
※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。

　10月からロタウイルスワクチ
ンが定期予防接種の対象になりま
す。
接種対象者　令和2年8月1日以
降に生まれた人

接種方法　ロタリックスまたはロ
タテックワクチンのどちらか一
方を使用する。同じワクチンで
必要回数接種する。

接種機関　指定医療機関（市ホー
ムページおよび各保健センター
で照会）または岐阜県広域化予
防接種事業実施医療機関

照会先　市民健康課
　（☎24-0111）

住宅名	 家賃	 戸数
東山3丁目	 21,400 円～	 3
岩下	 16,900 円～	 9
東町	 10,600 円～	 3
松ヶ洞	 12,900 円～	 3
北天神	 16,100 円～	 5
武芸川小知野	 20,700 円～	 9
武芸川宇多院	 16,900 円～	 3
入居資格
〇住宅に困っている。
〇市税を完納している。
〇「暴力団員による不当な行為
の防止等に関する法律」に規
定する暴力団員でない。
〇同居または同居しようとす
る親族がいる	（ただし満60歳
以上など要件を満たす場合、
松ヶ洞は単身入居可）
〇収入基準以内である。

申込期間　10月1日（木）～14日（水）
入居予定日　12月1日（火）
選考方法
　申込者多数の場合、抽選による
収入基準
〇一般世帯
　月額 158,000 円以下
〇高齢者および障がい者世帯や
中学校卒業前の子のいる世帯
など
　月額 214,000 円以下

照会先　管財課（☎23-8121）武
芸川地域の住宅については武芸
川事務所（☎46-2311）でも可

ロタウイルスワクチンが
定期予防接種になります

市営住宅定期募集

対象
　関市に住民登録がある①または②に該当する人
①接種日に65歳以上
②60歳以上65歳未満で、心・腎臓・呼吸器・免疫機能で身体障害者手
帳1級程度に該当する障がいのある人（手帳のコピーが必要）

助成内容
　◎接種回数　1回
　◎接種時期　10月1日～12月31日
　◎接種料金　1,500円
・	指定医療機関に予約のうえ、接種してください。接種料金は医療機関
にお支払いください。

・	対象となる人で、市外施設に入所中、または市外病院に長期入院中で
接種希望の人は、各保健センターまで必ず事前にお問い合わせくださ
い。

・	生活保護を受けている人は、接種料金が無料になります。医療機関窓
口にお申し出ください。

接種機関　指定医療機関（市ホームページまたは各保健センターで照会）
照会先　市民健康課（☎24-0111）

※10月25日までは、高齢者の定期予防接種対象者が優先的に接種できる
ようご配慮ください。

助成対象者
　関市に住民登録があり、生後6か月以上15歳以下。（15歳は中学校に
在籍する人に限る）

助成金額　1回1,000円
　（ただし、接種費が 1,000 円に満たない場合は、接種費を助成）
回数　13歳未満：2回、13歳以上：1回
接種期間　10月1日～令和 3年1月31日
申請方法
①代理受領委任（医療機関が保護者の代わりに市に助成金を申請するこ
と）が可能な医療機関で接種する場合 : 関市福祉医療費受給者証、母
子健康手帳、印鑑（代理受領委任状に必要）を持参してください。医療
機関へ、接種費と助成額の差額をお支払いください。
②代理受領委任ができない医療機関で接種する場合 : 医療機関へ接種費
を全額お支払いください。後日、各保健センターへ書類を提出してい
ただいた後、助成金をお支払いします。詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。

接種機関
　医療機関（代理受領委任の可否は各医療機関へお問い合わせください。）
照会先　市民健康課（☎ 24-0111）

　教育委員会の委員に、清水徹さん（東新町）
が任命されました。任期は、令和2年10月1
日から4年間です。
照会先　教育総務課（☎23-7722）

高齢者のインフルエンザ予防接種費用の助成を開始

子どものインフルエンザ予防接種費用の助成を開始

教育委員会委員の任命
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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

◆生涯学習課（わかくさ・プラザ	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

◆武芸川事務所
　〒 501-2695
　関市武芸川町八幡 1446-1
　☎46-2311 応募専用ページ

照会先・応募場所

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止とした「令和2年度（前期）
成人学校講座」の振替で開催する講座も含まれます。
　前期講座の募集（広報せき4月号）で応募した人も、再度応募してください。

内 容 ベストセラー「岐阜弁まるけ」の著者・
神田卓朗さんが開く楽しい方言講座に
参加しよまい。

開 講 日 11/6、20・12/4、11・1/8、15・
2/5、19の金曜日（計8回）

開講時間 午後1時30分～3時
定 員 14人
教 材 費 全回数で2,000円、別途テキスト代：

1,540円（初回に集めます）
講 師 神田	卓朗さん（岐阜放送「ラジオ岐阜弁まる

け」パーソナリティー・元岐阜女子大学教授）

7. 関の方言を「かんこう（勘考）」する
 ～ふるさとの言葉は文化財～

内 容 一般にはあまり知られていない花や緑
となかよく暮らしていくマメ知識をい
くつか紹介します。

開 講 日 11/12・12/17・1/21・2/4
の木曜日（計4回）

開講時間 午後2時～3時30分
定 員 14人
教 材 費 -
講 師 井上	守さん

（岐阜県立国際園芸アカデミー准教授）

8. 植物と共に心豊かに暮らすノウハウ

内 容 岐阜県には世界一短い 12文字からな
る文芸（五七文芸）があります。一度
触れてみませんか。

開 講 日 11/22・12/6、20・1/10、24・
2/14、28の日曜日（計7回）

開講時間 午後1時30分～3時30分
定 員 14人
教 材 費 テキスト代500円（希望者のみ）
講 師 清正軒	晴月さん（東海樗流会会長・中

濃地区吟声社代表）

9. 岐阜調狂俳 ～基礎からの句づくり～
内 容 年末の大掃除ついでにお片付けしてみ

ませんか。整理収納のノウハウをお伝
えします。

開 講 日 11/10、24・12/8、22
の火曜日（計4回）

開講時間 午前10時～11時30分
定 員 14人
教 材 費 -
講 師 伊藤	恭子さん（整理収納アドバイザー）

10. 福を呼ぶ整理収納

内 容 日本の文化史で、中世の鎌倉時代の文
化（現在の京都・鎌倉）の世界を訪ねて
みませんか。

開 講 日 11/4、18・12/2、16・1/6、20
の水曜日（計6回）

開講時間 午後2時～4時
定 員 14人
教 材 費 -
講 師 日野	順徳さん（元高校教員）

11. 日本文化史講座 ～中世の京都・鎌倉～

内 容 基本的な発声やマナーを身につけて好
感度アップ！仕事や日常でも。対話が
苦手な人も大歓迎。

開 講 日 11/10、24・12/8、22・1/12、26・
2/9 の火曜日（計7回）

開講時間 午後7時～8時30分
定 員 14人
教 材 費 全回数で500円（初回に集めます）
講 師 小椋	明子さん

（読み聞かせ・話し方・マナー講師）

12. 社会人マナーと話し方
 ～ビジネスから日常まで～

開講場所
■学習情報館
■武芸川生涯学習センター

内 容 おせちを飾り彫り野菜で華やかに！野
菜や石けんを美しく立体的なデザイン
で彫りましょう。

開 講 日 11/10、25・12/8、22の火曜日
（11/25 のみ水曜日）（計4回）

開講時間 午前10時～正午
定 員 10人
教 材 費 １回あたり300円～500円

（各回ごとに集めます）
講 師 流石	実佳さん（カービングアーティスト）

13. はじめての 野菜・ソープカービング

武芸川事務所受付
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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。

<生涯学習ときめきコース＞　令和2年度 秋から冬の成人学校講座　受講生募集

受講のご案内
対象　市内在住、在勤または在学の15歳以上で、原則全回受講で
きる人※成人学校は入門講座です。初心者でも大丈夫です。

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（講座番号、講座名、郵便番号、住所、氏名、
自認する性別、年齢、電話番号、E-mail アドレス）を記入し
て郵送するか、下記窓口(18 ページ右下 )に備え付けの応募用
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/form/seijin2-3.html

※スマートフォンなどで18ページ右下のQRコードを読込んで申
込URLにアクセスできます。

締切り　10月13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　応募し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）
受講料の納付　受講が決定した人は、講座開始前に下記窓口にて講
座受講料（1講座520円）を納めてください。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。

手続きの期間		10月中旬から11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、受講の決定が取消されますので
ご注意ください。

内 容 大河ドラマの主人公・明智光秀に関す
る数多くの古文書の記述をもとに、わ
かりやすく説明します。

開 講 日 11/12、26・12/3、17の木曜日（4回）
開講時間 午前10時～11時30分
定 員 14人
教 材 費 全回数で1,000円（初回に集めます）
講 師 田中	豊さん

（歴史伝承フォーラム代表）

1. 史実にもとづく明智光秀
内 容 お茶に癒される!	紅茶の奥深さを学ん

で、毎日のお茶の時間をより豊かにし
ましょう。

開 講 日 11/20・12/18・1/15・2/19
の金曜日（4回）

開講時間 午前10時30分～正午
定 員 11人
教 材 費 全回数で2,000円（初回に集めます）
講 師 奥田	奈美さん

（Teaplace	Mahola 主宰）

2. 心温まる紅茶の時間

内 容 心や身体、そして暮らしに役立つアロマ!	正
しい知識でもっと活用してみましょう。（妊
娠している人の受講はご遠慮ください。）

開 講 日 11/19・12/17・1/21・2/18
の木曜日（4回）

開講時間 午後7時～9時
定 員 14 人
教 材 費 １回あたり 500円～ 1,000 円

（各回ごとに集めます）
講 師 武藤	恭子さん（日本アロマコーディネー

ター協会認定校インストラクター）

3. 暮らしに活かすアロマ
 ～香っているだけじゃもったいない ! ～

内 容 自分自身の祖先の目線で見直す生の近代史。
江戸末期以降の各地の生の郷土史を調査し
ましょう。（戸籍をもとに家系図などを作りま
す。会場にノートパソコンを持参でき、Excel
での作業ができることが受講条件です。）

開 講 日 11/11、25・12/16、23・1/13、27・
2/10、24の水曜日（計 8回）

開講時間 午前9時30分～11時30分
定 員 10 人
教 材 費 全回数で 2,000 円（初回に集めます）

※別途、戸籍取得費用が必要
講 師 武山	康弘さん

（行政書士･岐阜市立図書館協議会委員）

4. 家族の歴史と郷土の歴史 ！～家系図講座～

内 容 ビニールシートを彫刻刀で彫り、美し
く輝くアートを制作します。脳トレに
も効果的です。

開 講 日 11/6・12/11・1/15・2/5
の金曜日（計4回）

開講時間 午後7時～9時
定 員 14人
教 材 費 全回数で4,000円（初回に集めます）
講 師 田中	淳也さん

（シャインカービングアカデミー代表）

5. 輝く彫刻アート “シャインカービング”
 入門講座

内 容 キャッシュレス・スマートフォンなど
を活用しておトクで便利なお金の使い
方をお伝えします。

開 講 日 11/24・12/22・1/26・2/23
の火曜日（計4回）

開講時間 午後1時30分～3時
定 員 14人
教 材 費 -
講 師 美風	詩織さん

（ファイナンシャルプランナー・心理
カウンセラー）

6. キャッシュレスから変える くらしとお金

生涯学習課受付
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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	 市内在住または在勤の20歳以上で、原則全回受講できる人
定　　員	 100 人
場　　所	 わかくさ・プラザ　学習情報館・多目的ホール	
時　　間	 午後1時30分～3時30分	
受 講 料	 無料
申込方法	 はがきに必要事項（① ｢成人大学応募」、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）を記入して下記窓口へ郵送するか、下記窓
口備付けのはがきに記入して申込んでください。パソコンやスマートフォンなど
でも受付けます。市ホームページ専用URLにアクセスし、上記の必要事項を入力
してください。スマートフォンなどでQRコードを読込んで、申込専用ページにア
クセスできます。

締 切 り	 10月15日（木）午後5時必着
そ の 他	 応募者全員受講できます。第1回目に案内が間に合わない場合は、直接多目的ホールにお越しください。
照 会 先	 〒501-3802　関市若草通2丁目1番地　中央公民館　成人大学担当まで
	 ☎23-7776、 23-7778
講座予定

<生涯学習きらめきコース＞　令和２年度 関市アカデミック講座（旧成人大学）受講生募集

城郭研究の第一人者
中井均先生の講座もあります

No. 日程 講座内容 講　師　名 会場

1 10月24日（土） 近江からの報告
～伊吹の自然と歴史～

滋賀県米原市職員

宮崎	幹也さん

わ
か
く
さ
・
プ
ラ
ザ
　
多
目
的
ホ
ー
ル

2 11月21日（土） 明智光秀と美濃・越前
～兼則を探せ～

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館学芸員

石川	美咲さん

3 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

4 12月26日（土） 江戸時代における
長良川鵜飼観覧

高知大学講師
望月	良親さん

5 1月9日（土） 星と暦のお話
～今も生きている昔の暦～

元まなびセンター	天文解説員

武井	拓運さん

6 1月23日（土） キャシュレス社会に備えよう
愛知産業大学教授
岐阜県金融広報委員

奥田	真之さん

7 2月13日（土） 美濃の山城
滋賀県立大学教授

中井	均さん

8 3月6日（土） 日本庭園を楽しむ
元農業高校教員

酒井	雅敏さん
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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。

　年齢に関わらず、社会で活躍し、生きがいをもって生活するシニア層を「アクティブシニア」といいます。シニア世
代の生き方に深く関わる「健康」や「生きがい」などについて学び、あなたの人生のセカンドステージを思い描いてみま
せんか。
　この講座は、中部学院大学のキャンパスを会場とします。大学の各分野の専門家による講座を受けられます。
場　　所	 中部学院大学（関市桐ヶ丘2丁目1番地）関キャンパス
対　　象	 市内在住または在勤で、原則全回受講できる人
定　　員	 30人　※10人未満の場合は開講しません。
参 加 費	 無料
申込方法	 はがきに必要事項（郵便番号、住所、氏名・ふりがな、自認する性別、年齢、電話番号）

を記入して郵送するか、中央公民館備付けのはがきに記入して申込みください。パソコ
ンやスマートフォンなどでも受付けます。市ホームページ専用URLにアクセスし、上記
の必要事項を入力してください。スマートフォンなどでQRコードを読込んで申込専用
ページにアクセスできます。電話での申込みも可能です。

申込期限	 10月15日（木）
照会先	 〒501-3802　関市若草通2丁目1番地　中央公民館（☎23-7776）
	 〒501-3993　関市桐ヶ丘2丁目1番地　中部学院大学シティカレッジ関（☎24-9460）

日時 講座内容 中部学院大学講師（敬称略）

1 10月22日（木）
午前10時～正午

開校式
「大学生」を体験するガイダンス

人間福祉学部長
教授　飯尾	良英

２ 10月29日（木）
午前10時～正午

科学技術の過去と未来
～温暖化や未知のウイルスにいかに対応すべきか～

副学長
教授　江馬	論

３ 11月5日（木）
午前10時～正午

スポーツの楽しみ方
～日頃から心がける「健康身体」づくり～

スポーツ健康科学科長
准教授　池谷	茂隆

４ 11月12日（木）
午前10時～正午

脳の世界
～脳の中には外の世界の地図がある～

大学院研究科長
教授　三上	章充

５ 11月19日（木）
午前10時～正午

パーソナルカラー
～色を意識してイメージアップ～

シティカレッジ関
講師　清水	登志子

６ 11月26日（木）
午前10時～正午

骨のはなし
～旧ソ連抑留中死亡者遺骨収集事業に参加して～

理学療法学科
准教授　清水	大輔

７ 12月	3日（木）
午後1時～3時

レクリエーションでコミュニケーション
～楽しく学ぶ	なかまづくり・まちづくり～

スポーツ健康科学科
准教授　稲垣	貴彦

８ 12月10日（木）
午前10時～正午

閉校式
～「豊かな人生のために」今できること～

人間福祉学部長
教授　飯尾	良英

関市民セミナー「めざせ！アクティブシニア」受講生募集
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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

　「家庭教育」はすべての教育の出発点です。関市全体の子育てがより良いものに
なるよう、乳幼児期、児童期、青少年期の子どもへの関わり方をさまざまな専門
家の講師から学びます。
　今回は第2次養成講座の後期（第6回～）となりますが、後期からの参加もOK
です。地域の子育ての支えとなる活動や我が子の子育てのために参加してみませ
んか。
期日・講師・内容

回 日程 講師 内容（予定）

6 10月24日（土） 岐阜女子大学特任准教授
熊﨑	康文さん

関市の家庭教育学級の実態および
支援チームの必要性と支援の具体について

7 11月21日（土） 岐阜大学准教授
神野	幸雄さん

発達障がいなど、日常的に困り感のある子への理解と
対応について

8 12月12日（土） 岐阜大学准教授
松本	拓真さん

離婚、死別、虐待、DVなどの家族の危機と
子どもへの心理的影響について

9 1月16日（土） 情報モラル教育研究所代表
上水流	信秀さん コロナで変わったネットの中の子どもたち

10 2月20日（土） （株）ヒューマンハート代表
百武	大介さん これからの子育て支援

時間　午後1時30分～3時30分
場所　わかくさ・プラザ　総合福祉会館 3F会議室
対象　養成講座受講者および新規受講希望者
受講料　無料
申込方法	 ・	これまで養成講座を受講している人は申込みの必要はありません。
	 ・	新しく受講を希望される人は、電話、またははがきに【①家庭教育支援コーディネー

ター養成講座申込み、②郵便番号、③住所、④氏名、⑤ふりがな、⑥年齢、⑦電話番号】
を記入して郵送するか、学習情報館備付けの申込用紙に記入して申込みください。パ
ソコンやスマートフォンなどでも受付けます。市ホームページ申込専用URL（https://
www.city.seki.lg.jp/jform/katei2020.html）にアクセスし、上記の必要事項を入力
してください。スマートフォンなどで右記のQRコードから申込むこともできます。

申込締切　10月17日（土）午後5時	
受講通知　受講が確定した人には、講座の案内を郵送します。
照会先　生涯学習課　☎23-7776　（午前8時30分～午後5時15分	月曜日は休館日です）
　　　　〒 501-3802　関市若草通2丁目1番地

「第２次家庭教育学級支援者養成講座」（後期）受講生募集

　国などの仕事や各種制度の手続き
について、お困りごと・ご意見・ご
要望がありましたら、行政相談をご
利用ください。日時については、毎
月の広報せき最終ページに掲載して
います。
利用料　無料
行政相談委員
　後藤	明美さん（池尻）
　鈴木	康氏さん（田原）
　林　	金吾さん（洞戸）
　長屋	正幸さん（板取）
　田内	重明さん（武芸川）
　長尾	嘉市さん（富之保）
　丹羽	喜和さん（上之保）

※行政相談委員は総務大臣から委嘱
されています。

　総務省岐阜行政監視行政相談セン
ターでは、電話、インターネット、
FAX などいつでも行政相談に応じ
ています。行政苦情110番をご利
用ください。
窓口　総務省　岐阜行政監視行政相
談センター　〒500-8114　岐阜
市金竜町5-13岐阜合同庁舎
　☎0570-090110　 058-248-
6755　http://www.soumu.
go.jp/kanku/chubu/gifu.html

照会先　市民課（☎23-6706）

10月19～25日は「行政相談週間」

　関市総合体育館の愛称を命名す
る権利を取得できるネーミングラ
イツ・パートナーを募集します。
契約期間
令和3年4月1日から令和6年3
月31日（3年間）

申請方法
　スポーツ推進課に申請書を提出
申請期限
　11月11日（水）まで
その他
　詳細は市ホームページをご覧く
ださい
照会先
　スポーツ推進課（☎23-7766）

関市総合体育館　ネーミン
グライツ・パートナー募集

申込専用URL

22



※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。

　皆様からあたたかいご寄付をいただき、誠にありがとうございました。（令和2年3月～令和2年7月受付分。敬称略、
寄付日順、災害義援金は除く。）

寄付者 物品名 数量

新型コロナウイルス感染防止のため

長屋雄二 マスク

周暁涛 マスク 5,000枚

株式会社クリメイト マスク 10,000枚

株式会社ウラタ薬局 マスク 2,000枚

株式会社シズテック マスク 800枚

株式会社ファミリーファッションいしはら マスク 6,000枚

株式会社ジラック 除菌電解水給水器 2基

株式会社田中繊維 マスク 100,000枚

長村金属株式会社 マスク 2,000枚

裕エイジェント株式会社 子ども用マスク 3,000枚

一般社団法人関青年会議所 アルコール除菌スプレー 192本

上之保小安全支援員 マスク 400枚

株式会社島内製作所 足踏み式消毒スタンド 5台

名古路建築株式会社 イオニアミストPRO吹付
コーティング施工

東海理研株式会社 マスク 11,000枚

関中央ロータリークラブ
マスク
消毒液など
スプレー容器

12,200枚
1,180L　
200個

KMフィットネス マスク 1,550枚

パジェロ製造株式会社 フェイスシールド 60枚

株式会社船翔 次亜塩素酸原液 20ℓ

松村妙子 マスク 189枚

松原宣久 マスク 2,000枚

山藤晋吾 マスク 120枚

龍泰寺 マスク

株式会社井上写真館 除菌スプレー 2本

株式会社カクダイ岐阜工場 マスク
マスク

3,100枚 
1,100袋

株式会社ブリヂストン ウレタンマスク 10,000枚

一般社団法人中濃法人会女性部会 ペーパータオル 220枚×305
箱

株式会社青山製作所 フェイスシールド 100枚

YANGJIANG GANG RONG CO,.LTD マスク 10,000枚

エア・ウォーター・ゾル株式会社岐阜工場 アルコールジェル 480本

有限会社三和水道 飛沫防止シールド 18台

関市PTA連合会 アルコール除菌スプレー 316本

寄付者 物品名 数量

新型コロナウイルス退散祈願のため

丹羽哲士 「アマビエ」のチェーンソー
木彫り置物

災害対策事業のため

一般社団法人日本道路建設業協会 インバータ発電機 1台

交通遺児助成のため

JU岐阜中濃支部岐阜ブロック 57,468円

教育振興のため

公益財団法人日本教育公務員弘済会岐阜支部

ワイヤレスアンプなど
児童用運動器具
トランシーバーなど
図書
図書

3台
37台
16台
29冊
69,960円分

株式会社キョウワ 図書
図書カード

85冊
10万円分

杉本厚夫 ブリタニカ国際年鑑 2020年版

関ライオンズクラブ 1,000,000円

学校支援のため

関市老人会女性部 雑巾

関地区更生保護女性会 雑巾

熱中症対策のため

武芸川まちづくり委員会・
武芸川青少年健全育成協議会 クールネックタオル 467枚

環境保全事業のため

イオンリテール株式会社東海カンパニー 48,635円

高齢者福祉のため

上村藤光 300,000円

子育て支援のため

義春刃物株式会社 シャインカービングセット 600セット

地域コミュニティスペースとしての活用のため

纐纈明世 古民家山麓（土地および建物）

留守家庭児童教室支援のため

カフェ・アダチ ドリップコーヒー 100セット

照会先　秘書課（☎23-6814）

まごころ
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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

　乗用装置のある農耕作業用車両やその他の小型特殊自動車を所有している場合は、軽自動車税（種別割）が課税され
ます。公道を走行しない（田畑でしか使用しない）農耕用車両も申告が必要です。
　これらの車両を取得、または所有の車両で申告していない場合は、税務課または各地域事務所窓口で軽自動車税（種
別割）の申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。

構造および原動機 最高速度および大きさ 年税額

トラクタ、コンバイン、田植機、薬剤散布車
（乗用装置のあるもの）

最高速度35km/h未満のもの
大きさ、排気量は制限なし 2,400円

フォーク・リフト、ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、
ロード・ローラ、グレーダ、ロータリ除雪自動車など

長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.8m（全て以下）のうち
最高速度15km/h以下のもの 5,900円

　上記の規格を超えるものについては大型特殊自動車の扱いとなり、固定資産税（償却資産）の申告が必要です。
　※農業所得の収支計算上、納付された税額は必要経費と認められます。
　※購入金額は、減価償却費として経費に計上することができます。
持ち物

①販売店から購入した場合 ・ 所有者/使用者の印鑑　　・ 届出者の印鑑、免許証
・ 販売証明書（販売店の押印、車台番号、メーカー名の記載があるもの）

①以外の場合 ・ 所有者/使用者の印鑑　　・ 届出者の印鑑、免許証
・ 車両情報が分かるもの	譲渡証明書	/	車両および車台番号の写真	/	車台番号の石刷り

廃車の届出 ・ 所有者/使用者の印鑑　　・ 届出者の印鑑、免許証
・ 標識（ナンバープレート）　　・ 標識交付証明書（無くても受付可能）

照会先　税務課（☎23-8874）

　関市がホームタウンとなる『FC岐阜公式戦』のご案内です。ホームタウンデーでは、関市の観光PRやピッチ内練習
見学ツアー、ジュニアスペシャルマッチなどが行われます。また、関市がホームタウンとなる試合限定で、関市民は
FC岐阜ホームページから無料チケット（感動を共に!! チケット：先着限定500枚）を手に入れることができます。こ
の機会をお見逃しなく !	
日時　10月31日（土）午後3時～
場所　岐阜メモリアルセンター長良川競技場
対戦　FC岐阜×SC相模原
申込　FC岐阜公式ホームページにて現在受付中　※【感動を共にチケット】で検索
注意事項　試合観戦のためには、観戦チケットとは別に座席を特定するための
「ゾーン指定（招待）｣のQRチケットが必要です。QRチケットは、FC岐阜公式ホー
ムページにて、試合日5日前から試合開始の直前まで掲載する特設URLから、
発券できます。ただし、無料チケットが500枚に達していない場合でも、QRチ
ケットが先に完売した場合は、無料チケットの販売を終了します。

その他　岐阜県内の小学生以下限定で、全ホームゲーム観戦無料となる『夢パス』
をご存知ですか。申込みは、FC岐阜公式ホームページで受付けています。

照会先　観光課（☎23-7704）（チケットについてはスポーツ推進課	☎23-7766）

　地域のふれあいセンターや公民センターなどを利用して、介護予防を目的とした体操教室や茶話会などを、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を登録してください。
　登録後は、次の案内をお届けします。
　①通いの場運営代表者交流会の案内		②講師の派遣などに関する案内		③その他活動の継続を支援するための情報
照会先　高齢福祉課	（☎23-9907）

小型特殊自動車を所有している人へ

FC岐阜ホームタウンデー

住民主体の【通いの場】の登録をお願いします！
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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。

利用日　12月28日（月）、令和3年1月4日（月）、5 日（火）の3日間
開室時間　午前7時30分～午後7時　　対象　小学1～4年生の児童
入室要件　家庭内または近隣に児童の世話ができる保護者（父母および同一校区内の祖父母など）がいないこと
　※保護者など全員の就労証明書が必要です。
使用料

申込方法　10月15日（木）から10月30日（金）に申請書類などを教育総務課、各地域事務所（西部支所を除く）、また
は各留守家庭児童教室へ提出。※申請書類は下記窓口または、市ホームページからダウンロードできます。

照会先　教育総務課（☎23-7722）

　防衛省では、次のとおり自衛官などを募集しています。
○陸上自衛隊高等工科学校生徒
募集種目 応募資格 受付期間 試験日 試験場所 合格発表日

陸
上
自
衛
隊

高
等
工
科
学
校
生
徒

推 

薦

男子で中卒（見込含）17歳
未満の成績優秀かつ生徒会
活動などで顕著な成績を修
め、学校長が推薦できる者

11月1日（日）～
11月30日（月）

令和3年1月10日（日）・11日（月・祝）
※いずれか1日を指定されます。

陸上自衛隊高等工科
学校もしくは陸上自
衛隊守山駐屯地

令和3年1月21日（木）

一 

般
男子で中卒（見込含）
17歳未満の者

11月1日（日）～
令和3年1月6日（水）

1次：令和3年1月23日（土）
2次：令和3年2月4日（木）～7日（日）
※いずれか1日を指定されます。

航空自衛隊岐阜基地 1次：令和3年1月29日（金）
2次：令和3年2月18日（木）

▪受験希望者説明会（予約制） 
　11月14日（土）、15日（日）　高等工科学校（神奈川県横須賀市）
　※岐阜市内から送迎を予定しています。詳細は下記窓口までお問合せください。
○貸費学生
募集種目 応募資格 受付期間 試験日 試験場所 合格発表日

貸費学生
（技術）

大学の理学部・工学部の3・4年生次ま
たは大学院（専門職大学院を除く。）修
士課程在学（正規の修業年限を終わる年
の4月1日現在で26歳未満〈大学院修
士課程在学者は28歳未満〉）

10月1日（木）～ 
令和3年1月15日（金） 令和3年1月30日（土）

陸上自衛隊伊丹駐屯地
※詳細は下記事務所へ

お問合せください。
令和3年4月23日（金）

照会先　自衛隊岐阜地方協力本部美濃加茂地域事務所（可茂総合庁舎4階）（☎0574-25-7495)

冬休みの留守家庭児童教室の受付

陸上自衛隊高等工科学校生徒および貸費学生志願者募集

※ 利用時間により使用料が異なります。
※ 午前7時30分から利用の場合、各月に500円加算と

なります。
※ 別途実費負担金（おやつ代など）が必要です。

午前8時からの使用料 利用月 12月 1月

利用終了時間

午後5時 2,000円 2,000円
午後6時 2,500円 2,500円
午後6時30分 3,000円 3,000円
午後7時 3,750円 3,750円
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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

　一部の市内小中学校とPTAのご協力により、常設の資源回収ボックスを設置しました。以前から資源回収ボック
スを常設している小中学校もあります。リサイクル推進のために活用ください。
No. 場所 回収できる品目
1 安桜小学校 新聞・雑誌・段ボール・アルミ缶
2 板取川中学校 新聞・雑誌・雑がみ・段ボール・アルミ缶
3 板取小学校 新聞・雑誌・段ボール
4 小金田中学校 新聞・雑誌・段ボール
5 桜ヶ丘小学校 新聞・雑誌・段ボール
6 桜ヶ丘中学校 新聞・雑誌・雑がみ・段ボール・アルミ缶
7 下有知中学校 新聞・雑誌・雑がみ・段ボール・アルミ缶・古着
8 瀬尻小学校 アルミ缶

No. 場所 回収できる品目
9 田原小学校 新聞・雑誌・雑がみ・段ボール・アルミ缶
10 富野中学校 新聞・雑誌・段ボール・アルミ缶
11 南ヶ丘小学校 新聞・雑誌・段ボール・アルミ缶・牛乳パック
12 武儀西小学校 新聞・雑誌・段ボール
13 武儀東小学校 新聞・雑誌・段ボール・アルミ缶・空き瓶
14 武芸川中学校 新聞・雑誌・段ボール・アルミ缶
15 武芸小学校 新聞・雑誌・雑がみ・段ボール・アルミ缶・牛乳パック

照会先　環境課（☎23-6733）または各小中学校

　ガス機器は、取扱いを誤ると火災や爆発などの大きな事故につながります。
ガスを使うときは次の点に注意し、ガスによる火災や事故を防ぎましょう。
◦ゴムホースにひび割れなどがない
か定期的に点検してください。
◦点火したときは、火がついたか確
認してください。
◦揚げ物などをする時は絶対にその
場を離れないでください。どうし
ても離れる場合は、短時間でも必
ず火を消してください。

◦ガス漏れなどの異常に気付いた時
は、ガスの元栓を閉め、窓を開け
て換気を行ってください。その際
は、換気扇、電灯などのスイッチ
やコンセントのプラグには触れな
いでください。火花が発生し爆発
を起こす危険があります。
◦地震が発生した場合には、慌てず

に火を消し、ガスの元栓を閉めて
ください。揺れが大きな地震の際
には、まず身の安全を守り、揺れ
がおさまった後で対処してくださ
い。

照会先　中濃消防組合（☎23-9090）

　戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日時点で
恩給法による公務扶助料や援護法による遺族年金などを受け
る人がいない場合に、特別弔慰金（記名国債）が支給されます。
　請求手続が済んでいない人は、早めに福祉政策課または各
地域事務所で請求手続をお願いします。
対象者　次の表の先順位遺族１人
支給内容　額面25万円の記名国債（年5万円5年償還）　
請求期限　令和５年３月31日　
照会先
　福祉政策課（☎23-9031）または各地域事務所住民福祉係

市内小中学校の資源回収ボックスをご利用ください。

ガス機器の使用に気をつけましょう

第11回 戦没者などの遺族に対する特別弔慰金

　全国おいしい食べきり運動ネット
ワーク協議会では、「おいしく楽し
く食べきろう！」を全国共通キャッチ
フレーズとして、食品ロス削減の
全国的な気運を醸成するために、
10月30日を「食品ロス削減の日」
としてPRしています。10月はごみ
を減らすための活動：3R（スリー
アール）推進月間です。食品ロス
を減らすために、一人ひとりが出
来ることから始めましょう。

10月30日は
食品ロス削減の日！ 　これからも、おいしい食べきり

運動の普及・啓発にご協力をお願
いします。
照会先　環境課（☎23-6733)

日時　10月18日（日）
場所　関中央病院
内容　子育て・介護・仕事などで
多忙な日々を送る女性のために
　乳がんの早期発見・早期治療

日曜検診～休日に乳がん検診と
子宮がん検診を実施します～

の強い味方であるマンモグラ
フィー検査（有料）と子宮がん検
診を実施します。関市乳がん検
診（500円）・子宮がん検診（500
円）として受けることができま
す。この機会にぜひ受診しま
しょう。

申込方法　下記窓口へ電話で予約
申込期限　10月17日（土）
照会先　関中央病院健診課　
　午前8時30分～午後5時30分
　（☎21-1080 フリーアクセス
☎0800-200-3489）

順位 対象者

① 令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法に
よる弔慰金の受給権を取得した人

② 戦没者などの子

③
戦没者などが死亡当時、戦没者などと生計を共にして
おり、令和２年４月１日の基準日時点で氏を変える婚姻・
養子縁組をしていない、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

④ 上記③以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

⑤
上記①～④以外の三親等以内の親族（戦没者等の死亡
時まで引き続き１年以上生計を有していた人に限られ
ます。）

※この表に表記されていなくても請求が可能な場合がありますので、担当
窓口までお気軽にお問合せください。
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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。

日 時　11月8日（日）　午前8時
30分から受付（当日受付）
　午前9時出発、午前中で解散
集合場所　関市役所芝生広場
コース　ショート約3.5㎞　市役
所芝生広場（発着点）～龍泰寺
　ロング約8㎞　市役所芝生広場
（発着点）～関テクノハイランド
～赤谷池～龍泰寺

参加費　無料、参加賞有
持ち物　飲み物、タオル、マスク、
雨具、シューズ着用（サンダル
不可）

照会先　スポーツ推進課
　（☎23-7766）※雨天中止（テ
レホンサービス☎ 23-7752）

　10月17日（土）、18日（日）に
開催を予定していた「関市民健康
福祉大会・フェスティバル」は新
型コロナウイルス感染症の拡大防
止のため、中止します。
照会先　福祉政策課(☎23-7735)

　ひきこもりに悩む本人やご家族
などを対象にして相談会を実施し
ます。
日程　11月9日（月）
　午前9時30分～11時45分
場所　関市保健センター
対象　ひきこもりに悩む本人やご
家族

申込方法　11月2日（月）までに
電話で申込み

照会先　関保健所（☎33-4011）

はもみん・はつらつウオーキング
～紅葉のカエデ並木を歩こう!!

関市民健康福祉大会・フェス
ティバルの中止について

ひきこもり地域相談会

「あなたはどのタイプ ?  ～生活
シーンから考える適職診断～」
　仕事にはいろいろな種類があり
ます。自分のタイプを知って、可
能性を広げましょう。働いている
人がキャリアを振り返り、今後の
プランに役立てることもできます。
日時　10月29日（木）
講座　①午前10時～10時40分
　②午前10時50分～11時30分
個別相談　午前11時40分～午後
1時の間で30分程度を2回実施

場所　倉知ふれあいセンター　
講師　岐阜県男女共同参画・女性
の活躍支援センターキャリアカ
ウンセラー1人、子育て支援相
談専門職1人

対象　市内在住者
定員　講座：各回1人（先着順）
　個別相談：各回1人（先着順）
※お子様と一緒に受講できます。
参加費　無料
申込期限　10月27日（火）午後5時
照会先	 市民協働課（☎23-7711	

shiminkyodo@city.seki.lg.jp）

　令和3年4月から令和4年3月の
期間で、学習情報館1階「エント
ランスホール」の壁面に作品展示
するグループを募集します。
対象
　市内在住の各種趣味のグループ
展示場所　大壁面、小壁面
（どちらか一方でも可）
展示期間　原則10日間以内で、1
グループにつき1回限り

就労・子育てに関する講座
(キャリ☆ナビ)

～エントランスホール作品展～
令和3年度 出展グループ募集

出展料　無料
申込方法　10月15日（木）までに、
電話受付もしくは下記窓口で展
示希望調査票を記入し提出。
　※先着順ではありません。
　※受付したグループは展示期間
調整後、改めて申込書の提出を
お願いします。
※展示期間調整後でも、空きがあ
れば展示可能です。ご相談くだ
さい。

照会先　生涯学習課
　（☎23-7777）

　選挙の期日前投票立会人の登録
を受付けています。選挙時に、登
録者のなかから、立会人を依頼し
ます。
立会期間・時間　選挙の公示（告
示）日の翌日から投票日の前日
までのうち都合のよい日・午前
8時30分～午後8時

場所　期日前投票所（市役所、洞
戸・板取・武芸川・武儀・上之保
事務所、西部ふれあいセンター）

従事内容　投票事務が公正に行わ
れるよう立ち会っていただきます。

報酬額　日額9,600円
申込方法	下記窓口（市役所5階）
にある申込書に、必要事項を記
入し、持参提出。
※申込期限なし。
※申請書は市ホームページから
ダウンロードできます。

※すでに登録済の人は、申込不
要です。

照会先　選挙管理委員会事務局
　（☎23-6803）

期日前投票立会人
登録者募集
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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

日時　10月18日（日）
　午前11時～午後3時
場所　学習情報館　料理実習室
参加費　500円
定員　10人
　（男女のバランスに配慮します。）　
　※応募多数の場合は抽選
対象
　女性：	20代後半から40歳位までの独身。市外、県外からも参加できます。
　男性：	20代後半から40歳位までの独身。関市婚活サポートセンター会員。

会員以外は以下の条件を満たす人。
　※関市在住または在勤
　※将来関市に定住を希望する人
内容　男女でワイワイと気楽に、お鍋ひとつで簡単なランチを作ります。お
料理が苦手、初めての人でも大丈夫！子どもの時のおままごと気分で楽し
みましょう！その後は、ランチを食べながらの
交流会。時間をかけてお相手を知ることができ
ます。連絡先は自由に交換できます。スタッフ
が全力でサポートします。

講師　馬場美穂さん
　（お麩で有名な敷島産業㈱のお料理講師として岐
阜県内および全国で活動しています。）

申込方法
　①ホームページ https://seki-konsapo.net/
　②☎ 090-5110-8147（西村）
　③ nishimura@yume-coco.net
　にて、氏名、年齢、住所、連絡先を連絡ください。
申込期限　10月9日（金）
照会先　生涯学習課（☎23-7777）

独身男女限定　～簡単・ワクワクお料理婚活～ 申込方法　下記窓口へ電話
申込期間
　10月1日（木）～23日（金）
照会先　市民健康課
　（☎24-0111）

　大自然の中であらたな仲間と一
緒にキャンプのノウハウを楽しく
学びながら、充実した時間を過ご
しませんか。
日時
　座学　⒈		11月6日（金）
　　　　⒉		11月13日（金）
　　　　午後7時～9時　
　実習　11月21日（土）
　　　　午前9時～午後3時
場所
　座学：学習情報館
　実習：八滝ウッディランド
内容
　アウトドアでの調理の極意や
キャンプが楽しくなるノウハウ
などを2回の座学で学び、実習
では自然に囲まれたキャンプ場
でデイキャンプにチャレンジ。
参加者同士で盛り上がる体験も
あります。

講師　洞口健児さん
　（アウトドアコーディネーター）
対象　20～30歳代で関市在住ま
たは在勤

定員　15人
　（定員を超えた場合は抽選）
参加費　2,000円（保険料含む）
持ち物　参加者に別途通知
申込方法　下記窓口までお問い合
わせください。

申込期限　10月24日（土）
照会先　生涯学習課
　（☎	23-7777　 23-7778）

　鳥獣被害でお困りの人や地域
は、被害防止柵などの補助事業が
ありますので、下記窓口へお問い
合わせください。また、電気柵を
ご使用の人は、感電防止の表示を
行い、感電がないように適切な機
器の使用をお願いします。
照会先　農林課（☎23-9251）

“オフ活のすすめ”魅力が
たっぷり！満足camp

農地の鳥獣被害対策

日時　11月8日（日）
　午前10時～午後3時30分
場所　安桜小学校　体育館
内容　関ジュニアリーダーズクラ
ブは、子ども会の活動を支援す
る中高生のボランティア組織で
す。ジュニアといっしょにレク
をして楽しみませんか。

対象　小学校4～6年生
定員　30人
参加費　500円
持ち物　活動しやすい服装、飲み
物、上靴、タオルなど
　※昼食は用意します
申込方法　チラシの申込用紙か電
話またはFAX

申込期限　10月25日（日）
照会先　生涯学習課
　（☎23-7777			 	23-7778）

関ジュニアリーダーズクラブ
秋の研修会

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　10月30日（金）
　午前9時30分～11時30分
場所　せきしんふれ愛アリーナ
　（サブアリーナ）
内容　スタジオインストラクター
によるストレッチ、エアロビク
ス、筋力トレーニング

対象　関市在住（治療中の病気が
ある人は、主治医の許可を得た
上でご参加ください。）

定員　30人
　※要予約　先着順
参加費　無料
持ち物
　室内用シューズ、運動ができる
服装、タオル、飲み物、ヨガマッ
ト（なければバスタオル）

Seki フィットネススタジオ
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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。

せき＊しあわせヘルスマイレージ2P
日時　10月22日（木）
　午前9時30分～10時30分
場所　関市保健センター
内容　「食の安全～食中毒予防は
家庭での実践から」

講師　関保健所生活衛生課職員
対象　市内在住者
定員　20人程度
参加費　無料
申込方法
　電話、FAXまたはE-mail
申込期限　10月21日（水）
照会先　市民健康課（☎24-0111	

23-6757	 hoken-c@city.
seki.lg.jp）

　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。
▪関市の農業の今について話そう
日時　10月8日（木）
　午後2時30分～3時30分
ゲスト　農林課職員
▪コロナ禍における自粛について
話そう

日時　10月22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　各回若干名（申込順）
参加費　無料
照会先　市民活動センター
　（☎24-7772）

日時　10月25日（日）午前9時～
場所　せきしんふれ愛アリーナ
種目　男女各ダブルス
参加資格　中学生以上の市内在
住、在勤または在学者

参加費
　当日支払い、中学生1組2,000
円、高校生以上1組 3,000 円

申込方法　10月18日（日）までに
電話

照会先　関市バドミントン協会
　藤井真司（☎22-3512）

なるほど！健康講演会
｢食の安全～食中毒予防」

市民活動センター事業
｢関のおしゃべりカフェ」

第38回
市民バドミントン大会

　第8期関市まちづくり市民会議
政策提案発表会を開催します。ま
ちづくり市民会議では、20人の
市民が、関市のまちづくりを考え
ています。今期も関市の地域課題
について検討してきました。その
結果からみえてきたことを関市へ
提案します。
日時　10月11日（日）
　午前10時～正午
場所　市役所6階大会議室
▪チーム「休耕地BANK」
　取り組んだ課題：後継者不足や
獣害など個人では解決が難しい
休耕地を有効活用する方策
▪チーム「つながる」
　取り組んだ課題：不登校の小学
生の子を持つ親への支援方策
▪チーム「あさひ（地域と教育の
連携を考える）」
　取り組んだ課題：学校の先生の
負担を減らしながら、総合的な
学習の時間の質を上げていくた
めの方策
※聴講を希望する人は、下記窓
口へ連絡ください。
※聴講はオンライン（ZOOM）
となります。
※オンラインが利用できない人
は、市役所会場で聴講できま
す（定員有、申込順）。

照会先　市民活動センター（☎24-
7772、 24-7660、 info@
seki-siminkatudo.com）

　11月中旬に開催を予定してい
た関市民ゴルフ大会は、新型コロ
ナウイルス感染症の拡大防止のた
め、中止します。
照会先　関市体育協会
　（☎23-8525）

日時　11月8日（日）
場所　中池公園多目的広場
　※予備日：11月15日（日）
　中池東グラウンド

今年も関市の課題解決を
実行・提案します！

第20回
関市民ゴルフ大会の中止

第7回 自治会対抗
グラウンド・ゴルフ大会

　※小雨決行
代表者会議　10月21日（水）午後
7時～　せきしんふれ愛アリー
ナ2-1会議室

定員　32チーム（申込順・1自治
会につき2チームまでとする。）

参加費　1チーム1,000円
申込方法　申込用紙に参加費を添
えて、せきしんふれ愛アリーナ
窓口にで申込み。

申込期間
　10月6日（火）～15日（木）
照会先　関市体育協会
　（☎23-8525）

　水中での歩行を、様々なバリ
エーションで行っていく教室で
す。運動不足解消、シェイプアッ
プなどの効果が期待できます。
日時　10月16日（金）、23日（金）、
30日（金）の全3回。
　午後2時～2時50分
参加費　1,650円
※別途プール利用料が必要です。

対象　運動の出来る健康な成人
持ち物　水着、水泳帽、タオル、
ゴーグル

定員　10人
申込方法　10月13日（火）
　午後8時までに参加費を添えて
申込み。
　※先着順（電話予約可）
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）

　11月上旬に開催を予定してい
たカローリングジャパンカップ
は、新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、中止します。
照会先　関市体育協会
　（☎23-8525）

プールで楽しく泳ごう！
水中ウオーキング教室

第19回 カローリングジャパ
ンカップの中止
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