
「緊急地震速報（訓練用）」を放送します！

関市消防操法大会

　消防庁が防災行政無線(同報無線)を使用して、全国一斉に訓練用の緊急地震速報を放送します。これは、全国瞬
時警報システム(Ｊアラート)を活用した情報伝達手段の確認を行うものですが、放送に併せて自分の身を守る行動
を練習しましょう。
≪地震による危険回避安全行動≫
①姿勢を低くする　　②手や腕で頭や首を守る　　③揺れが収まるまでじっとする(1分間程度)
放送日時　6月18日(火)午前10時頃
放送内容　「(緊急地震速報チャイム音)緊急地震速報。大地震です。大地震です。これは試験放送です」×3回

※あんしんメールでも同様の内容を配信します。
※気象状況などによっては、中止することがあります。

照会先　危機管理課(☎23-7048)

　地域の代表として大会に臨む消防団員が、日ごろの訓練の成
果を披露します。放水して標的を倒すまでの所要タイムや迅速
確実な動作などを競い、大会の優勝を目指します。また、大会当
日は消防ラッパ隊、関市消防音楽隊の演奏もあります。なお、市
操法大会の優勝分団は、8月4日(日)に高山市で行われる岐阜県
消防操法大会に市代表として出場します。
日時　6月2日(日)午前8時～
場所　中濃公設卸売市場北側駐車場
操法種別　ポンプ車操法
照会先　危機管理課(☎23-7736)

２月の乳幼児相談

日時　10月27日（日）
　　　午前8時30分～ (予定 )
場所　市内全域
内容　市内全域での避難訓練、地

域ごとの各種参加・体験型訓練
照会先　危機管理課(☎23-7048)

【電波利用環境保護周知啓発強
化期間　6月1日～10日】
　電波の利用にはルールがあり
ます。無線機器を使用するとき
は、必ず「技適マーク」が付い
ているか確認してください。
　また、外国規格の無線機器
は、防災行政用無線やテレビ放
送等に妨害を与えるおそれがあ
り、国内では使用できません。
照会先　総務省　東海総合通信局
◆不法無線局の相談
　☎052-971-9107
◆テレビ等の受信障害の相談
　☎052-971-9648

総合防災訓練を実施します

電波のルールは必ず
守りましょう

６月～７月上旬の関市健診

健診場所 月　日 時　間

特定健診

前立腺がん

肝炎検査

胃がん

大腸がん

肺がん・

結核

乳がん

子宮頸がん

★

骨粗しょう症

★

ヤング健診

★

関市保健

センター

☎24-0111

6月21日

(金)

午前8時30分

～11時
○ ○ ○ ○ ○

6月23日(日)
午前8時30分

～11時
○ ○ ○ ○ ○

7月10日(水)
午前8時30分

～11時
○ ○ ○

洞戸ふれあい

センター

☎0581-

58-2204

7月2日(火)
午前8時30分

～11時
○ ○

7月12日

(金)

午前8時30分

～正午
○ ○ ○

板取保健

センター

☎0581-

58-2204

洞戸事務所内

7月2日(火)
午後1時30分

～3時30分
○ ○

※予約が必要です。定員に達している場合はご了承ください。
※★マークの健診には託児があります。希望者は、予約時に申込みください。
注意事項　受診時は受診券をご持参ください。
受診券がない場合は、市民健康課(保健センター)へご連絡ください。
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　毎年 6 月 1 日の「人権擁護委
員の日」に合わせて、無料の特設
人権相談所を開設します。
※人権擁護委員は、法務大臣より
委嘱を受けた民間の人で、法務局
と連携して、皆さんからの相談を
受け、問題解決のお手伝いをする
相談パートナーです。
日時　6月4日(火)午後1時～4時

(当日申込順)
※市では、主に毎月第 1 火曜日を

人権 ( 悩みごと ) 相談日として
相談を受け付けます。

場所　▽わかくさ・プラザ総合福
　祉会館 1 階 1-1 相談室▽洞戸ふ

れあいセンター 1 階控室▽板
取生涯学習センター会議室▽
武芸川事務所 3-1 会議室▽武儀
老人福祉センター 2 階相談室
▽上之保生涯学習センター 1-2
会議室

相談内容　いじめ、体罰、女性
や障がいのある人に対する差
別、家庭内、近隣間のもめご
となど、身近なことでお困り
なこと

照会先　生涯学習課(☎23-7777)

日時　6月16日(日)午前10時～午
後3時　※雨天決行

場所　本町1～2丁目
内容　市内・県内のご当地グルメ

の販売・飲食、特産品の販売
主催　関商工会議所
照会先　 関 商 工 会 議 所 ( ☎ 2 2 -

2266)

　
　80歳以上で自分の歯が20本以
上ある人を表彰します。8020を
達成している人は食べ物をしっか
りと噛むことができ、脳が活性化
されて認知症のリスクが減少、医
療費が軽減されるなどの調査結果
も出ています。
　該当者は、市内の歯科医院で健
診(無料)を受けてください。
対象者　昭和14年4月1日以前生ま

れで、自分の歯が20本以上ある
人。過去に「8020」表彰を受賞
された人は対象になりません。

健診期間　6月1日(土)～8月31日
(土)※要予約

持ち物　年齢と関市住民であるこ
とが確認できるもの(保険証・
免許証等)

表彰式　11月4日(月・休)
 　賞状と記念品をお渡しします。
照会先　市民健康課(☎24-0111)

地域の公民センターやふれあいセ
ンターを利用して、介護予防を目
的とした体操教室やお茶会などを

自主的に開催している代表者は、
高齢福祉課まで活動内容などを登
録してください。
　登録後は、①通いの場を運営し
ている代表者の交流会の案内　②
講師の派遣などの案内　③その
他、活動の継続を支援するための
情報提供をさせていただきます。
照会先　高齢福祉課(☎23-9007)

雇用期間　7月22日(月)～8月27日(火)
勤務時間　平日の午前7時30分～午

後7時までのうち、3～5時間程度
勤務場所　各小学校の留守家庭児

童教室
募集人員　数名
申込方法　申込用紙を提出　※用

紙は教育総務課にあります。
申込期限　6月20日(木)まで
申込・照会先　教育総務課(☎23-

7722)

　内職をお考えの人、内職求人を
出したい企業の皆様はお気軽にご
相談ください。
日時　毎週水曜日　午前10時～

午後3時
場所　みんなの就職サポートセン

ター内(関市役所北庁舎2階)
内容　▽内職をお考えの人：内職

についての就業相談　▽企業
の皆様：内職求人の受付

照会先　みんなの就職サポートセ
ンター(☎23-7335)

全国一斉「人権擁護委員の日」
特設人権相談所を開設します

夏休み期間の「留守家庭児童
教室」臨時指導員

キャッシュレス推進事業
「関の刃物とまちおこし」
ご当地グルメ大会２０１９

「８０２０」表彰を行います

住民主体の【通いの場】の
登録をお願いします！

内職相談　受付中！
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介護保険料が変わりました

　今回の改定では、消費税率引き上げに伴い保険料の基準額に対する割合が引き下げとなりました。
　65歳以上の人（第１号被保険者）の保険料は下記のとおり本人及び世帯の市民税の課税状況や合計所得金額
等により所得に応じた保険料を設定しております。

　平成30年度～令和2年度の介護保険料の基準額は年額68,400円です。この額は、「関市の被保険者で介護が必
要な方が、どれくらいサービスを利用し、介護サービスにかかる費用がどれくらいになるか」の見込額をもとに
計算して定めます。
　この基準額を基として、平成31年度の市民税と平成30年中の所得、4月1日の世帯状況により被保険者ごとの
年間保険料額を決定します。

　サービスを利用するときに利用者負担が3割もしくは4割になったり、高額介護（介護予防）サービス費等が
受けられなくなる等の不利益処分があります。

　介護保険料は、特別徴収（年金から差し引き）と普通徴収（現金納付または口座振替）の2種類の納め方があ
ります。
◆特別徴収は、年間18万円以上の年金を受給している人が対象です。
　4・6・8月に納めていただく保険料の残額を10・12・2月で納めます。年金支給月ごとの天引き額を6月下旬に
お知らせします。
◇次のような場合、年金が年額18万円以上でも一時的に納付書で納めることがあります。
　・年度途中で65歳（第1号被保険者）になった場合
　・他の市区町村から転入した場合
　・年度途中で年金（老齢〈退職〉年金、遺族年金、障害年金）の受給が始まった場合
　・収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
　・年金が一時差し止めになった場合等
◆普通徴収は、7月から翌年3月末までの10回に分けて納めていただきます。6月下旬に納入通知書と納付書をお
送りします。なお、口座振替の方には納入通知書のみお送りします。

※生活保護受給者、老齢福祉年金を受給し世帯全員が市民税非課税の人は、第１段階になります。
※「課税年金収入額」とは、課税対象となる年金（老齢年金、退職年金など）の受給額の合計です。
　非課税年金（障害年金、遺族年金など）の受給額は含みません。
※「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費等を控除した所得金額の合計額で、特別控除前の土地建物や株式の譲渡所得などを含み、雑損失・繰
　越損失は含みません。（分離譲渡所得に係る特別控除額は合計所得金額から引かれます。）
※改元日以降の日付が「平成31年度」と表示されている場合は、「令和元年度」に読替えてください。

■介護保険料の算定の考え方

■保険料の納め方

■保険料を2年以上滞納すると

所得段階別介護保険料(平成31年度～令和2年度)

前年の課税年

金収入額と合

計所得金額が

80万円以下
第1段階

（基準額×0.375）
25,650円 30,780円

80万円を超え

120万円以下

第2段階

（基準額×0.625）
42,750円 44,460円

120万円を超える
第3段階

（基準額×0.725）
49,590円 51,300円

前年の合計所

得金額が

120万円未満
第６段階

（基準額×1.2）
82,080円 82,080円

120万円以上

200万円未満

第７段階

（基準額×1.3）
88,920円 88,920円

200万円以上

300万円未満

第８段階

（基準額×1.5）
102,600円 102,600円

300万円以上
第９段階

（基準額×1.7）
116,280円 116,280円

前年の課税年

金収入額と合

計所得金額が

80万円以下
第４段階

（基準額×0.9）
61,560円 61,560円

80万円を超える
第５段階

（基準額×1.0）
68,400円 68,400円

世帯全員に

市民税の課

税がない
本人に市民

税の課税が

ない

本人に市民

税の課税が

ある

65歳以上

の方

世帯の誰かに

市民税の課税

がある

 (平成31年度) (平成30年度)

照会先　高齢福祉課(☎23-7730)
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日時　7月5日(金)スタート＝午前
7時30分～(集合時間はスタート
の30分前)※雨天決行

場所　美濃関カントリークラブ(旧
ボゥヴェールカントリークラブ)

定員　120人～140人(30組～35組)
	 ※セルフプレー
参加資格　市内在住・在勤者
競技方法　ダブルペリア方式(トリ
カット・同ネットの場合は年齢順)

参加費　1人1,500円(賞品代)
プレー代　1人8,490円(税込)※昼
食代、パーティー軽食代含む
なお、メンバーは1人7,470円
(税込)

※参加費、プレー代は当日徴収
申込方法　専用申込書をせきしん
ふれ愛アリーナへ提出(ひとり1
組4人まで受付可)

※申込書は申込開始日からせきしん
ふれ愛アリーナで配布します。

※先着順
※美濃関カントリークラブでは申
込みできません。

申込期間　6月4日(火)～14日(金)
※取扱時間＝午前8時30分～午後5時
その他　キャンセルする場合は、
6月29日(土)正午までに、関市
体育協会にご連絡ください。

照会先　関市体育協会(☎23-8525)
関市ゴルフ協会・加藤浩二(☎
090-1830-6593)

　
(第12回県民スポーツ大会ゴルフ競
技郡市代表戦～関市代表選考会～)
日時　7月12日(金)スタート＝午
前8時～	※雨天決行

場所　岐阜セントフィールドカン
トリー倶楽部

定員　80人
参加資格　市内在住・在勤者
　※プロ・研修生・児童・生徒・
学生・暴力団関係者およびそ
れに準ずる人は参加不可。

競技方法　18ホールストローク
プレーダブルぺリア方式

参加費　3,000円(税込)
プレー代　ビジター8,080円(税
込)※1Ｒセルフ・昼食バイキン
グ・パーティ(軽食、ドリンク
付)含む

申込方法　岐阜セントフィール
ドカントリー倶楽部にて受
付。申込用紙または電話(☎29-
0888)で申込みください。

申込期限　6月30日(日)まで
※定員になり次第締切。
その他　グロス上位5名は9月20
日(金)に、やまがたゴルフ倶楽
部で開催される県民スポーツ
大会ゴルフ競技(郡市代表戦)に
関市代表として出場していた
だきます。

照会先　関市体育協会(☎23 -
8525)

　

　気軽にお話できる場として、定
期的に開催しています。
【関市のオシャレなカフェについ
て話そう】
日時　6月6日(木)　午後2時30分
～3時30分

【あじさいまつりについて話そう】
日時　6月27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)
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)

　　　　
　
　集客に困っている皆さん、チラ
シ以外のツールとしてLINE＠を始
めてみませんか。
日時　6月15日(土)午後2時～4時
場所　市民活動センター
　(安桜ふれあいプラザ内)
講師　助産師の産前産後ケア「つ
なぐ」さん

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)

第11回
関市長杯争奪ゴルフ大会 関市ふれあいゴルフコンペ 市民活動センター事業

「関のおしゃべりカフェ」

市民活動センタープチイベント
「LINE＠使い方講座」
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期間　6月29日(土)～8月27日(火)
※7月1日(月)、8日(月)、16日
(火)は休み。※8月4日(日)は大
会のため一般の利用不可。

利用時間　午前9時～午後4時
使用料　▽中学生以下＝無料　▽

高校生＝200円　▽大人＝400
円　▽高齢者および障がい者
＝100円(証明書の提示が必要)

利用条件　次に該当する人は保護
者 ( 成人に限ります ) が同伴し
てください。( 保護者 1 人につ
き 2 人まで ) ▽小学校 3 年生以
下　▽「関市中池市民プール遊
泳許可証 ( 各学校で発行するも
の )」を持っていない小学校 4
～ 6 年生および中学生

※おむつが必要な人は入れませ
ん。水遊び用おむつも不可

照会先　中池公園事務所(☎24-
0214)

シルバー人材センター技能講習会

対象　県内在住の60歳以上で、シルバー人材センター入会希望者
参加費　無料
申込方法　申込書に必要事項を記入して郵送またはＦＡＸで申込み。
※申込書は高齢福祉課、各地域事務所、関市シルバー人材センターにあ

ります。
照会先　岐阜県シルバー人材センター連合会(☎058-249-0228　　058-

248-9730)

講習名 受講日 場所 定員 申込期限

学童保育体験 7 月 23 日 ( 火 ) とんてん館 4 人 7 月 10 日 ( 水 )

学童・放課後保育 7 月 9 日 ( 火 ) ～
11 日 ( 木 ) わかくさ・プラザ

「学習情報館」

10 人 6 月 25 日 ( 火 )

調理サポート 11 月 5 日 ( 火 ) ～
7 日 ( 木 ) 10 人 10 月 22 日 ( 火 )

カローリング日本平成村カップ

はもみん
はつらつウォーキング

水上アスレチックで遊ぼう！

ザ・ファースト・ティ

日時　7月14日(日)▽受付＝午前9時
▽開会式＝午前9時30分

　▽競技開始＝午前9時50分
場所　武儀生涯学習センター・アリーナ
参加費　1チーム1,200円
※当日、受付で支払い
参加資格　小学生以上(1チーム3

人で申込み)※小学3年生以下の
チームには、保護者1人を含め
ること。

定員　40チーム(申込順)
持ち物　室内シューズ
申込先　6月23日(日)までに関市体

育協会(関市若草通2-1せきしんふ
れ愛アリーナ)へ、郵送またはFAX
※申込用紙は、せきしんふれ愛ア
リーナ、西部支所、各地域事務所
にあります。

照会先　関市体育協会(☎23-8525 
 23-3388)

日時　6月9日(日)▽午前8時30分
～8時50分受付(当日受付)　▽
午前9時出発▽正午ごろ解散

集合場所　板取川温泉

コース　板取川温泉(発着点)～板
取川沿い(ショート約4.5㌔、ロ
ング約9㌔)　※ロングは川浦渓
谷折返し

参加費　無料、参加賞有
持ち物　飲み物、タオル、雨具な
ど、シューズ着用(サンダル不可)
照会先　スポーツ推進課 (☎23-

7766   23-7765)※雨天中止
(テレホンサービス☎23-7752)

　水上に浮かぶ大きな遊具で、い
ろんな遊びを体験しよう！
日時　6月16日(日)午前9時～10時

30分
場所　せきしんふれ愛アリーナ温

水プール
対象　年少～小学生　※小学2年

生以下の児童、幼児は保護者
の付き添いが必要。保護者は
18歳以上(高校生は不可)で、保
護者1人につき児童、幼児は2
人まで。

定員　60人(子ども)
参加費　700円　※別途プール利

用料が必要。保護者も同様。
持ち物　水着、水泳帽、タオル、

ゴーグル
申込方法　6月8日(土)午後1時～

14日(金)午後8時までに窓口で
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)

　ゴルフを通じて、子ども達の人
格形成や人生を豊かにする価値観
(ナインコアバリュー)を与え、健
康的な選択を促進するための教育
プログラムを提供します。
日時・参加費　▽体験会6月29日

(土)午後2時から4時　無料
　▽1回目7月6日(土)午後2時から

4時　初回参加費1,000円(テキ
スト代含む) ▽2回目以降無料

場所　美濃関カントリークラブ
対象　小学1～6年生(初心者大歓迎)
定員　20人
持ち物　運動のできる服装、運動

靴、クラブ(貸出クラブ有)
申込先　ザ・ファースト・ティ係

(美濃関カントリークラブ内☎
23-1611)

照会先　スポーツ推進課(☎23-
7766)

中池市民プールオープン
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日時　火曜日6/11,18,7/2,9　　
金曜日6/14,21,7/5,12(各計4
回)　午後5時～6時(60分)

場所　武芸川健康プール
内容　※詳細は、武芸川健康

プ ー ル 指 定 管 理 者 ： ハ マ
ダスポーツ企画　トータル
バランス共同事業体ホーム
ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。
(www.hamada-sports.com/
mugegawa/)

参加費　3,240円　※施設使用
料が別途必要。1回につき小
学生100円　

申込・照会先　武芸川健康プール
　(☎45-0133)

こどもプール授業対策講座

【石ころアート講座】
石ころの形や模様を生かし、それに色づけをして動物などの作品を作ります。
日時　6月8日(土)午後1時30分～3時30分
場所　わかくさ・プラザ　学習情報館2階　創作実習室
定員　15名(申込順)　　材料費　300円
持ち物　石ころ及び絵の具等は、主催者側で用意致しますが、石ころを

自分で用意できる人は、お持ちください。
講師　平野忠男さん　　　申込期限　6月6日(木)まで
申込・照会先　関市生涯学習ボランティア・アドバイザーの会　伊藤

(☎090-5627-3900　      bora_ado@yahoo.co.jp)

ボラ・アド関　市民講座

　

第 2期運動教室

日時　7月2日(火)～9月21日(土)
場所　武芸川健康プール
内容　水泳教室、ウォーキング

ビクス、超音波流水、流水
ウォーキング、ストレット＆
マットトレーニング、リフ
レッシュ・ヨガ(各10回)　

対象　18歳以上
参加費　3,100円　※いずれも

施設使用料が別途必要。1回
につき ▽一般(65歳未満)＝
400円 ▽高校生＝200円 ▽障
がい者、65歳以上＝100円

申込方法　6月1日(土)午前10時
から受付　※電話申込不可

申込・照会先　武芸川健康プー
ル(☎46-0133)

　モノづくりへの興味と独創性を
養うために、わくわく発明工作教
室を開催します。今回は、木材等
の材料を使ってビー玉転がし(こ
ろころスイッチ)を作ります。小
学生の皆さんのたくさんのご参加
をお待ちしています。
日時　7月7日(日)午前10時～午

後0時30分
場所　わかくさ・プラザ「学習

情報館2階・創作実習室」
講師　佐伯平二さん(愛知工業

大学客員教授)
対象　市内在住の小学生(保護

者同伴)
定員　16組(申込順)
参加費　1,000円　※当日徴収
申込方法　6月3日(月)から、発

明協会関支会事務局へ電話
申込・照会先　発明協会関支会

事務局(商工課内☎23-6752  )

わくわく発明工作教室

　せき＊しあわせヘルスマイレー
ジ対象事業＝1Ｐ
　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』
日時　①6月7日(金)　②6月21

日(金)　午後1時30分～3時30
分(申込み必要)

場所　武芸川保健センター
内容　①「腹斜筋活でスリムな

ウエストラインに！」
    ②「膝周りの筋活でよりアク

ティブに！」「食事記録で自
分の食べクセを知ろう！」

対象　おおむね74歳までの市
内在住者

定員　30人(申込順)
持ち物　タオル、飲み物、運動

のできる服装
申込方法　前日までに武芸川保

健センターへ電話
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。

「ヘルスアップ教室」
inむげがわ
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　 せ き ＊ し あ わ せ ヘ ル ス マ イ
レージ対象事業＝1Ｐ
　食事や運動などさまざまな健
康づくりのノウハウを楽しく学
ぶ体験型教室です。料理や運動
に自信がなくても大丈夫！

内容　調理実習や運動実技、講義
　など(カリキュラムなど、詳し
　くは各保健センターにおたずね
　ください)
参加費　1,000円
対象者　市内在住の男女(コース

で参加できる人)
その他　申込者多数の場合は抽選。
　規定回数の出席で修了とし、ヘ
　ルスメイトになる資格を得ます。
申込期限　6月24日(月)まで
申込・照会先　市民健康課（関市

保健センター ）（☎ 24-0111)

日時　6月14日(金)～27日(木)午前
9時～午後5時　※月曜日休館

場所　わかくさ・プラザ　学習情
報館3階・まなびセンター

内容　小中学校および高等学校の
文部科学省著作教科書を展示

照会先　学校教育課（☎23-8126）

 75歳（※）以上で後期高齢者医療保険料の均等割9割軽減の皆様へ

受講生募集！ヘルスメイト
養成のための「健康づくり教室」

令和2年度使用教科書展示会

日にち

7 月 12 日（金）、8 月 20 日（火）、
9 月 13 日（金）、10 月 4 日（金）、
11 月 8 日（金）、12 月 6 日（金）、
1 月 22 日（水）、全 7 回コース

場所 関市保健センター（日ノ出町 1-3-3）

時間 午前 9 時 30 分～午後 2 時 30 分

定員 20 人

　
関市墓地公園　墓地使用者募集

応募資格　市内在住者（関市に 
　住民登録のある人）で現に埋蔵

しようとする焼骨を有する人
使用区画の制限　1世帯につい

て１区画とします。
使用者義務　3年以内に墓碑等

を建立する必要などの条件
があります。詳しくはお問
い合わせください。

※応募多数の場合は抽選で決定
します。

※来年度も使用者の募集を行う
予定です。

申込期限　7月31日(水)まで
申込・照会先　環境課(☎23-

7702)

種別 面積 募集区画 永代使用料 墓地管理料
Ａ区画 3.06㎡ 3 区画 158,000 円

2,000 円
（毎年）

Ｂ区画 2.55㎡ 7 区画 132,000 円
Ｃ区画 1.40㎡ 3 区画  72,000 円
Ｄ区画 2.02㎡ 1 区画 105,000 円
Ｄ区画 1.72㎡ 1 区画  89,000 円

関市墓地公園（1区域）の墓地使用者を募集します。
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２月の乳幼児相談せまい地域にこれだけ集中している
のは大変めずらしく、貴重な文化財
となっています。この9基をバスで
巡り、それぞれの塔の形、石質、彫
りの違いを感じてみませんか。
日時　6月22日(土)午前9時～午後

2時45分
集合場所　上之保生涯学習センター
参加費　1,000円(当日徴収)
定員　20人(申込順)
その他　関シティバスがご利用

できます。
申込期限　6月18日(火)まで
申込・照会先　上之保ふれあい

のまちづくり推進委員会(☎47-
2500)

　関市景観計画に基づき、良好な
景観の形成に必要な事項を調査及
び審議する、関市景観審議会の委
員を募集します。
募集人員　2名以内
対象　
・満20歳以上の市内在住者
・平日の会議(年4回程度)に出席
　可能な人
・市税等に滞納がない人
任期　委嘱の日から2年間
報酬　市の規定による委員報酬
応募方法　「関市の景観まちづ

くり」をテーマに800字程度に
まとめ(様式任意)、応募用紙と
ともに、都市計画課へ郵送ま
たは持参(応募用紙は同課窓口
またはホームページから入手
できます。)

応募期限　7月1日(月)※郵送の場
　合当日消印有効
選考　書類選考のみ(結果は本　
　人に通知)
照会先　都市計画課(☎23-7804 )

関市景観審議会委員を募集します

　㈱VRテクノセンター（各務原
市）で開催される「テクノプラザ
CADセミナー研修」を受講する際
に、関市内の中小企業にお勤めの
人又は市内在住者は、受講料の3
分の1を減免します。

＜6月の研修(例)＞毎月10メニュー程
度の研修を実施しています。
【SOLIDWORKS図面】
日時　6月4日(火)午前10時～午後 
　5時
内容　操作性に定評のある3次元CAD
　を使用して、図面を完成させます。
受講料　30,240円→10,080円(※)
【CATIA V5基礎】
日時　6月5日(水)～7日(金)午前10

時～午後5時(3日間)
内容　航空機業界や自動車業界で
　広く使用されている3次元CAD

を使用して、基本操作を習得
します。

受講料　110,160円→36,720円(※)
【Fusion360Basic】
日時　6月20日(木)～21日(金)午前

10時～午後5時(2日間)
内容　3次元CAD/CAM/CAEが統

合された新しいツールの基礎
を学びます。

受講料　57,000円→19,000円(※)
　※印は、市及び県の減免適用後

の金額です。
照会先　㈱VRテクノセンター　

各務原市テクノプラザ１丁目
１番地　研修部（☎058-379-
6370）

「テクノプラザCADセミナー研
修」の受講料を補助します！

上之保西国三十三観音塔巡り

催事
案内

関合気道クラブ
「初心者向け体験」
心と体をひとつにして、人間本
来の力を最大限引き出すための
技と呼吸法を伝授します。
日時　7月3日～31日の毎週水

曜日　午後7時～7時50分(小
3～6)　午後8時～9時(一般)

会場　せきしんふれ愛アリーナ
「武道場」

講師　小瀬木周司(関合気道ク
ラブ代表・合気道五段)

参加費　4,000円（全5回コース
参加の場合）、全日程参加し
ない場合は1回につき1,000円

申込・照会先　小瀬木周司
　（☎090-5636-3669)

市民掲示板の申込・照会は企画
広報課まで ( ☎ 23-9261)

　上之保には一つの巨石に西国三
十三カ所霊場のご本尊を浮き彫り
にした観音塔が9基もあります。
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卸売市場を市民の皆さんに開放して特別売出しを開催します。
≪附属店舗取扱商品≫新鮮地元野菜、果物、魚介類、精肉、菓子、食品容器など

6月15日（土）午前9時～午後1時30分オープン
場所：中濃公設地方卸売市場　せり場内（わかくさ・プラザ西隣）

令和元年度　開催日
8月 10日（土）
10月 19日（土）
12月 28日（土）

フリマ・クラフト・飲食ブース

○クラフトブース出店内容
アクセサリー(天然石・革・木・レジンなど)、布小物、

ハーバリウム、ドライフラワー、陶器、木製食器など

○飲食店ブース出店内容

窯焼きピザ、天然酵母パン、炭火焼き鳥、五目御

飯、おはぎ、ホットドック、牛串、焼菓子、モナカアイ

スなど　※内容は変更する場合があります。

フリマ・クラフト出店者募集

手作り雑貨、家庭での不用品や衣類などを販売し

てみませんか。

○出店場所：せり場内（雨天決行）

○出店料：1,000円/1区画（2.5m×2m）
※空き状況は、お電話にてご確認ください。

○照会・申込先：

中濃公設地方卸売市場（☎23-4433）

※イベント内容、出店者申込の詳細については、

市ホームページをご覧ください。

イベントメニュー

○午前9時　軽トラ市（新鮮地元野菜販売）

○午前9時30分　青果詰め放題販売（第1弾）

○午前10時　青果模擬せり体験販売

　（※対象：小中学生向けと一般向けがあります。）

○午前10時30分　青果詰め放題販売（第2弾）
※エコバッグのご持参にご協力ください。

○午前11時、正午　じゃんけん大会
※参加無料 (賞品：スイカ、メロン、ぶどうなど)

多肉植物の寄せ植え

人気の多肉植物を鉢に寄せ植えします。

初めての方も気軽に楽しめます。

○定員：20人※先着順

○参加費：500円
※写真は講師作品の1例です。

　税務署では事業者に対して、下記のとお
り説明会を開催します。どなたでも参加で
きますので、ぜひご出席ください。
日時　6月3日(月)午後2時～3時
　　　6月14日(金)午前10時～11時
             7月24日(水)午前10時～11時
　　　7月26日(金)午後2時～3時
場所　アピセ関・1階第1会議室
申込　不要
照会先　関税務署(☎22-2233)

消費税軽減税率制度等説明会

ダイバーシティ　高校生とダイバーシティ(多様性)について考えてみませんか。
日時　6月30日(日)午後1時30分～(午後1時開場)
場所　わかくさ・プラザ「学習情報館・多目的ホール」
テーマ　多様な性・多様な生き方
内容　専門家の講演、啓発映画の上映、トークセッション、

高校生による啓発紙芝居の発表
対象　どなたでも　　定員　300人　　参加費　無料
申込方法　右記QRコードにアクセスの上、申込。
申込期限　6月28日(金)午後3時まで
照会先　市民協働課(☎23-7711)

第2回ダイバーシティSEKIシンポジウム
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　この調査は、全国のすべての産業分野における事
業所の活動状態等を明らかにし、各種統計調査の基
となる情報の整備を目的とします。
　調査員が事業所の活動状態を確認し、新たな事業
所など一部の事業所には調査票を配布します。
　調査へのご理解とご回答をお願いします。

調査期間　6月から11月まで
照会先　行政情報課(☎23－6876)

総務省・岐阜県・関市

「経済センサス‐基礎調査」を実施します

 

関商工高等学校吹奏楽部

　～ひな鳥たちの演奏会～今年も２回公演です。吹奏楽部の感動ステー
ジをぜひご覧ください。
日時　①６月29日(土)午後5時開演  
　　　   (午後4時30分開場)  
　　　②６月30日(日)午後2時開演 
　　　   (午後1時30分開場)
場所　関市文化会館　大ホール
内容　第1部シンフォニック・ステージ　第2部レインボー・ステージ

　ゲストステージ(2日目のみ)　第3部マーチング・ステージ
入場料　500円(全席自由)
照会先　関商工高等学校吹奏楽部(☎22-4221)

第38回チックチックコンサート

関商工高等学校吹奏楽部　
第38回チックチックコンサート

会員
募集

睦ハムクラブ
　1969年10月1日創部。関市で唯一のアマチュア無
　線クラブです。
活動内容　新年会、クラブ総会(4月)、ひるが

の・八百津町久田見にて移動公開運用、刃物
まつり公開運用、関市総合防災訓練参加、Ｊ
ＡＲＬ岐阜県支部大会参加ほか、クラブイベ
ントも開催し、会員同士の親睦を深めます。
詳しくはホームページをご覧ください。

入会金　無料　※年会費が必要
申込・照会先　睦ハムクラブ・原(☎090-8073-

6299)

市民掲示板の申込・照会は企画広報課まで
( ☎ 23-9261)

日時　7月7日(日)午後1時30分～3時30分
場所　関市文化会館第3･4会議室
内容　第1部　午後1時40分～2時40分
　　　「私の考えるリウマチ治療」
　　　講師　喜久生健太さん(きくいけ整形外科医師)
　　　第2部　午後2時50分～3時25分
　　　「リウマチの運動療法について」
　　　講師　井上圭紀さん(中濃厚生病院理学療法士)
主催　公益社団法人日本リウマチ友の会岐阜支部
照会先　日本リウマチ友の会岐阜支部事務所 
     (☎/ 　0584-62-5238)

リウマチ医療講演会
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