
　市では、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する場
合は、中身を必ず使い切ってから出してください。中身が残ったまま廃棄すると収集時に車両火災の原因となりますので、適切
な分別、廃棄方法をお願いします。
　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ってガスを完全に抜き切り、資源ごみの収集日（カン類）に出してください。

土・日曜日の開庁日時
対象窓口と取扱業務

紙類・古着の資源ごみステーションによる収集廃止

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、旅券事務は取扱いできません。

保険年金課
(☎23-7701) 転出・転入・転居・就職・退職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) 転入・転居に伴うごみ収集カレンダー配布、粗大ごみ受付、クリーンプラザ中濃廃棄物搬入承認証の発行

福祉政策課
(☎23-7735) 転出・転入・転居などに伴う福祉医療、障がい者手帳およ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、水道の開栓およ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人が多いこの時期、転出・転入・転居など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。

ごみの出し方

※各地域事務所、西部支所では休日開庁は行いません。

3月28日(土)、29日(日)、4月4日(土)、5日(日)　午前9時～正午

　資源ごみステーションで月一回、紙類・古着の資源収集を行っていましたが、３月をもちまして紙類・古着のステーション
収集は終了します。今後は、民間の回収ボックスや小・中学校などが行う集団資源回収を利用してください。ペットボトル、
白色食品トレイ、カン、ビンの収集は引き続き行いますので、収集日に資源ごみステーションへ出してください。

ペットボトルラベルは必ずはがしてください！
　市では品質の高いリサイクルを実施するため、ラベルやキャップをはずして出していただくよう、お願いしています。はずし
たラベルやキャップは、燃やせるごみとして出してください。また、色付きのペットボトルや汚れているものは資源ごみではな
く、燃やせるごみとして出してください。

年度末・年度始めの土・日曜日に臨時開庁します

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！

照会先 環境課　☎23-6733
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関市指定ごみ袋の取扱店

可燃ごみ袋中サイズ品切れのお詫び
可燃ごみ袋（中）が昨年暮れから品切れとなり、大変ご迷惑をおかけしてお
ります。誠に申し訳ございません。入荷次第、市ホームページや安心メール
などでご案内いたしますので、今しばらくお待ちください。

関市指定ごみ袋

市がごみ袋取扱店として指定した店舗で購入できます。	 	 	 	
（下表参照。市役所では購入できません。）	 	 	 	 	 	
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。	 	 	
店舗によって取り扱うごみ袋の種類が異なる場合があります。	
詳しくは各店舗にお問合せください。

ごみ袋の価格
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
　にて取扱いしていま
　す。

ごみ収集カレンダー

関地域（91店舗） 洞戸地域（3店舗）
青木新聞店 セブン-イレブン関市平和通８丁目店 ファミリーマート関祭場店 ゲンキー洞戸店
アルコ関店 大善商店 ファミリーマート関山田店 ニュージョイスかめやま
イオン関店 タルヤ雑貨店 ふうせん薬局関店 めぐみの農協洞戸支店
井上薬局 中部薬品関寿店 ふうせん薬局田原店 板取地域（４店舗）
ウエルシア関緑ヶ丘店 中部薬品関ひがし店 藤田雑貨商行 栄黒屋商店
ウラタ薬局本店 中部薬品関緑ヶ丘店 ベイシア関店 ㊀商店
エムハート薬局関店 中部薬品中濃厚生病院前薬局 ヘルスバンク小瀬店 めぐみの農協板取支店
カインズホーム関店 デイリーヤマザキ関下有知店 ホームセンターバロー関緑ヶ丘店 良平商店
亀山商店 ドラッグユタカ関旭ヶ丘店 三ツ丸食料品店 武芸川地域（９店舗）
木村屋商店 ドン・キホーテ関市マーゴ店 ミニストップ関稲口店 中部薬品武芸川店
クスリのアオキ稲口店 中津屋薬局 ミニストップ関東田原店 橋本屋薬局
クスリのアオキ鋳物師屋店 ニュージョイス関森商店 みのや金物店 バロー武芸川店
クスリのアオキ下有知店 ハイショップマルナカ めぐみの農協鮎之瀬支店 ファミリーマート武芸川店
ゲンキー関稲口店 バロー関ひがし店 めぐみの農協倉知支店 藤本商店
ゲンキー関下有知店 バロー関緑ヶ丘店　 めぐみの農協下有知支店 ㋝舟戸商店
ゲンキー関東新店 ファミリーマート関円保通店 めぐみの農協せき金竜支店 ヘルスバンク武芸川店
ゲンキー西本郷店 ファミリーマート関小屋名店 めぐみの農協関口出張所 めぐみの農協武芸川支店
ゲンキー広見店 ファミリーマート関倉知店 めぐみの農協関支店 餠又
五ニ堂 ファミリーマート関倉知南店 めぐみの農協田原支店 武儀地域（７店舗）
ｺﾒﾘﾊｰﾄ゙ ｱﾝﾄ゙ ｸﾞﾘ ﾝー関市広見店 ファミリーマート関黒屋店 めぐみの農協富岡支店 ゲンキー武儀店
酒向勝一商店 ファミリーマート関桜町店 めぐみの農協富野支店 コメリハードアンドグリーン武儀店
三田屋 ファミリーマート関市西田原店 山憲商店関店 中部薬品武儀店
シツノヤ米穀 ファミリーマート関市西本郷通店 ローソン関小瀬店 西部商店
スーパーセンターオークワ関店 ファミリーマート関しもうち店 ローソン関小瀬南店 ファミリーマート武儀下之保店
スギ薬局関店 ファミリーマート関白金店 ローソン関山王通店 マツオカ武儀店
セブン-イレブン関高校前店 ファミリーマート関千疋店 ローソン関西本郷通店 めぐみの農協津保川支店
セブン-イレブン関市山王通店 ファミリーマート関迫間店 ローソン関平和通店 上之保地域（４店舗）
セブン-イレブン関市小屋名店 ファミリーマート関東福野町店 ローソン関山田店 小森商店
セブン-イレブン関市下有知北店 ファミリーマート関広見インター店 ローソン長良川鉄道関口駅店 ㊥スーパー
セブン-イレブン関市東新町店 ファミリーマート関広見インター東店 マルヘイ
セブン-イレブン関市肥田瀬店 ファミリーマート関平成通店 めぐみの農協上之保支店

（地域別・五十音順　R2.1.16現在）

　ごみ収集カレンダーは広報せき３月号と同時配布しま
す。また、市ホームページやごみ分別アプリ「さんあ～
る」でもご覧いただけます。ごみ分別アプリは、右記QR
コードからダウンロードできます。転居などでごみ収集
カレンダーが必要な場合は、環境課、西部支所または各
地域事務所の窓口へお越しください。

照会先 環境課　☎23-6733
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関市制70周年・合併15周年記念、ＮＨＫ岐阜放送局開局80周年記念

出場者・観覧者募集！

ＮＨＫプラネット中部　（☎０５２－９５２－７３８１	平日　午前１０時～午後６時）
ＮＨＫ岐阜ホームページ　https://www.nhk.or.jp/gifu/
企画広報課（☎23-9290）

応募資格

注意事項

締 切
当落案内

・中学生以上で原則アマチュアの人
	※中学生は予選会・本選どちらも保護者の同伴が必要。応募はがきに保護者の名
　前と電話番号を併記。

・応募は１人（組）１通に限ります。
・グループで申込みの場合は、全員の名前（ふりがな）、年
　齢、性別、職業とメンバーの関係を明記のうえ、代表者が
　申込みをしてください。
・応募後の曲目・出場者の変更はできません。
・予選会でのキー指定はできません。
・予選を通過した人は、引き続き打合せを行います。
（午後8時30分ごろ終了予定）
	3月30日（月）必着
	4月28日（火）頃発送

出場申込　往復はがきでお申込みください（1・2を記入）

注意事項

締 切
当落案内
問 合 せ

・入場無料（要入場整理券）
・当選は1人1通とさせていただきます。
・当選者には入場整理券を送付します。
※１枚で２人入場可（満１歳以上の子から人数に含む）

・応募多数の場合は、抽選とします。
・入場整理券は転売等禁止です。

	
	4月13日（月）必着
	4月28日（火）頃発送

観覧申込　往復はがきでお申込みください（1・3を記入）

1.	出場・観覧共通（往信表面・返信裏面）

【返裏】
ここには何も記入しない
でください

【往表】　
名古屋市東区東桜
１－１３－３
ＮＨＫプラネット中部
「ＮＨＫのど自慢　
出場（または観覧）」係

〒461-0005

司　会　小田切千アナウンサー

※ご応募の際にいただいた情報は、選出・抽選結果のご連絡のほか、ＮＨＫでは受信料のお願いに使用させていただくことがあります。

日 時
※ 予 選 会
場 所

５月２４日（日）　午前１１時45分～午後１時３０分（開場：午前１1時）
５月２３日（土）　午前１１時４５分～午後６時（受付：午前１１時）
文化会館　大ホール（関市桜本町２－３０－１）

放 送 予 定 　 5 月 2 4 日（ 日 ）
午 後 0 時 1 5 分 ～ 1 時（ 総 合・ラ ジ オ 第 一・国 際 放 送 ）

山本　譲二さん 香西　かおりさん

ゲスト

２.	出場申込（返信表面・往信裏面）
【往裏】
①郵便番号　
②住所
③名前（ふりがな）
④年齢　
⑤性別
⑥電話番号
⑦職業（具体的に、
　　　		学生は部活動）
⑧歌う曲目とその歌手名
⑨選曲理由（詳しく）
※グループは全員分の
③④⑤⑦と関係性を記入

【返表】
自分の名前　
自分の住所

↑郵便番号を記入

3.	観覧申込（返信表面・往信裏面）

【往裏】
①郵便番号
②住所
③名前
④電話番号

【返表】
自分の名前　
自分の住所

↑郵便番号を記入

※1	転売目的であることが判明した場合は抽選対象外。売買が確認された場合は入
　　場不可　
※2	都合により出演者の変更や公演を中止する場合があります。中止の場合、他の公
　　演への振替えはありませんので、ご了承ください。
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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～午前11時
迂回時の
バス停表

バスの迂回運転について

◆バス運行の照会先
<岐阜関線・上之保線・関シティバス・関板取線>
岐阜バス関営業所 ☎22ー2255
<高速名古屋線>　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。

午前6時～午後0時30分規制予定時間(最長)

対象時間 丘
ヶ
旭

シ
関

ィテ

ル
ナ
ミ
ー
タ

2020刃物のまち  関シティマラソン交通規制のお願い

3/15（日）
沿道での応援と交通規制にご協力ください。

照会先 スポーツ推進課　☎23-7766　大会本部（当日のみ）☎23-3025（午前6時～午後2時）
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　学校をテストなど求められる学力だけを身に付ける場と
考えてしまうと「楽しくない」と思ってしまうかもしれません。
　学校を自分の未来を楽しむための力を身に付ける場と考え
れば、今までとは違う学校での生活の仕方が見つかるような
気がします。学校生活のすべてが自分の未来に繋がっている
と考えれば、学校生活のすべてが楽しくなるように思えます。

　クラスの仲間とダンスの取組を通して、多くの問題を乗り
越えてきました。だから僕は、自分の中にあった不安をやる気
に変えることができました。さらに、頑張ることができたのは、
応援してくれる先輩や後輩、先生方、地域の方のおかげです。
　僕を成長させてくれたダンスは宝物です。ダンスは最高で
す。

　中学１年生の春、突然耳が聞こえなくなりました。自分
に何かできないか考え、「手話」を学び始めます。「手話」
を学ぶ中で、社会の中には、自分が思っているよりも、
様々な場面で困っている人がたくさんいることを知りま
した。そんな方に誰もが手を差し伸べられる「温かな社
会」を私たちの手で創っていきましょう。

　父の死をきっかけに患者さんに心から寄り添える看護師
になりたいと思うようになったが、その道には高い壁があっ
た。しかし、周りからの支えがあり、今もその夢を追い続ける
自分がある。自分でできない壁を高くして夢の実現を諦める
のではなく、できる自信を増やしていくことが大切だと学ん
だ。これからは、少しずつ目指す姿に近づき夢を叶えたい。

　情報化が進む社会で、表面的な関わりが多くなって
きました。さらに、令和の世になり、これからの社会はAI
に負けない人間らしい見方、考え方をもつことが、今以
上に大切になってきます。だからこそ関市内の中学生が
「自分に自信をもち、本当の自分らしさを磨いていくこ
と、そして、人と深い関わりを築き、学校や社会をよりよく
していくこと」を、ここに提言します。

第39回関市私の主張大会	生徒運営委員の皆さん

学校生活は楽しいですか今なら未来は変えられる

「音のない世界」が教えてくれたこと「できない壁」より「できる自信」

「提言」生徒運営委員長

桜ケ丘中学校　　　深
ふか

川
がわ

　陽
はる

太
た

郎
ろう

板取川中学校　　　長
なが

屋
や

　光
こう

輝
き

下有知中学校　　　小
お

川
がわ

　このみ武芸川中学校　　　佐
さ

名
な

　 涼
りょう

香
こ

下有知中学校　　　松
まつ

岡
おか

　優
ゆ

月
づき
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第39回 関市私の主張大会
照会先 学校教育課　☎23-8126

　シンガポールの子との交流を通して、誰とでも仲良く
するために大切にすることを考えました。それは、見た目
や性格、考え方が違っても関係なく、様々な人の様々な
違いを知って受け入れることです。そうすれば、世界中の
どんな人とも仲良くなれます。難しいことですが、誰にで
も可能性はあると、私は信じています。

　私は、以前「話しかけづらいし、何を考えているかわから
ないときがあるね。」と言われ、とても動揺したことがありま
す。その人の本音だと思います。本音は相手を傷つけたり、
逆に励ましたりと強いチカラをもっていると思います。体育
祭で仲間に堂々と声をかける仲間の姿を通して私は、相手
に自分の本音をどのように伝えるべきかを学びました。

　職場体験学習での経験から、うまく言葉を聞き取れな
かったときには聞き返した方が気持ちが伝わり、話がよく
分かって自分も相手もうれしくなると感じた。難聴を理由
にして、妹に頼ってばかりいた自分、曖昧な返事をして行動
してこなかった自分をこれからの生活の中で変えていき
たい。

　急速に発達していく現代社会。特にVRやAIなどの技術の
発達は目まぐるしい。将来、実際に会わなくても会っているか
のように対話できる社会になっているかもしれない。しかし、
どんな社会になったとしても、家族や地域の人たちとの直接
のつながりを大切にして生きていきたい。人と人との絆。そ
の絆を大切にし続ける社会にするために考えていきたい。

　私の名前は朱雅秋。両親は中国出身です。この名前の
せいで私は傷つき、この名前のおかげで私は大切なこと
に気付くことができました。大切なこと…それは、うまく
いくかいかないかは環境のせいでなく、お互いに認め合
えること。この経験を活かし、人と人、国と国をつなぐ生
き方を歩みたい。

誰とでも仲良く

本音がもつチカラ難聴を理由にしない

絆を大切に生きる自分らしく生きる

旭ヶ丘中学校　　　藤
ふじ

田
た

　乃
の

愛
あ

小金田中学校　　　加
か

藤
とう

　優
ゆう

奈
な

富野中学校　　　山
やま

口
ぐち

　真
ま

央
お

津保川中学校　　　長
は

谷
せ

中
なか

　咲
さ

里
り

緑ヶ丘中学校　　　朱
しゅ

　雅
まさ

秋
あき

　第39回関市私の主張大会を、1月31日、市役所で
開催しました。ここで、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しました。
　発表後、同大会の生徒運営委員長を務めた下有
知中学校の松岡優月さんが、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
委員長の提言の要旨を紹介します。(敬称略・発表順)
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　中学生リーダー養成研修は8月7日(水)～9日(金)に行われました。
本年度も市外の宮城県東松島市、富山県氷見市の生徒4人も参加し
て一緒に活動をしました。全体の参加者は市内全中学校から27人が
参加しました。研修では市にゆかりのあるリーダーの講演を聞いた
り、ワークショップに取り組んだりしました。最終日には、市役所の各
課に取材に行き、それをもとに仲間と議論し、自分たちの描く関市の
未来を提案することができました。

　自分のお気に入りの本を持ちより、その本の内容について語り合うビブリオ・トークが7月26日(金)に行われ、先生や保護
者を含めて26人が参加しました。9人の児童生徒が、おすすめの本を紹介し、参加者と本について熱く語り合いました。今後
も読書推進の取組を積極的に進めていきたいと思います。

　今年度、田原小学校に外国人児童生徒等初期適応指導教室、通称「フレンズ」を新設しました。「フレンズ」では市内に住む
日本語指導が必要な外国人児童生徒等が、学校生活にスムーズに適応できるように、日本での生活の基本や、簡単な日本語
を学んでいます。　

　今年度で７回目を迎えた中学生海外研修。市の代表として１２人の
中学生が8月16日(金)～22日(木)にかけてシンガポールを訪れまし
た。天候の関係で1日出発が遅れましたが、現地の中学生との交流
や、政府機関等の見学を行うことができました。また、ホームステイを
行い、ホストファミリーと寝食を共にすることで、心を通わせることが
できました。帰国後も所属中学校や海外研修報告会等で研修の成果
を発表しました。海外研修を通して大きく成長した生徒たちが、関市
の未来を創ってくれることを願っています。

中学生リーダー養成研修

第２回小・中学生ビブリオ・トーク

関市外国人児童生徒等初期適応指導教室
「フレンズ教室」【新規】

中学生海外研修

　11月27日(水)・28日(木)に、市が行う中学生海外研修にて、平成
28年度から交流を行っているシンガポールの文殊中学校の教師・
生徒29人が関市を訪れました。文殊中学校の生徒は、緑ヶ丘中学校
や旭ヶ丘中学校の生徒と授業、掃除、給食などを体験したほか、モネ
の池、道の駅「平成」を巡りました。夜は、生徒の家庭で夕食を囲み
ながら団らんしました。子どもたちは、シンガポールの生徒と英語と
ジェスチャーを駆使して積極的にコミュニケーションを取りました。
国を越えた交流を図ることで、若い世代から国際感覚を身につけ、
グローバルに活躍する人材となることを期待しています。

文殊中学校との交流ｉｎ関市
【新規】
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　8月20日(火)・21日(水)に、小学校5・6年生を対象としてドローンを使った「夏休み小学生プログラミング教室」を開催しま
した。123人の児童が参加し、5人1チームで、プログラムを組んでドローンを飛ばす課題に挑戦。初めて出会った仲間と難
しいミッションをクリアしていくことで、達成感や仲間との一体感を感じることができました。アドバイザーとして関商工高等
学校建設工学科の生徒の皆さんにも参加してもらい、交流を深めました。

　市では、Pepperを9台導入し、希望した学校に配置
して様々な教育活動に活用しています。あいさつ運動
への参加やおすすめ本の紹介などにPepperを活用し
ています。また、プログラミング教育出前授業として、
6年生を対象にPepperを使ったプログラミングの授
業を体験した学校もあります。中学生は理科・数学コ
ンテストにおいて、30人の生徒がPepperを使ったプ
ログラミングを体験しました。Pepperが思い通りに動
くと歓声があがり、楽しく学ぶことができました。

　7月31日(水)に中学生理科・数学コンテスト、8月1
日(木)に小学生理科・算数コンテストを学習情報館多
目的ホールにて開催しました。小学生152人(5・6年
生)、中学生120人が参加し、3～4人のチームを組ん
で理科と算数(数学)の難問に挑戦しました。会場の各
所から「できた！」「わかった！」と歓声があがり、参加した
小・中学生が学ぶ楽しさを味わう姿が印象的でした。

ＳＴＥＡＭ教育①　
小学生プログラミング教室【新規】　

ＳＴＥＡＭ教育②　
Pepperを活用したプログラミング教育【新規】　

ＳＴＥＡＭ教育③　
小学生理科・算数コンテスト
中学生理科・数学コンテスト【拡充】

　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advance」です。今年度は、これま
での事業を拡充するとともに、近い未来に到来すると言われる超スマート社会(society5.0)に対応できる児童生徒の
育成をめざしSTEAM教育にも取り組みました。

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 令和元年度
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❶3月27日(金)午後1:30～3:00

❷武芸川老人福祉センター

❸見学もしくは体験

❹−

❺平岡(080-3621-8206)

❶3月18・25日(水)午後7:30～9:30

❷安桜ふれあいセンター

❸見学もしくは体験　※事前申込不要

❹−

❺清水(22-3617)

❶3月24日(火)午後1:30～3:30/3月25日(水)午後7:30～9:00

❷（24日）学習情報館2-1研修室/（25日）総合福祉会館3-1会議室

❸体験

❹座布団、ひざかけ

❺西村(090-5611-4702)

❶3月28日(土)午前9:00～午後1:00

❷旧関警察署跡地（住吉町）

❸体験

❹運動のできる服装、お茶

❺渡辺(080-3621-9127)

❶3月18・25日(水)午前10:00～正午

❷総合福祉会館 ボランティア活動室

❸見学もしくは体験

❹−

❺玉井 (25-0725)

❶3月3日(火)～8日(日)午前10:00～午後4:00

❷せき・まちかど工房ギャラリー(本町)

❸展示※6日(金)のみ飛び出すカード作成体験

❹材料費：300円（6日のみ）

❺伊藤(090-9028-1211)

❶3月18・25日(水)午後1:45～午後3:00

❷せきしんふれ愛アリーナ 柔道場

❸体験　

❹ヨガマットもしくはバスタオル、水分、汗拭きタオル

❺清水(090-4866-5920)

❶3月13日(金)午後1:30～3:00/3月27日(金)午前10:00～11:30

❷西部ふれあいセンター 多目的室

❸体験

❹上履き　※お持ちの人

❺佐野(090-3957-7064)

❶3月21日(土)午後1:30～3:30

❷旭ヶ丘ふれあいセンター

❸見学

❹筆記道具

❺土岐(22-0711)

❶3月18・25日(水)午後7:30～9:30

❷アピセ・関 多目的ホール

❸体験

❹上靴

❺河村(090-2929-9571）

❶3月19日(木)午後7:30～8:30

❷田原ふれあいセンター

❸見学もしくは体験※体験希望者はボールの有無をお伝え願います。

❹運動のできる服装、水分、バランスボールレンタル代：300円(持参の場合は無料）

❺松田（田原ふれあいセンター、24-4848）

❶3月14日(土)午後1:30～3:30

❷学習情報館 和室

❸見学

❹−

❺近松(22-8652）

❶3月14日(土)・15日(日)午前10:00～午後4:00

❷本町1丁目ふれあいサロン

❸体験(小物つくり)

❹裁縫道具、材料費：500円

❺宇津(24-1857)

❶3月17日(火)午後7:00～8:30

❷田原ふれあいセンター

❸見学

❹−

❺栗山（23-2465）

❶3月27日(金)・28日(土)午前10:00～午後4:00

❷本町1丁目ふれあいサロン

❸体験(つまみ細工ブローチづくり)

❹材料費：500円

❺足立(23-2917)

❶3月13・27日（金）午後1:00～3:00

❷西部ふれあいセンター

❸見学

❹筆記道具、メモ帳

❺森（090-5115-0568）

❶3月13日(金)午後6:15～9:00

❷学習情報館 ギャラリー

❸見学

❹写真(2L～4切、3枚まで) ※希望者

❺上村(090-3467-4076)

美術・工芸

文芸 スポーツ

その他

ボランティア

　蒼森会

　古文書サークル

　日本ボーイスカウト岐阜県連盟 関第１団

　布あそび 　田原水墨画クラブ 　みやび

　関短歌会 　岐阜健康友の会 ロコモダンスサークル

　関スコティシュカントリーダンスクラブ

　手話サークル・いるかの会

♫むげ川・うたごえサークル 　リアル関

　太極拳関サークル アピセ水曜教室 　バランスボール

　ルーシー・ヨガ・プラス

　関伝導瞑想会

　関市生涯学習ボランティア・アドバイザーの会

絵画

古文書

❶3月17日(火)・21日（土）午後7:30～8:30

❷安桜小学校 体育館

❸見学もしくは体験

❹運動のできる服装 ※素足で行います

❺一色 (090-5457-3527)

　関市なぎなた協会
なぎなた

スカウト活動

手芸(パッチワーク) 水墨画 手芸（木目込み人形など）

短歌 健康体操

ダンス

手話

合唱 写真

太極拳 バランスボール

ヨガ

伝導瞑想

ボランティア
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サークル参観日・春の部
3月13日（金）～31日（火）

　市内各施設では、さまざまなサークルが音楽・絵画・スポーツ・ボランティアなどの活動をしています。
　『サークル参観日』は、そんなサークルの活動の場を市民の皆さんに広く知っていただくための見学・体験の場です。
　「何かを始めてみたい」「どんな活動をしているのかなあ」など気になっている人はこの機会にちょっと見学・体
　験してみませんか！

◆基本的に各サークルの普段の活動内容です。見学のみ、体験希望などお選びいただけます。
◆参加費は無料ですが、材料費を実費負担する場合があります。
◆見学・体験にあたっては、事前申込みが必要です。
各サークルの連絡先まで事前連絡の上、会場にお越しください。

参加にあたって 各団体の参観日の内容

  照 会 先 生涯学習課　☎23-7777

❶3月15日(日)午前9:30～11:30

❷総合福祉会館 生活訓練室

❸見学もしくは体験

❹工具（ドライバーなど）

❺包子(カネコ:090-5104-2989)

❶3月26日(木)午前10:30～11:30

❷学習情報館 音楽室

❸体験

❹動きやすい服装・水分

❺広瀬（24-8571）

❶3月13・27日(金)午後7:30～9:00

❷アピセ・関

❸見学

❹−

❺亀山(090-1726-0793）

❶3月14・21日(土)午前10:00～正午

❷学習情報館 音楽室

❸見学もしくは体験

❹−

❺渡邉(090-2268-9553)

❶3月23日(月)午後1:30～3:00

❷津保川台公民センター

❸見学もしくは体験（懐かしい童謡・唱歌の合唱）

❹−

❺谷口(090-1627-1744)

❶3月26日(木)午後1:30～3:00

❷学習情報館 音楽室

❸見学もしくは体験

❹−

❺河合(090-5851-5885）

❶3月25日(水)午後7:30～9:00

❷学習情報館 音楽室

❸体験

❹筆記用具

❺清水(22-3623)

❶3月25日(水)午後2:00～4:00

❷学習情報館 音楽室

❸見学もしくは体験

❹−

❺林(058-237-3841)

❶開催日時 
❷会場
❸参観日の内容
❹持ち物・材料費
❺連絡先

家庭・子育て 音楽（洋楽・邦楽）

関おもちゃ病院 親子リトミック　きりんさんくらぶ♪

♫スウィートエコーせき

♫コーラスかわせみ

♫関女声合唱団

♫アカアカウクレレクラブ

♫虹のコーラス

♫関男声合唱団

❶3月18・25日(水)午前9:30～11:00

❷南部公民センター

❸見学

❹−

❺宮坂(090-6072-4336)

♫北振雅峰流晴桜会
詩吟

❶3月17・31日(火)午後2:00～4:00

❷富野ふれあいセンター

❸見学（両日）、体験(31日)

❹ギター・マンドリン（31日のみ）※お持ちの人

❺石井(090-1470-1719）

♫マンドリンアンサンブル ラセット
ギター・マンドリン合奏

合唱

コーラス

❶3月21・28日(土)午後1:00～4:00

❷武芸川生涯学習センター 視聴覚室

❸見学もしくは体験

❹ギター ※お持ちの人

❺後藤(46-2478)

♫武芸川ギター同好会
ギター

合唱

ウクレレ

❶3月18・25日(水)午後1:00～4:00

❷学習情報館 和室

❸見学もしくは体験

❹−

❺武内(28-3106)

♫芳謡会
謡曲 合唱

合唱

おもちゃの修理 親子リトミック
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