
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事などは変更・中止となる場合があります。
行事へ参加する際は、感染防止対策に協力をお願いします。

□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→アテナ工業アリーナ
□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、在勤または在学の人　※入門講座です。初心者を歓迎します。
参加費　1講座3,000円　フレッシュ体操教室は月額2,000円
申込期間　9月7日（火）～21日（火）午前8時30分～午後8時00分
申込方法　アテナ工業アリーナ窓口で、申込用紙に住所・氏名・電話番号・生年月日を記入し、参加費を添えて申込みください。

※申込順となります。電話、はがきなどでの申込みはできません。
※申込後の取消しや長期欠席などによる返金はできません。
※申込みが少数の場合、その講座を中止することがあります。

照会先　関市若草通2丁目1番地　アテナ工業アリーナ　関市スポーツ協会（☎23-8525）
託児　託児ありの教室に参加する人で、託児先にあゆっこ（福祉会館1階）を利用する場合（5回以上）、2,000円を補助します。

託児希望者は、事前にあゆっこ窓口（☎25-0655）へ申込みください。
※6か月以上から小学校就学前の幼児が対象です。
※受入人数上限を超える場合、お受けできない場合があります。

講座名 対象 内容 期日 曜日 時間 回数 場所 定員 託児

① バランスボール
教室

一般、
シニア

バランスボールを使った運
動で、体幹を鍛え、体のゆが
みを矯正しましょう。

10/5、12、19
11/9、16、23、30
12/7、14、21

火
午後1時15分

～
2時15分

10回 柔道場 30人 あり

② 親子
わんぱく体操

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。

10/6、13、20
11/10、17、24
12/1、8、15、22

水
午前10時30分

～
11時30分

10回 柔道場 25組 あり

③ 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。

10/6、13、20
11/10、17、24
12/1、8、15、22

水
午後1時

～
2時

10回 サブ
アリーナ 50人 あり

④ 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。

10/6、13、20
11/10、17、24
12/1、8、15、22

水
午後7時

～
8時

10回 サブ
アリーナ 30人 -

⑤
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
をよくしましょう。

10/7、14、21
11/4、11、18、25
12/2、9、16

木
午後１時

～
2時

10回 剣道場 30人 あり

⑥
シニア
筋力アップ
トレーニング

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。

10/1、8、15、22
11/5、12、19、26
12/3、10

金
午前10時

～
11時

10回 柔道場 25人 -

⑦
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。

10/1、8、15、22
11/5、12、19、26
12/3、10

金
午前11時

～
正午

10回 剣道場 30人 あり

⑧ バレトン教室 一般、
シニア

フィットネス+バレエ+ヨガ
を組み合わせた運動によ
り、脂肪燃焼・姿勢矯正を行
います。

10/1、8、15、22
11/5、12、19
12/3、10、17

金
午後１時

～
2時

10回 サブ
アリーナ 30人 あり

⑨ 親子
スポーツ教室

4～6歳児
親子

ボール遊び、体操などを楽
しみながら、親子で新たな
発見をする教室です。

10/1、8、15、22
11/5、12、19
12/3、10、17

金
午後4時30分

～
5時15分

10回 サブ
アリーナ 20組 あり

⑩ 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。

10/1、8、15、22
11/5、12、19
12/3、10、17

金
午後5時30分

～
6時30分

10回 サブ
アリーナ 30人 あり

≪通年で開催している講座で、受講生を募集中の講座≫

⑪ 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 柔道場 30人 -

スポーツ教室受講者募集
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日時　10月12日（火）
受付：午前8時30分～
※少雨決行（雨天の大会開催可

否の確認は、事務局・浅野ま
で）

場所　中池東グラウンド
対象　市内在住または在勤で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
し出します。

参加費　200円（当日支払）
申込方法　申込用紙に記入し、9

月22日（水）までにアテナ工業
アリーナ窓口に提出してくださ
い。申込用紙はアテナ工業ア
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）

　初心者向けのゲートボール教室
です。ルールを学びながら実践練
習をしていきましょう。
日時　10月10日、17日、24

日、31日、11月14日の日曜日
　午前9時～11時（全5回）
　※予備日11月21日※少雨決行
場所　松原ゲートボール場（松原

グラウンド隣接）
対象　市内在住または在勤で18

歳以上の人(保護者同伴の場
合、小学生以上から可)

定員　30人
　（申込順で最低10人）
参加費　2,000円
持ち物　運動できる服装（用具は

貸出し）
申込方法　下記窓口に参加費を添

えて申込み
申込期間
　9月7日（火）～21日（火）
照会先　関市スポーツ協会
（アテナ工業アリーナ内）
（☎23-8525、https://www.
sekitaikyo.jp）

関市長杯
グラウンド・ゴルフ大会

ゲートボール教室

　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3日、17日、31日、

11月21日の日曜日
午前8時～11時（全4回）
※予備日11月28日※少雨決行

場所　本城山、水晶山など関市近
郊の山（集合場所は参加者に後
日連絡します）

対象　市内在住または在勤で18
歳以上の人

定員　30人（申込順で最低10人）
参加費　3,000円
持ち物　登山ができる服装（帽子、

長袖、長ズボン、登山靴）、雨具、飲物
申込方法　下記窓口に参加費を添

えて申込み
申込期間
　9月7日（火）～21日（火）
照会先　関市スポーツ協会
（アテナ工業アリーナ内）
（☎23-8525、https://www.
sekitaikyo.jp）

　景色を楽しみながら、関市近郊
の里山を巡ります。低難度の山歩
き教室です。
日時　10月2日、9日、23日、

30日、11月6日の土曜日
午前9時～11時（全5回）
※予備日10月16日、11月13日　
※少雨決行

場所　安桜山、百年公園など関市
近郊の里山（集合場所は参加者
に後日連絡します）

対象　市内在住または在勤で18
歳以上の人

定員　30人（申込順で最低10人）
参加費　3,000円
持ち物　運動ができる服装（帽子、ト

レッキングシューズ）、雨具、飲物
申込方法　下記窓口に参加費を添

えて申込み
申込期間
　9月7日（火）～21日（火）
照会先　関市スポーツ協会
（アテナ工業アリーナ内）
（☎23-8525、https://www.
sekitaikyo.jp）

トレッキング教室

里山ウオーキング教室

　11月14日（日）に開催を予定し
ていた「せきサイクル・ツーリン
グ2021in板取川」は、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため、
中止します。
照会先　せきサイクル・ツーリン

グ実行委員会（スポーツ推進課
内☎23-7766）

　7月10日まで募集していた「関
市公共施設予約システム」の愛称
は、全265作品の応募があり、厳
正なる審査の結果、次の愛称に決
定しました。
愛称：せきとるnet

照会先　生涯学習課
（☎23-7777）

　11月上旬に予定していた、関
にし秋の祭典IN板取は、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のた
め、中止します。
照会先　板取ふれあいのまちづく

り推進委員会
（☎0581-57-2220）

せきサイクル・ツーリング
2021 ｉｎ 板取川の中止

関市公共施設予約システム
の愛称決定

関にし秋の祭典 
IN 板取の中止
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□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→アテナ工業アリーナ
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日時　10月17日（日）、31日（日）、
11月7日（日）、21日（日）、23日

（火・祝）　全5回
午後1時30分～4時30分

場所　福祉会館１階生活訓練室
対象　統合失調症などの重度の精

神疾患の人を家族に持つ人で3
回以上参加できる人

申込方法　下記窓口へ電話
申込期限　9月20日（月）
照会先　関市中濃わかば会　田中

(☎090-1284-7882)

　10月の「行政書士制度広報月
間」に合わせて、岐阜県行政書士
会では、電話による無料相談会を
開催します。相談希望の人は下記
窓口まで電話してください。
日時　10月１日（金）午前10時～

午後3時
内容　相続・遺言、任意後見、農

地転用、開発認可、自動車登
録、在留資格、建設業許可、そ
の他行政書士の取扱事項

照会先　岐阜県行政書士会
　(☎058-263-6580)

（☎058-263-6580）

　関市婚活サポートセンターで
は、アドバイザーによる結婚相
談、イベント、お相手の仲介など
の活動を行っています。今回は、

精神疾患の人を家族に
持つ人の家族学習会

行政書士による
電話無料相談会

関市婚活サポートセンター
｢HAPPY CLOVER｣無料相談会

婚活に興味のある人だけでなく家
族や企業経営者などを対象に、何
でも相談会を開催します。
日時　9月26日（日）午後1時～3時
場所　学習情報館2-1研修室
対象　20歳以上の

独身の人やその
家族、企業経営
者など関係者

申込方法
①ホームページ

https://seki-konsapo.net/
②☎090-5110-8147（西村）
③ seki-happyclover@carr 

ot.ocn.ne.jp
に、氏名、電話番号をご連絡く
ださい。

照会先　生涯学習課
（☎23-7776）

　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　各種予選大会などを経て、

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。

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）

　親子参加型のワークショップを
開催します。市内を中心にワーク

全国大会出場選手の
皆さまへ

ワクドキ親子
ワークショップ

ショップを展開している3つの団
体が、ワクワクドキドキするよう
な教室を開いてくれます。
　「学校ではできないものを作り
たい」「親子で形に残る思い出を
作りたい」、そんなあなたはぜひ
申込みください。
日にち　9月19日（日）
場 所 　 学 習 情 報 館 2 階 ギ ャ ラ

リー・料理実習室
講師・内容
◦ポーセラーツ教室　晴色
　「自分の好きをちりばめる食器
づくり」

真っ白なお皿にお好みの柄を貼
り付けるオリジナル食器づくり
を楽しんでみませんか。

◦なついろ
　「海の宝石“シーグラス”を使っ
たワークショップ」

浜辺にあるシーグラスを加工し
て色とりどりのチャームを作り
ます。

◦（一社）　かんたんおやつマイス
ター協会

　「親子で簡単米粉クッキーづく
り」

卵やバターを使わずに作れる
クッキーづくり。レシピも貰え
ます。

申込方法　わかくさ・プラザホー
ムページ（https://wakaku 
sa-plaza.com/）でイベント欄
をご覧ください。

照会先　㈱トヨタエンタプライズ
ワークショップ担当
（☎23-7779）

開催日　令和4年1月9日（日）
対象　平成13年4月2日～平成14年4月1日に生まれた人

令和 4 年関市成人式

地域 開始時間 校区 会場
関(第1部) 午前10時 旭ヶ丘中、桜ヶ丘中、下有知中 関市文化会館

関(第2部) 午後2時30分 緑ヶ丘中、富野中、小金田中 関市文化会館

洞戸・板取 正午 板取川中 洞戸ふれあいセンター

武芸川 午前11時 武芸川中 武芸川生涯学習センター

武儀・上之保 午後1時30分 津保川中 武儀生涯学習センター

◦市外に住民票がある人へ
市外に住民票があり、成人式案内状の送
付を希望する人は、QRコードから入力し
てください。
※10月1日現在、関市に住民票がある人は11月上旬

に案内状を送付します。
◦成人式実行委員会メンバー募集
成人式を盛り上げるメンバーを募集して
います。企画・運営などに興味のある人の
参加をお待ちしています。
照会先　生涯学習課（☎23-7777）
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　「断る人は誠実な人～気まずく
ならない断り方を身に付けよう」
人生に断ることはつきものです。

「やりたくないのにやらなくては
ならない」ことを見直してみませ
んか。
日時　10月15日（金）

講座：午前10時～10時40分、
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　わかくさ児童センター
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、子育て支援相談専
門職員

対象　市内在住の人
定員　講座：各回2人（申込順）

個別相談：各回1人（申込順）
※子どもと一緒に受講可

参加費　無料
申込期限　10月13日（水）
照 会 先 　 市 民 協 働 課 （ ☎ 2 3 -

6806、 shiminkyodo@city.
seki.lg.jp）

　子どもの「やりたい」を引き出
し、見守り、必要な時に支えるこ
とができる「教育ファシリテー
ション」の学びの体験をします。
日時　9月19日（日）
　午後1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）
講師　山村雄太さん
　（NPO法人セブンシーズ理事長）
対象　子どもとのコミュニケー

ションに興味のある人
定員　20人（申込順）
参加費　無料
照会先　市民活動センター

（☎24-7772）

就労・子育てに関する講座
（キャリ☆ナビ）

教育ファシリテーション体験

　第9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、公募によ
る27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　9月26日（日）
　午前10時～正午
場所　市役所6階　大会議室
対象　どなたでも

※聴講はオンライン（Zoom）
です。

※オンラインが利用できない人
は、市役所会場で聴講可（定
員有、申込順）

申込方法　9月22日（水）までに下
記窓口へ申込み

発表内容
◦チーム「観光」

関市民が関を楽しみその魅力を
自発的に発信できる仕組みづく
り

◦チーム「Uターン」
関市を離れても地元に貢献でき
る関市出身の専門家の兼業・副
業チームバンクの構築

◦チーム「ダイバーシティ」
高齢者男性が地域と関わること
ができる仕組みづくり

照会先　市民活動センター
（☎24-7772、 24-7660、

info@seki-siminkatudo.
com）

　会議や話合いの時の聞き方や話
し方について、一歩踏み込んで考
えてみませんか。参加者同士の体
験談を聞いて学びます。
日時　9月18日（土）
　午後2時～3時30分
場所　市民活動センター
　（安桜ふれあいプラザ内）
対象　どなたでも
定員　10人（申込順）
参加費　無料
照会先　市民活動センター

（☎24-7772）

関市の課題解決を
実行・提案します

聞き上手、話し上手勉強会
（応用編）

　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。
◦毎日の運動について話そう
日時　9月16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）
ゲスト　新海正美さん
　（みんなのビデオ体操）
対象　どなたでも
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）

関のおしゃべりカフェ

13



新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事などは変更・中止となる場合があります。
行事へ参加する際は、感染防止対策に協力をお願いします。

□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→アテナ工業アリーナ
□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

　毎月1回土曜日のお昼前にミニ
コンサートを開催しています。観
賞には、事前に配布する整理券が
必要です。
日時　10月9日（土）
　午前11時～11時30分
内容　ピアノ演奏
出演　Be歩楽都（ビーフラット）
整理券配布場所　文化課（関市文
化会館内）
整理券配布開始日
　9月29日（水）午前9時
配布枚数　50枚（申込順）
参加費　無料
照会先　文化課（☎24-6455）

　刃物まつりの古式日本刀鍛錬、
刀剣研磨外装技術の一般公開に合
わせて「刀剣なんでも相談」を開
催します。
日時　10月16日（土）、17日
（日）　各日午前10時30分～
午後2時30分
場所　関鍛冶伝承館
申込方法　はがきに「刃物まつり
刀剣なんでも相談」、希望日
時、住所、氏名、電話番号、相
談内容の概要を記入の上、下記
窓口に郵送してください。
照会先　〒501-3232　関市桜本
町2丁目30番地1　関市文化課
刀剣なんでも相談係
（☎24-6455）

関市文化会館
アフタヌーンコンサート

刃物まつり
刀剣なんでも無料相談

　刃物まつりの開催に合わせて、
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
師の実演を公開します。
日時　10月16日（土）、17日（日）
◦1回目
鍛錬　午前10時30分～11時
技能　午前11時～正午
◦2回目
鍛錬　午後1時30分～2時
技能　午後2時～3時
◦3回目
鍛錬　午後3時～3時30分
技能　午後3時30分～4時30分
（鍛錬公開後に製作工程の解説）
場所　関鍛冶伝承館・鍛錬場
定員　鍛錬公開のみ各回40人
（事前申込）
参加費　無料
申込方法　はがきに「刃物まつり　
日本刀鍛錬一般公開」、希望
日・希望回、住所、氏名、申込
人数、電話番号を記入の上、下
記窓口に郵送してください。
※1枚のはがきで2人まで申込み
できます。重複申込はできませ
ん。
申込期限　9月30日（木）必着
抽選結果は10月上旬にお知ら
せします。
※詳細は、市ホームページをご覧
ください。
照会先　〒501-3232　関市桜本
町2丁目30番地1　関市文化課
日本刀鍛錬一般公開係
（☎24-6455）

刃物まつり　古式日本刀鍛錬・
外装技術一般公開

　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
能師の実演を公開します。
日時　9月5日（日）
◦午前の部
鍛錬　午前10時30分～11時
技能　午前11時～正午
◦午後の部
鍛錬　午後1時30分～2時
技能　午後1時～2時
（鍛錬公開後に製作工程の解説）
場所　関鍛冶伝承館・鍛錬場
定員　40人（当日申込み）
参加費　鍛錬、技能それぞれ入
場料として大人300円、高校生
200円、小中学生100円
※詳細は、市ホームページを
ご覧ください。

照会先　文化課（☎24-6455）

　10月1日から関市の公金の収納
および支払の事務を取り扱う指定
金融機関が、大垣共立銀行から関
信用金庫に替わります（2年交替
制）。
　この定期交替に伴い、市役所1
階の関市指定金融機関市役所派出
所も関信用金庫となります。
　市税などの納付方法は、従来ど
おり変更ありません。
照会先　会計課（☎23-6743）

古式日本刀鍛錬・
外装技術一般公開

関市指定金融機関が
替わります
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事などは変更・中止となる場合があります。
行事へ参加する際は、感染防止対策に協力をお願いします。

　IoTに関する講義と実際にIoT
ツールを製作し自社でデータ集
計・分析する講座です。講義のみ
の申込みも可能です。
◦講義
日時　9月22日（水）
　午後1時～5時
場所　関市役所6-5・6会議室
内容　製造業で活用されている

IoTツールの説明と改善事例の
紹介

定員　20人
参加費　無料
◦IoTツール製作とデータ集計後

の導入検討
日時

①9月29日（水）
　午後1時～5時（製作）
②11月9日（火）
　午後1時～5時（集計結果発表

とアドバイス）
場所　関市役所6-2会議室
内容　光センサーまたはリードス

イッチを製作し、自社で1か月
間のデータを集計します。集計
結果をもとに講師が改善のアド
バイスをします。

定員　10人
参加費　5,000円
◦共通事項
講師　dp3　南敏彰さん
申込方法　9月1日（水）から電話

またはメールで下記窓口へ事業
所名、参加者氏名、電話番号を
ご連絡ください。

申込期限　定員に達し次第受付を
終了します。

照会先　商工課（☎23-6752
shoko@city.seki.lg.jp）

　11月23日（火・祝）「勤労感
謝の日」に関商工会議所で、関市
商工業永年勤続優良従業員表彰式
典を行います。
表彰要件　11月23日現在で満10

年、20年、30年、35年、40
年、45年および50年間勤務
し、その成績が優秀で他の従業
員の模範となる人

製造現場のための
「IoT活用入門」セミナー

関市商工業永年勤続
優良従業員表彰者の推薦

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
会議所または最寄りの商工会に
あります）
※推薦用紙などは、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7日（木）
提出先　関商工会議所または最寄

りの商工会
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）

　10月1日から時間額880円
（28円UP!）
　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）

　介護職に興味のある人、介護分
野の事業所と直接話がしたい人な
ど、介護職に関する質問や疑問に
答えます。
日時　9月10日（金）午前9時30分

～11時30分
場所　ハローワーク関2階会議室
参加費　無料
その他　入場自由、履歴書は不要

です。参加事業者は下記窓口へ
お問い合わせください。

照会先　ハローワーク関
（☎22-3223）

「岐阜県最低賃金」
が改正されました

介護就職デイ in せき

　子どもたちの自由な発想から生
まれたアイデア作品や未来の科学
の夢を描いた絵画などを展示しま
す。
日時　9月11日（土）、12日（日）

午前10時～午後4時
　表彰式：12日（日）午後1時～
場所　学習情報館　多目的ホール
照会先　岐阜県発明協会関支会事

務局（商工課内）（☎23-6752）

◦季節に合わせた手芸教室
日時　10月10日（日）、11月14

日（日）、12月12日（日）午前9
時～正午

内容　手まり、根付、グリーティ
ングカードなどを作ります。

講師　足立幸枝さん
定員　各日5人
参加費　1,000円
◦樹脂ねんど細工教室
日時　10月23日（土）、11月27

日（土）、12月25日（土）午後1
時～3時30分

内容　樹脂ねんどを使い、季節の
飾り草花やアクセサリーを作り
ます。

講師　牛丸里子さん
定員　各日5人
参加費　1,200円
持ち物　ラジオペンチ
◦組紐・機織教室
日時　11月13日（土）午前9時～

11時30分
内容　いろいろな糸を組紐台で組

んでいきます。
講師　森万美さん
定員　5人
参加費　1,200円
持ち物　はさみ
申込開始　9月15日（水）
※ケガなどは自己責任となりま

す。
照会先　濃州関所茶屋
（☎23-9922、 23-9951）

第60回関市発明展

濃州関所茶屋
～匠の技体験工房～
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事などは変更・中止となる場合があります。
行事へ参加する際は、感染防止対策に協力をお願いします。

□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→アテナ工業アリーナ
□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

　人・農地プランとは、地域の意
見をまとめ、地域が抱える人と農
地の問題を解決していくための
「未来の設計図」です。昨年度、
13地区ごとに策定し、公表しま
した。
　農地中間管理事業とは、「農地
中間管理機構」が受け皿となり、
農地を借受け、人・農地プランに
沿って、担い手に農地の貸付けを
行う制度です。
　農地を借りて、経営規模を大き
くしたい農業者や、耕作を続ける
ことが難しくなった農地を誰かに
預けたい農地の持ち主は中間管理
事業をご利用ください。
照会先　農林課（☎23-7705）
※詳細は、市ホームページをご覧

ください。
◦人・農地プラン

ht tps : / /www.c i t y . sek i .
lg.jp/0000014865.html

◦中間管理事業
ht tps : / /www.c i t y . sek i .
lg.jp/0000007381.html

　県では、違法な森林開発を早期
に発見するため、市などと連携し
て重点的にパトロールを行ってい
ます。森林で不審な伐採、掘削、
建築物などを見かけたら「森林不
適正事案110番」にご連絡くださ
い。
照会先　岐阜県中濃農林事務所林

業課（☎33-4011　内線233）、
関市農林課（☎23-9251）

人・農地プランの公表と
農地中間管理事業の利用

違法な森林開発は
「森林の不適正事案 110 番」へ

　9月20日（月・祝）「敬老の日」と
23日（木・祝）「秋分の日」の可燃ご
みの収集は、平日と同様に行いま
す。該当する地域の人は午前8時
30分までにお出しください。
照会先　清掃事務所
（☎22-0314）

祝日のごみの収集

　犬や猫が元気に過ごせる環境を作るために、習性や生態を正しく理解して、
責任と愛情を持って面倒を見てあげましょう。

【犬の飼い方】
◦飼い犬の登録をしましょう

　犬の登録と狂犬病予防注射の接種は義務付けられています。登録は生涯
に1回、狂犬病の予防接種は1年に1回です。
　以下の場合に届出が必要です。

◦犬を飼い始めた
◦犬が死亡した
◦犬の所在地が変わった
◦飼い主が変わった
◦飼い主の住所が変わった
◦犬、猫を合計10匹以上飼養している（7月1日から義務付けられました）

◦放し飼い・放し散歩していませんか
　放し飼いをして、犬が逃げたり、迷子になったりすると、犬や周りの人が危
険にさらされる可能性があります。敷地外へ出ないように飼い、散歩の際は
リードで繋ぐようにしましょう。

◦フンの後始末をしましょう
　散歩などの外出の際にフンをしたときは回収しましょう。
　フンの回収は関市ポイ捨て等防止条例で定められています。違反した場
合には2万円以下の罰金に処されることがあります。

【猫の飼い方】
◦室内で飼いましょう

　猫は快適な環境と飼い主とのコミュニケーションで室内でも幸せに暮ら
せます。室内で飼うことは猫を交通事故や病気から守るためでもあり、また
近隣へふん尿などの迷惑をかけないことにもつながります。

◦飼い主を明示しましょう
　猫が帰ってこなくなったときに発見しやすくなります。首輪や名札などを
つけ、飼い主を明らかにしましょう。

◦無責任な餌やりはやめましょう　
　野良猫に安易に餌を与えると、どんどん繁殖し、近隣の迷惑になります。

【ペットも災害に備えよう】
　大切な家族の一員であるペットを守るために日頃から災害時の準備をし
ましょう。ペット用の備蓄品の用意や避難所での生活ができるようなしつけ
が大切です。
　また、大きな地震では動物たちもパニックに陥ってしまうため、迷子や脱
走が起こります。迷子になってしまったときに、飼い主が分かるよう迷子札
やマイクロチップなどをつけましょう。

照会先　環境課（☎23-6733）

犬・猫の飼い方

　農業用水路にごみを捨てると、詰まって大雨であふれることがあります。
　また、ごみをみだりに捨てることは不法投棄にあたり、法律で禁止されてい
ます。ごみを違法に捨てた者は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰
金に処されます。
　農業用水路にごみを捨てないようにしましょう。
照会先　農林課（☎23-6762）、環境課（☎23-6733）

農業用水路にごみを捨てないで
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事などは変更・中止となる場合があります。
行事へ参加する際は、感染防止対策に協力をお願いします。

　家電製品は希少金属が使われている大切な資源です。家電製品を処分する時は、適切なリサイクルを行いましょう。
◦特定家電
　テレビ・洗濯機・衣類乾燥機・冷蔵庫・冷凍庫・エアコン類はリサイクルが義務です。購入した店（買換時は新製品を購入
した店）で引き取ってもらいましょう。
　購入した店が分からない場合などは、郵便局で家電リサイクル券を購入し、指定引取場所へ搬入、または指定収集業
者に依頼する方法があります。
　家電リサイクル制度は家電製品協会のホームページ（http://www.rkc.aeha.or.jp/）をご覧ください。
◦使用済み小型家電
◦回収ボックス（関市役所、西部
支所、各地域事務所設置）
　表の家電で回収ボックスに入
るものは無料で引き取ります。
◦宅配回収
　3辺の合計140㎝以内の箱
に入り、1箱20kg以内のものを
宅配便で回収します。
回収費用　1,650円（税込）
※パソコンを箱に入れると無料
※一部回収できないものがあ
ります。詳細はリネットジャパ
ンのホームページ（https://
www.renet.jp/）をご覧く
ださい。

◦パソコンリサイクル
　パソコンは回収ボックスでの引
取り、宅配回収でもリサイクルで
きますが、パソコンメーカーでも
リサイクルができます。リサイク
ルマークがあるものは無償です。
メーカーへお問い合わせくださ
い。
　自作パソコン、メーカーが倒産
している場合などは、パソコン3R
推進協会（https://www.pc3r.
jp/）にお問い合わせください。
照会先　環境課（☎23-7702）

家電製品は適切なリサイクルを

携帯電話・PHS 携帯電話、ＰＨＳ

パソコン デスクトップパソコン、ノートパソコン、液晶モニター、
タブレット端末

デジタルカメラ・
ビデオカメラ デジタルカメラ、カメラ、デジタルビデオカメラ

電話機・ファクシミリ 電話機、ファクシミリ

録画・再生装置 DVDプレイヤー、HDDレコーダー、BDレコーダー /プレ
イヤー、ビデオデッキ

音響機器
CDプレイヤー、MDプレイヤー、ラジオ、携帯音楽プレイ
ヤー（メモリタイプ、HDDタイプ）、ICレコーダー、テー
プレコーダー、ヘッドホン、イヤホン、補聴器

記憶媒体 ハードディスク、USBメモリー、メモリーカード

電子書籍 電子書籍、電子辞書、電卓

健康グッズ 電子血圧計、電子体温計

理容機器 ドライヤ、ヘアーアイロン、電気バリカン、電気カミソリ、
電気カミソリ洗浄機、電動歯ブラシ

ゲーム機 据置型ゲーム機、ゲーム用コントローラ、携帯型ゲーム機、
ミニ電子ゲーム、電子玩具

カー用品
カーナビ、カーテレビ、カーチューナ、カーステレオ、カー
ラジオ、カー CDプレイヤー、カーDVDプレイヤー、カー
MDプレイヤー、カースピーカー、カーアンプ、VICS装置、
ETC車載ユニット

その他対象品目 懐中電灯、時計、リモコン、キーボード、マウス、ACアダプター、
ケーブル、充電器、プラグジャック

受入れ可能サイズ　30cm未満×40cm未満×15cm未満
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事などは変更・中止となる場合があります。
行事へ参加する際は、感染防止対策に協力をお願いします。

□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→アテナ工業アリーナ
□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

　選挙の期日前投票所における投
票立会人および選挙事務従事者
（会計年度任用職員）を募集しま
す。
期間　選挙の公示（告示）日の翌日

から投票日の前日までのいずれ
かの日

時間　午前8時30分～午後8時
（事務従事者は交代制）

場所 期日前投票所（市役所、西
部ふれあいセンター、各地域事
務所）

従事内容
・立会人…選挙が公正に行われて

いるか立会います。
・事務従事者…受付、投票用紙の

交付など。
報酬額
・立会人…日額9,600円
・事務従事者…時給880円、交通

費
申込方法 選挙管理委員会事務局

（市役所5階）にある申込書
に、必要事項を記入の上、持参
※申込期限なし（随時募集）
※申込書は市ホームページから

ダウンロードできます。
照会先　選挙管理委員会事務局

（☎23-6803）

　岐阜県では、10月20日現在で
社会生活基本調査を実施します。
　この調査は、生活時間の使い方
や自由時間の活動状況を把握し、
より良い社会をつくるための基礎
データとして活用されます。調
査員が9月上旬から対象地域を巡
回し、10月上旬から中旬にかけ
て、調査をお願いする世帯に伺い
ます。調査の趣旨にご理解いただ
き、ご回答をお願いします。
照会先
　岐阜県環境生活部　統計課
　（☎058-272-1111 内線2089）

期日前投票立会人および
選挙事務従事者の募集

社会生活基本調査

日時　10月4日（月）午後1時～4時
場所　市役所6階6-4会議室
内容　不動産の価格、売買、交

換、賃貸借、有効利用など
相談時間は1組30分まで

相談員　公益社団法人岐阜県不動
産鑑定士協会所属の不動産鑑定
士

申込方法　岐阜県不動産鑑定士協
会（☎058-201-2411）に1週
間前までに予約

照会先　都市計画課（☎23-7819）

　秋口は、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
傾向にあります。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（火）～30日（木）
運動の重点
・子どもと高齢者を始めとする歩

行者の安全の確保
・夕暮れ時と夜間の事故防止と歩

行者の保護など安全運転意識の
向上

・自転車の安全確保と交通ルール
遵守の徹底

・飲酒運転などの悪質・危険な運
転の根絶

照会先　危機管理課（☎23-7048）

　解説つきで遺跡をめぐって、関
市の歴史を知るイベントです。第
1回は、国指定史跡「弥勒寺官衙
遺跡群」とその周辺約3㎞を歩き
ます。
日時　9月23日（木・祝）午前10時

～正午（少雨決行）
集合場所　弥勒寺前駐車場（池尻）
定員　20人（申込順）
参加費　無料
申込方法　9月6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）

不動産無料相談会

秋の全国交通安全運動

第1回関の遺跡めぐり
「弥勒寺官衙遺跡群」

　9月9日は「きゅうきゅう（救
急）の日」です。
　毎年、9月9日を含む1週間（今
年は9月5日から11日まで）を、
皆さんに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。
　救急現場に居合わせた人が、救
急隊到着までの間、迅速な119番
通報や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。
　いざという時にあわてないよ
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）

9月9日は救急の日

市民掲示板の申込・照会は
企画広報課まで ( ☎ 23-9261)

催事案内

関高校100周年記念・
第15回関高OB展

　関高校100周年記念の一環と
して、関高校のOBによる第15
回関高OB展(美術展)を開催し
ます。
日時
　9月29日(水)～10月3日(日)
場所　関市文化会館
内容　絵画、書、写真、陶芸、

デザイン、刀剣、能面、ステ
ンドグラスの展示

照会先　関高OB展実行委員
会(☎23-0310　 :kkane 
matsu@hotmail.com)
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事などは変更・中止となる場合があります。
行事へ参加する際は、感染防止対策に協力をお願いします。

　「福祉医療制度」は、医療費の助成を行う制度です。病院などで治療を受けた時に、保険診療の自己負担額の全額
が助成されます。対象者や申請方法をご紹介します。

対象者 対象となる条件など 助成額 申請方法 持ち物

重度心身
障がい者

・ 身体障害者手帳（1～3級）該当者
・ 療育手帳（A1・A2・B1）該当者
・ 精神保健福祉手帳（1・2級）該当者
・ 戦傷病者手帳の交付を受けている人のう

ち、その障害の程度が恩給法（大正12年
法律第48号）別表第1号表の2に掲げる
特別項症から第4項症までに該当する人
で、身体障害者手帳の交付を受け、かつ、
その障害の級別が4級である人

社
会
保
険
各
法
の
自
己
負
担
額

（
外
来
・
入
院
）

各種手帳が交付されたときに申請 ・保険証
・所持している手帳

子ども ・ 中学3年生まで（15歳到達の年度まで） 出生届・転入届を出した後に申請 ・保険証

ひとり
親家庭
など

・ 18歳未満の児童を扶養している配偶者
のいないひとり親とその子

 （子に一定の障がいがある場合は満20
歳まで）

事実発生日（離婚日など）から30
日以内に申請
※期間経過後も申請できます

・戸籍謄本
・保険証
※その他詳細はお問

い合わせください。

※いずれの制度も、保険外の診療は対象になりません。
※福祉医療に該当する人で受給者証を持っていない人は申請すると交付されます。
すでに、福祉医療の対象になっている人へ
・県内の医療機関にかかるときは、毎回受給者証を提示してください。
・保険証や住所に変更があった場合は、速やかに福祉政策課で変更の届出をしてください。　
・受給資格がなくなった人は、速やかに受給者証を福祉政策課へお返しください。
・入院する場合は、加入している健康保険で「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関へ提出してください。
照会先　福祉政策課　☎23-7735

　戦没者などの死亡当時の遺族で、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。
　請求手続は、福祉政策課または各地域事務所でお願いします。
対象　次の表の先順位遺族1人

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。）

※この表に記載されていなくても請求が可能な場合がありますので、担当窓口までお問い合わせください。

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（☎23-7735）または各地域事務所

福祉医療制度

第 11 回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事などは変更・中止となる場合があります。
行事へ参加する際は、感染防止対策に協力をお願いします。

□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→アテナ工業アリーナ
□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

　9月21日は「世界アルツハイマーデー」と制定されており、9月は「アル
ツハイマー月間」として世界各地で認知症に関する啓発活動が行われ
ています。関市では、市役所アトリウム、図書館などで啓発活動を行いま
す。

	 	 	 	 	 	 　　
◦認知症の対応
　認知症は、本人が不安や違和感を抱えるだけではなく、家族など周りの人もどのように対応したらいいか戸惑うことが
あります。早期の段階で原因となる病気を明らかにすることで、必要な治療・対応を開始することができ、症状が改善した
り、進行を遅らせたりする場合があります。
　「もの忘れがひどくなった」「今までできていたことができなくなった」などと感じたら、早めに相談窓口にご相談くださ
い。医療や介護のサービスに繋ぐなど、住み慣れた地域で穏やかに暮らし続けるための支援をします。
◦身近な相談窓口
　福祉・医療・介護の専門職、認知症について相談ができる「認知症地域支援推進員」が対応します。

◦認知症の専門相談窓口
　医師・医療・介護の専門職がチームとなり、初期の支援を包括的、集中的（おおむね6か月）に行い、自立生活のサポート
を行います。
　関市認知症初期集中支援チーム　（☎24-5855）
◦認知症について学ぼう　YouTube関市公式チャンネルで動画公開中
　関市公式チャンネルで、認知症についての動画を公開しています。ぜひご覧ください。

照会先　高齢福祉課（☎23-9007）

 認 めて　知 って　症 状を理解しよう

施設 担当地区 電話番号

関市中央第 1地域包括支援センター 安桜・倉知 23-0660

関市中央第 2地域包括支援センター 旭ヶ丘・下有知 23-5320

関市中央第 3地域包括支援センター 瀬尻・広見・千疋・小金田・保戸島 28-2208

関市中央第 4地域包括支援センター 富岡・田原・桜ヶ丘 24-8580

関市西地域包括支援センター 板取・洞戸・武芸川 45-2002

関市東地域包括支援センター 富野・武儀・上之保 40-1001

図書館　認知症に関するおすすめ本コーナー

②関市認知症講演会
「認知症、笑顔のままで」

①認サポ YouTube
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事などは変更・中止となる場合があります。
行事へ参加する際は、感染防止対策に協力をお願いします。

　岐阜県シルバー人材センター連
合会では生涯現役で楽しく生きる
ためのセミナーを開催していま
す。
日時　9月7日（火）
　午前10時～11時30分
場所　学習情報館　多目的ホール
講師　森俊昭さん（定年キャリ

ア・アドバイザー）
対象　市内在住で55歳以上の人
参加費　無料
照会先　生涯現役事務局

（☎058-215-5511）

　関市産小刀と木を使って、関の
刃物の歴史や木育について学びま
す。終了後は市内で実施される講
座やイベントなどでボランティア
スタッフとして活動します。
日時　10月13日（水）、27日（水）、

11月17日（水）、24日（水）の午
前10時～正午　全4回

場所　観修寺（通称:いちょう庵）
（小屋名974）、せきてらす
（平和通4-12-1）

内容　木のスプーン作り、小刀の
砥ぎ方などを学びます。

講師　松井勅尚さん（木育松井塾
主宰・元岐阜県立森林文化アカ
デミー教授）

対象　市内在住の50歳以上で全4
回のセミナーに参加できる人

定員
　8人（申込多数の場合は抽選）
参加費　3,500円（小刀の費用）
申込方法　下記窓口に直接または

電話で申込み
申込期間
　9月8日（水）～22日（水）
照会先　高齢福祉課

（☎23-9007）

生涯現役活躍セミナー

アクティブシニア
「木育ボランティアセミナー」

　
　市内の保育園、幼稚園における
野外活動時に見守りボランティア
として参加してみませんか。ボラ
ンティアをするために必要な知識
を学び、終了後は実際に園で活動
します。
日時　10月14日（木）、11月11日（木）

※雨天の場合11月18日（木）
午前9時30分～11時30分
全２回

場所　富岡ふれあいセンター（市
平賀506番地1）、富岡保育園
（市平賀501番地1）

内容　保育園の見学、森や自然の
中でのリスクマネジメントの学
習など

講師　三浦美奈子さん（ぎふ木育
推進員）、園田智子さん（一般財
団法人「こどもの庭」代表理事）

対象　市内在住の50歳以上で、
体力に自信のある人、全2回の
セミナーに参加できる人

定員　10人（申込多数の場合は
抽選）

参加費　無料
申込方法　下記窓口に直接または

電話で申込み
申込期間　
　9月8日（水）～22日（水）
照会先　高齢福祉課

（☎23-9007）

　「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、介護が必要になるリスクが高
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。
日時・場所
・安桜ふれあいセンター

10月5日～12月21日の毎週火
曜日、全12回、午後1時30分
～2時30分

・桜ヶ丘ふれあいセンター
9月30日～12月23日の毎週木
曜日、全12回、午後1時30分
～2時30分　※11月4日は休講

対象　65歳以上で要支援・要介

アクティブシニア
「保育ボランティアセミナー」

介護予防ロコトレ講座

護認定を受けていない人　
※新規希望者優先

定員　各会場15人（申込順）
参加費　500円
申込開始

・安桜:9月6日（月）～
・桜ヶ丘:9月1日（水）～
平日の午前8時30分～午後5時

照会先　中部学院大学スポーツカ
レッジ事務局（☎29-3003）

期間　11月9日（火）～10日（水）
場所　福祉会館
対象　岐阜県在住の60歳以上で

就業意欲のあるシルバー人材セ
ンターへ入会希望の人

募集要領　市役所の窓口または関
市シルバー人材センターの窓口
にある人材確保育成事業のパン
フレットをご確認ください

定員　10人
参加費　無料
申込期限　10月26日（火）必着
申込方法　パンフレット差し込み

の申込書に必要事項を記入の
上、郵送またはFAXで岐阜県
シルバー人材センター連合会に
申込みください。

照会先　岐阜県シルバー人材セン
ター連合会（☎058-249-022 
8　 058-248-9730　〒500-
8145　岐阜市雲井町3-12）、関
市シルバー人材センター（☎24-
5666）

人材確保育成事業
「学童・放課後保育」受講者募集
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