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軽自動車の廃車・名義変更の手続はお済みですか
軽自動車税（種別割）は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。廃車や譲渡、盗難などにより車両を所有して
いない場合でも、手続をしないと次年度も課税されますので、3 月 末 日までに手続をしてください。また、所有者が
死亡した場合は、名義変更などの手続をしてください。
※手続が4月2日以降に行われた場合、前の所有者に課税されます。
名義変更や廃車など各種手続は下記の通りです。
車種

持ち物

手続場所

原動機付自転車
（50㏄～125cc以下)

廃車
1.
2.
3.
4.

関市役所 税務課
23-8874
または
各地域事務所

小型特殊自動車
（農耕作業用など）

住所変更・名義変更

ナンバープレート
所有者・使用者の印鑑
標識交付証明書
窓口に来る人の運転免
許証など本人確認でき
るもの

1.
2.
3.
4.
5.

ナンバープレート
譲渡証明書
所有者・使用者の印鑑（新・旧）
標識交付証明書
窓口に来る人の、運転免許証など
本人確認できるもの
※ただし市内転居の場合、1は必要は
ありません。

二輪車
（125ccを超えるもの）

中部運輸局岐阜運輸支局
（岐阜市日置江2648-1）
050-5540-2053

※左記窓口で必要書類などをご確認ください。

軽自動車
（三輪・四輪）

軽自動車検査協会岐阜事務所
（羽島市福寿町千代田三丁目83番）
050-3816-1775

※左記窓口で必要書類などをご確認ください。

照会先

税務課（☎ 23-8874）

予備自衛官補（一般・技能）
・自衛官候補生
○予備自衛官補（一般・技能）
予備自衛官を安定的に確保するとともに、IT の発達や自衛隊の役割が多様化する中、民間の専門技能を活用
していくことを目的としています。一般と技能の公募コースがあり、技能公募では語学や医療技術、整備など
の分野に精通した人が応募できます。
受験資格

受付期間

試験日

（一般）
18歳以上34歳未満の者
（技能）
18歳以上で国家免許資格などを有する者
※国家免許資格などにより年齢が異なり
ます。詳細は下記までお問い合わせく
ださい。

試験場所

合格発表日

（一般）
航空自衛隊岐阜基地
1月6日（水）～
4月9日（金）

4月17日（土）～21日（水）（技能）
※いずれか1日を指定さ
れます。

陸上自衛隊守山駐屯地など

5月21日（金）

※技能は国家資格により試
験会場が変更する場合が
あります。

○自衛官候補生
陸は 2 年、海・空は 3 年（自衛官候補生の 3 か月間含む）の任期制隊員コースです。入隊して 3 か月間は自
衛官候補生として経験を積み、その後 2 等陸・海・空士に任命されます。任期終了後は民間企業へ就職したり、
継続任用も可能です。選抜試験に合格すれば曹へ進むこともできます。
受験資格

受付期間

採用予定月の 1 日現在、18 歳以上 33 歳
未満の者
※32歳の者にあっては、採用予定月の 1
日から起算して 3 月に達する日の翌月
の末日現在、33 歳に達していない者

照会先
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随

時

試験日

試験場所

2月6日（土）
・19日
（金）、
3月6日（土）

航空自衛隊岐阜基地

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）
minokamo7-gifu@rct.gsdf.mod.go.jp）
（☎0574-25-7495

□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

交通事故にあったときは示談前に電話してください
交通事故や傷害事件など第三者
（自分以外の人）による行為で傷害を受けた場合は、損害賠償として加害者が治療費
を負担するのが原則ですが、国民健康保険に加入している人は必要があれば保険証を使って治療を受けることができ
ます。保険証を使用した場合、関市国民健康保険（保険者）が一時的に治療費を立替払いし、後日加害者へ関市国民健
康保険が負担した治療費を請求します。
保険証を使用して、治療を受ける場合は、事前に保険年金課へ届出をしてください。届出は、法律上の義務となっ
ています。届出のない場合、保険証が使えなくなることがあります。
▪第三者行為の例
・交通事故
（自動車事故、自転車事故）
・スキーなどによる事故
・子どもやペットによる加害行為
・暴力行為を受けたとき など
▪なぜ届出が必要か
保険証を使用して治療を受けた場合、相手に対して請求する際に、相手の氏名
や住所、加入する損害保険の情報が必要となるためです。
▪届出の方法
事故の内容によって届出の書類が異なりますので、まずは電話してください。必要書類を郵送します。医療機関
などを受診する際は、第三者行為であることを申し出るとともに、保険年金課に届出済であることを伝えてくださ
い。
▪保険証を使用できない場合
次の場合は、保険証を使うことができません。
・労災対象の事故・ケガ
（通勤中の事故を含む）・犯罪行為
・故意の事故・飲酒運転、無免許運転での事故
・法令違反での事故・闘争によるケガ
・加害者から既に治療費を受け取っているとき
▪示談の前に
相手との話合いにより示談が成立すると、示談内容が優先され、治療費を相手に請求できなくなることがありま
す。また、示談により相手から賠償金を受け取った場合には、治療費などの一部を関市国民健康保険に返還しても
らうことがあります。示談をする前に、下記窓口へご連絡ください。
▪第三者がいない場合
電柱にぶつかった、動物が飛び出して来たなどの自損事故の場合、
「負傷原因届」
の提出が必要です。これはケガによる治療の内容が第三者による行為によるもの
でないことを届け出るためです。
照会先

保険年金課（☎23-7701）

国民健康保険
「医療費のお知らせ」
国民健康保険
「医療費のお知ら
せ」
は、確定申告
（医療費控除）に
使用できます。令和2年分は、1
月～10月診療分を昨年末に送付
済みで、11～12月診療分は3月
初旬に送付予定です。お知らせに
記載のない診療分がある時は、お
手元の領収証などに基づき、
「医療
費控除の明細書」に転記してくだ
さい。また、年間分の医療費が記
載されたものが必要な人は下記窓
口で請求してください。
受付開始日 2月16日
（火）

必要書類 保険証、本人確認書類
（運転免許証など）
※別世帯の代理人が請求する場
合は委任状が必要
照会先 保険年金課
（☎23-7701）

孫育て講座 めざせ！頼れ
るじいじ、ばあば
日時
第1回「今どきの子育て事情」
2月27日（土）
第２回「孫と楽しく遊ぶコツ」
3月6日（土）
各回午後2時～3時30分

場所 学習情報館など
参加費 無料
定員 各回14人（申込多数の場合
は抽選）
※５人に達しない場合は開講し
ません。
対象 市内在住で未就学（小学校
入学前）の孫がいる、または興
味のある人
申込方法 右のQRコード、また
は電話で申込み
申込期限
2月20日（土）
照会先 生涯学習課
（☎23-7776）
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エンディングプランセミナー「終活を考える」
人生 100 年時代と言われる中、いくつになっても生き生きと過ごすためのプランを考えてみませんか。
場所 福祉会館３階会議室
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（申込順）
受講料 無料
申込方法 ①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④ふりがな ⑤年齢 ⑥電話番号 ⑦勤務先（住所が関市以外の場合）を
電話、FAX またはメールで連絡ください。
申込期間 2月10日
（水）
セミナー内容
日時

容

講

師

第1回

2月18日
（木）
午後1時30分～3時

もしもの時のための生前整理

整理収納アドバイザー
白石 知美さん

第2回

2月26日
（金）
午後1時30分～3時

資産管理や相続、遺言について

法テラス岐阜
弁護士 岩本 恵さん

第3回

3月 5日
（金）
午後1時30分～3時

エンディングノートの書き方

中部学院大学人間福祉学部
講師 北川 博司さん

照会先

高齢福祉課（☎ 23-9007

ひとり親家庭の自立支援
ひとり親の安定した就労のため
に、職業能力の開発支援、修業期
間中の生活支援を以下のとおり
行っています。
母子父子寡婦福祉資金貸付金
（修学資金・就学支度資金）
ひとり親などの児童に対して、
就学支度金や修学資金などの貸付
を行う制度です。
※貸付には審査会があるため、申
請から貸付までに最低２か月か
かります。
自立支援教育訓練給付金
修業のための資格や技能を身に
つけるために、指定教育訓練講座
を受講した場合に、その費用の
60％を助成します。
高等職業訓練促進給付金
看護師や介護福祉士などの資格
取得を目的に、１年以上養成機関
などで修業する場合に、修業期間
の全期間について訓練促進給付金
などを支給します。
支給額 非課税世帯月額10万円、
課税世帯月額 7万5千円
23

内

23-7748

korei@city.seki.lg.jp）

※ 4月からの給付を希望する人
は、2月末までにひとり親自立
支援員による事前相談が必要で
す。
照会先 子ども家庭課
（☎23-7738）

バレンタインクッキング婚活
手作りガトーショコラで交流会
簡単！ 楽 し い！ 美 味 し い！ ガ
トーショコラを作りながら、素敵
な出会いを見つけましょう。
日時 2月14日（日）
午後2時～4時30分
場所 学習情報館 料理実習室
講師 馬場美穂さん
（お麩で有名な敷島産業㈱の料
理講師として全国で活動されて
います。）
対象 24歳から36歳位までの独
身男女
女性：市外、県外からも参加可。
男性：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。
※市内在住または在勤の人

※将来関市に定住の意思がある
人
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
参加費 500円
申込方法
①ホームページ
https://sekikonsapo.net/
②☎ 090-5110-8147（西村）
nishimura@yume-coco.
③
net で、氏名、年齢、住所、
連絡先を連絡ください。
申込期限 2月9日
（火）
照会先 生涯学習課
（☎23-7776）

□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

高速バスの通学補助
高速
（特急）
名古屋線を利用して
通学する学生を対象に、定期券購
入を補助しています。
対象者 高速
（特急）
名古屋線で通
学する市内在住の大学生また
はその保護者
（※短期大学、18
歳以上の高等専門学校および専
修学校の学生を含む）
補助金額 通学定期 1 か月あた
り 5,000 円
申込方法 申請書、定期券、通学
者およびその保護者の住所が分
かるもの、在学証明書の写し、
印鑑
（朱肉を使うもの）
、
通帳
（振
込先が分かるもの）
を持参の上、
都市計画課へ申込み。
※購入した定期券の有効期限内
に手続が必要
照会先 都市計画課
（☎ 23-7981）

コミュニティバス広告募集
市内を巡回する関市コミュニ
ティバスに掲載する広告を募集し
ます。広告効果が高くおすすめで
す！
広告の位置
ポンチョ型車両4台の車外
運行する路線 買い物循環線、わ
かくさ・小金田線、わかくさ・
千疋線
※掲載路線の指定不可
広告掲載料 １枠
月額 10,000 円～20,000 円
（広告掲載位置による）
※ 最 大 連 続 掲 載 期 間 は 12 か
月、 毎 年3月31日 を 掲 載 終
了日とします。
申込方法 広告掲載を希望する月
の 45 日前までに、市広告掲載
申請書と市税滞納有無調査承諾
書および広告原稿案を都市計画
課まで提出。詳細は市ホーム
ページまたは電話でお問い合わ
せください。
照会先 都市計画課
（☎ 23-7981）

春季火災予防運動
空気が乾燥し火災が発生しやす
い季節です。
「その火事を 防ぐ
あなたに 金メダル」を統一標語に
3月1日（月）から7日（日）まで春
季火災予防運動を実施します。
この機会に、住宅用消火器の設
置・点検をするなど、住宅防火対
策を見直しましょう。また、逃げ
遅れを防ぐために、住宅用火災警
報器の設置・点検をしましょう。

照会先 中濃消防組合
（☎23-9090）

林野火災を防ぎましょう
この時期は雨が少なく空気が乾
燥します。また、風が強く落ち葉
や枯れ草が多く残っているため、
林野火災が発生しやすい季節で
す。
林野火災の出火原因の多くは、
たき火や火入れ、たばこなどの火
の取扱いの不注意によるもので
す。次の点に注意して、林野火災
を防ぎましょう。
〇枯れ草などのある場所では、た
き火をしない。
〇たき火の際はその場を離れず、
完全に消火する。
〇風の強い日や乾燥している日に
たき火や火入れをしない。
〇たばこの吸い殻の火は必ず消し
て、絶対に投げ捨てない。
照会先 中濃消防組合
（☎23-9090）

新収蔵品展

わかくさ・プラザ「カフェ
ほんわか」臨時休業

開催期間
2月13日（土）～4月19日（月）
場所 関鍛冶伝承館2階
内容 購入や寄贈によって、令和
2年に関鍛冶伝承館に収蔵され
た刀剣、鉄砲、古文書などの資
料約30点を展示します。
入 館 料 一 般 300 円、 高 校 生
200円、小中学生100円
休館日 火曜日・祝日の翌日
（いずれも休日を除く）
照会先 関鍛冶伝承館
（☎23-3825）

新型コロナウイルス感染防止対
策による自動ドア設置工事のため
わかくさ・プラザ「カフェほんわ
か」を休業します。
休業期間
2月15日（月）～3月31日
（水）
照会先 生涯学習課
（☎ 23-7777）
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関市消費生活相談室 一人
で悩まず、
気軽に相談を
消費者トラブルの解決のために
は、できるだけ早く相談すること
が大切です。
Q1 どんな相談ができますか
「商品やサービスの契約で事
業者とトラブルになった」
「製
品を使ってけがをした」
など、
消費者と事業者間のトラブル
に つ い て、 消費生活相談員
が、事業者との自主交渉の方
法や具体的な解決策を助言し
ます。交渉の手伝い（あっせ
ん）をすることもあります。
Q2 事前に準備しておくものは
契約書などの関係書類やトラ
ブルに至った状況についての
メモ、トラブルが起きた物の
写真など。
Q3 料金はかかりますか
相談は無料ですが、電話料金
がかかります。
※市では、市民の皆さんが安全・
安心に暮らせる地域社会づくり
を目指し、これからも継続的に
相談室を維持し、消費者行政分
野に力強く取り組みます。
関市長 尾関健治
照会先 関市消費生活相談室（関
市商工課内）( ☎ 23-7355)

日本刀なんでも相談会
関伝日本刀鍛錬技術保存会によ
る「日本刀なんでも相談会」を開
催します。「日本刀の手入れの仕
方が知りたい」などの相談を受け
付けます。
日時 3月7日
（日）
午前10時30分～午後2時30分
※相談時間は1人30分
場所 関鍛冶伝承館
定員 10人程度
（申込多数の場合は抽選）
申込方法 往復はがきに郵便番
号、 住 所、 氏 名、 電 話 番 号 を
記入し文化課へ郵送。
（〒 5013232 関市桜本町2-30-1文化
課相談係）返信はがきで抽選結
果などを送付します。
申込期限 2月16日
（火）必着
料金 関鍛冶伝承館入場料
（大人
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300円、 高 校 生200円、 小 中
学生100円）
照会先 文化課（☎24-6455）

せきの創業セミナー
テーマ 本町BASEから始める起
業の進め方
日時 2月20日（土）
午後3時～4時30分
場所 本町BASE
（関市本町6丁目4)
対象 起業に興味のある人、起業
して間もない人
定員 8人（申込順）
受講料 無料
ゲスト Le fil rouge（ル・フィル
ルージュ）
・あんこカフェ
照会先 商工課
（☎23-6752、 23-7741）

関・美濃地区
合同会社説明会(オンライン)
関・美濃地区の企業がオンライ
ンに大集結！この機会にぜひ地元
の優良企業を知ろう！
日時 3 月中の開催に向けて調整
中 ※事務局までお問い合わせ
ください。
対 象 新 卒（2022年3月 卒 業 予
定）
・既卒3年以内・第2新卒
出展企業 30社 ( 予定 )
照会先 関市雇用促進協議会
（☎22-2266)

介護就職デイinせき
介護職に興味のある人、介護職
に就きたいと考えている人、介護
分野の事業所と直接話がしたい人
などの介護職に関するさまざまな
質問や疑問に答えます。
日時 2月12日（金）
午前9時30分～11時30分

場所 ハローワーク関2階面接室
参加費 無料
※入場自由、履歴書不要。参加事
業者については下記へお問い合
わせください。
照会先 ハローワーク関
（☎22-3223）

テクノプラザCADセミナー
研修の受講料を補助します！
㈱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、市内在住または在勤（中小企
業) の人に、受講料の３分の２を補
助します。研修の一部を抜粋しま
す。
【Fusion360 Basic】
日時 2月4日（木）～5日（金）
午前10時～午後5時（2日間）
受講料
59,400円 →（※）19,800 円
内容 ユーザーインターフェース
の構造と各機能を習得した上で
作成したクラウド固有のデータ
管理と活用法を身に付けること
ができます。
【Fusion360 Advance】
日時 2 月 17 日（水）～ 19 日（金）
午前10時～午後5時（3日間）
受講料
89,100円 →（※）29,700円
内容 Basicコースを受講した人
を対象に、より進んだ設計製造
業務への活用法を習得します。
【産業用ロボット操作基礎
FANUC ロボット編】
日時 2月16日（火）～19日（金）
午前10時～午後5時（4日間）
受講料
214,500円 →（※）71,500 円
内容 法令で定められている教示
などの作業に関する特別教育に
加え、FANUC製ロボットの特
徴を捉えた、基本的な操作と
ピック＆プレイスの基本的な考
え方が実技演習を通して習得で
きます。
※市および県の補助適用後の金額
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 ）（ ☎ 058-3796370）

□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

きれいに泳ごう！ ワンポ
イント泳法レッスン
正しい平泳ぎとバタフライを習
得する水泳初級者向けの教室で
す。
日時
【平泳ぎ】
2月18日
（木） 午後2時～
2月19日
（金） 午後7時～
各50分
【バタフライ】
2月25日
（木） 午後2時～
2月26日
（金） 午後7時～
各50分
対象 20歳以上で10m以上泳げ
る人
定員 各回7人
参加費 1回800 円
※別途プール利用料が必要
持ち物 水着、タオル、ゴーグル
申込方法 2月14日
（日）午後4時
までに、下記窓口に参加費を添
えて申込み（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
温水プール
（☎23-7762）

2021刃物のまち関シティマ
ラソン
「オンライン大会」

21.0975㎞走れば完走となり
ます。
定員 500人
参加費 2,000円
申込方法
インターネットで申込み（ラン
ネットのインターネットサイト
から http:runnet.jp）
申込期間
2月7日（日）～28日（日）
照会先 刃物のまち関シティマラ
ソン実行委員会事務局（スポー
ツ推進課内 ☎23-7766）
※詳細はホームページをご覧くだ
さい。

祝日の可燃ごみの回収
2 月 11 日 ( 木・祝「建国記念日」
)
の可燃ごみ収集は、平日と同様に
行います。該当する地域の人は 8

時 30 分までにお出しください。
な お、2 月 23 日（ 火・ 祝 ）
「天
皇誕生日」の可燃ごみの収集は行
いません。
照会先 清掃事務所
（☎ 22-0314）

案内

関ロータリークラブ主催タグラ
グビー講習会
各種トレーニング、ゲーム形
式での技術指導を行います。
日時 3月6日(土)午前9時～正午
場所 中池公園 多目的広場
対象 小学 4 ～ 6 年生
定員 50人( 応募多数の場合は抽
選)
参加費 無料
申込方法 住所、氏名、電話番
号、学校名、学年を記載して、
下記窓口へ 2月11日(木)まで
に申込み
照会先 関ロータリークラブ事務
局(
seki-rc@abelia.ocn.
ne.jp)
市民掲示板の申込み・照会は
企画広報課まで（☎ 23-9261）

2021 大会が中止となった「刃
物のまち関シティマラソン」と、
ランナーの皆さんを繋ぐ企画とし
て、
オンライン大会を開催します。
開催期間
3月10日
（水）
～21日
（日）
種目 ハーフマラソン
（21.0975㎞）
※計測回数に制限はなく、合計
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新型コロナウイルス感 染 症の拡 大防止のため、本号に記載されている行事などは中止・延 期・変更となる場合があります。
また、各 行事などへ参加する際は、検 温、マスクの着用、アルコール消毒など、感 染防止に協力をお願いします。

ソーシャルビジネス
プレゼン大会
ビジネスを手段として、関市の
地域課題を解決するアイデアの提
案・発表を行います。
日時 2月6日
（土）
午後1時30分～4時
内容 発表内容
①福山皓介さん
「長良川 1 本をキレイに！環
境保全×観光×教育で持続的
な長良川を！」
②星屋孝宏さん
「若者の価値観を取り入れた
新しい働き方ができる関市
へ！」
③朝倉勝美さん
「出張家具固定サービスで誰

第3期

せきららゼミ

一人取りこぼさない防災・減
災を！」
対象 どなたでも
申込方法 2月5日
（金）までに下
記窓口または QR コードから申
込み
※観覧はオンライン
（Zoom）
です。
照会先 市民活動センター
24-7660
（☎24-7772
info@seki-siminkatudo.
com）

市民活動センター事業
「関のおしゃべりカフェ」
誰でも気軽にお話しできる場と
して、定期的に開催しています。
●相続について話そう
日時 2月18日（木）
午後2時30分～3時30分
ゲスト 平川貴久さん（ファイナ
ンシャル・プランナー）
場所 市民活動センター
（安桜ふれあいプラザ内）
定員 若干名（申込順）
参加費 無料
照会先 市民活動センター
（☎24-7772）

－ 関でみつける、関からはじまる －

今年も若者が“せきらら”に自分と地域に向き合う、地域体感型ゼミを行います。今回は初のオンライン開催です。
自宅にいながら、関市という地域のヒト、モノ、コトを体感し、これからの自分と地域の関係について仲間と一緒に
考えてみませんか。
開催期間 3月10日
（水）
～12日
（金）
対象 関市のまちづくりに関心があり、インターネット環境が整っている平成15年4月1日以前に生まれた学生
定員 各日12人
（全日参加優先、半日参加応相談）
参加費 各日 1,000円
（教材費、郵送費含む）
申込方法 右記 QRコードから申込み
申込期限 2月24日
（水）
照会先 市民協働課
（☎23-6806）
※詳細は「第 3 期せきららゼミ」で検索
【いろんな情報発信と表現方法を知る】
講座①午前9時30分～正午.... 地域との関わり方をみつける NPOぶうめらん他
10日
（水）
講座②午後2時～4時30分...... 自分の言葉で伝えてみよう 江坂侑さん
交流①午後7時30分～9時...... せきららゼミ経験者にきいてみる～参加後の変化～
【まちの仕事の裏側を感じる】
講座③午前9時30分～正午.... カフェからはじめた、私のまちづくり 亀山久美子さん
11日
（木）
講座④午後2時～4時30分...... 自分にとってのまちづくりを考えてみよう
交流②午後7時30分～9時...... せきららゼミ経験者にきいてみる～就活のリアル～
【自分のやりたいを深める】
講座⑤午前9時30分～正午.... そこにあるものを活かし生きていく 児玉直樹さん
12日
（金）
講座⑥午後2時～4時30分...... 目まぐるしい変化の中で自分らしさを活かしてみよう
交流③午後7時30分～9時...... せきららゼミ経験者にきいてみる～なぜ今ここに～
※交流①～③は任意参加です。
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市営住宅入居者随時募集
住宅名
家賃
戸数
洞戸菅谷 16,800 円～
１
入居資格 市営住宅定期募集参照
※ただし単身入居不可
申込期間
2月１日
（月）
～3月31日
（水）
入居予定日 随時
選考方法 申込必要書類を受理し
た順に決定
収入基準 市営住宅定期募集参照
※ただし中学校卒業前の子がい
る場合月額 259,000 円以下
照会先 管財課 ( ☎ 23-8121)

市営住宅定期募集
   家賃
戸数
住宅名
東町
10,600 円～
2
東山３丁目
21,400 円～
4
岩下
16,900 円～
8
松ヶ洞
12,900 円～
2
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こと。
〇市税を完納していること。
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こと。
〇同居または同居しようとす
る親族がいること ( ただし満
60 歳以上など要件を満たす
場合、東町・松ヶ洞は単身入
居可 )
〇収入基準以内であること。

申込期間 2月1日
（月）～12日
（金）
入居予定日 3月24日（水）
選考方法
申込者多数の場合、抽選
収入基準
【一般世帯】
月額 158,000 円以下
【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)
武芸川地域の住宅は武芸川事務
所
（☎46-2311）でも可

市・土地開発公社が所有する土
地を一般競争入札により売却
【物件１】
所在地番 桜本町２丁目 1-4
地目・地積 宅地・178.52㎡
入札最低価格 4,844,000 円
【物件２】
所在地番
富之保字岩山崎 3013-11
地目・地積 宅地・201.39㎡
入札最低価格 1,086,000 円
【物件３】
所在地番 池田町 153
地目・地積 宅地・2,028.39㎡
建物付 事務所（鉄筋コンクリー
ト 造 平 屋 建   床 面 積 707.46
㎡）、自転車置場（鉄骨造平屋建
床面積8.00㎡）
、車庫（軽量鉄
骨造平屋建  床面積14.86㎡）
入札最低価格 94,362,000 円
【物件４】
関市土地開発公社所有地
所在地番 小瀬字一ノ門 1132-1
地目・地積 宅地・728.00㎡
入札最低価格 22,861,000 円

【物件５】
関市土地開発公社所有地
所在地番 南町１丁目2-1
地目・地積 宅地・94.64㎡
入札最低価格 2,823,000 円
【物件６】
関市土地開発公社所有地
所在地番 本町２丁目6-1
地目・地積 宅地・246.01㎡
入札最低価格 9,666,000 円
【物件７】
関市土地開発公社所有地
所在地番 元重町 17-1
地目・地積 宅地・181.92㎡
入札最低価格 7,009,000 円
【物件８】
関市土地開発公社所有地
所在地番 西欠ノ下 1-2、2-3
地目・地積 雑種地・476.74㎡
入札最低価格 14,865,000 円
申込期間
2月3日（水）～17日（水）
午前9時～午後5時
入札日 2月24日（水）
※入札参加申込書・資料などは管
財課で渡します。
※入札最低価格以上で、最高額で
入札した人を落札者とし、同額
の場合は抽選とします。
※落札者は14日以内に売買契約
を締結し、売買代金を契約日か
ら20日以内に一括納入してい
ただきます。
※売買代金のほか、所有権移転登
記費用などが必要です。
照会先
管財課（☎23-7763）
土地開発公社（☎23-7714）
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関市発掘調査展
期間 2月6日
（土）
～28日
（日）
場所 武芸川ふるさと館
内容 令和2年に実施した大杉西
遺跡などの発掘調査の成果を写
真パネルで紹介し、出土品を展
示します。
参加費 無料
照会先 文化財保護センター
（☎45-0500）

関の城跡めぐり
～小野城攻略の巻～

定員 25 人（要予約・申込順）
申込期間 2月8日
（月）から下記
窓口へ電話で申込み
照会先 文化財保護センター
（☎45-0500）

関市選挙管理委員会委員を
選出
令和2年市議会第4回定例会で、
4人の選挙管理委員会委員が選出
されました。また、次の人が委員
長および同職務代理者に選任され
ました。
委員長 篠田嘉弘さん
同職務代理者 紀藤昌行さん
委員 中西貞美さん、北瀬美幸さ
ん
任期 令和6年12月18日まで
照会先 選挙管理委員会事務局
（☎23-6803）

小瀬鵜飼ウオーキングツアー
～川合玉堂の痕跡をさがす！～
日時 3月7日（日）
午前9時～正午
（小雨決行）
場所 本城山登り口駐車場
参加費 無料
内容 本城山を登り、小野城跡を
見学します。参加者全員に関市
城跡マップをプレゼントします。

玉堂代表作「鵜飼」は小瀬鵜飼
がモデルであることが調査で判明
しています。講師の話を聞いた
後、モデルとなった場所を巡り、
玉堂と小瀬鵜飼の関係を解き明か
します。
日時 2月23日（火・祝）
午後1時～3時45分（小雨決行）

文化財講演会 「関市・春日神社の能装束に見る中世の歴史と美」
関市春日神社には、室町時代から江戸時代に
かけての能・狂言に使う装束や面が多く残り、
国の重要文化財に指定されています。
今回は
「能
装束」の調査から分かった春日神社の文化財が
もつ歴史などについて、お話しいただきます。
日時 2月27日（土）午後1時30分～3時
場所 学習情報館 多目的ホール
講師 小山弓弦葉（おやまゆづるは）さん
（東京国立博物館工芸室長）
定員 100 人
（要予約・申込順）
参加費 無料
申込方法 2月3日
（水）から下記窓口へ電話で
申込み
照会先 文化財保護センター
（☎45-0500）
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集合場所 関遊船事務所前
見学場所 足立陽一郎鵜匠宅、小
瀬周辺
参加費 無料
講師 三戸信恵さん
（山種美術館特別研究員）
定員 15 人（要予約・申込順）
申込期間 2月8日
（月）から下記
窓口へ電話で申込み
照会先 文化財保護センター
（☎45-0500）

関の古墳ウォーク
関市には約300基の古墳が確
認されています。関市唯一の前方
後円墳である片山西塚古墳や大型
方墳の池尻大塚古墳、弥勒寺官衙
遺跡群を巡りながら解説します。
日時 2月11日（木・祝）
午前9時～正午（小雨決行）
集合場所 弥勒寺前駐車場
定員 20人（要予約・申込順）
参加費 無料
※歩きやすい服装で参加してく
ださい。
申込方法 2月1日
（月）から電話
で下記窓口へ申込み
照会先 文化財保護センター
（☎45-0500）

関市行政改革
推進審議会委員
行政改革の推進に関する取組に
ついて審議いただく委員を募集し
ます。
募集人員 若干名
任期 4月1日（木）から3年間
応募資格 市内在住、または在勤
で、平日の会議に出席できる人
申込方法 下記窓口、または市
ホームページから申込用紙を取
得し、必要事項を記入の上、提
出してください。
申込期限 2月26日（金）まで
照会先 企画広報課
（☎23-7014）

□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

古式日本刀鍛錬・外装技術
一般公開
日時 3月7日（日）
■鍛錬公開
午前の部：午前10時30分～
11時30分頃、午後の部：午
後1時30分～2時30分頃
■技能公開
午前の部：午前 11 時～正午、
午後の部：午後 1 時 30 分～
2時30分頃
場所 関鍛冶伝承館・鍛錬場
内容 関伝日本刀鍛錬技術保存会
の刀匠による古式日本刀鍛錬と
外装技能師の実演
定員 鍛錬公開のみ、午前の部、
午後の部各30 人
（申込み多数の場合は抽選）
料金
鍛錬：（鍛錬場入場料 大人300
円、 高 校 生200円、 小 中 学 生
100円）
技能公開：（関鍛冶伝承館入場
料 大人300円、高校生200円、
小中学生100円）
※詳細は、市ホームページ
申込方法 往復はがきに希望する
部（午前か午後）
、住所、氏名、
申込人数、電話番号を記入し文
化課へ郵送
（〒501-3232 関市
桜本町2-30-1 文化課公開係）
。
1 枚の往復はがきで2人まで
（重
複申込不可）
、返信はがきで抽
選結果を送付します。
申込期限 2月16日（火）必着
照会先 文化課（☎24-6455）

なるほど！健康講演会
せき＊しあわせヘルスマイレージ
ポイント対象事業
日時 3月3日
（水）
午後1時30分～3時
場所 福祉会館3階会議室
内容 糖尿病を予防する方法
講師 岐阜県栄養士会 栄養ケア ･
ステーション
管理栄養士 森範子さん
定員 30人（要予約・申込順）
申込方法 2月3日
（水）から電話
で下記窓口へ申込み
持ち物 筆記用具
照会先 関市保健センター
（☎24-0111）

法律とこころの健康相談会
日時 3月2日（火）
午後1時～4時（要予約）
※1人45 分程度の相談
場所 中濃総合庁舎
内容 借金、解雇、生活苦、病苦、
人間関係の悩みなどの相談に弁
護士と臨床心理士が応じます。
定員 3人
照会先 関保健所健康増進課保健
予防係
（☎33-4011 内線 365）

Seki フィットネススタジオ
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 2月26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、筋力トレーニングなど
対象 市内在住（ただし、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）
参加費 無料
持ち物 室内用シューズ、運動の
できる服装、タオル、飲物、ス
トレッチマット
（ない場合は、
バスタオル）、筆記用具
申込方法 電話で申込み
申込期間
2月4日
（木）
～2月12日（金）
照会先 市民健康課
（☎24-0111）

献血にご協力を

－さぁ行こう 未来をつなぐ 献血へー

せき＊しあわせヘルスマイレージ
対象事業 2P
若年層の献血者数は減少傾向に
あります。血液が不足しないよう、
若い世代の皆さんも献血のご協力
をお願いします。
●２月４日
（木）※関市役所
（若草通）
午後３時～４時30分
●２月19日
（金）クリーンプラザ
中濃（下有知）午後２時～４時
3日以内に注射、服薬、抜歯、
歯石除去などをした人は献血でき
ません。
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新型コロナウイルス感 染 症の拡 大防止のため、本号に記載されている行事などは中止・延 期・変更となる場合があります。
また、各 行事などへ参加する際は、検 温、マスクの着用、アルコール消毒など、感 染防止に協力をお願いします。

３月の子どもの健診
子どもの健診

日

プレママ広場

程

対象者

受付時間

9日（火）
4か月児健診

19日（金）

赤ちゃん訪問の際に、個別で案内
しています。

30日（火）

10か月児健診

1歳6か月児健診・
歯科健診
3歳児健診・
歯科健診

令和2年4月16日～30日生まれ
1G 4月16日～4月21日生まれ
10日（水）
2G 4月22日～4月27日生まれ
3G 4月28日～4月30日生まれ
令和2年5月1日～15日生まれ
1G 5月1日～5月11日生まれ
26日（金）
2G 5月12日～5月13日生まれ
3G 5月14日～5月15日生まれ

1G→
午後1時～1時10分
2G→
午後1時30分～1時40分
3G→
午後2時～2時10分

4日（木） 令和元年8月1日～15日生まれ
24日（水） 令和元年8月16日～31日生まれ
2日（火） 平成30年2月16日～28日生まれ
18日（木） 平成30年3月1日～15日生まれ

＊令和2年度から乳幼児健診は関市保健センターで行います。 ＊持ち物はアンケートをご確認ください。

３月の子どもの相談
子どもの相談

日

子どものこころの相談
（要予約）

乳幼児相談
（身体測定・育児相談）

程

8日（月）

時

間

場

所

午前9時30分～正午

関市保健センター

17日（水）

午前9時～10時

関市保健センター

22日（月）

午前10時～11時
午後1時～2時

武芸川保健センター

18日（木）

午前9時30分～11時

洞戸ふれあいセンター

12日（金）

午前9時30分～11時

板取保健センター

12日（金）

午前9時30分～11時

上之保保健センター

18日(木)

＊各保健センターへご予約ください。

＊母子手帳をお持ちください。

3 月の成人健康相談
場所
（照会先）

日

程

はじめての子育て教室
日時 3月5日（金）
午後７時～８時15分
場所 関市保健センター
内容
沐浴体験、パパの妊婦体験、赤
ちゃんが泣いたときの心がまえ
対象 第１子を妊娠中の夫婦
定員 ６組
参加費 無料
持ち物 母子手帳・父子手帳（パ
パ＊パスポート、パパ・スイッ
チオン！）
申込方法 電話で申込み
申込期限 3月4日（木）
照会先 市民健康課
（☎24-0111）

こころの健康相談
時

間

関市保健センター

26日（金） 午前9時～11時

武芸川保健センター

22日（月） 午後1時30分～2時30分

洞戸保健センター

18日（木） 午後1時30分～3時

板取保健センター

12日（金） 午後1時～2時30分

上之保保健センター

12日（金） 午後1時～3時

内  容

血圧測定、尿検査、身長・
体重・体脂肪測定、保健師・
栄養士による相談（栄養士
の食生活相談は予約が必要
です。）

照会先 関市保健センター（☎0575-24-0111）
子育て世代包括支援センター「ひだまり」
（☎0575-22-1154）
武芸川保健センター（☎0575-46-2899）
洞戸保健センター・板取保健センター（☎0581-58-2204）
上之保保健センター・武儀保健センター
（☎0575-40-0020）
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日時 3月17日（水）
①午前10時～10時50分
②午前11時～11時50分
場所 関市保健センター
内容 妊婦さん・産婦さんの交流・
相談、助産師の話「産後の過ご
し方」、ストレッチ
持ち物 母子手帳、ストレッチの
できる服装、飲物
＊オンラインプレママ広場
3月23日（火）午後2時から交流
会を行います。
申込方法 電話で申込み
照会先 子育て世代包括支援セン
ターひだまり（☎22-1154）

うつ病、アルコール依存症、引
きこもりで悩んでいる人はご相談
ください。
日時 2月9日
（火）
、3月9日(火)
午後1時20分～3時30分
場所 関市保健センター
相談員 専門医師、保健師
申込方法 電話で申込み
照会先 市民健康課（関市保健セ
ンター）
（☎ 24-0111）、関保健
所（☎33-4011）

