
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、本号に掲載されている行事などは、中止・延期となる場合があります。
□わかくさ・プラザ総合福祉会館→福祉会館
□わかくさ・プラザ学習情報館→学習情報館
□わかくさ・プラザ総合体育館→せきしんふれ愛アリーナ
□みんなの就職サポートセンター→みんサポ
□関市ビジネスサポートセンター→セキビズ

　　　　　

下水

混ぜる

空気を送る

下水の汚れ

（有機物）

水 二酸化炭素

酸素
食べる

分解

（福岡市道路下水道局資料より引用）

●下水をきれいな水にするには
　浄化センターでは、｢生物処理｣ という微生物や
細菌の働きを利用した方法で、集められた下水をき
れいな水にしています。
　下水の汚れ（有機物）を微生物や細菌が食べて水
と二酸化炭素に分解し、きれいになった水は消毒し
て川へ放流します。

●下水道の管理区分
下水道施設の管理区分は図のようになっています。

●下水道施設が故障したときは
排水管の詰まりなど下水道施設が故障したときは、その故障した場所の管理者が修理することになります。

●下水道排水設備の工事は指定工事店で
　使用者が管理する排水設備の工事は、市の指定を受けた下水道排水設備指定工事店が行います。新設、修理な
どの工事は、必ず指定工事店に依頼してください。
※指定工事店は市ホームページをご覧ください。

●下水道の正しい利用を
◦次のようなものは下水道に流さないでください。詰まりや悪臭、処理場の機能低下の原因になります。これら

のものを流して下水道施設に損害を与えた場合は、その損害を賠償していただくことになります。
※残飯・野菜くず、生理用品・紙おむつ・ティッシュペーパー・ウェットティッシュ、タオル・布類、食用油・

機械油、ガソリン・灯油・シンナー、薬品など
　（｢トイレに流せます｣ と表示のあるものも、できるだけ流さないようにしてください。）
◦台所、洗面所、洗濯機、お風呂からの排水に含まれるごみや油が、建物の外側に出た所や排水管の合流点など

にある汚水ます（コンクリートや塩化ビニルでできています。）にたまると、詰まりの原因になります。1 ～ 2
か月に 1 度、汚水ますを掃除しましょう。

●こんなときは

照会先　下水道課  ☎23-7708

下水道ひろめて 浸水ゼロのまち  ～9月10日は下水道の日です～

故障場所 区分 連絡先

市の管理区分
平日の昼間 下水道課　（☎ 23-7708）

平日の夜間、休日 市役所宿直、日直（☎ 22-3131）

使用者の管理区分
平日 下水道排水設備指定工事店
休日 休日当番の指定工事店

※取付管に故障が生じると、取付ますの中に
汚水がたまります。この場合は市が修理し
ますが、取付ますやその周辺の民地内で木
の根っこなどの障害物により故障があった
場合は、使用者が対応することになります。

下水道が詰まった 下水道の管理区分の図にある ｢取付ます｣ が詰まっているときは下水道課へ、｢取付ます｣ よりも
中側で詰まっているときは指定工事店へ連絡してください。

使用者が変わった 関市水道お客様センター（☎ 23-6782）に連絡してください。

家族の人数が変わった
井戸水などを使用している場合や井戸水などと水道を併用している場合は、関市水道お客様セン
ター（☎ 23-6782）に連絡してください。
水道のみを使用している場合は届出は不要です。

井戸水などの使用をやめた 関市水道お客様センター（☎ 23-6782）に連絡してください。

18



※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、本号に掲載されている行事などは、中止・延期となる場合があります。

　　　　　
令和３年関市成人式

開催日　令和 3 年1月10 日（日）
対象　平成12年 4月 2日 ～13年4月1日に生まれた人

地域 開始時間 会場

関
午前10 時（旭ヶ丘中、桜ヶ丘中、下有知中）
午後1時（緑ヶ丘中、富野中、小金田中）

関市文化会館

洞戸 午前11時 洞戸ふれあいセンター

板取 午前10時 板取ふれあいセンター（板取事務所 2 階）

武芸川 正午 武芸川生涯学習センター

武儀 午前11時 武儀生涯学習センター

上之保 正午 上之保生涯学習センター

成人式実行委員会メンバー募集
参加だけでなく、成人式を一緒に盛り上げませんか。実行委員に興味のある人の連絡をお待ちしています。

照会先　生涯学習課（☎ 23-7777）

　

　
　水泳の基本的なバタ足、クロー
ルの泳法を学ぶ教室です。水泳初
心者の子どもたちの上達を目指し
ます。
日時　9 月11日（金）、18日（金）、
 25日（金）、10月2日（金）の全

4回。午後7時 ～ 7時50分
参加費　2,200 円※別途プ―ル

利用料が必要です。
対象　自力で 5 ｍ以上泳げる小

学生
持ち物　水着、水泳帽、タオル、

ゴーグル
申込方法　9月 8日（火）午後 8

時までに、せきしんふれ愛ア
リーナ地下 1 階温水プール窓
口に参加費を添えて申込み。（電
話予約可）

定員　各クラス 5 人　※定員に
なり次第、締切りとなります。

講師　（株）コパン専属コーチ
照会先　せきしんふれ愛アリーナ

地下 1 階温水プール
 （☎ 23-7762）

学童水泳教室

　秋は、日没時間の急激な早まり
とともに、夕暮れ時から夜間にか
けて重大な交通事故が多発する傾
向があります。一人ひとりが交通
安全意識を高め、交通事故の防止
に努めましょう。
期間
　9 月 21 日（月・祝）～ 30 日（水）
運動の重点　

○子供を始めとする歩行者の安
全と自転車の安全利用の確保

○高齢運転者などの安全運転の
励行

○夕暮れ時と夜間の交通事故防
止と飲酒運転等の危険運転の
防止

照会先　危機管理課
 （☎ 23-7048）

秋の全国交通安全運動
　
　障がいをお持ちの人で、仕事を
探している、就職したいけど自信
がない、今の仕事や職場に悩んで
いる人や、雇用で悩んでいる会社
など、「ひまわりの丘障害者就業・
生活支援センター」の職員と話し
てみませんか。障がい種別、年齢
は問いません。ぜひご参加くださ
い。
日時　9月29日（火）
　午前10時～午後３時（予約優先）
場所
　洞戸ふれあいセンター会議室
申込方法　下記窓口へ電話予約
照会先　ひまわりの丘障害者就

業・生活支援センター
 （☎ 24-5880）

障がい者就業・生活相談会
（移動相談会）

※ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、開催方法を変更、または中止・延期する場合があります。
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※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、本号に掲載されている行事などは、中止・延期となる場合があります。
□わかくさ・プラザ総合福祉会館→福祉会館
□わかくさ・プラザ学習情報館→学習情報館
□わかくさ・プラザ総合体育館→せきしんふれ愛アリーナ
□みんなの就職サポートセンター→みんサポ
□関市ビジネスサポートセンター→セキビズ

　㈱ 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、市内中小企業に勤めている人
または市内在住の人に、受講料の
3分の2を補助します。9月に実
施する研修の一部を抜粋します。

▪ SOLIDWORKS 基礎
日時　9月1日（火）～2日（水）
　午前10時 ～ 午後5時
受講料　62,700円→※ 20,900円
内容
 優れた操作性に定評のある3次

元CADソフト「SOLIDWORKS 
2019」を使用して、3次元モデ
リングから2次元図面の作成ま
での一連の基本操作を習得しま
す。

▪ AutoCAD LT 基礎
日時　9月3日（木）～4日（金）
　午前 10時～午後 5時
受講料　49,500円→※16,500円
内 容　「AutoCAD LT 2019」を

使用して、2次元作図に最低限
必要となる一連の基本操作を習
得します。

▪ SOLIDWORKS 応用
日時　9月14日（月）～15日（火）
　午前 10時～午後 5時
受講料　62,700円→※20,900円
内容
 優れた操作性に定評のある3次

元CADソフト「SOLIDWORKS 
2019」を使用して、基本操作
を踏まえた上でより実践的な操
作を習得します。

※市および県の補助適用後の金
額です。

照会先
　㈱ VR テクノセンター研修部
　（各務原市テクノプラザ 1 丁目

1 番地）（☎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!

　「やさしい日本語」で外国人と
コミュニケーションを取る方法を
学びませんか。学校や職場、地域
で役立ち、災害時などでも活用で
きる外国人とのコミュニケーショ
ンのコツを楽しく学ぶ講座です。
日時　9月26日（土）
 午前10時～11時30分
場所
　学習情報館2階・2-1研修室
講師
　関市外国人支援センター代表
　タパ・まどかさん
定員　15 人（申込順）
　※5人以下の場合は中止します。
参加費　無料
注意事項　新型コロナウイルス感

染防止対策をして開講します。
マスクの着用をお願いします。

申込方法　9月18日（金）までに
下記窓口へ申込み

照会先　関市国際交流協会事務局
（市民協働課内 ☎ 23-6806）

　9月9日は「きゅうきゅう（救急）
の日」です。
　毎年、この日を含む 1 週間（今
年は 9月6日から12日まで）を、
応急手当の重要性や救急業務への
理解を深めていただく「救急医療
週間」としています。
　中濃消防組合管内の令和元年の
救急出場は 4,661 件で、前年よ
り 160 件減少しました。
　救急現場に居合わせた人が、迅
速な 119 番通報や救急隊到着ま
での間適切な応急手当を行うこと
で、救命率の向上に繋がります。
　いざという時に慌てないよう、
この機会に正しい応急手当の方法
を確認しておきましょう。
照会先　中濃消防組合
 （☎ 23-9090）

国際交流協会 日本人のた
めのやさしい日本語講座

9月9日は救急の日

　

日時　10月1日（木）、11月5日（木）、
12月3日（木）、1月 14 日（木）予
備日2月4日（木）

　計4回　午後7時 ～ 9時
場所　学習情報館調理実習室
内容　季節の食材、関市産の食材

を使ったお弁当で体を整え、料
理を通して仲間づくりをしませ
んか。
※上記日程の講師による直接

指導と、第3木曜日に動画に
よる講座の2 部制で開催しま
す。

講師　鈴木あすなさん
　（管理栄養士・料理研究家）
対象　
　20～30代市内在住  、在勤また

は在学者
定員　20人（抽選）
参加費　1回 1,000円
　（材料費・お弁当容器含む）
持ち物　参加者に別途通知
申込方法
　下記窓口まで電話で申込み
申込期限　9月18日（金）
照会先　生涯学習課
 （☎23-7777）

　重度心身障がい者（65歳以上の
人のみ）の、福祉医療の受給者証
は、10月1 日（木）から新しくな
ります。
　今年度は、新型コロナウイルス
感染症の拡大防止のため、受給者
証を送付します。現在お使いの受
給者証は9月末まで使えます。
発送時期　9月上旬
照会先　福祉政策課
　（☎23-7735）

市制70周年・合併15周年記
念事業～わかくさ・プラザ流

“オフ活のすすめ”～体を整え
る季節のお弁当 lesson

福祉医療費受給者証の更新
（65歳以上の人のみ）
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※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、本号に掲載されている行事などは、中止・延期となる場合があります。

　　　　　

対象　市内在住または在勤で65歳以上の人（1回目 ～3 回目までは希望者のみ）
定員　50人　ただし、第1回は別途定員有。（定員を超える場合は抽選）
場所　学習情報館・総合福祉会館
時間　午後1時30分～3時30分 
受講料　無料【実習材料費は自己負担】参加する講座の材料費を開講前に集めます。
申込方法　はがきに必要事項（①｢さわやか学級申込｣、②郵便番号、③住所、④氏名、⑤ふりがな、⑥自認する性別、

⑦年齢、⑧電話番号、⑨第1回～ 3回の料材費の必要な講座について参加の有無を記入して下記窓口に郵送または、
学習情報館備え付けの申込用紙に記入して申込みしてください。

締め切り　9月18日（金）午後5時　必着
結果通知　受講が確定した人には、講座の案内を通知します。
照会先　〒 501-3802 関市若草通 2丁目1番地 中央公民館 さわやか学級担当　（☎23-7776　 23-7778）
講座

※第 5 回のみ土曜日開催、アカデミック講座と共催です。（アカデミック講座は、10 月号広報で募集）
※第1・2・3回は、受講生を 3 グループ（1G・2G・3G）に分けます。

日時　下の表のとおり　各回午前10時～正午
場所　学習情報館2階ギャラリー
定員　各回20人（毎回さまざまな課題を取り上げます。連続して受講することをお勧めします。）
参加費　無料
申込方法　電話、はがき（住所、氏名、年代、電話番号、受講講座を記入）、下記窓口の申込用紙にて申込み
申込期限　9月30日（水）※定員に満たない場合は期限を延長して受け付けます。
照会先　生涯学習課（☎23-7777）〒501-3802  関市若草通 2-1 わかくさ・プラザ内

〈生涯学習きらめきコース〉令和2年度　関市さわやか学級受講生募集

よりよく生き合うために「いきいき 生き合い講座」

No G 期日 講座名 材料費 講師 定員

1
1G 10月21日（水）

手作りのお菓子を作ろう 500円 国の職業訓練指導員 平松 久美子 氏 各回12人2G 10月22日（木）
3G 10月23日（金）

2
1G 11月 6 日（金）

エコクラフトでカバンを作ろう
（A4 サイズが入ります） 1,000円 エコクラフト講師 小島 由美 氏 希望者全員2G 11月13日（金）

3G 11月20日（金）

3
1G 12月 2 日（水）

お正月の玄関飾り 800円 マミフラワーデザインスクール 指定校責任者　　　　
平野 陽子 氏 希望者全員2G 12月 3 日（木）

3G 12月 4 日（金）

4 全 12月18日（金） 免疫強化体操 - スタジオスクエア代表
富田 章子 氏 全員

5 全 12月19日（土） みる・きく・うたう♪吹奏楽 - さくらウィンドオーケストラ 全員

6 全  1 月29日（金） シニア世代が知っておくべき
病気と予防体操 - 理学療法士

宇佐見 将太 氏 全員

7 全  2 月19日（金） 素敵な植物たちとの関りを求めて
～山菜と薬草、キノコの興味深い話～ - 中部学院大学講師

井上 好章 氏 全員

回 期日 テーマ・講座内容 講師 （敬称略）

1 10月25日（日）
「ハンセン病問題から学ぶこと」
ハンセン病の基礎知識とハンセン病問題の歴史を概観したうえで、差別の残酷さと人権の大切
さ、ハンセン病問題から我々が学ぶべき教訓は何かということについて考えてみましょう。

大高　俊一郎
国立ハンセン病資料館

社会啓発課長

2 11月22日（日）
「同和問題」
同和問題や同和教育に長年関わってくる中で、講師自身がいろいろ体験したり、その時感じた
ことを話します。人としてより良く生きるために人権について学んでみましょう。

橋本　雅康
黒野共栄館 館長

3 12月 6日（日）
「性的少数者」
「LGBT」という言葉が注目されていますが、とっつきにくいと感じている人もいるかもしれま
せん。私たち自身の性を知るためにも、「性の多様性」について考えてみましょう。

安間　優希
名古屋市立大学非常勤講師
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※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、本号に掲載されている行事などは、中止・延期となる場合があります。
□わかくさ・プラザ総合福祉会館→福祉会館
□わかくさ・プラザ学習情報館→学習情報館
□わかくさ・プラザ総合体育館→せきしんふれ愛アリーナ
□みんなの就職サポートセンター→みんサポ
□関市ビジネスサポートセンター→セキビズ

受講の案内
対象　市内在住、在勤または在学の15歳以上の人で、原則全回数受講できる人
 ※成人学校は入門講座です。初心者歓迎です。
受講料　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。
応募方法　下記の①はがきもしくは②市ホームページで応募してください。※電話での応募はできません。

①はがきに必要事項（講座記号、講座名、郵便番号、住所、氏名、性別、年齢、電話番号、E-mail アドレス）を記
入して下記窓口に郵送するか、下記窓口に備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。
②市ホームページ応募専用URLにアクセスし、必要事項を入力して送信してください。
 ※応募専用URL : https://www.city.seki.lg.jp/jform/seijin2-2.html　
 ※スマートフォンなどで右下のQRコードを読み込んで申込URLにアクセスすることもできます。

応募期限　9月15日（火）午後5時必着
抽選　応募者多数の場合は、抽選を行い、受講者を決定します。
結果通知　応募された講座の抽選結果は、全員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。 
その他　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 人以上で開催）
受講料の支払方法　受講が決定した人は、講座開始前に下記窓口で講座受講料（1 講座 520 円）をお支払いください。

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。
手続期間　9月下旬から10月上旬　午前9時～午後5時　※詳しくは受講決定はがきでお知らせします。
 ※期間中に手続きをしない場合、受講の決定が取り消されますのでご注意ください。
講座案内　諸事情により、日程を変更する場合があります。

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止した「令和2年度
（前期）成人学校講座」は、11月からの後期講座に振り替えて開催しま
すが、以下の講座については、10月から先行して開催します。

〈生涯学習きらめきコース〉　令和2年度 後期 成人学校講座（先行開催分）受講生募集 

B.“ココロ”に向き合うココロ文字A. 初めてさんのつまみ細工

C. 心と体をゆるめる やさしいヨガ

内　　容　基本のつまみ方で作ったつまみ細工
のお花で可愛い小物を作りましょう。

開 講 日 10月7・21日、11月11・25日、12月 2・
16日の水曜日（計6回）

開校時間　午後1時30分～ 4時
定　　員　10 人
開講場所　学習情報館
教 材 費　1 回あたり 800 円～2,000円（各回

ごとに集めます）

講　　師　伊
い と う こ と み

藤琴美さん（日本つまみ細工コー
ディネート協会 認定講師）

内　　容　運動が苦手でも大丈夫 ! 年齢に関わ
らず心身の健康を一緒に楽しく手に
入れましょう。

開 講 日 10月29日、11月5・19 日、12月3・
17日、1月14・21日、2月4日の木
曜日（計8回）

開校時間　午前10時～11時30分
定　　員　15人
開講場所　鮎之瀬ふれあいセンター
教 材 費　なし

講　　師　加
か と う ゆ き

藤由紀さん（一社）和みのヨーガ　
インストラクター

内　　容　自分の心・気持ちに向き合いなが
ら筆文字「ココロ文字」を書いて
みませんか。

開 講 日 10月7・14日、11月11・18日、
12月2・16日の水曜日（計6回）

開校時間　午前10 時～11時30分　
定　　員　15人
開講場所　学習情報館
教 材 費　全回数で 3,000円
 （初回に集めます）

講　　師　岡
おかのみどり

野緑さん（ココロ文字 認定講師）

応募場所・照会先
学習情報館

〒 501-3802　関市若草通 2-1
 ※月曜休館（休日を除く）　☎23-7776

前期講座（広報せき 4 月号）で応募された人も、
再度応募ください。
なお、11月から開催する講座については、広報
せき10月号で受講生募集をご案内します。

◀応募はこちらから
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※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、本号に掲載されている行事などは、中止・延期となる場合があります。

期　　間　令和2年10月～令和3年3月
 年数回程度
場　　所　むげがわ児童館など
内　　容　子育て講座など
費　　用　1 ペア 1,000 円
 （保険料込み・大人1人・乳幼児1人の

場合）※乳幼児1人追加ごとに500円
増、その他必要に応じて集めます

申込方法 上 記QRコードもしくは9月1日（ 火 ）
～15日（火）に武芸川事務所（☎46-
2311）

　この学級は皆さんが主役です。親子のふれあいや地域の仲間とのふれあいを通して、子育て、自分育てをしてみま
せんか。
対象　3歳以下の未就園児（令和2年10月1日現在満6か月以上）とその家族。ただし、期間中継続して参加できる人。
定員　募集人数に制限がある場合があります。
※地域によって申込内容、申込方法が異なりますので、参加したい地域を確認のうえ、連絡してください。申込みが

5組以下の場合は開設しません。
申込　9 月1日（火）～15日（火）の期間は全ての地域の申込みをパソコンやスマートフォンなどで受

け付けます。市ホームページ申込専用 URL にアクセスし、必要事項を入力してください。スマー
トフォンなどで右記QRコードを読み込んで申込専用URLにアクセスすることもできます。申込人
数が多い場合は抽選になる地域もあります。この期間以外で申込受付を行っている地域は各事務所
に問い合わせください。    　　　　

 ※申込専用URL　 https://www.city.seki.lg.jp/jform/ichigo20.html

期　　間 10月～12月 火曜日または木曜日
 6回開催予定
定　　員 1学級15ペア程度
場　　所 わかくさ ・ プラザ
内　　容 親子体操、育児講座、運動会、クリス

マス会など
費　　用 1ペア1,000円
 （保険料込み・大人1人、乳幼児1人の

場合）※乳幼児1人追加ごとに800円
増、その他必要に応じて集めます

申込方法　上記QRコードまたは専用 URL から申
込み※申込人数が多い場合は抽選とし
ます。

照　　会 生涯学習課（☎23-7776）
 受講決定された人は、開級式前に本年

度の会費を集めます

期　　間　令和2年10月～令和3年3月
 数回程度開催
場　　所　武儀事務所 2 階保健センター
内　　容　親子遊び、クリスマス会など
費　　用　1 ペア 1,000 円
 （保険料込み・大人1人、乳幼児1人の

場合）※乳幼児1人追加ごとに500円
増、その他必要に応じて集めます

申込方法 上記QRコードもしくは9月1日（火）～
15日（火）に武儀事務所（☎49-2121）

期　　間　令和2年10月～令和3年3月
 4回程度開催
場　　所　上之保生涯学習センター
内　　容　子育て講座など
費　　用　保険料その他必要経費
申込方法　上記QRコードもしくは9月1日（火）

～15日（火）に上之保事務所
 （☎47-2001）

令和2年度 乳幼児期家庭教育学級 参加してみませんか 

関 地 域 武芸川地域

武儀地域

上之保地域

関乳幼児期家庭教育学級
「いちご学級」

武儀乳幼児期家庭教育学級
「ペンギンクラブ」

武芸川乳幼児期家庭教育学級
「つばめちゃん学級」

上之保乳幼児期家庭教育学級
「どんぐりころころの会」
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※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、本号に掲載されている行事などは、中止・延期となる場合があります。
□わかくさ・プラザ総合福祉会館→福祉会館
□わかくさ・プラザ学習情報館→学習情報館
□わかくさ・プラザ総合体育館→せきしんふれ愛アリーナ
□みんなの就職サポートセンター→みんサポ
□関市ビジネスサポートセンター→セキビズ

　　　　　

対象　市内在住、在勤または在学者※スポーツ教室は入門講座です。初心者・未経験者歓迎します。
受講料 1 講座 3,000 円、ただし硬式テニス教室は 1 講座 3,500 円、フレッシュ体操教室は月額 2,000 円、成人

泳法教室は別途プール入場料が必要※ 託児の申込みには、1 人につき別途 3,000 円必要です。
申込方法　申込用紙に住所・受講者名・電話番号・生年月日を記入し、下記窓口へ受講料（託児希望者は託児料）を

添えて応募してください。※応募は先着順となります。電話、はがきなどでの応募はできません。※ 申込後の取
消しや長期欠席などによる受講料の返金はできません。

照会先 関市若草通2丁目1番地　せきしんふれ愛アリーナ　（一財）関市体育協会（☎23-8525） 
応募期間　9月 8日（火）～9月22日（火・祝）
受付時間　午前8時 30分～午後8時
託児　託児先 : あゆっこ（福祉会館 1F）

 ※6か月以上から小学校就学前の幼児までが対象です。ただし、 受入上限を超える場合、お受けできない場合があ　
　 ります。

その他 応募が少数の場合、その講座を中止することがあります。    

令和2年度秋　スポーツ教室受講者募集

講座名 対象 内容 日にち 曜日 時間 回数 場所 定員 託児

①
成人泳法教室・

午後 
（木曜午後）

18歳以上 
（高校生除く）

水泳初級者向けです。正しい
姿勢の平泳ぎ習得を目標に練
習します。また、泳力に応じ
て他の泳法も練習可能です。

10月15、22日
11月5、12、19、26日
12月3、10、17日

木 午後2時～
2時50分 9回 温水

プール 25人 若干名

②
成人泳法教室・

夜間 
（金曜夜間）

18歳以上 
（高校生除く）

水泳初級者向けです。正しい
姿勢の平泳ぎ習得を目標に練
習します。また、泳力に応じ
て他の泳法も練習可能です。

10月16、23日
11月6、13、20、27日
12月4、11、18日

金 午後7時～
7時50分 9回 温水

プール 25人 -

③
親子

わんぱく
体操教室

2～3歳児 
親子

リトミックや道具を使った遊び
など、親子で楽しく体を動かし
ます。

10月7、14、21、28日
11月4、11、18、25日
12月2、9日

水
午前10時30分

～
11時30分

10回 武道場 25組 若干名

④ ヨガ教室 一般・
シニア

ゆったりとした呼吸とポーズ、
心地よい瞑想で心身を整えま
す。

10月7、14、21、28日
11月4、11、18、25日
12月2、9日

水 午後1時～2時 10回 サブ
アリーナ 50人 若干名

⑤ ジュニア
スポーツ教室

小学校 
1～4年生

鉄棒・マット・跳び箱などを中
心に運動します。

10月7、14、21、28日
11月4、11、18、25日
12月2、9日

水 午後6時45分～
7時45分 10回 サブ

アリーナ 30人 -

⑥
ストレッチと
体幹トレー
ニング教室

一般・
シニア

ストレッチと体幹で体を整え、
基礎代謝のアップ、姿勢をよ
くします。

10月1、8、15、22、29日
11月5、12、19、26日
12月3日

木 午後1時～2時 10回 武道場 40人 -

⑦
シニア筋力

アップトレーニ
ング教室

シニア
転倒防止や、体力づくりを目
的とした、シニア向けの筋力ト
レーニングを行います。

10月2、9、16、23日
11月6、13、27日
12月4、11、18日

金 午前10時～
11時 10回 武道場 30人 -

⑧ 健康ボール
ヨガ教室

一般・
シニア

ボールを使ったポージングに
よって、関節や心を整えます。

10月2、9、16、23日
11月6、13、27日
12月4、11、18日

金 午前11時～
正午 10回 武道場 30人 -

⑨ バレトン
教室

一般・
シニア

フィットネス + バレエ + ヨガを
組合わせた運動により、脂肪
燃焼・姿勢矯正を行います。

10月2、9、16、23、30日
11月6、13、27日
12月4、11日

金 午後1時～2時 10回 サブ
アリーナ 40人 若干名

⑩
親子

スポーツ
教室

4～6歳児 
親子

ボール遊び、かけっこなどを
楽しみながら、親子で新たな
発見をします。

10月2、9、16、23、30日
11月6、13、27日
12月4、11日

金 午後4時30分～
5時15分 10回 サブ

アリーナ 20組 若干名

⑪ こども
運動教室

小学校 
1～6年生

体を動かす楽しいゲームを通
して、基礎的な運動能力を高
めます。

10月2、9、16、23、30日
11月6、13、27日
12月4、11日

金 午後5時30分～
6時30分 10回 サブ

アリーナ 30人 若干名

⑫ 硬式テニス
教室・秋

18歳以上
（親子の場合
は高校生可）

初心者、経験者向けの硬式テ
ニス教室です。

10月1、6、8、13、15、
20、27日
11月3、10、17日

火
・
木

午後7時30分～
9時30分 10回

中池公園　
テニス
コート

30人 -

≪現在、通年で開催している講座で、受講生を募集中の講座≫

⑬ フレッシュ体
操教室 一般、シニア 楽しく体を動かしながら、運動

機能の維持・増進を図ります。
毎週火曜日

（祝祭日除く） 火 午前10時～
11時 通年 武道場 40人 -
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※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、本号に掲載されている行事などは、中止・延期となる場合があります。

　市では、全国大会に出場する選
手やチームに激励金を交付してい
ます。大会出場前に申請してくだ
さい。
対象　各種予選大会に出場し、全
国大会へ出場する市内在住、在
学または在勤者など。詳しくは
市ホームページをご覧くださ
い。
激励会　9月25日（金）開催の激
励会は 9月16日（水）までに激
励金の申請があった選手やチー
ムにご案内します。
照会先　スポーツ大会 : スポーツ
推進課（☎ 23-7766）
	 文化・芸術の大会 : 教育総務課
（☎ 23-7718）

　10月 1日から最低賃金（時間
給）が 852 円（1 円増）に改正
されます。岐阜県最低賃金は、年
齢に関係なく、パートや学生アル
バイトなどを含め、県内で働くす
べての労働者に適用されます。
　使用者も、労働者も、1時間当
たりの賃金額が最低賃金以上と
なっているかどうか、必ず確認し
ましょう。
照会先　	岐阜労働局賃金室
	（☎ 058-245-8104）
	 または関労働基準監督署
	（☎ 22-3251）

全国大会出場選手の皆様へ

「岐阜県最低賃金」が改正
されました !

　
日時　10月18日（日）　
	 受付 : 午前8時30分～　
※小雨決行（開催の有無は、下
記窓口まで）

場所　中池東グラウンド
対象　市内在住、在勤または在学
で 18歳以上の人
　※初心者歓迎、スティック・ボー

ルマーカーは貸出可。
参加費
　1人200円（大会当日支払）
申込方法　申込用紙に記入し、9
月 23 日までに関市グラウン
ド・ゴルフ協会、またはせきし
んふれ愛アリーナ窓口まで提
出。申込用紙は同アリーナ、各
地域ふれあいセンターにありま
す。
照会先　関市グラウンド・ゴルフ
協会事務局・浅野
	（☎ 24-0763）

対象者　11月23日時点で満10
年、20年、30 年、35 年、40年、
45年または50年間勤務し、　
その勤務成績が優秀で他の従業
員の模範となる人
推薦方法
　事業主が所定の用紙で該当者を
推薦（用紙は関商工会議所ホー
ムページからダウンロードでき
ます。）
推薦期限　10月 9日（金）
提出先　関商工会議所または最寄　

関市長杯
グラウンド・ゴルフ大会

関市商工業永年勤続優良
従業員表彰者の推薦

りの商工会
その他　11月23日（月・祝）「勤労
感謝の日」に関商工会議所にて、
関市商工業永年勤続優良従業員
表彰式典を行います。
照会先
　商工課（☎23-6752）
　関商工会議所（☎22-2266）
　関市東商工会（☎49-2661）
　関市西商工会（☎46-3631）

　初心者大歓迎です。カローリン
グは、氷上で行うスポーツのカー
リングを室内でも手軽に楽しめる
ように考案されたスポーツです。
日時　10月6日（火）、20日（火）、
27日（火）、11月 3日（火・祝）、
10日（火）　

	 午後7時～9時（全5回）
場所　せきしんふれ愛アリーナ　
サブアリーナ
対象　市内在住、在勤または在学
で小学生以上（小学生は保護者
同伴）
定員　30人（申込順で最低10人）
参加費　3,000 円　
持ち物　体育館シューズ、スポー
ツができる服装
申込期間
　9月8日（火）～22日（火・祝）
申込方法
　せきしんふれ愛アリーナ窓口
へ、参加費を添えて申込み。
照会先　関市体育協会
	（☎ 23-8525）

関市民カローリング教室
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※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、本号に掲載されている行事などは、中止・延期となる場合があります。
□わかくさ・プラザ総合福祉会館→福祉会館
□わかくさ・プラザ学習情報館→学習情報館
□わかくさ・プラザ総合体育館→せきしんふれ愛アリーナ
□みんなの就職サポートセンター→みんサポ
□関市ビジネスサポートセンター→セキビズ

　テニスラケットを小さくしたも
のと、ビニール製の大きなボール
を使用してバドミントンコートで
プレーします。シニアから若者ま
で、年齢や体力に合わせて楽しむ
ことのできるスポーツです。
日時　10月8日（木）、15日（木）、
22日（木）、29日（木）、11月 5
日（木）　
	 午後7時～ 9時まで（全 5回）
場所　せきしんふれ愛アリーナ　
サブアリーナ
対象　市内在住、在勤または在学
者で小学生以上（小学生は保護
者同伴）
定員　30人（申込順で最低10人）
参加費　3,000 円
持ち物　体育館シューズ、スポー
ツができる服装
申込期間
　9月8日（火）～22日（火・祝）
申込方法
　せきしんふれ愛アリーナ窓口
へ、参加費を添えて申込み
照会先　関市体育協会
	（☎ 23-8525）

■■

　ネイティブの講師と一緒に英語
を楽しく学びましょう ! 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
の英会話講座です。
期間　10月 6日～12月15日の
毎週火曜日（11月3日は休講）

関市民ミニテニス教室

国際交流協会
ネイティブと話す英会話講座

　午後7時30分～9時（全10回）
場所
　学習情報館3階・3-2 研修室
講師　関市AET
定員　15人（申込順）※ 5人以下　
の場合は中止します。
会費　6,000 円　ただし、本協
会会員は 3,000円（入会は随時
受付、年度会費 2,000円）
注意事項　新型コロナウイルス感
染防止対策をして開講します。
マスクの着用をお願いします。
申込方法　9月25日（金）までに
下記窓口へ申込み
照会先　関市国際交流協会事務局
（市民協働課内☎ 23-6806）

■■

　山歩きの知識を習得して山歩き
を楽しみましょう。
日時　10月4日（日）、18日（日）、
25日（日）、11月1日（日）
	 予備日 11月 15日（日）　
	 午前 8時～ 11時まで（全4回）
※小雨決行
場所　高賀山など市近郊	
	 ※現地集合
　（申込者に後日連絡します。）
対象　市内在住、在勤または在学
で18歳以上
定員　30人　（申込順で最低10人）
参加費　3,000 円
持ち物　雨具、飲み物、登山がで
きる服装（帽子、長袖、長ズボン、
登山靴など）
申込方法
　せきしんふれ愛アリーナ窓口
へ、参加費を添えて申込み

関市民トレッキング教室

申込期間
　9月8日（火）～22日（火・祝）
照会先　関市体育協会
	（☎ 23-8525）

　住宅火災による死者のうち 65
歳以上の高齢者が約 7割を占め
ています。
　このため、住宅火災から高齢者
を守るために毎年９月１日から 9
月21日まで「住宅防火・防災キャ
ンペーン」を展開しています。
　9月21日は敬老の日です。大
切なおじいちゃん、おばあちゃん
が火災に遭わないよう、身近な防
火対策を考える敬老の日にしま
しょう。	
住宅防火のポイント
・	住宅用火災警報器を点検しま
しょう

・	住宅用消火器などを用意しま
しょう

・	防炎品を使いましょう
照会先　中濃消防組合
	（☎ 23-9090）	

住宅防火・
防災キャンペーン
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※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、本号に掲載されている行事などは、中止・延期となる場合があります。

　　　　　

　　　　　

　「ロコトレ」とは、ロコモティブシンドローム（加齢とともに骨や関節・筋肉などの運動器が衰え、要介護になるリ
スクが高まること）を予防するためのトレーニングです。楽しく体を動かし、健康寿命を延ばしましょう。
対象　65歳以上で要支援・要介護認定を受けていない人※新規希望者優先
登録料　500 円（初回に支払い）
申込期間　9月8日（火）～ 9月15日（火）
申込方法　各会場へ直接または電話で申込み。
 ※板取老人福祉センターおよび武芸川福祉センターは月・水・金曜日の受付。武芸川は窓口の受付のみ。
注意事項　※氏名・生年月日・住所・電話番号が必要です。申込者 1人につき 2人まで申込可。※居住地域以外の会

場でも参加できますが、1人1会場とします。※定員を超えた場合は、はがきにて受講決定を通知します。
お願い　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、2 部構成で実施します。希望の開催時間に添えない場合があ

ります。また、定員は今後の状況に応じて変更になる場合がありますのでご了承ください。
照会先　社会福祉協議会事務局（☎ 22-0372）

介護予防ロコトレ講座（10月～12月の12回コース）

会場 申込先および受付時間 開催曜日 開催時間（2 部構成） 定員 開始日
福祉会館

2 階介護予防センター

福祉会館 2 階 社会福祉協議会 事務局
☎ 22-0372  

午前 9 時～午後 4 時

水曜日 ①午後1時 30分～ 2 時15分
②午後2時 30分～ 3時15分

① 30 人
② 30 人 10月7日（水）

同 上
（対象者:虚弱および80歳以上の人） 木曜日 ①午後1時 30分～ 2 時15分

②午後2時 30分～ 3時15分
① 20 人
② 20 人 10月1日（木）

旭ヶ丘ふれあいセンター 火曜日 ①午後1時 30分～ 2 時15分
②午後2時 30分～ 3時15分

① 15 人
② 15 人 9月29日（火）

倉知ふれあいセンター 水曜日 ①午後1時 30分～ 2 時15分
②午後2時 30分～ 3時15分

① 15 人
② 15 人 9月30日（水）

鮎之瀬ふれあいセンター 木曜日 ①午後1時 30分～ 2 時15分
②午後2時 30分～ 3時15分

① 15 人
② 15 人 10月1日（木）

洞戸老人福祉センター
社会福祉協議会 洞戸支所

☎ 0581-58-8511　
午前9 時～午後4時

水曜日 ①午前10時～10時 45分
②午前11時～11時45分

① 20 人
② 20 人 10月7日（水）

板取老人福祉センター
社会福祉協議会 板取支所（月・水・金）

☎ 0581-78-4140　
午前9 時～午後4時

水曜日 ①午後1時 30分～ 2 時15分
②午後2時 30分～ 3時15分

① 13 人
② 13 人 10月7日（水）

武芸川福祉センター 社会福祉協議会 武芸川支所（月・水・金）
※窓口のみ 午前9時～午後4時 金曜日 ①午前10時～10時 45分

②午前11時～11時45分
① 20 人
② 20 人 10月９日（金）

日時　10月4日（日） 

各教室への参加希望者は、開始時間 10 分前までに直接会場にお集まりください。（事前申込み不要）
照会先　スポーツ推進課（☎ 23-7766）

せきしんふれ愛アリーナでスポーツを楽しんで汗を流そう！

体育スペシャルイベント

無　料

内
　
　
　
容

メインアリーナ サブアリーナ 武道場
一般開放・体力測定
午前10時～午後4時
ソフトバレー・バドミント
ン・卓球を友達や家族と一
緒にどうぞ！
スポーツ推進委員による体
力測定であなたの体力年齢
をチェックできます。

持ち物　体育館シューズ、ラ
ケットなど

卓球・バドミントン教室
午前10時～正午
小学生以上
定員各30人（先着順）
初心者も大歓迎、レベルに合わせて楽しもう！
持ち物　体育館シューズ・ラケット
　　（ラケットのない人には貸出します）

子ども運動教室
午前11時～正午
年中から小6まで
定員20人（先着順）
体をのびのび動かし、みんなで一緒に楽
しく運動しよう！
持ち物　運動ができる服装、タオル

チャレンジ！！ザ・スポーツ・ゲーム
午後1時30分～4時
軽スポーツをみんなで楽しもう！
持ち物　体育館シューズ

楽しいスポーツ体験コーナー
午後1時30分～3時
小学生以上
障がい者スポーツやいろいろなスポーツ
体験をしてみませんか。
持ち物　運動ができる服装、タオル
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