
後期高齢者医療制度について

　保険証(被保険者証)を更新します。保険証は1人に1枚交付されます。

照会先　保険年金課(☎23-6719)

　後期高齢者医療の保険証は関市に住所
を有する75歳以上の人と、一定の障が
いがある65歳から74歳で広域連合の認
定を受けた人に交付されます。現在の保
険証の有効期限は令和元年7月31日です
ので、8月1日からは7月中にお送りする
新しい保険証をご使用ください。新しい
保険証はうすい紫色に変わります。古い
保険証を処分されるときは、住所や氏名
が見えないよう裁断するなど、十分注意
してください。

●令和元年度の保険料について
　保険料は被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計
となり、令和元年度の保険料は平成30年中の所得を基に個人単位で計算されます。
　5月末に岐阜県後期高齢者医療の被保険者に対して、7月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」をお
送りします。保険料額や納付方法が記載されていますのでご確認ください。
【保険料額について】令和元年度の保険料は次のAとBの合計額になります。
　　A　均等割額(被保険者ひとりあたり41,214円)
　　B　所得割額(※被保険者の所得×所得割率7.75％)　※総所得金額等‐33万円(基礎控除額)
●保険料軽減措置の見直し
　保険料の軽減措置につきましては特例措置が行われてきましたが、平成30年度から段階的に本則への見直し
が行われています。令和元年度は次のとおり改正されますが、安定した医療制度運営のためご理解をお願いいた
します。
　①保険料「均等割額」の軽減

　

②被用者保険の被扶養者であった場合の保険料「均等割額」の軽減　
　後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者だった場
合は、所得割額の負担はありません。均等割額は制度に加入後2年経過するまでの間に限り5割軽減となります。
(ただし、所得が低い人に対する軽減にも該当する場合については、軽減が大きい場合が適用されます。）
※被用者保険とは…協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称(国民健康保険・国民健康保険組合は
含まれません)

対象者の所得要件
(世帯主及び世帯の被保険者全員の

軽減判定所得の合計額)

均等割額の軽減割合

本来の軽減 令和元年度 令和２年度 令和３年度

平成30年度における8.5割軽減の区分

33万円以下
７割

8.5割 7.75割 7割

平成30年度における9割軽減の区分
うち、世帯の被保険者全員の各種所得なし
（ただし、公的年金控除額は80万円として計算)
※特別控除(15万円)はありません

　  8割 7割

33万円+　　28万円 × (被保険者数) 以下 5割 5割

33万円+　　51万円 × (被保険者数) 以下 2割 2割

改

改

改

※均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。ただし譲渡
所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、8割
軽減判定時を除き、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上のみ適用)を差し引いた金額となりま
す。なお、軽減判定日は4月1日または資格を取得した日となります。
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学びのグループが企画・運営 SEKIいきいきフェスタ2019 参加者募集！

期日

場所
12月1日（日）
わかくさ・プラザ

◆参加条件
・いきいきフェスタ代表者会、前日準備、
　当日に参加できる団体
・当日、3人以上で参加できる団体
・関市を中心に活動している団体
・営利目的でないこと　
※参加団体の代表者で実行委員を選出します。
◆申込期限　7月31日（水）
◆申込方法　生涯学習課までご連絡ください。
　　　　　　申込書をお渡しします。
※昨年の参加団体には、事務局から申込書を郵送します。

◆内容
　いきいきフェスタのイベント内容の企画や　
　運営など
◆条件
　イベント開催趣旨に賛同し、無償で
　参加できる方（報酬はありません）
◆任期　令和2年3月31日まで

〈学習情報館内の体験コーナー〉＜ステージ発表＞

だれもが参加でき、いきいきと発表し、体験ができるフェスタです。
学びのグループの皆さん、自分たちの活動をＰＲし、仲間作りをしませんか。

　企画や運営等の活動を通して仲間づくりや　生
涯学習のきっかけづくりをしてみませんか。

SEKIいきいきフェスタ実行委員会募集

第27回 わかくさ・プラザ開館20周年記念
SEKIいきいきフェスタ2019

　これからのまちづくりは、市民と行政
の協働だけでなく、関係する様々な主
体が、地域課題に取り組むことが大切
です。昨年の豪雨災害事例も踏まえた
多様な主体によるまちづくりを学びま
す。
日時　8月3日(土)午前10時～正午
場所　わかくさ・プラザ「総合福祉

会館3階・会議室」
内容　【第1部】≪講演≫「これから

の協働によるまちづくり」（60分）
　≪講師≫石原達也さん（NPO法人 

岡山NPOセンター 代表理事）
　【第2部】≪ワークショップ≫（60分）
定員　90人(申込順)
参加費　無料
申込・照会先　
　市民活動センター
　(☎24-7772) 

【せき＊しあわせヘルスマイレージ
ポイント対象事業1P】
日時　7月23日(火)午前9時30分～

11時30分
場所　関市保健センター
内容　スタジオインストラクターに

よるフラダンス、ストレッチなど
対象　市内在住者
定員　各回30人(申込順)※予約不要
参加費　無料
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
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　①7月5日(金)②7月26日(金)

いずれも午後1時30分～3時30分
場所　武芸川保健センター
内容　①「筋量アップで脱メタボ体質

に！」「ヘルシー＆スタミナで夏バテ
知らず」②「超音波流水で脂肪燃焼」

対象　市内在住のおおむね74歳までの人
定員　30人（申込順）
参加費　無料
持ち物　タオル、飲み物、運動のできる服装
申込方法　下記へ電話で申込み
申込期限　開催日の前日まで
申込・照会先　武芸川保健センター

（☎46-2899）
※年間スケジュールを市ホーム

ページに掲載しています。

照会先 生涯学習課　☎23-7777

関市まちづくり講演会 seki フィットネススタジオ 「ヘルスアップ教室」in むげがわ
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歯の優良児表彰

停電情報お知らせサービス ママサポート券の利用期限と範囲が拡大しました！

対象　平成27年4月2日～平成28年4月1日生まれで、むし歯のない子及びむし歯の治療を受けたことがない子　
選出方法　下表の歯科健診を受診した子の中から選出します。受診しなかった子は表彰の対象になりません。　
　※受診には予約が必要。予約の締切は健診日の前日まで。(日・月曜の健診は金曜日まで)
予約　ご希望の日時の保健センターに電話で予約※下記日程表

　停電の発生・復旧、エリ
ア、雷情報などをスマート
フォンに通知するサービス
です。アプリは無料です。
照会先　中部電力株式会社
　(☎0120-985-232)

利用期限　5ヶ月を1年に変更
追加内容　産後ヨガ、ベビーマッサージなど、医療機関

などで受けるママや赤ちゃんのためのサービス
対象　2019年4月1日以降に生まれた赤ちゃんのママ
その他　ママや赤ちゃんに対するサービスを実施して

いる医療機関・助産院以外で、本事業にご賛同いただ
ける事業所を募集しています。下記までお問い合わ
せ、または市ホームページをご覧ください。

申込・照会先　市民健康課(☎24-0111)

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

ＧＩＡＨＳ鮎の日 iｎ上之保武芸川健康プール夏休み特別企画　タイダイ染め体験会

【Tシャツコース】
日時　7月25日(木)①午前10時～　②午前11時30分～　③午後2時～
場所　武芸川健康プール
内容　タイダイ染めで世界に一つだけのオリジナルTシャツを作ります。
対象　小学生以上　　　　　定員　各回20人(申込順)
参加費　2500円　※参加費の他に施設使用料が必要です。▽一般(65歳未満)

＝400円▽高校生＝200円▽障がい者、65歳以上＝100円、小中学生＝100円
申込方法　武芸川健康プール窓口で参加費を添えて申込み。受付は7月1日か

ら行います。
【缶バッジスタンプラリー】
日時　7月19日(金)～8月31日(土)午前10時～午後9時　※日・祝日は午後5時

まで。月・祝日の翌日は休館日です。
場所　武芸川健康プール
内容　期間中、スタンプカードを配布。プール利用毎にスタンプ１つ押印しま

す。４つ集めた人に缶バッジをプレゼント！
対象　小学生～中学生まで
その他　施設使用料(小中学生＝100円)が必要です。缶バッジが無くなり次第

終了します。
申込・照会先　武芸川健康プール（☎45-0133）（https://www.hamada-

sports.com/mugegawa/）

　鮎のつかみ取り・鮎の塩焼き体
験イベントを開催します。
日時　7月28日(日)午後1時～4時
　※雨天中止
場所　ネイチャーランドかみのほ

(奥山キャンプ場)
対象　保育園・幼稚園児、小学生
部門　保育園児・幼稚園児の部、　

小学生低学年の部、小学生高学
年の部

定員　200人(申込順)　
参加費　無料
申込方法　下記まで電話にて申込み
申込期限　7月25日（木）まで
申込・照会先　農林課(☎23-7705)

場　所 日　時 健診の対象となる生年月日

関市保健センター ☎24-0111

7月29日（月）午後1時15分～1時30分受付 平成27年4月2日～平成27年9月30日

8月9日（金）午後1時15分～1時30分受付 平成27年10月1日～平成28年4月1日

8月25日(日)午前10時～10時30分受付 対象の日に都合の悪い方

武芸川保健センター☎46-2899
7月3日(水)午後2時20分～2時30分受付 平成27年4月2日～平成27年9月30日

8月6日(火)午後2時20分～2時30分受付 平成27年10月1日～平成28年4月1日

武儀保健センター☎40-0020 7月4日(木)午後1時15分～1時30分受付 平成27年4月2日～平成28年4月1日
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夏休み
ジュニアボウリング体験会 第65回関市職域野球大会

　プロボウラ―にボウリングの楽
しさを教えてもらおう！
日時　①7月24日(水)②8月9日(金)
　いずれも午前10時30分～正午
場所　関ボウリングセンター
講師　①肥田政彦さん(プロボウラー)

　　 ②吉野操さん(プロボウラー)
対象　小・中学生
定員　各日24名(申込順)
参加費　各日500円(貸靴代込)
申込方法　両日とも開催日前日ま

でに下記へ電話にて申込み
申込・照会先　関市ボウリング協

会(関ボウリングセンター内☎22-
4922)

日時　7月29日～10月7日の月・木曜日
　午後7時30分～午後9時30分
　（全10回・雨天順延）
場所　中池テニスコート
内容　初心者向けの教室
対象　市内在住、在勤または在学

の18歳以上の人（親子で申し込
む場合は高校生の応募可）

定員　30名（申込順）
参加費　3,000円
持ち物　ラケット、シューズ
申込方法　せきしんふれ愛アリーナ

窓口にて、参加費を添えて申込み
申込期間　7月6日(土)～7月19日(金)
申込・照会先　関市体育協会
　(せきしんふれ愛アリーナ内
　  ☎23-8525)

日時　8月18日(日)～10月下旬
場所　市民球場ほか
対象　市内の事業所
参加費　1チーム8,000円
　(保険料・試合球2個含む)
代表者会議　8月2日(金)午後7時～
　「せきしんふれ愛アリーナ2-1会議室」
申込方法　申込用紙に必要事項を記入

のうえ、下記窓口またはFAXにて申込み
申込期限　7月20日(土)まで
申込・照会先　関市体育協会
　(せきしんふれ愛アリーナ内
　☎23-8525　   23-3388)

　

日時　8月4日(日)　▽午前8時開場
▽午前9時30分開会式　▽午後
3時頃終了予定　※少雨決行

場所　中池市民プール
参加費　１人500円（含むプログラム

代、当日徴収）中濃体育大会水泳競
技大会出場者からは徴収しません。

申込方法　関市体育協会ホームペー
ジから申込様式をダウンロードして
関市水泳協会へメールにて申込み

（sekisuieikyokai@ccn.aitai.ne.jp）
申込期限　7月12日(金)必着
申込・照会先　関市水泳協会事務局
　(関市西田原663-37栗山守☎24-0767)
　※詳しくは、関市体育協会ホームペー

ジ内、加盟競技団体・関市水泳協会
　（http://www.sekitaikyo.jp/club6.html）

日時　7月27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「コスモホール」

テーマ　「木星・土星を見よう」
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・高校生

150円、中学生以下・障がい者 
(付添い1人)無料

お知らせ　予約不可。受付開始は、午後
6時30分から。雨天時は、プラネタリウム
でのテーマ解説のみ(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)

　コーヒーを飲みながら誰でも気
軽にお話できる場として、定期的に
開催しています。
【暮らしの保健室について話そう】
日時　7月11日(木)午後2時30分～3時30分
ゲスト　酒向佑也さん（つぼ川薬局薬剤師）
【ラグビーについて話そう】
日時　7月25日(木)午後2時30分～3時30分
ゲスト　スポーツ推進課職員
場所　市民活動センター
　(安桜ふれあいプラザ内)
定員　各回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)

第54回中濃学童水泳記録会・
第50回中濃地区体育大会水泳
競技大会・第36回中濃地区水
泳選手権大会硬式テニス教室

7月の市民天体観望会

市民活動センター事業
「関のおしゃべりカフェ」
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第69回社会を明るくする運動　～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

　7月は「社会を明るくする運動」強調月間・再犯防止啓発月間です

【社会を明るくする運動とは】
　「社会を明るくする運動」はすべての国民が、犯罪や非行
の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それ
ぞれの立場において力を合わせ、犯罪のない地域社会を築こ
うとする全国的な運動で今年で69回目を迎えます。

【地域のチカラが犯罪や非行を防ぐ】
　テレビや新聞では毎日のように事件(犯罪)のニュースが報
道されています。安全で安心な暮らしはすべての人の望みで
す。犯罪や非行をなくすためにはどうすればよいのでしょう
か。取締りを強化して罪を犯した人を処罰することも必要なことです。しかし、立ち直ろうと決意した人を社会
で受け入れていくことや、犯罪や非行をする人を生み出さない家庭や、地域づくりをすることもまた、とても大
切なことなのです。立ち直りを支える家庭や地域をつくる。そのためには、一部の人たちだけでなく、地域のす
べての人たちがそれぞれの立場で関わっていく必要があります。「社会を明るくする運動」では、犯罪や非行の
ない地域をつくるために、一人ひとりが考え、参加するきっかけをつくることを目指しています。

氏　名 住　所 電　話

日野　安晃 朝倉町 22-6017

小野木　健二 稲口 22-3858

新海　正美 春日町 22-9572

日野　香子 金屋町 22-0709

清水　宗夫 十軒町 22-3617

安田　好良 常盤町 22-0992

紀藤　昌行 東日吉町 22-0858

亀山　靜子 東仙房 23-0399

河村　登志子 旭ヶ丘 22-8282

清水　善光 吉田町 22-0563

鬼頭　賢定 小瀬 22-0547

竹山　玄道 倉知 22-0350

遠藤　兵庫 肥田瀬 22-4390

早川　誠一 肥田瀬 22-7818

亀山　良平 小屋名 28-3257

小澤　咲枝 上白金 28-2634

氏　名 住　所 電　話

森　　とき枝 下白金 28-4164

塚原　眞一郎 山田 28-3764

平田　良雄 西田原 24-5443

川村　守雄 西田原 22-5904

加藤　啓一 迫間台 23-6022

尾口　文良 下有知 22-3718

小林　　誠 東志摩 22-7961

川合　　貢 神野 29-0259

水口　 　勲 豊岡町 23-2018

野村　　伸 洞戸飛瀬 (0581)58-2620

長屋　長久 板取 (0581)57-6733

吉田　正道 武芸川町谷口 46-3263

小川　哲秀 武芸川町平 46-3006

長尾　嘉市 富之保 49-2911

國光　　勝 下之保 49-2055

照会先　福祉政策課(☎23-9083)　更生保護サポートセンター（平和通6-11-1☎23-9696)

保護司のみなさん　－敬称略－
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今年も関市の課題解決を実行・提案します！　第7期関市まちづくり市民会議政策提案発表会

　公募による21人の市民が、関市のまちづくりを考えるまちづくり市民会議。今期も関市の地域課題について考
え、実際に事業を実施。その結果からみえてきたことを関市へ提言する発表の場です。
日時　7月27日(土)　午前10時～正午　場所　市役所「市民ホール」

○チーム「子育て」
取り組んだ課題：「0～１歳の子
を持つ親が地域や社会とつなが
りを持っていない。」

取り組んだ活動：「俺のおつまみと子
つまみを作る会」・「漢のスプーン作り」

○チーム「生き延びる」
取り組んだ課題：「昼間地域にい
る高齢者が災害時に地域内で支
えられていない。」

取り組んだ活動：「地域自主防災
の仕組みづくりを学ぼう」

○チーム「＠SEKI」
取り組んだ課題：「高校生が関を
楽しめていない。」

取り組んだ活動：「高校生のため
の食べ歩きツアー」

裁判所からのお知らせ

夏の交通安全県民運動水難事故に気を付けましょう！

　本格的な夏が到来し、バーベ
キューやキャンプ、魚釣りなど、河
川に出かける機会が多くなります。
それに伴い水難事故の発生件数も
多くなります。昨年、中濃消防組合
管内（関市、美濃市）では10件の水
難事故が発生し、3人が亡くなりま
した。
　後を絶たない水難事故を防ぐた
め、次のことに気をつけましょう。
・子どもだけで水辺で遊ばせない。
・体調の悪い時や、お酒を飲んだと
きは河川に入らない。
・気象状況に注意し、天候が悪化し
た時は河川に入らない。
・自分の力を過信するなど、油断や
不注意から事故にあわないよう
にする。

・川へ入るときは、ライフジャケット
を着用する。
照会先　中濃消防組合（☎23 -
0119)

　裁判所では、国民の皆様に新
しくできた制度や裁判手続きを
知っていただくために、毎月テー
マを定めて、裁判所ウェブサイト
（http://www.courts.go.jp/index.
html）でご案内しております。７月
のテーマは「利用者がメリットを実
感できる成年後見制度にするため
に」です。ぜひご覧ください。
照会先　岐阜地方裁判所事務局
　総務課(☎058-262-5122)

　夏本番を迎え、暑さやレジャーの
疲れから注意力が散漫になること
で、交通事故の発生件数が多くな
ります。一人ひとりが交通安全意識
を高めて交通事故の防止に努めま
しょう。
期間　7月11日（木）～7月20日（土）
スローガン　「ゆずりあう心で
　夏の交通事故防止」
運動の重点　▽子どもと高齢者の
事故防止　▽シートベルトの着用

　▽飲酒運転の根絶　▽横断歩道
における歩行者最優先の徹底

照会先　危機管理課(☎23-7048)
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「高齢者等見守りシール」を交付します

　「見守りシール」は、認知症などで行方不明になる可能性がある人につけておくことで、発見された時に速や
かに身元確認ができ、早期保護につながります。
対象　市内の在宅で生活する65歳以上の人
申請　本人またはその家族が申請できます。希望者は、高齢福祉課へ相談してください。

見守りシールについているQR コードをカメラ付き携帯電話で読み取ると、登録されている人のニックネー
ムや対応時の注意点が表示されます。QR コードが読み取られると、ご家族にメールが届きます。

❶ご本人の正面から優しく声をかける
❷「見守りシール」をつけていればスマートフォンでQRコードを読み取る
❸表示されたご本人情報を確認する
❹伝言板に現在地などのメッセージを入力し、警察へ連絡する
※「見守りシール」をつけていない場合は氏名や道に迷っていないかなど確認し、心配であれば警察

に連絡をしましょう。

照会先　高齢福祉課(☎23-9007)

 
 蓄光シールは杖や靴など、洗えないものに貼ることができます。

耐洗シール（30 枚）、蓄光シール（10 枚）セットを
交付します

 

行方不明の方かな？
洋服のQ R コードに
アクセスしてみよう

大変！おばあちゃんが
いなくなった！ おばあちゃんが

みつかった！

見
発
見
発

に
板
言
伝

ス
セ
ク
ア

者
見
発

者
護
保

洋服等に専用の
Q R コードラベルを

貼付けておく 素早く連絡が取れる！

24 時間 365日
この画面は保護者と

発見者のみが
見ることができます

耐洗ラベルと蓄光シール
家庭用洗濯機で200
回以上の耐久性があ
る耐洗ラベル。反射材
と違いライトが無くて
も、自ら光を蓄めて放
つ蓄光シールをご用意。

引取りまでのご本人のストレス軽減 発見～引取りまで迅速に
発見者によるQRコードの読み取り、現
在位置の送信やご本人の状況の入力が
あれば、瞬時にご家族（事前登録の最大
3名）へメールが送信されます。夜間で
も発見通知が来るため、24 時間 365 日
やりとりが可能です。

事前に身体的特徴や既往症、保護時に注
意すべきことなど登録しておくことで、
発見者がQRコードを読み取った際、対
処方法がわかるようになっています。引
取りまでの間、ご本人がストレスなく安
楽に過ごしていただくことができます。

ご本人への声かけをスムーズに
ラベルやシールにはQRコード・識別番
号・自治体名とロゴマークが記載されて
います。認知症の方だと気づいてもらい
やすくなり、発見者が声をかけるきっか
けになります。

特別なアプリ等は必要なし 個人情報は表示されません
伝言板を使用してやりとりするので、個
人を特定する情報は必要としません。氏
名や住所、連絡先の記載は不要なので、
個人情報の漏洩の心配はありません。

特殊な装置やアプリ等は必要ありませ
ん。登録～伝言板のやり取りまでスマー
トフォンさえあればすべてのやりとり
が行えます。

「大丈夫かな…」
と思う高齢者を

見かけたら

みなさまへ　　地域での見守りをお願いします！
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　対象　20歳以上の市内在住、在
勤または在学者

任期　委嘱日から2年間
応募方法　所定の応募用紙に必要

事項を記入し、7月31日(水)ま
でに市民協働課へ持参または
郵送にて提出。

　※応募用紙は市ホームページか
らダウンロード可能。

報酬　市の規定による委員報酬
選考方法　書類選考　
照会先　市民協働課(☎23-7711)

募集人員　消防吏員3名程度
受験資格　男女を問わず、平成6年

4月2日以降に生まれた人で、大
学・短大・高校を卒業した人(来
年3月卒業見込みを含む)※第1
回採用試験を受験した人は申込
みできません。

試験日　▽第1次＝9月22日(日)　
▽第2次＝9月24日(火)　▽第３
次＝10月下旬

試験内容　▽第1次＝教養試験、
事務適性検査　▽第2次＝適性
検査、体力試験　▽第3次＝作
文試験、面接試験

受付期間　7月29日(月)～8月9日
(金)午前8時30分から午後5時15
分※土・日曜日は除く

申込方法　用試験申込書に必要事
項を記入し、中濃消防組合消防
本部総務課へ本人が持参してく
ださい。申込書は同本部総務課、
各消防署、出張所にあります。

照会先　中濃消防組合消防本部総
務課(☎23-9090)

　11月10日（日）に「環境フェア
せき2019」をわかくさ・プラザ
で開催します。
　日頃環境について取り組んでい
る活動について発表、展示してい
ただける事業所、団体、学校、個
人を募集します。
申込方法　申込書に必要事項を記

入し、メール、ＦＡＸ、窓口提出
のいずれかの方法で申込み。申込
書は市ホームページに掲載。

申込期限　7月17日（水）まで
申込・照会先　環境フェアせき実

行委員会事務局(環境課内☎23-
7702　 23-7750    kankyo@city.
seki.lg.jp)

　条例の運用や見直し、協働のま
ちづくりの推進について広く市民
のご意見を取り入れるため、男女
問わず募集します。
募集人数　3人程度

関市自治基本条例推進
審議会委員

中濃消防組合消防吏員
第 2 回採用試験

環境フェアせき 2019 出展者募集

日時　7月27日(土) 午後5時～9時
場所　本町通り(本町1丁目～3丁

目)　式典・ステージイベント
は関商工会議所前(本町1丁目)
で行います。

内容　鼓笛隊、バトンクラブによ
るパレ―ド、各町内によるイ
ベント、ステージパフォーマ
ンスなど

その他　交通規制は本町1丁目～
5丁目。路線バスは本郷通りへ
迂回運転となります。(正午か
ら終日)

駐車場　関市保健センター、住吉
町駐車場(旧関警察署跡地)

駐輪場　関信用金庫本町支店
照会先　夏まつり実行委員会(本

町プラッツ内)　(☎24-8212)

　気温・湿度ともに上昇するこ
の季節は、熱中症による救急搬
送者が増加します。重度の場
合、死に至ることもありますの
で、以下のポイントに注意しま
しょう。
【6つのポイント】
1.　室温は28℃以下
2.　エアコンや扇風機を使う
3.　こまめに水分補給
4. 　体を締め付けない涼しい服装
5.　無理せず、適度な休憩を
6.　栄養バランスの良い食事
7.　適度な体力づくり
照会先　 中 濃 消 防 組 合 ( ☎ 2 3 -

0119)

第37回 関市ふるさと
夏まつり可燃ごみ特別収集日

　7月15日(月･祝) 「海の日」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)

熱中症に気をつけましょう
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違法な森林開発は
「森林の不適正事案110番」へ

長良川鉄道一部区間の
列車運休のお知らせ

農地パトロールに
ご理解ご協力を

　県では、違法な森林開発を早期
に発見するため、市などと連携して
パトロールを行っており、6～7月は
重点的に取り組んでいます。森林で
不審な伐採、掘削、建築物などを見
かけたら、「森林不適正事案110番」
に連絡してください。
照会先　岐阜県中濃農林事務所
　林業課(☎33-4011内線233)
　農林課(☎23-9251)

　郡上市内の一斉保守作業実施に
伴い、以下の特定日は一部区間の
列車を運休します。なお、バスなど
での代行輸送は行いませんので、
あらかじめご了承ください。
運休日　7月7日（日）、8月4日（日）
運休区間
　【下り】
　１．美濃白鳥駅8：27発の便
　 　 美濃白鳥駅～北濃駅間
　２．美濃市駅8：47発の便
　　  美濃市駅～美濃白鳥駅間
　【上り】　北濃駅8：55発の便
　　　   　北濃駅～美濃市駅間
照会先　長良川鉄道株式会社
　(☎23-3921)

　農業委員会は、遊休農地の把握
に努め、耕作放棄地や違反転用の
発生防止を図り、限りある農地を守
り活かす活動をしています。
　7月～9月を農地パトロール月間
として重点的にパトロールします。
調査の際には、農地の中に立ち入
ることもありますので、ご理解とご
協力をお願いします。
照会先　農業委員会事務局
　(☎23-6765)

期日　令和2年1月12日(日)
場所・時間　

地域 時間 会場

関 午後1時から 関市文化会館

洞戸 午前11時から 洞戸ふれあい
センター

板取 午前10時から 板取生涯学習
センター

武芸川 正午から 武芸川生涯学習
センター

武儀 午前11時から 武儀生涯学習
センター

上之保 午前10時から 上之保生涯学習
センター

対象　平成11年4月2日から平成12
年4月1日に生まれた人

その他　成人式をプロデュースし、
盛り上げてくれる成人式実行委員
会メンバーを募集しています。応
募は下記まで連絡してください。

申込・照会先　中央公民館
　（☎23-7777）

　

日時　7月28日（日）午前9時～
　11時
場所　わかくさ・プラザ　学習情

報館2階　創作実習室
内容　昆虫のお話と蝶の鱗粉転写
講師　岐阜・美濃生態系研究会
対象　小学生～中学生　※親子で

参加も可。ただし、小学2年生
以下は必ず保護者同伴。

定員　20人（申込順）
参加費　無料
持ち物　筆記用具、色鉛筆、ピン

セット、ハサミ
申込方法　下記まで電話にて申込み
申込期限　7月25日（木）まで
申 込 ・ 照 会 先 　 環 境 課 ( ☎ 2 3 -

7702)

夏休み昆虫教室「鱗粉転写」

　近年、高齢者の関わる交通事故
が増えていることから、事故に遭わ
ないための知識や、事故を起こさ
ない安全運転の方法などについ
て、職員が出向き講座を行います。
期間　7月1日（月）～1月31日（金）

までの平日
場所　申込者指定の会場（地区公

民センターなど）
内容　交通安全講話、交通安全ク

イズ、脳のトレーニング、交通安
全ＤＶＤの上映など

対象　地区の老人クラブ、自治会
の老人会など(市内全域対象)

受講者数　10人以上
申込方法　「まちづくり出前講座派

遣申請書」に必要事項を記載の
上、危機管理課に提出。（開催日
程などについては、事前に危機
管理課と調整してください。)

照会先　危機管理課(☎23-9046)

【塩こうじ講座】
《米麹を使って、塩こうじを作ります》
　塩こうじの使い方を紹介し、塩こ
うじを作り、お持ち帰りしていただ
きます。
日時　▽第1回　7月6日（土）
　午後1時30分～3時30分
　▽第2回　7月10日（水）
　午前10時～12時
場所　わかくさ・プラザ　学習情

報館2階　料理実習室
講師　早川貞子さん、篠原良子さん
定員　15名（先着）
材料費　500円
持ち物　エプロン、三角巾、ふき

ん、筆記用具
申込期限　7月4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（☎ 090-9028-1211　  23-
9456）

　 bora_ado@yahoo.co.jp

高齢者交通安全教室
（出前講座）

ボラ・アド関　市民講座

令和2年関市成人式
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関市自治会連合会
令和元年度スローガンおよび役員バスや電車でお出かけしよう！

自衛隊及び警察・消防インターンシップ

小・中学生シティバス無料乗車券の配布

　第68回関市自治会連合会定期総会が5月31日にわ
かくさ・プラザで開催され、自治会活動にご尽力され
た自治会長および自治会役員に感謝状を贈呈すると
ともに、本年度の事業計画を決定しました。スローガ
ン、役員は次のとおりです。

【スローガン】
未来を切り拓く関市　自立と協働のまちづくり
～水と緑に恵まれた　心ふれあう健康と福祉のまち～

【自治会連合会の役員】 ※敬称略、(　)は支部名
▽会長　遠藤俊三(富岡)
▽副会長　長尾始(上之保)　野口正人(下有知)　
　沼田明仁(倉知)
▽書記　櫻井寛和(武芸川)
▽会計　美濃羽哲彦(武儀)
▽総務部　【部長】野村良賢(洞戸)　【副部長】加藤宏(田原)
▽福祉部　【部長】長屋勉(板取)　【副部長】奥田悟(広見)
▽防犯防災部　【部長】櫻井敬(保戸島)　【副部長】
　西村幸久(小金田)
▽交通部　【部長】久保公平(安桜)　【副部長】山田健治(瀬尻)
▽スポーツ部　【部長】八木幹夫(桜ヶ丘)　【副部長】
土屋勤(旭ヶ丘)

▽環境衛生部　【部長】中嶋亘(富野)　【副部長】後藤
浩二(千疋)

照会先　市民協働課(☎23-6806)

　夏休みに、バスや電車を利用してちょっとお出かけし
ませんか
◆バスなら・・・
　名古屋へ→高速特急名古屋線、高速名古屋線　　
　首都圏へ→高速新宿線　　
　関市内→温泉やキャンプ施設がたくさんあります。ま
た、話題の通称モネの池、きれいな津保川や板取川の
川遊びなど、関シティバスや地域バスを利用して訪れ
てみてはいかがでしょうか。

◆電車なら・・・　　
　観光列車「ながら」でお食事やスイーツを楽しみなが
ら長良川の風景を堪能できます（乗車には予約が必要
です）。また、サイクリング列車や郡上踊り臨時列車な
どの企画列車の運行もありますのでご利用ください。

照会先　都市計画課(☎23-7981)
　長良川鉄道株式会社(☎23-3921)
　観光列車「ながら」予約専用ダイヤル(☎46-8021)

申込・照会先　自衛隊美濃加茂地域事務所
　(☎0574-25-7495)

※20名限定(応募多数の場合は抽選となります。)

　関シティバスに乗って、公共交通を学ぶとともに、利
用に関するマナーを身につけよう！
期間　7月20日(土)～8月27日(火)
対象者　市内在住の小・中学生（ただし小学生は4年
生以上で、市外から通学する児童生徒を含む）

対象路線　
　【関シティバス】関板取線、関上之保線、買い物循環線、
市街地病院循環線、わかくさ・小金田線、わかくさ・千疋線

　【関市デマンドバス】わかくさ・富野線、わかくさ・田
原線、わかくさ・迫間線、わかくさ・向山線

　【関市デマンド乗合タクシー】　関地区、下有知地
区、瀬尻・広見地区

実施方法　①実施期間前に各学校から対象となる児
童生徒の保護者へ申込書を配布します。

　※市外に通学している方は下記へお問合わせください。
　②申込みがあった小・中学生へ無料乗車券12枚を
配布しますので、乗車の際にご使用ください。

その他　デマンドバスおよびデマンド乗合タクシーは
事前に電話予約が必要です。

照会先　関市公共交通活性化協議会事務局(都市計
画課内☎23-7981)

日 参加団体 実施要領

7月29日
(月)

自衛隊・
関警察署

・警察(消防)署にて受付
【午前8時30～55分】
・警察(消防)インターン
　シップ
【午前9時～11時】
・マイクロバスにて
　岐阜基地へ移動
【午前11時～正午】
・体験喫食および売店見学
【正午～午後1時】
・自衛隊インターンシップ
【午後1時～3時】
・警察(消防)署へ移動　
【午後4時解散予定】

7月30日
(火)

自衛隊・
中濃消防組合
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