえる
デッサン

～かわいい動物
を描く～

脳と自律神経のバランスを
整える呼吸法を入れ右脳に
シフトする方法でデッサン
力を高めます。

洋画家

太田　順子
15 午後2時

～4時

5/14・28、6/11・
25、7/9・23の
火曜日（6回）

鮎之瀬
ふれあい
センター

全回数で
800円（初回

に集めます）

10



　生涯学習ときめきコース平成31年度（前期）成人学校講座受講生募集

講座
番号 講座名 内容 講師名 

※敬称略
定
員 開講時間 開講日（回数） 開講場所 教材費

1 仏像鑑賞入門
京都・奈良・地元の寺院の仏
像（如来・菩薩・明王など）の
見方を学んでみませんか。

中部学院大学
非常勤講師

後藤　信義

20
午後1時
30分～

3時

5/17、6/7・21、
7/5・19、8/2の
金曜日（6回）

学習情報館 −

2
楽しい『論語』
～孔子の思いを

読む～

現 在 も 読 み 継 が れ る『 論
語』。孔子とはどんな人なの
か。その魅力を探ってみま
しょう。

東洋文化振興会
会長

三島　徹

20 午後2時
～4時

5/15、6/5・19、
7/3・17、8/7・
21の
水曜日（7回）

学習情報館 −

3
大人のメンタル
ヘルスを考える
～臨床心理学の見方・

考え方を通して～

臨床心理学の見方や考え方
に触れ、より良く人とつなが
ることを目指します。

中部学院大学
教授

高木　総平

20
午後1時
30分～

3時

6/5、7/3、8/7、
9/11の
水曜日（4回）

学習情報館 −

4
豪雨に備える

～気候変動の影響と
その対応策～

平成30年7月豪雨災害や岐
阜県への気象変動の影響な
どについて、川の専門家が
解説します。

岐阜大学准教授

原田　守啓
20

午前10時
～

11時30分

5/25、6/22、
7/27の
土曜日（3回）

学習情報館 −

5 心を解き放つ
自由な筆文字

心のままに描く書。心を解き
放つ己の書。自分の中にあ
る心の感性ボタンにスイッ
チを…。

日本己書楽歩道場
　師範

古田　あゆみ

20
午後1時
30分～

3時30分

5/24、6/14・28、
7/12・26、8/9・
23の
金曜日（7回）

学習情報館

全回数で
7,700円

（別途筆
ペン代

1,800円）

6
初めてのレザー

クラフト
～手縫い講座～

自分で使うアイテムを自分
で作ってみませんか。自分で
作れば愛着も倍増間違いな
し!!

千藤　琢弥 10
午後1時
30分～

3時30分

5/21、6/4・18、
7/2・16、8/6・
20の
火曜日（7回）

学習情報館

全回数で
13,000円

（初回に集
めます）

★わかくさ・プラザ 学習情報館 受付　☎23-7776

受講のご案内

講座案内

■対　　象

■受 講 料

■応募方法

■応募場所

■締め切り

■抽　　選

■結果通知

■そ の 他

■受講料の納付

■手続きの期間

市内在住または在勤の15歳以上の方で、原則全回数受講できる方。

※成人学校は入門講座です。初心者の方を歓迎します。

１講座520円（ただしテキスト・教材費などは各自別途負担）

※応募後の取消しや長期欠席などによる受講料の返金はできません。

ハガキに必要事項（講座番号、講座名、郵便番号、住所、氏名、性別、年齢、電話番号、Ｅメールアドレス）を

記入して郵送するか、下記応募場所に備え付けの応募用紙に記入して応募してください。

※１講座につきはがき１枚の応募とします。

※電話での応募はできません。

講座案内を参照　※講座により応募場所が異なりますので、ご注意ください。		 	 	 	

◆わかくさ・プラザ　学習情報館	 　　　　　	〒501-3802	 関市若草通2-1	 ※月曜休館（休日を除く）	

◆武芸川事務所	 	 	 　　　　　 〒501-2695	 関市武芸川町八幡1446-1		

◆武儀事務所	 	 	 　　　　　 〒501-3511	 関市中之保5696-1	 	

4月14日(日）　午後5時必着

応募者多数の場合は、抽選を行い受講者を決定します。

応募された講座の抽選結果は、全員の方にはがきでお知らせします。	

※当選は本人のみ有効で権利の譲渡はできません。

応募者が少数の場合、その講座を中止することがあります。（原則5名以上で開催）

受講が決定した方は、上記の応募場所にて講座受講料（1講座520円）を納めてください。

その際、講座の計画書、受講上の注意などの書類をお渡しします。

4月下旬　午前9時～午後5時　※詳しくは受講決定はがきにてお知らせします。

※期間中に手続きをされませんと、受講の決定が取り消されますのでご注意ください。

諸事情により、日程を変更する場合があります。
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技能労務職採用（試験区分、採用予定人数、受験資格および試験日程等）

専門職 実務経験者採用（試験区分、採用予定人数、受験資格および試験日程等）

※1	採用後は、上記の職種以外の技能労務職の職場へ配置される場合もあります。
※2	中型自動車第一種運転免許は、満20歳以上で普通自動車免許を取得してから運転経験期間（免許停止期間を除く）が、通算して2年以上経過後に取得可能となります。
※3	大型自動車第一種運転免許を有する人は、選考時の参考とします。（大型自動車第一種運転免許は、満21歳以上で普通自動車免許を取得してから運転経験期間
（免許停止期間を除く）が、通算して3年以上経過後に取得可能となります。）

※	「実務経験」の期間は、各資格要件に該当する施設等で、常勤または常勤に準ずる勤務（週30時間以上）で就業した期間を通算します。

☆市民の皆さんの豊かな暮らしに直結する、なくてはならない大切な業務です。体力に自信のあるやる気あふれる方の申

し込みを待っています！

☆市の将来を担う子どもたちの健やかな成長を直接サポートできる資格やスキルを活かし、子育て支援に積極的に取り組

んでいただける方の申し込みを待っています！

　世界3大スポーツイベントの一つ、「ラグビーワールドカップ」が今年9月、アジア初、日本で開催されます。関市では、ラ

グビーを愛するまちとして、キャンプ地誘致や大会を盛り上げる取組を進めてきた結果、南アフリカ代表チームが、ワール

ドカップ開幕前に行われる日本戦に向けた合宿を行うために、関市へ来てくれることが決まりました！

　合宿は、8月31日（土）から9月4日（水）まで、グリーン・フィールド中池にて行われます。期間中は、ラグビー教室や公開

練習が予定されているなど、世界のトップ選手を間近に感じられる絶好の機会となります。

　本コーナーでは、全5回で南アフリカの文化や歴史、ラグビーに

ついてご紹介していきます。皆さんも、南アフリカについて学んで、

おもてなしの心でお迎えし大会を盛り上げましょう！

to be continued

試験区分 採用予定
人数 受験資格 受付期間 第１次試験 第2次試験 最終合格

発表

専
門
職

保育士 2人程度

〇保育士の資格を有してお
り、保育園などの児童福祉
施設（児童福祉法に規定さ
れる施設）、または、幼稚
園における実務経験が、3年
以上ある人
※採用後は、関市内3ヶ所の親子教
室に配属される場合もあり

昭和35年4
月2日から
平成元年4
月1日まで
に生まれた
人

7月10日
（水）

～
8月15日
（木）

試験案内は、6月
下旬より配布予定

9月22日
（日）

・適性試験

などを予定

11月初旬

・面接試験
・実技試験

などを予定

11月下旬

児童指導員 1人程度

〇児童指導員の任用資格に
該当する方で、児童福祉施
設（児童福祉法に規定され
る施設）での実務経験が、3
年以上ある人
※関市内3ケ所の親子教室に勤務

試験区分 採用予定
人数 受験資格 受付期間 第１次試験 第2次試験 最終合格

発表

技
能
労
務
職

清掃員
運転手

上下水道工手※1
3人程度

〇昭和50年4月2日以降に生まれた人
〇高校を卒業した人
〇中型自動車第一種免許以上の免許を有
する人(8t限定も可）※2、3

9月3日
（火）

～
9月24日
（火）

試験案内は、8月
中旬より配布予定

10月20日
（日）

・作文試験
・適性検査

などを予定

11月中旬

・面接試験

などを予定

12月初旬

合宿が行われるグリーン・フィールド中池
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　～明日の関市をあなたの手で～
平成31年度　市職員採用試験実施予定

新卒等採用（試験区分、採用予定人数、受験資格および試験日程等）

事務職 実務経験者採用（試験区分、採用予定人数、受験資格および試験日程等）

※ここに掲載のある試験、職種については、変更する場合もありますので、詳細は必ず平成31年度の各試験案内で確認してください。

※1	社会福祉士、精神保健福祉士の資格を有する人は、選考の参考とします。（採用区分は事務職のため、福祉部署以外への異動もあります）　
※障がい者を対象とした試験については、4月以降にお知らせいたします。

※1	事務職として採用するため、企画立案等以外の事務を担当する職場に配属される場合もあります。
※2	「実務経験」の期間は、常勤の会社員、自営業者等として、同一の事業所で1年以上継続して就業した期間を通算します。

☆“日本一しあわせなまちをつくる”ため、何事にも積極的に取り組める意欲あふれる方の申し込みを待っています！

☆ＵＩＪターン大歓迎！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

民間企業等で培った企画立案・事業運営等の経験・能力を活かし、即戦力の職員として何事にも積極的に取り組んでいた

だける方の申し込みを待っています！

試験区分 採用予定
人数 受験資格 受付期間 第１次試験 第2次試験 最終合格

発表

新
卒
等
採
用
Ⅰ

大学卒
（事務職） 10人程度

〇平成元年4月2日以降に生まれた人
〇大学を卒業した人または平成32年3月
31日までに卒業見込の人※1

5月20日
（月）

～
6月24日
（月）

試験案内は、
4月中旬より

配布予定

7月28日
（日）

・筆記試験
・適性試験
・作文試験

などを予定

8月下旬

・面接試験
・集団討論
・実技試験

などを予定

9月初旬

大学卒
（土木技術職） 1人程度

大学卒
（建築技術職） 1人程度

大学卒
（電気技術職） 1人程度

保健師
（大学卒程度） 2人程度

〇平成元年4月2日以降に生まれた人　
〇保健師の免許を有する人または平成
32年3月31日までに取得見込の人

保育士
（短大卒程度） 7人程度

〇平成元年4月2日以降に生まれた人
〇保育士の資格を有する人または平成
32年3月31日までに取得見込の人
※採用後は、関市内3ヶ所の親子教室に配属される
場合もあり

児童指導員
（大学卒程度）

※関市内3ケ所の親子教室に勤務
1人程度

〇平成元年4月2日以降に生まれた人
〇特別支援学校教諭の免許を有する人また
は平成32年3月31日までに取得見込の人

新
卒
等
採
用
Ⅱ

短大・高校卒
（事務職） 4人程度

〇平成10年4月2日以降に生まれた人
〇高校を卒業した人または平成32年3月
31日までに卒業見込の人

7月10日
（水）

～
8月15日
（木）

試験案内は、
6月下旬より

配布予定

9月22日
（日）

・筆記試験
・適性試験
・作文試験

などを予定

10月下旬

・面接試験
・集団討論

などを予定

11月初旬

短大・高校卒
（土木技術職） 1人程度

短大・高校卒
（建築技術職） 1人程度

短大・高校卒
（電気技術職） 1人程度

試験区分 採用予定
人数 受験資格 受付期間 第１次試験 第2次試験 最終合格

発表

事
務
職

事務職 2人程度

〇昭和35年4月2日から平成元年4月1日
までに生まれた人
〇大学を卒業した人で、民間企業等にお
ける「企画立案」「事業運営」「経営管
理」の実務経験が3年以上ある人※1、2

〇民間企業等での職務経験を外からの視
点として活かす意欲にあふれた人

7月10日
（水）

～
8月15日
（木）

試験案内は、6月
下旬より配布予定

9月22日
（日）

・教養試験
・適性試験

などを予定

11月初旬

･プレゼン
面接

などを予定

11月下旬
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登録をしましょう。
　生後９０日を経過した犬を飼うときは、法律により飼い犬の登録が義務づけられています。
まだ登録していない犬は登録をしましょう。
予防注射をしましょう
　狂犬病は、犬だけの病気というイメージを持っている人が多いかもしれませんが、人間にも感染し、発病するとほぼ
１００パーセント助からないとても怖い病気です。毎年１回必ず予防接種をしてください。
しっかりと届け出ましょう
　犬が死亡した時、住所や飼い主の変更があった時も、忘れずに届け出をしましょう。
放し飼いはダメ！
　犬を飼育する際には、檻や囲い、または鎖などでつなぐなど、犬が逃げないようにしてください。散歩する際には
リード等でつなぐことも必要です。近所には犬が苦手な人がいるかもしれませんし、何かがきっかけで危害を加える
ことがあります。 
フンの始末は飼い主の責任です
　フンは飼い主が責任を持って始末し、 散歩の時はビニール袋などを用意しましょう。
（関市ポイ捨て等防止条例第９条）※違反した場合は２万円以下の罰金に処せられることがあります。
猫は室内で飼いましょう
　猫は室内で飼い、猫を交通事故、争いによるケガ、感染症などの危険から守りましょう。また、猫を外に出すと、フン
尿やごみを荒らす、鳴き声がうるさいなど、飼い主の知らない所で近隣に迷惑をかけることになります。
野良猫にむやみに餌をあげないで！
　野良猫に餌を与えるとその周辺でどんどん繁殖し、近隣の皆さんに大変迷惑をかけることになります。猫は繁殖能
力が高いため、一匹のメス猫がいれば１年後には２０匹以上、２年後には８０匹以上、３年後には２０００匹以上に増
えることがあります。このうちの約半数以上が交通事故や感染症等で子猫のうちに命を落とし、残りは「野良猫」とし
て生きていくことになります。かわいいから、あるいはかわいそうだからと一時的な想いなどからの行動が逆に不幸な
子猫を増やすことになってしまいます。
不妊・去勢手術について
　「手術するのはかわいそう」などの理由で不妊・去勢手術をしないでいると、飼い主の知らない間に子猫が生まれ
ることがあります。子猫が産まれることを望まない場合や、生まれた子猫をすべて幸せにできない場合は、不妊・去勢
手術をしましょう。世話をしきれなくなること（多頭飼育崩壊）は社会問題にもなっています。責任をもって世話ができ
る頭数なのかをよく考えましょう。また、不妊・去勢手術は病気の予防やストレス軽減のほか、オス同士の争いやマー
キング行為の減少にもなります。

　責任ある飼育は人とペットを幸せにします。
ペットも災害に備えましょう
　突然の災害は人にもペットにも大きなストレスがかかります。避難所で迷惑にならない
ように、むやみに吠えない、キャリーバッグ、ケージに慣らしておく、他人に友好的に接す
ることができるなどのしつけを普段からしておきましょう。
迷子札・鑑札を装着しましょう
　突然の災害ではペットと離れ離れになるかもしれません。ペットが迷子になり、どこか
で保護された時、外から見えて誰でもすぐ分かる迷子札をつける等、飼い主が分かるよ
うに普段から身元を示すものをつけましょう。また、犬の場合、鑑札と狂犬病予防注射
済票の装着が義務付けられています。

犬のこと　猫のこと

ケージに慣らしておくことで災害時
に犬のストレスを軽減できます。

左：鑑札
右：平成31年度の狂犬病予防注射済票
　　(31年度は黄色のプレートです)
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ペットの飼い主の皆さんへ！ 照会先 環 境 課　☎23 - 6733

●平成31年度狂犬病集団予防注射スケジュール

　平成３１年度の狂犬病集合予防注射は次の日程で行います。都合により集合予防注射を受けられない場合は必ず
動物病院で注射を受けてください。　
◆注意事項

▽ 登録済みの人は、「注射案内ハガキ」を必ず持参してください。お忘れになると確認・再発行の手続きにお時間をいただき
ます。なお、ハガキ裏面の質問事項の記入をお願いします。

▽スケジュールの関係上、時間が延長できません。遅れないようにお越しください。

▽ 会場では、先に問診・注射、後で受付・お支払いになります。

▽トラブル防止のため、首輪を正しく締め、引き綱は短く持ってください。

▽フンは、飼い主が責任を持って始末してください。

▽ 犬の体調不良や興奮、また、飼い主が犬を抑えられない場合は注射ができません。動物病院にご相談ください。
◆集合予防注射料金について

・「登録と予防注射」　一頭につき６，１５０円　・「予防注射」　一頭につき３，１５０円
※おつりがいらないよう、ご用意ください。

地区 日程 会場 開始 終了

関

４
月
4
日
（
木
）

関市文化会館 9:00 9:40
冨士塚公民センター 9:50 10:05
いしがみ公民センター 10:15 10:20
下有知ふれあいセンター 10:30 10:50
東志摩公民センター 11:00 11:10
今宮公民センター 11:20 11:30
関ノ上東公民センター 11:40 11:55
下有知寺田公民センター 12:05 12:10
関市土木課倉庫(給食センター北) 12:20 12:25

４
月
9
日
（
火
）

保戸島公民センター 9:10 9:25
下白金公民センター 9:35 9:45
山田公民センター 9:55 10:10
上白金公民センター 10:20 10:35
津保川台公民センター 10:45 11:05
虹ヶ丘公民センター 11:15 11:25
倉知ふれあいセンター 11:45 12:10
西切公民センター跡地 12:20 12:25
アピセ関 12:35 12:55

４
月
10
日
（
水
）

黒屋リフレッシュ倶楽部 9:00 9:15
塔ノ洞環境保全農業推進センター 9:25 9:30
志津野転作促進センター 9:45 9:55
富野ふれあいセンター 10:05 10:20
下日立公会堂 10:30 10:45
（農）ほたるの里 八神集落営農組合 10:55 11:05
小野構造改善センター 11:15 11:20
東山公民センター 11:35 12:00
東本郷公民センター 12:10 12:20
平賀公民センター 12:30 12:45

４
月
11
日
（
木
）

下迫間公民館 9:10 9:15
迫間台公民センター 9:25 9:45
上迫間公民センター 9:55 10:00
向山公民センター 10:10 10:25
四季の台公民センター 10:35 10:45
桜台東公民センター 11:00 11:10
桜台西公民センター 11:15 11:25
稲口公民センター 11:35 11:50
南部公民センター 12:00 12:15
住吉町警察署跡地 12:25 12:40

地区 日程 会場 開始 終了

関

４
月
16
日
（
火
）

巾公民センター 9:10 9:35
赤土坂公民センター 9:45 9:55
小屋名公民センター 10:05 10:15
大平台公民センター 10:25 10:40
西部ふれあいｾﾝﾀｰ別館（旧千疋ふれあいｾﾝﾀｰ） 10:50 11:00
広見公民センター 11:15 11:30
池尻区公民館 11:40 11:50
めぐみの農協・旧小瀬支店北倉庫 12:00 12:15
小瀬南公民センター 12:25 12:40
西部公民センター 12:55 13:05

４
月
18
日
（
木
）

東田原公民館 9:10 9:25
大杉公民館 9:35 9:45
野田集会場 9:55 10:00
めぐみの農協・田原支店 10:10 10:25
桜ケ丘ふれあいセンター 10:40 11:05
肥田瀬島集会場 11:15 11:20
めぐみの農協・富岡支店 11:30 11:40
関口公園 11:55 12:20
旭ヶ丘ふれあいセンター 12:30 12:50
本郷公民センター 13:00 13:10

板
　
取
（
洞
　
戸
）

5
月
16
日
（
木
）

門原集会場 9:00 9:05
島口体育館 9:15 9:20
杉原旧バス停 9:30 9:35
保木口体育館跡地 9:45 9:50
田口集会場 10:00 10:10
野口集会場 10:20 10:30
中切地蔵堂 10:40 10:45
岩本集会場 10:55 11:05
上ケ瀬集会場 11:15 11:20
松谷集会場 11:30 11:35
門出集会場 11:45 11:50
加部集会場 12:00 12:05
老洞バス停 12:10 12:15
小瀬見集会場（洞戸） 12:25 12:30
白谷集会場 12:35 12:45

洞
　
戸

5
月
21
日
（
火
）

大野消防車庫 9:00 9:10
洞戸黒谷運動公園 9:20 9:25
下菅谷集会場 9:35 9:50
上菅谷集会場 10:00 10:05
洞戸ふれあいセンター駐車場 10:15 10:25
片集会所 10:35 10:40
通元寺集会場 10:50 11:00
栗原集会場 11:10 11:15
飛瀬消防車庫 11:20 11:30
尾倉集会場 11:40 11:45
高賀山自然の家跡地 11:55 12:00
高賀夫婦けやき 12:10 12:15
須原神社下車両待避所 12:25 12:30
高見集会場 12:35 12:40

地区 日程 会場 開始 終了

武
芸
川

5
月
23
日
（
木
）

平宝見神社 9:00 9:10
跡部１号組集会場 9:20 9:25
跡部公民館 9:35 9:45
跡部川北構造改善センター 9:55 10:00
旧東公民館 10:10 10:30
八幡公民館 10:40 10:45
武芸川事務所　西側駐車場 10:55 11:05
宇多院消防詰所 11:15 11:25
旧一色消防詰所 11:35 11:40
老人憩いの家 11:50 12:05
寺尾公民館 12:25 12:30
小知野公民館 12:50 13:00

武
　
儀
（
上
之
保
）

5
月
28
日
（
火
）

名倉八剣神社（上之保） 9:00 9:05
武儀東小学校ランチルーム裏 9:15 9:35
雁曽礼立岩橋上 9:45 10:05
武儀生涯学習センター 10:20 10:30
温井集会所 10:45 10:55
間吹集会所 11:00 11:10
武儀事務所 11:20 11:30
道の駅平成（エコピアセンター前） 11:40 11:50
下之保老人憩いの家 12:00 12:05
上野集会場下ゴミステーション 12:15 12:20

上
之
保

5
月
30
日
（
木
）

鳥屋市旧小学校 9:00 9:05
鳥屋市公民館 9:15 9:20
戸丁公民館 9:30 9:35
馬渡バス停 9:45 9:50
行合地区旧リサイクルステーション 9:55 10:00
少合集会所 10:10 10:15
小和田バス停 10:25 10:30
赤鍋橋 10:40 10:45
白山神社 10:55 11:00
上之保生涯学習センター 11:10 11:15
八幡神社 11:25 11:30
船山上会津・2942番地１ 11:40 11:45
船山公民館 11:50 11:55
杉山バス停 12:05 12:10
松本橋 12:30 12:35
明ケ島つどいの家 12:40 12:45

15
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　水泳初級者向けに美しい
フォームで、クロールと背泳ぎ
が泳げるようアドバイスします。
日時　クロール＝4月16日(火)
　午後 2 時～ 2 時 50 分、4 月
　19 日 ( 金 ) 午後 7時～ 7時 50 分
　背泳ぎ＝ 4月 23 日 ( 火 )
　午後 2 時～ 2 時 50 分、4 月
　26 日 ( 金 ) 午後 7時～ 7時 50 分
講師　コパンスポーツクラブ関
　専属コーチ
対象　20 歳以上
定員　各回 10 人 ( 先着順 )
参加費　1回につき 900 円
　※別途プール利用料が必要。
申込方法　各開催日の 3日前ま
でに、せきしんふれ愛アリーナ
温水プール受付窓口にて参加費
を添えて申込み。(電話予約可 )
照会先　せきしんふれ愛アリーナ
　温水プール ( ☎ 23-7762)

きれいに泳ごう！
ワンポイント泳法レッスン

日時　4 月 6 日 ( 土 )
　午前 9時集合　正午頃解散　
　※当日受付。雨天の場合は 7
　日 ( 日 ) に順延。
集合場所　武芸川町谷口寺尾地
　区・中河原公園 ( 喫茶「花の木」
　裏 ) ※駐車場＝寺尾小学校
コース　約 3㎞、所要時間：約
　2 時間 30 分、自然観察しな
　がら登山します。
参加費　無料
照会先　喫茶「花の木」( ☎ 37-
　5487)、NPO 法人自然生活　
　共生会・井上 ( ☎ 090-6099-
　5412)、環境ネットせき
　・平田 ( ☎ 090-7305-6911)

「天空の寺尾千本桜＆
巨石めぐり」登山大会

アクティブシニア「農業入門セ
ミナー」第 2弾開催！
期間　5 月 8 日 ( 水 ) ～ 10 月下旬
内容　野菜づくり研修 ( 座学 )
　や下有知の畑において野菜を
　育て収穫します。
　※詳細な日程は参加者に連絡します。
対象　50歳～70歳代の市民で、
　農業体験に興味のある方
定員　15 人 ( 申込順 )
参加費　無料
申込期限　4月3日(水)～17日（水）
申込方法　下記まで電話にて申
　込み。
照会先　高齢福祉課 ( ☎ 23-9007)

春夏野菜づくりに挑戦！～サニーレタス・
オクラ・里芋栽培を体験しませんか～
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　皆さんから集めた本をリサイク
ルします。古本が欲しい人は、持
ち帰り用の袋をご持参ください。
　お楽しみでジャンケン大会と
児童書の追加を行います。
( それぞれ 2回ずつ実施 )
日時　5月 19 日 ( 日 )　午前 10
　時～午後 4時 ( 入場整理券を
　お持ちの方は、午前 9 時 30
　分から入場可 )
場所　わかくさ・プラザ「多目
的ホール」

その他　当日午前8時30分より、
図書館前で先着150人に先行
入場整理券を配付します。整
理券に記載の時間から入場で
きます。配布を受けられなかっ
た場合は、午前10 時までお待
ちください。

照会先　市立図書館 ( ☎ 24-2529)

平成 31年度　春の古本まつり は最後のページをご覧ください )
相談無料。秘密は固く守られます。
【行政相談委員のみなさん】
関地域　後藤明美 ( ☎ 22-4982)
　　　　鈴木康氏 ( ☎ 22-7630)
洞戸地域　林　金吾 ( ☎ 0581-
58-2541)

板取地域　長屋正幸 ( ☎ 0581-
57-2445)

武芸川地域　田内重明 (☎ 46-3206)
武儀地域　長尾嘉市 (☎ 49-2911)
上之保地域　丹羽喜和 (☎ 47-3157)
　※任期２年 ( 敬称略 )
照会先　市民課 ( ☎ 23-6706)

　総務省では、行政に関する苦情
や要望、手続きに関する相談など
を受付け、解決の促進を図る行政
相談委員を委嘱しています。
　行政相談は、毎月第1木曜日
( 原則 ) の午後1時 30 分から3
時 30 分まで総合福祉会館で開
催しています。各地域事務所で
も行っていますので、お気軽に
ご利用ください。(日時、場所

ご存じですか？行政相談委員

せき＊しあわせヘルスマイレージ
～ポイントを貯めてプレゼントを
ゲットしよう！～

　俳人・広瀬惟然ゆかりの「惟然
記念館」で俳句の基本知識や楽し
い俳句づくりを学んでみませんか。
日時　4 月 18 日 ( 木 )、25 日
( 木 )、5 月 9 日 ( 木 ) 全 3 回

いずれも午後 2時～ 4時
場所　惟然記念館 ( 西日吉町　
関善光寺東隣 )

講師　清水青風さん(ＮＨＫ学園講師)
対象　俳句に関心があり、3 日
間とも受講できる俳句初心者

定員　10 人程度 ( 先着順 )
参加費　無料
申込・照会先　文化課 ( ☎ 24-6455)

俳句入門講座

スポーツイベント・ボランティア

スポーツの持つ素晴らしさを
「支える」側に立って「１ボラ
ンティア」を始めてみませんか。
内容　各種スポーツイベントの
運営補助

対象　18 歳以上 ( 高校生除く )
で、各種スポーツイベントの
運営に興味・関心のある者

募集期間　随時
申込方法　せきしんふれ愛ア
リーナ窓口にある申込書に必要
事項を記入し、スポーツ推進課
に提出。( 郵送・FAX・メール可 )

　※申込書は、市ホームページ
からダウンロードできます。

　※要項は、下記窓口および市ホー
ムページでご確認ください。

申込・照会先　スポーツ推進課
( ☎ 23-7766　 23-7765　
　 sports@city.seki.lg.jp）

　健康づくり事業に参加してポイ
ントを貯めよう！30ポイントで協
賛企業の素敵な賞品が当たる抽
選に応募できます。
　また、清流の国ぎふ健康ポイン
ト事業も同時に参加でき、ミナモ
健康カードがもらえたり、県が実
施する抽選会にも応募できます。
詳しくは、市ホームページをご覧
ください。
【ポイント対象事業 ( 例 )】
▽特定健診、がん検診受診＝ 1
種類につき 5P
▽ミリオンウオーキング＝登録
2P、報告 3P、100 万歩達成 5P
▽しあわせ健康宣言＝ 3P
▽講演会＝ 2P　▽献血＝ 2P
▽各種健康づくり教室＝ 1P ～ 2P
抽選　市：毎年 4月下旬
　　　県：毎年 3月
照会先　市民健康課 ( ☎ 24-
　0111　 23-6757)
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