
◆株式会社田中繊維（岐阜市）
　新型コロナウイルス感染症対策のために多数のマ

スクを寄贈
◆株式会社ブリヂストン関工場（新迫間）
　新型コロナウイルス感染症対策のために多数のマ

スクを寄贈
◆太田　峯子（平賀町１）
　社会福祉のために多額の寄附
◆家谷　信二（大阪市）
　文化振興のために多額の刀剣などを寄贈
◆井戸　誠嗣（宝山町）
　文化振興のために多額の刀剣などを寄贈
◆小澤　忠（黒屋）
　文化振興のために多額の刀剣を寄贈
◆纐纈　明世（岐阜市）
　市街地活性化のために土地と建物を寄贈
◆公益財団法人岐阜県教育振興会 (各務原市 )
　学校教育振興のために多額の寄附
◆鵜飼　靖彦（神戸市）
　学校教育振興のために多額の学校用品を寄贈
◆鵜飼　裕司（武豊町）
　学校教育振興のために多額の学校用品を寄贈
◆公益財団法人日本教育公務員弘済会岐阜支部（岐
阜市）

　学校教育振興のために多額の学校用品を寄贈

◎表彰状　
◆岡田　貞二（美濃市中央）

多年、学校医として学校保健衛生管理の推進に貢
献
◆河合　嘉男（上之保）　

多年、関市青少年補導員として青少年の健全育成
に貢献
◆伊佐地　昌充（豊岡町）

多年、研師として刀剣研磨外装技術の向上と伝承
に貢献
◆大和久　伸介（上大野）

多年、刀匠として日本刀鍛錬技術の向上と伝承に
貢献
◆河合　広明（倉知）

多年、鞘師として刀剣研磨外装技術の向上と伝承
に貢献
◆森　隆浩（東新町）

多年、鞘師として刀剣研磨外装技術の向上と伝承
に貢献
◆元林　一登（津保川台）　

多年、社会体育の外部指導員として学校の部活動
および地域におけるスポーツの普及に貢献
◆和田　一典（武芸川町谷口）

多年、関市スポーツ推進委員としてスポーツの普
及に貢献
◆安田　久美（神野）

多年、関市スポーツ推進委員としてスポーツの普
及に貢献
◆長屋　峰男（板取）

多年、関市スポーツ推進委員としてスポーツの普
及に貢献
◆村井　峰男（下有知）

多年、関市スポーツ推進委員としてスポーツの普
及に貢献
◆羽田野　裕子（上之保）

多年、関市スポーツ推進委員としてスポーツの普
及に貢献
◆せきスポーツクラブ

多年、スポーツ振興活動を行い、地域の社会体育
の発展に貢献
◆上之保ほほえみスポーツクラブ

多年、スポーツ振興活動を行い、地域の社会体育
の発展に貢献
◆田中　彰（西旭ヶ丘）

多年、教育委員として教育の振興に貢献

◎感謝状
◆杉本　厚夫（西神野）

多年、中学校に図書を寄贈

令和2年度教育委員会教育功労者表彰

市民特別奨励賞（芸術・文化部門）

◆城　宏憲
　関市出身のテノー
ル歌手・城宏憲さん
は、日本国内における
権威と伝統のある音
楽コンクールのひと
つに数えられる第84
回日本音楽コンクー
ル声楽部門で第一位
に輝くなど、これまで
に多数のコンクール
において受賞を重ね
ています。
　近年はクラシック
音楽番組でもオペラ
アリアの演奏が放送されるなど、メディアにも活
躍の場を広げています。
　広くオペラの振興に寄与されていることは関市
の誇りであり、その栄誉をたたえ、市民特別奨励
賞を贈ります。
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 市政功労者・教育功労者を表彰

市制70周年記念特別表彰

◆坂井　勇平（平賀町6）
　多年、商工業の振興に貢献
◆澤井　基光（武芸川町谷口）
　多年、民生委員児童委員として社会福祉の増進に

貢献
◆長尾　富美雄（向山町4）
　多年、民生委員児童委員として社会福祉の増進に

貢献
◆足立　勝（小瀬）
　多年、保護司として社会福祉の増進に貢献
◆伊佐地　金嗣（鋳物師屋3）
　多年、保護司として社会福祉の増進に貢献
◆市村　博之（清蔵寺）
　多年、保護司として社会福祉の増進に貢献
◆亀山　靜子（東仙房）
　多年、保護司として社会福祉の増進に貢献
◆木戸　道子（中福野町）
　多年、保護司として社会福祉の増進に貢献
◆塚原　孝子（仲町）
　多年、保護司として社会福祉の増進に貢献
◆宮本　洪純（下有知）
　多年、保護司として社会福祉の増進に貢献
◆川村　秀和（西田原）
　多年、地域医療と保健衛生の向上に貢献
◆後藤　正章（栄町2）
　多年、地域医療と保健衛生の向上に貢献
◆関市交通安全女性連絡協議会（若草通3）
　多年、交通安全活動に尽力し交通安全の啓発に貢

献
◆古田　伸子（星ヶ丘）
　多年、交通安全活動に尽力し交通安全の啓発に貢

献
◆多田　壽夫（小瀬）
   多年、地域防災力の向上に貢献
◆小川　壽一（肥田瀬）
　多年、地域防災力の向上に貢献
◆山田　武司（栄町２）
　多年、都市計画審議会委員として公共のために貢

献

令和2年度市政功労者表彰

◆中村　繁（緑町１）
　多年、副市長として地方自治の振興に貢献

◆日置　香（板取）
　多年、農業委員として地方自治の振興に貢献
◆プログレス有限会社（塔ノ洞）
　多年、認定農業者として農業の振興と発展に貢献
◆田下　喜代（武芸川町小知野）
　多年、認定農業者として農業の振興と発展に貢献
◆尾口　文良（下有知）
　多年、保護司として更生保護の増進に貢献
◆日野　安晃（朝倉町）
　多年、保護司として更生保護の増進に貢献
◆石木　佳英（西本郷通６）
　多年、地域医療と保健衛生の向上に貢献
◆井上　吉道（平和通７）
　多年、地域医療と保健衛生の向上に貢献
◆大澤　五郎（若宮町）
　多年、スポーツ推進委員としてスポーツの振興に

貢献
◆大野　照美（武芸川町跡部）
　多年、スポーツ推進委員としてスポーツの振興に

貢献
◆長尾　宏（竪切北）
　多年、スポーツ推進委員としてスポーツの振興に

貢献
◆今井　好則（東新町７）
　多年、ラグビー指導者としてラグビーの普及と選

手育成に貢献
◆神谷　秀幸（西田原）
　多年、スポーツ団体の役員としてスポーツの振興に

貢献
◆藤村　伸隆（上之保）
　多年、納税思想の普及と納税成績の向上に貢献
◆佐籘　惠美子（西仙房）
　多年、防災思想の普及に貢献
◆井上　好郎（武芸川町谷口）
　多年、財産区管理委員として環境保全と林業の振

興に貢献
◆西部　武（富之保）
　多年、財産区管理委員として環境保全と林業の振

興に貢献

令和2年度市長感謝状

◆名古路建築株式会社（千疋北２）
　新型コロナウイルス感染症対策のために光触媒

コーティングを無償施工

10月15日は市制記念日

照会先 秘書課 ☎23-7710　教育総務課 ☎23-7718

　関市の70回目の市制記念日にあたる10月15日（木）、関市民特別奨励賞の城宏憲さんをはじめ、
市政功労者、教育功労者の皆さんの功績をたたえ表彰します。

―敬称略―
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　第53回刃物まつりは、10月10日（土）と11日（日）
に開催を予定していましたが、新型コロナウイルス
感染症が収束していない状況を受け、来場されるお
客様やご協力いただく関係者の皆さまの安全を最優
先し、実行委員会において協議の結果、中止となり
ました。関市最大のイベントが昨年に続いて開催で
きず、多くの人が残念な思いをされていると思いま
す。
　そこで、刃物まつりの開催の代わりに、下記のイ
ベントを開催します。

①廉売市の気分が味わえる。
　期間限定 ! お買い得商品を特別販売 !!

　刃物まつりのメインイベントといえば、本町通り商店街約1キロメー
トルを歩行者天国とし、40店舗以上もの刃物事業者が軒を連ね、豊富
な刃物をお値打ち価格で販売する「刃物大廉売市」。
　今回は、11事業者が参加し、お買い得商品を期間限定で販売します。
販売場所は各事業所（一部事業所はオンライン販売のみ）となりますが、
廉売市気分で買い物を楽しめます。

参加事業者名 開催場所 開催日
 1 株式会社井之口刃物製作所 関市倉知 80 10月1日（木）～10月11日（日）
 2 ガーバーサカイ株式会社 事業所公式サイト（オンライン販売のみ） 10月9日（金）～10月16日（金）
 3 兼進刃物製作所 関市小瀬 2357 10月10日（土）～10月11日（日）
 4 株式会社北正 関市栄町 5 丁目 1-11 10月10日（土）～10月11日（日）
 5 刃物屋三秀関刃物ミュージアム 関市小瀬 950-1 10月10日（土）～10月11日（日）
 6 合資会社高井刃物 関市西門前町 15 10月10日（土）～10月11日（日）
 7 長谷川刃物株式会社 関市肥田瀬 3664-2 未定
 8 林クラフト 関市幅 2 丁目 131-1 10月10日（土）～10月11日（日）
 9 福田刃物製作所 事業所公式サイト（オンライン販売のみ） 10月10日（土）～10月31日（土）
 10 株式会社マサヒロ 事業所公式サイト（オンライン販売のみ） 10月1日（木）～10月31日（土）
 11 株式会社ヤクセル 関市栄町 2 丁目 41 10月10日（土）～10月11日（日）

②オンライン交流サロン
　「研ぎ歴50年の研ぎ職人から包丁の研ぎ方を学ぼう !」

　包丁は、正しく手入れすることで、より長く使用できます。そこで、“日本一の刃物のまち関”を代表する、
研ぎ歴50年を誇る研ぎ職人から、包丁の研ぎ方を無料で学べるオンラインサロンを開催します。
　その場で参加者（視聴者）からの質問に回答するなど、その道を極める職人との交流を楽しめます。
※包丁と砥石を準備してください。サロンをより楽しめます

開催日時
　10月10日（土）　午後1時配信開始（30分～1時間程度を予定）
参加方法
　Youtube 内　オンラインサロン会場　
　URL  http://seki-hamono.jp
　※どなたでも参加できます。事前申込は不要です。
講師
　深川　誠さん　（春日刃物　関市神明町）

刃物大廉売市・オンライン交流サロン 照会先 観光課 ☎23-9084
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市制70周年記念

人間国宝　土屋順紀さんの作品の制作工程を紹介します
（重要無形文化財「紋

も ん

紗
し ゃ

」保持者）

＜製織＞
着物に必要な着尺を織りあげるまで約 2 か月、
機と向き合う日々が続きます。

照会先 文化財保護センター  ☎45-0500

　市制70周年を記念し、国の重要無形文化財「紋
もん

紗
しゃ

」の保持者である土屋順紀さんの作品を所蔵・
公開します。現在、関市をイメージした新作の着物の制作が進んでいます。
　今回は、広報せき 9 月号に続き、制作工程の一部をご紹介します。

＜あら筬
おさ

通し＞
「縞建て」の工程で設計どおりに配置した経

たていと
糸を、筬に通します。

＜経
たて

巻
まき

＞
経糸を整えて、千

ち き り
切に巻いていきます。このとき、

ずらし機を使うことで、美しい紋様があらわれます。

＜経
た て つ

継ぎ＞
千切を機

はた
に設置し、前回織りあがった経糸に今回の

1,320 本の糸を継ぎます。継ぎ終えた経糸を手前に引い
て、綜

そう
絖
こう

、ふるえ、筬に通し、織る支度を整えます。

完成した作品は、広報せき11月号で紹介します。
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　10月25日（日）に開催を予定していた、関市総合防災訓練は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、市
民訓練を中止とします。
　しかし、地震や風水害はいつ発生するか分かりません。例年どおりサイレンの吹鳴を行いますので、サイレン
を合図に各家庭で防災に関する取組みを行って、自分や家族の身を守る“自助” について考えましょう。

サイレン吹鳴

日時:10月25日（日）午前8時30分
※すでに、各自主防災会で訓練を計画している場合は、必ずしも中止を依頼するものではありません。
　実施する場合は、感染症拡大防止策を行ったうえで実施可能な訓練や取組みを行ってください。

取り組んでみよう！家庭でできる防災訓練
　家庭でできる防災に関する取組みを行ってみましょう。取組み一例は次のとおりです。
　
(1) シェイクアウト訓練

　サイレンを合図に、家族で声をかけあ
い、倒れたり飛んだりしそうな家具から
離れ、低い姿勢で頭を守ります。いのち
を守る行動をとる訓練です。

(2) 家族防災会議
　地震が発生したとき、台風や大雨のときを想定し、家族で話合いを行います。
　①緊急連絡先や連絡の方法②避難先はどこか、避難するタイミングはいつか③自宅内に危険な場所はないか、
など家族内で確認しましょう。また、現在は新型コロナウイルス感染症対策として、避難先での密集を回避す
るため、避難先を見直す必要があります。

(3) 非常持出袋と備蓄品の点検
　非常持出品は、災害から避難するときに初めに持ち出すものです。
　非常備蓄品は、災害から復旧するまでの数日間を過ごすために蓄えるものです。
　必要なものは人によって様々です。改めてチェックしてみましょう。

(4) 地域の危険箇所チェック
　地域の中を散歩しながら、ハザードマップなどをもとに危険箇所
をチェックします。自宅から避難先までの経路を実際に歩いてみて、
崩れてくる場所や倒れてくる建物はないか確認します。
　また、避難にどれくらい時間がかかるか確認することも重要です。

(5) 防災クッキング
　災害時は水や電気、ガスなどのライフラインが供給されないかもしれません。そのような状況を想定して簡
単な料理を作って試食してみましょう。
　ポリ袋や空き缶を使った料理や、缶詰を利用した料理に挑戦してみましょう。

防災ガイドブックを活用しましょう
　

　防災ガイドブックは災害時に避難する場合や、命を守る行動を
とる場合に役立つ情報が満載です。いつ発生するか分からない災
害に備え、いざという時に慌てず行動ができるように、家族で防
災について話合う際に参考にしてください。

関市総合防災訓練中止のお知らせ 照会先 危機管理課 ☎23-7048
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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。

　関市ICT推進アクションプランを推進し、ICTを活用した市民サービスの向上や地域の課題解決などの外部施策の更な
る質の向上を図るとともに、ICTガバナンスの強化やICT人材の育成など、ICT内部施策について、ICTの専門的知識経験
を生かし、意欲的に取り組んでいただける人を募集します !

採用形態	 常勤（任期付）
任　　期	 1年（最長5年まで更新制）
主な業務	 ① ICT を活用した外部施策の推進（地域の課題解決、市民サービスの向上などの取組みの推進）
	 ② ICT 内部施策の更なる質の向上（システム基盤の強化、全庁ITガバナンスの強化、人材育成）
	 ③関市地域情報化基本計画の見直し　など
そ の 他	 ・	任期付職員としての採用です。任期付職員とは、専門的な知識が特に必要とされる業務について、一定の

期間（最長5年）を定めて正規職員として採用するものです。
	 ・	任期は、業績、事業の進捗状況、本人の希望も考慮し決定します。
	 ・	実務経験には、常勤の会社員としての勤務のほか、自営業者などの事業経験を含み、同一の事業所で 1年

以上継続して就業した期間（休職などの期間は除く）を通算します。
	 ・	詳しくは、市ホームページ（https://www.city.seki.lg.jp/）に掲載の試験案内をご確認ください。また、試

験案内は秘書課（北庁舎3階）でも配布いたします。

●	国勢調査は、2020年（令和2年）10月１日現在、日本に住んでいるすべての人および世帯が対象です。
●	９月中旬から、調査員がみなさまのお宅を訪問し、調査書類を郵便受けに入れるなどして配布しています。
●	回答は、10月７日までに、できる限りインターネットでお願いします（郵送も可能です）。

　次の場合は、行政情報課までご連絡ください。
●	調査書類が届いていない場合や、追加の調査票が必要な場合（５人以上の世帯など）。

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、でき
る限り、みなさまと調査員が対面しない非接触の方法
で行うようにしています。
　みなさまのご理解とご協力をお願いします。

令和2年度 任期付職員採用試験（CIO補佐官)
照会先 ［試験に関すること］ 秘書課 ☎23-9214　　［事業に関すること］ 行政情報課（電子情報室） ☎23-7712

試験区分 採用予定人数 受験資格 受付期間 第１次試験 第２次試験 採用日

Ｃ
Ｉ
Ｏ
補
佐
官

（
情
報
化
統
括
責
任
者
補
佐
官
）

1 人程度

次のいずれにも該当する人
〇 10月1日時点で、民間企業などにおける情報システムの分野で
の実務経験を5年以上有し、かつマネジメント業務経験※を有す
る。または、同等の能力を有する人

〇（独）情報処理推進機構が実施する高度情報処理技術者試験の合
格者。または同等の知識・技能を有する人

※		各種情報システム（ICT戦略、システム管理、開発保守・契約、コ
スト）などの ICTに関するマネジメントをいう。

10月1日（木）
～

10月20日（火）
書類審査

11月中旬
･適性検査
･面接
などを予定

令和3年
4月1日

国勢調査の回答はお済みですか

回答は10月7日（水）までにお願いします

9/14　		10/7㊊ ㊌
10/1　		10/7㊍ ㊌

インターネット回答期間 調査票（紙）での回答期間

照会先 行政情報課  ☎23-6876

国勢調査については、「国勢調査2020
総合サイト」をご覧ください。
https://www.kokusei2020.go.jp/
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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。
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