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平成31年度「軽自動車税」の納税通知書を送付します

発送日：5月7日(火)
納期限：5月31日(金) 
※納期限までは、コンビニエンスストアやインター

ネットでも納付することができます。
▽口座振替の方はご注意を
　　軽自動車税の口座振替日は5月31日(金)です。5月

30日(木)までに車検を受ける人は、平成30年度の納
税証明書でも有効です。

　　平成31年度の車検用の納税証明書(ハガキ)の送付
はインターネットからの納付も含めて6月中旬を予
定しています。口座振替の人で納税証明書(ハガキ)
が届く前に車検を受ける場合は、振替記帳済の預金
通帳を持参し、税務課または各地域事務所で納税証
明書を受け取ってください。なお、車検は1ヶ月前
から受けることができます。

▽軽自動車税とは
　　軽自動車税は、毎年4月1日現在、軽自動車やバ

イクなどを所有している人に課税されます。実際
に所有していなくても、廃車または名義変更の手
続きを済ませていない場合は課税されます。

　　また、月割課税制度はないため、4月2日以降に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

廃車や名義変更をされても、その年度の軽自動車
税は全額納めていただくことになります。

▽軽自動車税の税率
　　平成31年度の税率は、次のとおりです。三輪以

上の軽自動車については、初度検査年月によって
適用される税率が異なります。平成30年度グリー
ン化特例(軽課)対象であった車両は、平成31年度か
ら「平成27年4月以降」欄の税率になります。(軽減
は平成30年度分のみです)

【重課】
　初度検査年月から13年を経過した三輪以上の軽
自動車が該当となります。
(平成31年度は、初度検査年月が平成17年4月から平
成18年3月までの車両が新たに重課となります。)

【軽課】
　初度検査年月が平成30年4月から平成31年3月ま
での三輪以上の軽自動車で、排出ガス性能および
燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて
は平成31年度に限り税額が軽減されます。

　
※今回送付する納税通知書は平成の元号を記載してい　

ますが、改元後もそのままご使用いただけます。

車種 区分 年税額 車種 区分 年税額

原動機付
自転車

50cc以下 2,000円
軽自動車

雪上車 3,600円

90cc以下 2,000円 二輪のもの 3,600円

125cc以下 2,400円 二輪の小型自動車 6,000円

ミニカー 3,700円 二輪の被けん引車 3,600円

小型特殊
農耕作業用自動車 2,400円

その他 5,900 円

車種 区分
年税額

初度検査年月が
平成27年3月以前の車両

初度検査年月が
平成27年4月以降の車両

初度検査年月が
平成18年3月以前の車両

軽
自
動
車

三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円

四輪
以上の

もの

乗用
営業用 5,500円 6,900円 8,200円

自家用 7,200円 10,800円 12,900円

貨物
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

自家用 4,000円 5,000円 6,000円

車種 区分
年税額

税率1 税率2 税率3

軽
自
動
車

三輪のもの 1,000円 2,000円 3,000円

四輪
以上の

もの

乗用
営業用 1,800円 3,500円 5,200円

自家用 2,700円 5,400円 8,100円

貨物
営業用 1,000円 1,900円 2,900円

自家用 1,300円 2,500円 3,800円

― 種別及び税率(一台当り税額) ―
▽原動機付自転車および二輪車など

▽三輪および四輪以上の軽自動車

▽三輪および四輪以上の軽自動車のグリーン化特例
税率1　電気軽自動車または天然ガス軽自動車
　　　   (平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準10%低減)
税率2　乗用：排出ガス性能要件(※)かつ平成32年度燃費基準+30%達成車
　　　  貨物：排出ガス性能要件(※)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
税率3　乗用：排出ガス性能要件(※)かつ平成32年度燃費基準+10%達成車
　　　  貨物：排出ガス性能要件(※)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
(※):平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減

照会先　税務課(☎23-8874)
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　5月6日(月・振休)は、可燃ご
みの収集を行います。月曜日収
集の地区は、当日の午前8時30
分までにお出しください。
照会先　清掃事務所(☎22-0314)

可燃ごみ特別収集日

　板取事務所は、改修工事の
ため、5月27日(月)から板取生
涯学習センター1階ホールに
て業務を行います。(所在地：
〒501-2901板取1634番地)
照会先　板取事務所(☎0581-
57-2111　FAX0581-57-2135)
電話番号・FAX番号に変更は
ありません。

　新規学校卒業者を採用予定の
事業所を対象に「学卒求人取扱
説明会」を行います。予約は不
要です。
日時　5月24日(金)午後1時30分
～3時30分(受付は午後1時～)

場所　わかくさ・プラザ「多目
的ホール」

内容　▽学卒求人の提出方法・
選考方法等について　▽公
正な採用選考について

対象　令和2年3月新規学校卒業
者を対象とした求人を提出予
定である関・美濃市内の企業

照会先　ハローワーク関　学卒
係(☎22-3223)

板取事務所移転のお知らせ

新たな森林経営管理制度

関市婚活サポートセンター
ＨＡＰＰＹ　ＣＬＯＶＥＲ

ごみ集積場整備に補助金交付

工業統計調査を実施します

事業者の皆さまへ
2019年度学卒求人取扱説明会

　工業統計調査は工業の実態を
明らかにすることを目的とし
た、統計法に基づく報告義務が
ある重要な統計です。
　調査結果は、中小企業施策や
地域振興などの基礎資料として
利活用されます。
　調査時点は令和元年6月1日
です。調査票へのご回答をお願
いします。
照会先　行政情報課(☎23-6876)

　森林は、適切な経営や管理が
行われないと、土砂災害防止や
水源涵養へ影響を及ぼすことが
懸念されます。そのため、4月から
「森林経営管理制度」が始まり、
森林の適切な経営や管理を進め
ることとしています。
　森林が適切に経営管理されて
いない場合、森林所有者の皆さ
んに意向調査を実施しますので、
ご理解とご協力をお願いします。
照会先　農林課(☎23-9251)

　あなたの婚活を応援します！
結婚相談・お相手紹介・お見合い
セッティングはすべて無料です。
開設日　毎月、広報裏表紙で日
時をお知らせしています

　▽第1金曜日・第3金曜日：午後1
時～2時30分、午後6時～8時30分

　▽第2金曜日の翌日・第4日曜
日：午前9時～11時30分
場所　わかくさ・プラザ「中央
公民館　2-1研修室」

登録要件
　①独身であり、結婚を真剣に
考えて活動できる人

　②登録申請書の提出日に20
歳以上49歳以下の人

　③関市在住・在勤者
　※市外の人でも結婚後に関市
へ定住希望の人は登録可能

　※登録の有効期限は2年(更新可能)
照会先　関市婚活サポートセン
ター(☎29-8080)

　※相談所開設時間のみ
　https://seki-konsapo.net
　(開設日以外は、関市中央公
民館☎23-7777まで)

対象　市内の自治会又は市民に
よる住民自治組織が行う事業
で、費用が１万円以上のもの

　※ごみ集積場を新設又は移
設、廃止する場合は、事前
に届出が必要です。

　※詳しくは下記までお問い合
わせください。

照会先　清掃事務所(☎22-0314)

　ごみの散乱防止、まちの環境
及び美観の向上を促進するため
に、自治会などがごみ集積場を
整備する場合、補助金を交付し
ています。ただし、整備前に申
請が必要です。
内容　事業に要した費用の1/2の額
(補助限度額＝1カ所につき20万円)
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 ～住み慣れた地域でいきいきと自立した生活を送るために～

基準緩和通所型サービス・運動機能強化通所型サービスをご利用ください！！

自治会活動保険

　団塊の世代が75歳を迎える2025年には、関市人口の3割が65歳以上の高齢者になると見込まれています。
　今後もすべての高齢者が、地域の中でいきいきとした生活が送ることができるよう、「介護予防・日常生活
支援総合事業(総合事業)」の利用要件を変更します。
　対象者は10月から、介護予防(国基準相当)通所型サービスを利用することができなくなり、基準緩和(市独自
基準)通所型サービスまたは運動機能強化(市独自基準)通所型サービスを利用していただきます。(特別な理由
がある場合を除く)
　注1：要支援1・2の人に関しては利用要件に変更はありません。
　注2：ご自身の介護度や介護計画等についてご不明な点がある場合は担当ケアマネジャーにご確認ください

照会先　高齢福祉課(☎23-7730)

　自治会のコミュニティ活動を安心して行っていただくために、市が自治会活動保険に加入しています。万が
一事故が起きた場合は、自治会長を通じて保険会社に連絡してください。なお、事故が保険適用されるかどう
かは、保険契約を締結した保険会社が最終的に判断します。
　平成31年度の契約内容、保険取扱事務所は次のとおりです。
保険の内容　▽賠償責任補償＝1事故あたり2億円限度　▽傷害補償　死亡保険金＝500万円限度
後遺障害保険金＝500万円限度　入院(1被保険者1日あたり)＝3千円　通院(1被保険者1日あたり)＝2千円　
▽傷害見舞費用補償　住民の親族などが傷害を被った場合の見舞金＝3千円〜10万円
▽費用損害補償　降水により中止・延期した場合の費用損害補償＝１事故損害額の70％（30万円限度）
保険の加入日　平成31年4月1日(月)
照会先　保険代理店㈱フジヨシ(☎23-7770　 23-7775)または市民協働課(☎23-6806)

特別な理由とは
・基準緩和通所型サービス又は運動機能強化通所型サービス事業所の送迎圏外である場合
・介護予防通所型サービスの利用が適当と認められた場合

介護予防通所型サービス
　要介護状態の方が、日常生活上の支援や機能訓
練を受けるサービスです。
【利用回数】

要支援1　1回/週(月4回まで)
要支援2　2回/週(月8回まで)

【利用時間】
5〜8時間　または　3〜5時間

【内　容】
原則送迎あり
必要な人には食事、入浴を提供

【利用料】
要支援１　1,647円/月(※1割負担の場合)
要支援２　3,377円/月(※1割負担の場合)
※本人の負担割合に準じます。

基準緩和通所型・運動機能強化通所型サービス
　専門的な働きかけを行い、事業対象者自身が生
活機能を維持向上するよう努力を続け、自らの行
動を変える支援を行うサービスです。

【利用回数】
事業対象者・要支援1　1回/週(月5回まで)
　　　　　　要支援2　2回/週(月10回まで)

【利用時間】
2〜3時間

【内　容】
原則送迎あり
閉じこもり予防を目的としたミニデイ(基準緩
和)型と運動機能強化型を選ぶことができます

【利用料】
事業対象者・要支援1・2　300円/回
　　　　　　(※1割負担の場合)
※本人の負担割合に準じます。
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２月の乳幼児相談

　市では、全国大会に出場する選
手・チームに激励金を交付してい
ます。出場前にご連絡ください。
対象　各種予選大会に出場し、
全国大会へ出場する権利を得
た、市内に住所を有する居住
者および市内在学・在勤者な
ど。詳しくは市ホームページ
をご覧ください。

照会先　スポーツ推進課(※ス
ポーツの大会)(☎23-7766)、教
育総務課(文化・芸術の大会)(☎
23-7718)

　関の寿司屋の名店・鮨　紺乃の
近藤さんから、パパも子どもも喜
ぶおつまみ・子つまみ作りを教え
てもらいます。
日時　5月12日(日)午前10時～午
後1時

場所　安桜ふれあいセンター調理
室(安桜ふれあいプラザ内)

対象　未就学児の子を持つ親　
　※託児利用可。事前予約必要
定員　10人(申込順)
参加費　2,000円
申込・照会先　市民活動センター
　(☎24-7772)

いてはお問い合わせください。
　電気柵の使用は、感電防止の
表示、適切な機器の使用など、
安全対策をお願いします。
照会先　農林課（☎23-7705）

　交通事故や詐欺といった犯罪被
害に遭い、警察や検察庁に訴えた
が、検察官がその事件を裁判にか
けてくれないことがどうも納得で
きない。このような不満をお持ち
の人は、検察審査会にご相談くだ
さい。
　検察審査会は、検察官が事件を
裁判にかけなかったことが正し
かったかどうかを審査する機関で
す。相談や審査の申立てには費用
は要りません。また、秘密は固く
守られます。
　検察審査会では、11人の審査
員が審査を行います。審査員は、
選挙権を持っている皆さんの中か
らくじで選ばれます。審査員に選
ばれた際には、国民の代表として
ご協力をお願いします。
照会先　岐阜検察審査会事務局
(岐阜地方裁判所内)(☎058-262-
5263)

　農作業にはゆとりをもって、
農業機械の転倒など事故を防ぎ
ましょう。
　泥・肥料などの飛散に注意
し、泥水の流出防止のため浅水
で代掻きするなど環境に配慮し
ましょう。農薬は飛散に注意し
使用方法を守りましょう。
　鳥獣被害対策は集落点検・防
護柵設置・追払い等を組合せ、
集落ぐるみで実施すると効果が
高くなります。
　防護柵設置等の補助制度につ

全国大会に出場予定の
選手は事前に連絡を

検察審査会からのお知らせ

農作業・鳥獣被害対策

日時　5月11日(土)午前10時～11
時30分

場所　わかくさ・プラザ「総合福
祉会館3階会議室」

内容　▽関市・各務原市の産業紹
介(午前10時～10時30分)　▽保
護者向けセミナー～「ジモト
優良企業」の見つけ方～(午前
10時30分～11時30分)

講師　株式会社名大社　代表取締
役社長　山田哲也さん

対象　就職を考える高校生の保護
者(進学希望の保護者も参加で
きます)

申込・照会先　関市みんなの就職
サポートセンター(☎23-7335関
市役所2階商工課内)

日時　5月10日(金)午後3時～4時
30分

場所　わかくさ・プラザ「総合福
祉会館3階会議室」

内容　▽午後3時～4時「効果的
な高校生求人票の書き方」セミ
ナー　▽午後4時～4時30分　
高校生求人の留意点について

講師　一般社団法人高校生しごと
ラボ代表理事　渡辺みゆきさ
ん・ウエルズ社会保険労務士
事務所代表　五十川将史さん

対象　新規高校卒業者の採用募集
を検討している事業所

申込・照会先　関市みんなの就職
サポートセンター(関市役所2階
商工課内)(☎23-7335)

高校生の保護者の皆さまへ
「ジモト優良企業」の見つけ方

-事業者の皆さまへ-セミナー
「効果的な高校生求人票の書き方」

関市まちづくり市民会議事業
「俺のおつまみと子つまみを作る会」
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ＦＣぎふホームタウンデー

　会場で市の特産品・グルメの販売、ピッチ内練習見学ツアーやジュニアスペシャルマッチが行われます。
　市がホームタウンとなる試合は、関市民は無料チケット「感動を共に！！チケット」を入手できます(先着
500枚)。また、県内小学生以下限定で、全ホームゲームが観戦無料となる「夢パス」を発行しています。
日時　5月12日(日)　午後7時～
場所　岐阜メモリアルセンター長良川競技場
対戦　ＦＣ岐阜×ツエーゲン金沢
申込　無料チケットは、ＦＣ岐阜ホームページにて手続きください。
　「夢パス」は、会場内「夢パス受付ブース」にて申込みください。
照会先　観光課(☎23-7704)  ※チケットはスポーツ推進課(☎23-7766)

木造住宅の耐震改修工事補助と無料耐震診断の募集について

【木造住宅耐震改修工事】
補助金の額
　・1.0改修　対象経費の80％の額(上限額：市内業者

　施工の場合200万円、市外業者施工の場合160万円)
　・0.7改修　対象経費の70％の額(上限額：市内業者

　施工の場合120万円、市外業者施工の場合100万円)
申込要件

・市内にある木造住宅の所有者で市税を滞納して
いない人

・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
・以下のケースのいずれかに該当する場合
　ケース1：評点が1.0未満とされた木造住宅で、改

修後の評点が1.0以上の改修工事等
　ケース2：評点が0.7未満とされた木造住宅で、改

修後の評点が0.7以上の改修工事等
・岐阜県木造住宅耐震相談士が設計監理する改修工事
・令和2年2月までに完成予定の改修工事

【木造住宅耐震診断(無料)】
申込要件

・市内にある木造住宅の所有者で市税を滞納していない人
・昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅
・一戸建ての木造住宅(店舗等併用住宅は延べ面積

の半分以上が住宅)
・在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁工法によるもの

申込方法　所定の申込書で都市計画課、西部支所また
は各地域事務所へ提出

照会先　都市計画課(☎23-7981)
　※木造住宅耐震改修工事の補助額は令和元年度まで

の時限的な上乗せとなっています。この機会にぜ
ひお申込みください。※補助金の対象についてご
不明な場合はご相談ください。

　※申込み順に随時受付し、予定戸数に達し次第締め
切ります。

２月の乳幼児相談
　水の入れ替えと点検・
清掃のため、臨時休館し
ます
期間　6月3日(月)～7日

(金)
照会先　せきしんふれ愛

ア リ ー ナ 温 水 プ ー ル
(☎23-7762)

　農薬は、適正に使わないと、人や動物および周辺の生活環境に悪影響を及ぼ
すおそれがあります。学校、保育園、病院、公園、住宅地に近い農地・空き地
では、できる限り農薬を使用しない方法を選んでください。やむを得ず農薬を
散布する場合は、次のことについて注意してください。
・フェロモン剤による誘引や農薬の塗布など、飛散しにくい農薬や剤型を選ん

でください。
・農薬の散布を行う日時・目的・農薬名を記載した看板の設置などにより、周

辺住民への事前の周知に努めてください。(近隣に学校・通学路などがある
場合は、子どもの通学時間帯を避けてください。)

・近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選ぶとともに風向き、噴霧器のノズル
の向き、噴霧する圧力にも注意し、農薬の飛散防止に配慮してください。

・農薬ラベルに記載されている使用方法及び使用上の注意事項を必ず守ってく
ださい。

照会先　環境課(☎23-6733)、農林課(☎23-7705)

温水プール、
トレーニングルーム臨時休館農薬の使用は注意してください！



25

　初級～中級程度(簡単な会話や
初歩的な構文の読み書き、聞き取
りができる人向け)の会話中心の
英語講座です。
期間　5月28日～7月30日の毎週

火曜日　午後7時30分～9時(全
10回)　　

場所　わかくさ・プラザ「学習情
報館3階・3-2研修室」

講師　関市AET
定員　20人(申込順)　※5人以下

の場合は講座を中止します。
会費　5,000円 (年会費を納めてい

る人は3,000円)
申込期限　5月21日(火)まで
申込・照会先　関市国際交流協

会事務局(市民協働課内)(☎23-
6806　  23-7744)

　運動を始めてみたい人にお勧め
の教室です！
期間　6月19日～8月7日の毎週水

曜日(全８回のコース制)　
時間　午前9時30分～11時30分
場所　関市保健センター
内容　運動指導専門員による有酸

素運動、筋力トレーニング。
初心者でも、自宅で手軽にで
きる運動です。

対象　市内在住の74歳以下の者
(原則全8回参加できること)治
療中の病気がある人は、主治
医の許可が必要。また、当日
の血圧測定で血圧が高い場合
は、実習を見合わせていただ
く場合があります。

定員　30人(※定員を超えた場合

日時　6月14日(金)　午前10時30
分～午後1時

場所　関市保健センター
内容　夏野菜たっぷりランチで共

食(食育のお話と調理実習)
対象　市内在住の妊娠中・子育て

世代の保護者(託児は申込み時
に受付します)

定員　20人(抽選)
参加費　300円
持ち物　エプロン、三角巾(バン

ダナ等)、筆記用具、母子手帳
申込期限　6月4日(火)まで。後日、

結果を郵送します。
申込・照会先　市民健康課(☎24-

0111)
せき＊しあわせヘルスマイレージ

ポイント対象事業＝2Ｐ

は抽選。結果は6月に案内予定)
参加費　無料
申込期限　5月31日(金)まで
申込・照会先　市民健康課(☎24-

0111)
せき＊しあわせヘルスマイレージ

ポイント対象事業＝1Ｐ

　誰でも手軽にできるウオーキン
グ。簡単にできるからこそ、健康
運動指導士から効果的な方法を学
んでみませんか？
　普段歩いている人も、そうでな
い人もお気軽にご参加ください！

日時　5月31日(金)  午後7時～9時
　※受付開始は午後6時30分～
場所　武儀生涯学習センター　ア

リーナ
内容　・ウオーキングの基本姿勢
　・効果的なウオーキングって？
　・実際に歩いてみよう！
対象　おおむね74歳までの人
定員　30人(申込順)
参加費　無料
持ち物　室内用運動靴、外用運動

靴(天候により外周の歩行も有
り)、タオル、飲み物、運動の
できる服装

照会先　武儀保健センター(☎40-
0020)

せき＊しあわせヘルスマイレージ
ポイント対象事業＝1Ｐ

国際交流協会　英語講座
ＥＮＧＬＩＳＨ　ＬＥＳＳＯＮ

ヘルスアップ運動教室
参加者大募集！

妊娠中～子育て世代の
クッキング体験「食育タイム」

『ウオーキング教室』
inつぼがわ
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２月の乳幼児相談

①勘違い多し！小さなお店もキャッシュレス必須な本当の理由
②消費税増税で注目！キャッシュレス決済のポイント還元制度
③キャシュレス導入はゴールでなくスタート！成果を出す運用術

小さなお店のスマホ決済アドバイザー。
全国の商工会議所や行政、企業などで年
間100本以上の中小企業向けのセミナーで
講師を務める人気のコンサルタント。

日 時　5月16日(木)午前10時～正午
場 所　関市役所6階　大会議室
定 員　50人(申込順)

株式会社はちえん。代表取締役

講師　坂田 誠

　国策として導入が進められているキャッシュレス決済。
今回、多くの方が勘違いしている、本当のキャッシュレス決済の導
入・運用ポイントをわかりやすく解説します。
申込期限　5月13日(月)まで　
申込・照会先　商工課(☎23-6753)

日時　6月1日(土)午後7時～9時
(小雨決行)

会場　関市文化会館ロビー・関川
内容　ホタルについてのお話と生

息見学、ミニコンサートほか
対象　どなたでも
参加費　無料
　午後7時までに関市文化会館ロビー

へお越しください(申込不要)
照会先　環境課（☎23-7702）

支払いは現金！のお店もよくわかる

小さなお店のキャッシュレス決済セミナー
第11回せき・ホタルの楽

が っ

校
こ う

催事
案内

マンドリン＆ギターのしらべ
　日曜の午後のひとときにマン
ドリン音楽を楽しみませんか。
日時　5月26日(日)午後2時開演
会場　武儀生涯学習センター

「エントランスホール」
入場料　無料
照会先　武儀生涯学習センター

（☎49-3715)

市民掲示板の申込・照会は企画
広報課まで ( ☎ 23-9261)

受講料
無料

　毎年5月の最終水曜日に世界中で行われている住民
参加型のスポーツ交流イベントです。人口規模が同程
度の自治体同士で、15分以上継続して体を動かした
住民の参加率を競います。みんなで参加して対戦市に
勝利しよう！
日時　5月29日(水)午前0時～午後9時
場所　自宅、学校、職場、スポーツ施設など市内であ

ればどこでも可
種目　ウオーキング、体操、ストレッチなど15分以上

継続して体を動かすもの

参加方法　当日の午後9時30分までに、電話、FAX、
メールのいずれかで事務局まで報告することで参
加したことになります。

　※スマホからは下記ＱＲコードで報告できます。
報告・照会先　関市チャレンジデー実行委員会(ス

ポーツ推進課内☎23-7766、  23-7765、
　  sports@city.seki.lg.jp)

京都府今年の対戦は

市民の参加率（％）を競い合います！
関市   福知山市vs

どんな運動
でもOK!

チャレンジデー2019
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２月の乳幼児相談

２月の乳幼児相談 ２月の乳幼児相談

日時　6月9日(日)午前8時30分～
※雨天の場合は6月16日(日)

場所　中池公園テニスコート
種目　一般男子・女子、45歳以

上男子・女子の各シングルス
資格　▽男子　市内在住・在勤

者、関市テニス協会在籍者、
在学の大学生、専門学校生

　▽女子　オープン参加
参加費　2,000円(オープン枠は

3,000円)
申込期限　5月31日(金)まで
申込・照会先　テニス協会(ワー

ルドスポーツ内☎24-0011)

日時　6月16日(日)午前8時30分～
11時受付(当日受付)

　▽受付後随時出発▽各自解散
コース
〈初心者向コース〉
　関駅　⇒　関商工会議所　⇒
　日本“ど真ん中「関」‘ご当地グ

ルメ’大会”　⇒　春日神社　⇒
　関鍛冶伝承館　⇒　
　フェザーミュージアム　⇒　
　弁慶庵　⇒　関善光寺　⇒　
　関駅
　(約5.3km　約1時間40分)

〈一般向コース〉
　関駅　⇒　安桜山展望台　⇒　

関商工会議所　⇒　
　日本“ど真ん中「関」‘ご当地グ

ルメ’大会”　⇒　春日神社　⇒
関鍛冶伝承館　⇒　

　フェザーミュージアム　⇒　
　弁慶庵　⇒　関善光寺　⇒　
　関駅
　(約5.0km　約1時間20分)
定員　なし
参加費　無料
照会先　長良川鉄道株式会社
　(☎23-3921)

日時　5月26日(日)午前8時30分～
※雨天の場合は6月2日(日)

場所　中池公園テニスコート
種目　一般男子・女子、45歳以

上男子・女子の各ダブルス
資格　▽男子　市内在住・在勤・

在学者、関市テニス協会在籍
者　▽女子　オープン参加

参加費　1チーム2,000円(オープ
ン枠は3,000円)

申込期限　5月10日(金)まで
申込・照会先　テニス協会(ワー

ルドスポーツ内☎24-0011)

日時　5月16日(木)、23日(木)、30
日(木)、6月6日(木)、13日(木)　
午前11時～11時45分

場所　せきしんふれ愛アリーナ
「温水プール」

講師　コパンスポーツクラブ関専
属コーチ

定員　15名(申込順)
参加費　3,600円(全5回)※別途

プール利用料が必要
申込方法　7日(火)午後2時～14日

(火)午後8時までに下記窓口に
て、参加費を添えて申込み(電
話予約可)

申込・照会先　せきしんふれ愛ア
リーナ温水プール(☎23-7762)

期間　6月16日～8月11日の毎週
日曜日　※7月7日除く　

　※決勝戦8月14日(水)　
　※決勝予備日8月15日(木)
場所　市民球場ほか
代表者会議　5月23日(木)午後7時

～　わかくさ・プラザ「多目
的ホール」

申 込 方 法 　5 月 1 5 日 ( 水 ) ま で に
参加料(1チーム3,000円)を添
えて、関市体育協会、西部支
所、各地域事務所または軟式
野 球 連 盟 事 務 局 ( カ ネ マ ツ ス

ポーツ店☎22-4932)
　※申込書は各自治会長に送付し

ています。
照会先　関市体育協会(せきしん

ふれ愛アリーナ内☎23-8525)

社会人テニス大会

さわやかウォーキング（JR東海主催）
「関の刃物の歴史・文化と
ご当地グルメ大会満喫」

春季市民テニス大会

第69回町内対抗野球大会

プールで歩こう！
水中ウオーキング教室

催事
案内

「防災・減災」勉強会
　避難所運営訓練や図上訓練
は、地域の防災力向上に役立ち
ます。皆さんも一緒に学びませ
んか。
日時　毎月1日（休館日のとき

は翌日）　午後7時～9時
会場　わかくさ・プラザ総合福

祉会館3階3-1会議室
参加費　無料
照会先　防災ボランティアーズせき

防災の会・朝倉（☎090-2614-2333)

市民掲示板の申込・照会は企画
広報課まで ( ☎ 23-9261)

弓道教室

期間　5月11日～6月12日(各コー
スとも全10回)

時間　▽昼のコース＝(月・水)午
後1時30分～3時30分　▽夜の
コース＝(水)午後8時～9時、
(土)午後7時30分～9時

場所　関市弓道場(本郷町)
対象　市内在住・在勤・在学者

(高校生以上)
定員　各コース10人(申し込み順)
参加費　1,000円　※スポーツ保

険・弓具使用料
申込方法　5月10日(金)までに①

氏名②電話番号を電話、郵送
メールのいずれかでお知らせ
ください。

申 込 ・ 照 会 先 　 市 弓 道 会 ( 教 室
担当　鈴木)〒501-3805関市
本郷町88(☎24-6851 seki_
kyudokai@yahoo.co.jp)
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6月から「関市健診」が始まります！

期間　6月～令和2年2月末まで(ぎふ・すこやか健診は、6月から12月末まで)
【集団健診の予約受付は5月7日(火)から】
申込方法　各保健センターにて受付。パソコンや携帯電話でも申し込みできます。
　▽パソコンから → 「関市健診」で検索。
　▽携帯電話からのご予約は、右記コードのご利用が便利です。(空メールを送信。)
　※ドメイン「city.seki.lg.jp」からのメールが受信できるように設定してください。
6月の集団健診　6月21日(金)、23日(日)　
　※7月以降の日程は、市ホームページ、または、6月に郵送する「案内チラシ」をご覧ください。
個別健診を希望される人は、各医療機関にお問い合わせください。

　皆さんもがん検診を受けましょう。検診の
結果「要精密検査」になった場合は、必ず受
診しましょう。早期発見、早期治療のために
は、精密検査の受診が大切です。

予約・照会先
市民健康課
関市保健センター　　　　　☎24-0111
洞戸・板取保健センター　　☎0581-58-2204
武芸川保健センター　　　　☎46-2899
武儀・上之保保健センター　☎40-0020

　
『ヘルスアップ教室』inむげがわ

　筋活☆ボディメイクでめりはり
ボディに改善！『筋活のいろは』
期間　①5月10日(金)、②24日(金)
　　　午後1時30分～3時30分
場所　武芸川保健センター
内容　①二の腕筋活でふりそで

知らず！体に必要！はたらく
栄養素②大殿筋活でヒップUP 
めりはりボディ！自分にあっ
た食事量・摂取エネルギーを
知って筋活効果

対象　おおむね74歳までの人
定員　30人(申込順)
持ち物　タオル、飲み物、運動の

できる服装
申込期限　各日とも前日まで
申込・照会先　武芸川保健セン

ター(☎46-2899)
　※年間スケジュールは市ホーム

ページをご覧ください。
せき＊しあわせヘルスマイレージ

ポイント対象事業＝1Ｐ

　発達に遅れや偏りのある子どもの
ための体育・スポーツ教室を開講し
ます。日本とアメリカで障がい児の
体育・スポーツ指導に従事してきた
専任教員が指導します。みんなで元
気に身体を動かしましょう。
日時　木曜日　15回開催
　(4/11、4/25、5/9、5/16、5/30、

6/6、6/13、6/27、7/4、7/11、
7/25、8/1、8/8、9/5、9/26)

　午後3時15分～午後4時45分 
場所　中部学院大学(関市桐ヶ丘
　2丁目1番地)
講師　中部学院大学スポーツ健康
　科学部　後藤健太さん
対象・定員　障がいのある児童
　(年中～小学4年生)　15名
受講料　12,000円
申込・照会先　中部学院大学シ

ティカレッジ関(☎24-9460)
　インターネット・スマートフォ

ンからも申込みできます。
　(  https://city.chubu-gu.ac.jp)

中部学院大学 シティカレッジ関
「チャレンジ・キッズ体育教室」 関市市民農園利用者を募集

募集農園
①田原リフレッシュ農園
　場所　大杉
　募集区画　25区画(1区画50㎡)

※複数区画貸出可
　使用料　1区画　年間7,000円
②黒屋リフレッシュ農園
　場所　黒屋
　募集区画　5区画(１区画30㎡)

※複数区画貸出可
　使用料　1区画　年間4,200円
利用期間　5月1日以降の許可日か

ら令和3年3月31日までの2年間
募集対象者　市内在住者(田原に

ついては、空き状況により市
外在住の人も利用できます。)

利用者の決定　申込順
照会先　農林課(☎23-7705)

『乳がんを経験して』
　私は現在41歳、一児の母です。5年前の冬、胸にかゆみを感じて触
れると、「アレッ」と硬い石ころの様な感触がありました。触った瞬間、
「がんかも…」と怖くなりました。やはり乳がんでした。ただ、初期の
乳がんでしたので手術と放射線療法などの治療を終え、今は仕事も
以前と変わらず出来ています。もし発見が数ヶ月遅れていたら･･･。
今、命は無かったかもしれません。
　そして検診に行っていれば、もっと早く見つけられたはずです。
　検診に行く事は怖い事ではありません。検診に行かない事が怖い
事です。
　がんは早期であれば、私の様に助かる可能性が高まります。私の
今日の命は「おまけの人生」「おまけの一日」。そのおまけで、この経
験を伝えることで、誰かを救えたら嬉しいです。
　あなたの人生がますます素晴らしい人生となりますように。
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平成31年4月1日から新しい条例が施行されました。

「障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」
　障がいのある人もない人も互いの人格や個性を尊重
し、分け隔てなく安心して暮らせる共生社会の実現を
目指し制定されました。
   《本条例のポイント》　
①不当な差別的取扱いの禁止
　正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの
提供を拒否・制限したり、障がいのない人にはつけな
い条件をつけたりするようなことです。
　例えば
　・車いすを利用していることを理由に入店を断る。
　・障がいがあることを理由に、アパート契約を断る。
　・本人を無視して介助者にだけ話しかける。
②合理的配慮の提供
　障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表示
があった場合に、負担が重すぎない範囲で、必要かつ
合理的な配慮を行うことです。
　例えば
　・段差がある場合に補助したり、高い所にある商品

を取って渡したりする。
　・筆談、読み上げ、手話、分かりやすい表現を使っ

た説明など、障がいの特性に応じたコミュニ
ケーション手段で対応する。

　・障がいの特性に応じた時間調整など、ルール・慣
行の柔軟な変更を行う。

「関市犯罪被害者等支援条例」
　犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者等(犯罪
等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいい
ます。)の支援に関する基本理念を定め、犯罪被害者
等の支援施策を総合的に推進し、市民が安全で安心し
て暮らせる地域社会の実現を目指し制定されました。
   《本条例のポイント》　
①犯罪被害者等支援に関する理解の促進と二次被害の発生防止
　犯罪被害者等は、直接の被害に加え、周囲の配慮に
欠けた対応による間接的な被害にも苦しめられます。
犯罪被害者等にとって、二次的被害の苦しみは極めて
大きいことから、市だけではなく、市民や事業者に対
して二次的被害の発生防止に努め、市が実施する施策
に協力することを責務として規定し、予防効果を期待
します。
②必要な支援体制の整備
　身近な相談窓口として、犯罪被害者等の困りごと、不
安、疑問について、関係団体との連絡調整を図るととも
に、地域の実情に応じた支援を適切に提供し、市役所内
の既存の制度や手続きについても犯罪被害者等の負担を
軽減できるよう対応します。
③関市犯罪被害者等給付金の支給
　犯罪被害者等の日常生活に支障をきたすことがないよ
う犯罪等に起因する経済的負担の軽減を図るため、給付
金の支給その他の必要な施策を整備します。
照会先　福祉政策課(☎23-7735)

子ども俳句教室

　市内の史跡や公園などを散策し
ながら、指導者のアドバイスを受
けて楽しく俳句づくりをします。
日時　6月8日(土)、22日(土)
　午前9時30分～午後1時30分
場所　関善光寺周辺(いずれか天候の

良い日に安桜山展望台へ登ります。
対象　小・中・高校及び特別支援
　学校在籍の児童生徒
定員　両日とも30人(先着順)
参加費　無料　
申込方法　両日とも４日前までに

申込書を提出。
申込・照会先　文化課(☎24-6455

　  24-6950)

日時　5月4日(土)　午後7時～8時
30分

場所　わかくさ・プラザ「学習情
報館3階・まなびセンター」

テーマ　「春の星雲・星団を見よう」
内容　プラネタリウムでの学習、

屋外での天体観望
定員　100人
料金　一般300円、65歳以上の

人・高校生は150円、中学生以
下・障がい者(付き添い1人)無料

お知らせ　予約不可。受付開始は
午後6時から。午後6時30分以降
は参加できません。雨天時は、
プラネタリウムでテーマ解説の
み(料金は同じ)。中学生以下の
参加は保護者の同伴が必要。

照会先　まなびセンター(☎23-
7760)

　日本画、洋画、書道、工芸、彫
刻･彫塑、写真、デザインの7部
門の展示です。
日時　6月4日(火)～6月9日(日)午

前10時～午後5時
場所　関市文化会館
入場料　無料
照会先　文化協会事務局(文化課

内☎24-6455)

日時　5月4日(土)・5日(日)　①午
前10時～②午前11時10分～③
午後1時30分～④午後3時～

場所　わかくさ・プラザ学習情報
館3階「コスモホール」

テーマ　「私たちの太陽系」
定員　各回100人(定員に達し次第

締切り)
料金　一般300円、65歳以上の

人・高 校 生150円 、中学 生 以
下・障がい者(付き添い1人)無料
※団体割引有(大人20名以上)

照会先　まなびセンター(☎23-7760)

5月の市民天体観望会

関市文化協会会員美術展

5月のプラネタリウム投影



30

　コーヒーを飲みながら、誰もが
気軽にお話しできる場として、定
期的に開催しています。
【生前整理について話そう】
日時　5 月 9 日（木）
　午後 2 時 30 分～ 3 時 30 分
場所　市民活動センター
　　( 安桜ふれあいプラザ内）
ゲスト　白石知美さん（整理収納

アドバイザー）
対象　小学生以上
定員　10 人（申込順）
参加費　無料
申込・照会先　市民活動センター
　（☎ 24-7772）

【グラフィックで話を見える化しよう】
　これまでの会議や話し合いの場
を考える手法を学び合いません
か。第１回は、話を分かりやすく
イラストにまとめる方法（入門）
を学びます。
日時　5 月 18 日 ( 土 )
　午前 11 時 30 分～午後 0 時 30 分
場所　市民活動センター ( 安桜ふ

れあいプラザ内）
対象　どなたでも
定員　10 人 ( 申込順 )
参加費　無料
申込・照会先　市民活動センター
　（☎ 24-7772)

　
刃物まつりに来場される外国人の
ために、英語で案内ができるよう、
まつりの概要やガイドの基本につ
いて学びます。
日時　 6 月 16 日・30 日 ／ 7 月 7 日・

21 日／ 8 月 4 日・18 日／ 9 月 1 日・8
日・15 日・22 日・29 日 ／ 10 月 6 日
の日曜日及び第 52 回刃物まつり（10
月 12・13 日）　午前 9 時～正午

場所　アピセ関
対象　英会話初心者～上級者　
　※小学生 5 年生～ 
定員　 40 人（申込順） 
参加費　3,600 円　 ※ 12 回 の 勉

強会と活動費
申込方法　電話またはメールにて 

『件名：おもてなし英会話　勉
強の会参加希望』と『名前、住所、
電話番号』を伝えてください。

申込・照会先　おもてなし英会話 
勉強の会　代表・近藤弓子

　（☎ 080-3628-0475)
    info@monokoto-class.com（近藤）

日時　5 月 16 日 ( 木 )　①午前 11
時～、②午後 1 時～

内容　クエン酸、重曹などを使用
して入浴剤を作ります。

参加費　600 円　※施設利用料を
含む

照会先　武芸川健康プール
　( ☎ 45-0133)

マンカラは、ボードとおはじきを
使った数取りゲームで、脳トレに
も最高です。
日時　5 月 25 日 ( 土 )　午後 1 時

30 分～ 4 時
場所　市民活動センター ( 安桜ふ

れあいプラザ内）
講師　関市レクリエーション協会
対象　小学生以上
定員　20 人 ( 申込順 )
参加費　無料
申込・照会先　市民活動センター
　（☎ 24-7772)

日時　5 月 22 日（水）午前 10 時
30 分～正午

場所　わかくさ・プラザ学習情報
館 3 階「3-2 研修室」

進行　松浦俊介さん（関市ビジネスサ
ポートセンター　チーフアドバイザー）

ゲスト　山﨑浩平さん（熱海市チャレン
ジ応援センター　チーフアドバイザー

※このセミナーは、国が指定する特定創業
支援等事業の対象事業の一部となりま
す。詳しくは商工課までお電話ください。

対象　起業・創業に興味のある人、
創業して間もない人

定員　15 人（申込順）
受講料　無料
申込・照会先　商工課
　（☎ 23-6752　　23-7741）

市民活動センター事業
「関のおしゃべりカフェ」

市民活動センター隔月事業
「聞き上手・話し上手勉強会」

刃物まつりを英語で案内しよう！

武芸川健康プール　かんたん手作り
バスボム ( 入浴剤 ) ワークショップ

せきの創業セミナー「売れる商
品！プロデュースの極意」

関市の人口

人口（人） 男（人） 女（人） 世帯数（世帯）
関市 88,506    （-293） 43,332   （-161） 45,174   （-132） 35,382     （-8）
関地域 74,865    （-194） 36,712   （-105） 38,153     （-89） 29,893    （14）
洞戸地域 1,913        （-8） 924       （-2） 989       （-6） 762     （-1）
板取地域 1,107        （-4） 537       （-2） 570       （-2） 518      （0）
武芸川地域 5,919      （-50） 2,861     （-28） 3,058     （-22） 2,305  （-19）
武儀地域 3,140      （-22） 1,527    （-15） 1,613       （-7） 1,262      （1）
上之保地域 1,562      （-15） 771      （-9） 791       （-6） 642     （-3）

　　※（）内は前月比
　　年に 2 回（4 月と 10 月）、地域ごとの人口を掲載します。
　　それ以外の月は，関市全体の人口を掲載しますが、市ホームページで地域ごとの人口を確認することができます。
照会先　行政情報課 ( ☎ 23-6876)

市民活動センタープチイベント
「マンカラで遊びましょう」
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　犬や猫の健康状態をチェックを
したり、聴診器を使って心臓の音
を聞いてみよう。
　ワンちゃんの散歩やふれあいも
できるよ！遊びに来てね。
日時　5 月 5 日 ( 日・祝 )　
　午後 1 時～ 3 時 30 分
　体験は 1 時～、2 時～、3 時～

の 3 回開催
場所　岐阜県動物愛護センター
　　　美濃市片知 593
対象　小学生以下の子ども
　　( ※保護者同伴 )
定員　各 5 名（要予約）
参加費　無料
申込・照会先　岐阜県動物愛護セ

ンター（☎ 34-0050)

　GW 連休中、大人から子どもま
で楽しめる自由工作コーナーを実
施します。犬猫クイズ、迷子札づ
くり、アニマルバルーンアート、
手作りうちわなど、人気のグッズ
を取り揃えてお待ちしています。
日時　5 月 3 日 ( 金・祝 ) ～ 6 日 ( 月・

振休 )　午後 1 時～ 3 時 30 分
場所　岐阜県動物愛護センター
　　美濃市片知 593
定員　なし（申込不要）
参加費　無料
照会先　岐阜県動物愛護センター

（☎ 34-0050)

日時　5 月 19 日 ( 日 )午後 1 時～
場所　関市文化会館「大ホール」
内容　大正琴やエイサー太鼓の演奏

や詩吟、民踊の上演
入場料　無料
照会先　文化協会事務局
　( 文化課内☎ 24-6455)

　2020 年東京オリンピックに向
けて、タバコ関連の規制はますま
す厳しくなります。法の一部改正

により 7 月から、多くの人が利用
する施設では敷地内禁煙、もしく
は原則屋内禁煙となります。
　禁煙しようかな？の一歩を大切
に！禁煙治療は条件によって、健
康保険の適用になります。
　禁煙相談や禁煙治療ができる医
療機関を知りたい人は、お気軽に
市民健康課までご相談ください。
照会先　市民健康課（☎ 24-0111
　　23-6757)

　ごみゼロの日は、清掃ボラン
ティアを通じて「ごみを捨てない
心」を育てようと、関市ポイ捨て
等防止条例で定められた日です。
　今年も市民行動日として、自治
会や各種団体を中心に、市内各所
で清掃ボランティアが行われま
す。多数の参加をお願いします。
期日　5 月 26 日 ( 日 )
場所　市内全域　( 自治会や各種

団体ごとに実施していただき
ます。)

参加方法　実施する団体は事前に
環境課まで連絡してください。

照会先　環境課（☎ 23-6733)

　オカリナサークル・ジュピター
の皆様によるコンサートを開催し
ます。
日時　5 月 25 日（土）午後 2 時

～ 3 時（午後 1 時 30 分開場）
場所　地域活動支援センターかざ

ぐるま（関市稲口 774-1）
入場料　無料
申込・照会先　( 医 ) 明萌会　地

域活動支援センターかざぐるま
　（☎ 21-5566）担当：梅田

　近年、集中豪雨や台風などの風
水害が全国各地で発生し、多大な
被害を受けています。
　今年も雨が多く降る時季が近づ
いてきました。風水害を未然に防
ぐため、状況や情報を正しく知り、
備えることの必要性を理解し、適
切に行動する力を高めましょう。
【知る】
①地域の状況を知る
　過去に起きた災害、危険箇所、避

難場所、避難経路などを確認し、
家族と落ち合う場所を決める

②気象情報など情報を知る
　台風の接近や雨が降り続いた時

は、テレビやラジオで気象情報
を収集する

【備える】
①非常持ち出し品の確認
　避難のために必要なもの（飲料

水、食料、懐中電灯、ラジオ、
衣類など）の準備

②住まいの点検
　自宅の点検をしておく（瓦の割

れやひび、トタンのめくれ、窓
ガラスのひび割れ、雨どいの詰
まりはないか）

【行動する】
風水害時の避難の注意点
　・動きやすく安全な服装で、運

動靴を履く
　・道路が浸水すると、側溝など

が確認できないので、杖を持っ
て足元を確認しながら歩く

　・単独行動はしない（家族や近
所の人と行動する）

　・避難勧告などが出されていな
くても、危険を感じたらすぐ避
難する

照会先　中濃消防組合関消防署
（☎ 23-0119)

5 月 31 日は世界禁煙デー

風水害に備えましょう！

どうぶつのお医者さん体験

自由工作で楽しく遊ぼう！

第 40回関市文化協会邦楽大会

ごみゼロの日
市民行動日は 5月 26 日です！

かざぐるま
春のオカリナコンサート
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