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VV
杉戸  美月 さん

すぎと みづき

● 関市における若者事業のブラッシュ
アップと拡大、若者支援に関わる各
種機関からの相談対応およびネット
ワークの構築を目指す職員です。

　市内企業の社長さんたちとミーティングを重ね、【関市らしさ】【インパクト】【鮮度】をキー
ワードに、お中元としての魅力はもちろん、作り手の思いや人柄も丸ごと伝えるための「お中
元」を作り上げ、全国の高校生団体へ送りました！

　「VSプロジェクト」とは、高校生が「楽しい」と思
うことを形にしたり、「やってみたい」と思ったことにチャ
レンジしたりしていく等身大のプロジェクトチームです。
　メンバーは関市内在住・在学の高校生たちで構成さ
れ、高校生ならではの視点を活かした関市の魅力発信
や、関市をフィールドにしたイベント等の企画運営に取り
組んでいます。

なんでVS
っていうの？

　今年3月にOPENしたせきてらす
を訪問！ “せきてらすを体験するとと
もに動画を制作し、PRせよ”という
ミッションにメンバー全員で挑み、動
画の撮影・編集をしました！
　 高 校 生たちが制 作した動 画は
YouTubeの関市公式チャンネルに
て公開中！ こちらのQR
コードからご覧ください！

「全国高校生お中元プロジェクト」に参加！（Ｒ2）

※「全国高校生お中元プロジェクト」とは、全国の高校生団体がそれぞれの地域の特産品やお土産を“お中
元”として送り合い、その魅力をSNSを通して発信し、地元のお店を応援していこうというプロジェクトです。

今年で5年目を迎える「VSプロジェクト」のこれまでの活動をちょっとだけ紹介します！

まちづくりへのはじめの一歩！

せきてらすPR動画制作しました！（Ｒ3） 他にもこんな活動したよ！

インスタグラムで
情報発信しています！
参加申し込みもこちらから！

Instagram ［@seki_vs］

メンバーTシャツ作成 おうち時間ではもふぃん

　私は学校の教室に掲載されていた楽しそうな雰囲気のチラシを見て友達と参加して
みようと思い、VSプロジェクト3年目の夏から仲間入りをしました。実際に参加してみ
て、“企画から運営するのってこんなに大変なんだ！”と驚きました。活動していくうちに大
変に思う反面、企画することのおもしろさや関市の自慢できるところを発見でき、この活
動が将来の進路を決めるきっかけになりました。「VSプロジェクト」はメンバーで意見を
出し合って活動するので自分のやりたいことや思ったことを発言しやすい場であり、私
たちの「背中を押してくれる場所」だと思っています。ちょっとでも興味がある人は、VSプ
ロジェクトに参加して私たちと一緒に活動してみませんか！？

“まちづくり”ってなんか難しそう…と思ったあなた！！ 安心してください！ 
関市では若者チャレンジ支援コーディネーターがあなたの「やってみたい」をサポートします！！

田下  想 さん
たした こころ

募集 「関市若者まちづくり団体・まちづくりプレーヤー登録制度」でチャレンジしよう！
関市を拠点にしたまちづくり活動をやってみたい若者を市がサポートしていきます。

募集
「ＳＤＧｓ de 地方創生カードゲーム」に参加しよう！

最近よく聞く「ＳＤＧs」とまちづくりの関係について考えるカードゲームです。

講  師　江坂侑さん（ＳＤＧs de 地方創生公認ファシリテーター）
日  程　１０月９日（土）　午後１時30分～4時30分（午後１時受付開始）
対  象　市内在住・在学の高校生および大学生
定  員　２０人（申込順）
場  所　せきてらす内「じゆうなひろま」

市民協働課（☎23-6751）照会先

申  請 活 動 報 告

随時メンバー募集中！

関市では、若者自身の成長やまちづくり
のプレイヤーを育成することを目的に、
10代～20代の若者と一緒に様々なまち
づくり事業の企画運営を行っています。

VSプロジェクトの
「VS」の由来は

● 関市の地形の「V」字型 と
● 関の英字の頭文字「S」
からとっています。

地域おこし協力隊として活動していた経験を活かし、
地域住民と若者をつないでみんなの「やってみたい」
が実現できるよう精一杯サポートします！

「若者チャレンジ支援コーディネーター」とは

コーディネーター

からひとこと

たとえば・・・

市民協働課まで
気軽にご相談ください！

● 若者の「やってみたい」を形にしてい
くためのサポートや、市内企業や団
体と包括的に若者支援を行うため
に2020年11月から配属されました。

・本町商店街で謎解きイベントを開催したい !
　→チラシの印刷・ラミネート、筆記用具貸与
　　商店街の人たちの協力依頼のお手伝い

・円空さといもでドーナツを作って販売したい！
　→オリジナルエプロン、包み紙の支給

など（R2実績）制度への登録と、
活動に必要な支援

（物品の貸与、チラシの印刷等）
を申請する

活動が終わったら、
物品の返却と

活動報告書を提出して
完了

支援物品をもとに
活動を実施する

対  象　満16歳～24歳の個人および団体

ＳＳ
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この罠が
農家の皆さんの

役に立ってくれると
うれしいです!!

農家を悩ます“厄介者”駆除に新たな一手
大 切 な 　 を 守 れ！

　本州、四国、九州の太平洋側の温暖な地域では、田んぼの稲を食い荒らしてしまう
厄介な巻貝の生息が確認されています。その貝は、「ジャンボタニシ」（正式名：スクミ
リンゴガイ）と呼ばれ、各地で被害をもたらし、多くの農家を困らせています。そうし
た中、一人の少年が「農家の皆さんを助けてあげたい」と、ある発明品を製作し、市発
明展で市長賞を受賞。この発明品を利用して、市が駆除対策に動き出しました。

　南米原産の淡水に生息する貝。1981年に食用として輸入さ
れ、全国で500箇所もの養殖場ができました。ところが、野生化し
た貝が稲を加害し始めたため、1984年に有害動物に指定され輸
入が禁止に。養殖業の廃業が相次ぎ、捨てられたり、脱走したも
のが増え拡がり、全国で農作物の食害問題を起こしています。

　旭ヶ丘・小金田地域で生息が発見され、稲の
食害が報告されています。食害された田んぼを
見ると、いたるところに、その姿を確認できます。

ジャンボタニシとは？
　田植え直後の柔らかい稲（成長した稲は食べな
い）やレンコン、イグサ、ミズイモなどの水田作物を食
い荒らします。暖冬の影響もあり、越冬する個体が増
えたことも被害が拡大する要因といわれています。

どんな被害があるの？

稲が食べられ、歯抜けのような状態に。

市内にもいるの？

駆除する方法は？ 雑食性で食欲旺盛。繁殖力も強い。

▲罠は田んぼに埋め込んで固定。
設置してから数日で効果を発揮します。

毒性のある、ピンク色の卵を産む。

　農薬のほか、越冬しないように、水路の泥上げや田んぼの土を掘り返して、貝を
寒気にさらしたり、破砕して駆除します。また、被害の拡大を防ぐため、田んぼの取
水口・排水口にネットを設置して侵入を阻止することや、田植え後に水深を浅くし
て活動を抑制する方法などで対処します。

［大きさ］※成貝の殻高
約2～7cm

［正式名］
スクミリンゴガイ

でも、できる限り
手間のかからない方法は

ないものか……

この状況を何とかしたいと

一人の少年がオリジナルの

駆除アイテムを発明!!

「市公式チャンネル」
（You Tube）で

特集映像を
お楽しみいただけます。

　きっかけは、農家
の人から「稲を食べ
てしまう外来種の貝
がいて困っている。
でも、なるべく強い
農 薬 は 使 いたくな

い。」という話を聞いたことです。初めて貝と卵
を見たときは、その数や色にとても驚きまし
た。何とかしてあげたい思いとともに、生き物
好きとして、農薬によって田んぼや川の生態系
が壊れてほしくないという気持ちになりまし
た。そこで、解決策として、「罠」で捕まえられな
いかと考え、製作することを決めました。

　市販のプラスチック製の植木鉢とペットボトル
を利用。植木鉢にエサを置き、側面の穴からタニシ
をおびき寄せます。侵入してしまうと、工夫された
仕組みで脱出が困難に。
※現在も改良を続け、機能アップを図っています。

　農作物・環境への影響がない
エサにしたいと考え、精米で発
生する「米ぬか」を使用。匂いが
出るように発酵させ、練り固めて
団子にします。

栗山 知大さん
（旭ヶ丘小学校6年生）

罠の特徴（下図は断面） こだわりのエサ

　市では、県の補助を受け
て、栗山さんが発明した「罠」
を量産し、被害を受けている
地域の農家へ配布を行って
います。（今年度は100個を
製作）

「罠」を量産、農家へ配布

侵入口に、切り込み
を入れたペットボト
ルが取り付けてあ
り、脱出しようとし
ても、しなって自重
で転げ落ちる。

\ 工夫したところ /

▶初めて設置した時は、数日で30匹以
上の捕獲に成功。多い時には、半日のう
ちに、罠１個で約80匹を捕獲したことも。今後も、研究を

続けていきたいと
思います!!

農林課  ☎23-7705照会先

米米

ジャンボタニシの　      !!
わな

罠

農薬散布 耕運

アァ～！ アァ～！

※ジャンボタニシには、人体に有害な寄生虫がいる場合があり、卵には神経毒があるため、素手では触らないでください。

!?

エサ
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エサにしたいと考え、精米で発
生する「米ぬか」を使用。匂いが
出るように発酵させ、練り固めて
団子にします。

栗山 知大さん
（旭ヶ丘小学校6年生）

罠の特徴（下図は断面） こだわりのエサ

　市では、県の補助を受け
て、栗山さんが発明した「罠」
を量産し、被害を受けている
地域の農家へ配布を行って
います。（今年度は100個を
製作）

「罠」を量産、農家へ配布

侵入口に、切り込み
を入れたペットボト
ルが取り付けてあ
り、脱出しようとし
ても、しなって自重
で転げ落ちる。

\ 工夫したところ /

▶初めて設置した時は、数日で30匹以
上の捕獲に成功。多い時には、半日のう
ちに、罠１個で約80匹を捕獲したことも。今後も、研究を

続けていきたいと
思います!!

農林課  ☎23-7705照会先

米米

ジャンボタニシの　      !!
わな

罠

農薬散布 耕運

アァ～！ アァ～！

※ジャンボタニシには、人体に有害な寄生虫がいる場合があり、卵には神経毒があるため、素手では触らないでください。

!?

エサ
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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。

※くわしくは、市ホームページ（https://www.city.seki.lg.jp/）に掲載、または秘書課（北庁舎3階）で配布する試
験案内をご確認ください。なお、令和3年度から受験申込は原則として電子申請とするため、試験案内に申込
書類は添付していません。

※障がいの状況やネット環境が整っていないなどの理由により電子申請ができない場合は、ご相談ください。

～ 明 日 の 関 市 を あ な た の 手 で ～
令和3年度　市職員採用試験【事務職(障がい者)、技能労務職】

照会先
秘書課
☎23-9214

【事務職（障がい者）採用】
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 最終合格発表

事務職
（障がい者）
（試験内容：
高校卒程度）

1 人程度
※ 1

〇受験申込時に身体障害者手帳、精神障
害者保健福祉手帳または療育手帳の交
付を受けている人

〇平成3年4月2日以降に生まれた人
〇高校などを卒業した人または令和4年3

月31日までに卒業見込みの人

8月31日（火）
～

9月17日（金）

10月31日（日）
・教養試験
・適性試験
・作文試験

11月20日（土）
面接試験 12月初旬

※1 選考の結果、適任がいない場合は、採用をしないことがあります。

【技能労務職採用】
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 最終合格発表

清掃員、
運転手、
上下水道工手
※ 1

5人程度
※2

〇昭和52年4月2日以降に生まれた人
〇高校を卒業した人
〇中型自動車第一種免許以上の免許を有

する人（8t 限定も可）、または令和4年
3月31日までに取得見込みの人 ※ 3

8月31日（火）
～

9月17日（金）

10月17日（日）
・適性試験
・作文試験

11月20日（土）
面接試験 12月初旬

※1 採用後は、上記の職種以外の技能労務職の職場へ配置される場合があります。
※2 選考の結果、適任がいない場合は、採用予定人員以下もしくは採用をしないことがあります。
※3 大型自動車第一種運転免許を有する人は、選考時の参考とします。

コロナに負けない！ 体作り！

メタボ予防企画！
7月に実施したものと同じ内容です

対　　象 	市内在住で18歳以上の人
定　　員 	60人		（申込順）
持 ち 物 	筆記用具、飲物、
	 運動できる服装、マスク着用
申込期間 	9月6日（月）正午～17日（金）
申込方法 	インターネット
	

　　　　　　　　　リンク先
　　　　　　　　　https://www.city.seki.lg.jp/0000015184.html	

照 会 先 	市民健康課（☎24-0111）

RIZAP健康セミナー（講義+運動体験）

健康になりたい、痩せたい人必見
RIZAPメソッドで健康＆理想のボディに！
今日からすぐ実践できる改善方法や
トレーニング方法を伝授します。

生活習慣を振り返ろう
・	太りやすい度チェック
・	肥満がもたらす生活習慣病のリスク
・	体験者のビフォーアフター

RIZAP メソッド
・	脂肪燃焼効果を追求した
	 RIZAPメソッド
・	適切な食事や習慣化の秘訣
・	RIZAPトレーナーのマル秘テクニック

運動体験
・	腰痛や肩こりを解消するエクササイズ
・	自宅でできるストレッチ

10月3日（日）
午前10時30分～午後0時30分
場所：せきてらす多目的ホール

参加費
無料
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◦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。

下水道雨水も汚水もすーいすい　～9月10日は下水道の日です～
照会先 下水道課  ☎23-7708

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

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。

（福岡市道路下水道局資料より引用）

※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。

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

◦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、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、その損害を賠償することになります。
※残飯、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、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｣と表示があるものも、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

◦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。
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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。

　現在保育園を利用している人は、給付認定を受けた後も、認定を受けた際の状況に変更がないか確認が必要な
ため、年に１回現況届の提出をお願いします。
受付期間　９月１日（水）～10月15日（金）

※８月中に保育園を通して案内文書を送付します。
受付場所　子ども家庭課または各地域事務所（西部支所は除く）
出張受付　保育園入園受付と同日
必要書類　現況届、家族の状況証明書、印鑑

保育園の現況届の提出をお忘れなく！

この園だからできる！～特色ある保育～

10 関市立保育園

自然体験活動 リズムあそび

１ 関保育園

食を営む力を育てる

2 安桜保育園

バランスボール

3 松渓保育園

英語であそぼう

4 中濃保育園 5 下有知保育園 6 小金田保育園

農耕体験 キッズダンス 体育教室

7 倉知保育園 8 瀬尻保育園 9 童心保育園　

英語教室 鼓笛 造形教室

各保育園の所在地などの詳細は、
市ホームページをご覧ください。
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来年の4月から保育園に入園を希望する人の申込みを10月1日から受け付けます
　市内には公立保育園10園、法人立保育園9園、法人立小規模保育事業所1園があります。
　保育園は、就学前の子どもを仕事や病気、出産などの理由で、家庭内で保育ができない場合、保護者に代わっ
て保育する施設です。
　保育園、認定こども園などの施設を利用する際には、保育の必要性についての「認定」を受ける必要があります。

入園の申込方法
　10月1日（金）～29日（金）の平日（受付時間：午前8時30分～午後5時15分）に、子ども家庭課（市役所南庁舎1
階）または各地域事務所で申込みください。
　また、下記の表のとおり出張受付を行います。
申込みに必要なもの
・給付認定申請書兼利用申込書
・家族の状況証明書
・印鑑
・個人番号通知カードまたは個人番号カード

（マイナンバー）
※その他必要に応じて、書類などの提出をお

願いする場合があります。
※給付認定申請書兼利用申込書、家族の状況

証明書の用紙は、子ども家庭課、各地域事
務所、各保育園にあります。また、市ホー
ムページからダウンロードできます。

10月から受付　来春の保育園入園案内 照会先 子ども家庭課  ☎23-8965

入園手続の流れ
10月1日（金）～29日（金）

給付認定申請・利用申込

4月上旬
利用契約決定通知送付

利用者負担額（保育料など）を決定します。

1月中旬
給付認定・内定通知送付

市が決定した給付認定通知と利用する保育園をお知ら
せする内定通知を送付します。

11月
利用調整

利用定員を超えた場合、家族の状況などにより入園の
優先順位を決定します。

出張受付日程
保育園名 受付日 受付時間 保育園名 受付日 受付時間

1 関 10月 8日（金） 午前9時～10時30分 10 富岡 10月12日（火） 午後2時～4時30分

2 安桜 10月 6日（水） 午前9時～11時00分 11 田原 10月 5日（火） 午後2時～4時30分

3 松渓 10月15日（金） 午後2時～4時30分 12 富野 10月11日（月） 午前9時～10時30分

4 中濃 10月14日（木） 午後2時～4時30分 13 南ヶ丘 10月 7日（木） 午前9時～10時30分

5 下有知 10月 5日（火） 午前9時～10時30分 14 西部 10月 6日（水） 午後2時～4時30分

6 小金田 10月 7日（木） 午後2時～4時30分
※洞戸・板取めばえ・むげがわ・武儀やまゆり・上之保

の各保育園は、出張受付を行いませんので、10月1日
～29 日に各地域事務所へ申込みください。

※中濃キッズ保育園は、出張受付を行いませんが、中濃
保育園の出張受付で申込みできます。

7 倉知 10月13日（水） 午後2時～4時30分

8 瀬尻 10月 4日（月） 午後2時～4時30分

9 童心 10月11日（月） 午後2時～4時30分
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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

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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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。

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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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

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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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。

　「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
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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

　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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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

　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」などを学び、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、大学の各分野の専門家が講師となる講座です。
場所　中部学院大学　関キャンパス（桐ケ丘2丁目1番地）
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　以下のいずれか

・QRコード
・学習情報館にある申込みはがき
・はがき（記入内容①「市民セミナー」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）

申込期限　10月13日（水）
照会先　〒501-3802　関市若草通2丁目1番地　生涯学習課（☎23-7777）

　　　〒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 テーマ 中部学院大学講師（敬称略）

1 10月20日（水）
午前10時～正午

開講式
「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27日（水）
午前10時～正午

疾病の発生要因と予防対策を探求する
～過去の歴史から学ぶこと～

看護学科
特任教授　田中 耕

3 11月10日（水）
午前10時～正午

障がい予防のためのセルフストレッチング
～肩こり・腰痛を軽くしよう～

理学療法学科
准教授　鵜飼 建志

4 11月17日（水）
午前10時～正午

音楽の知恵袋
～健康増進!豊かな人生に音楽を生かそう～

短期大学部 幼児教育学科長
教授　杉山 祐子

5 11月24日（水）
午前10時～正午

赤ちゃんの世界を旅しよう
～赤ちゃんの驚くべき能力を知ろう～

人間福祉学科
准教授　水野 友有

6 12月3日（金）
午後1時～3時

留学生と異文化交流
～コミュニケーションを図るってどういうこと～

短期大学部 社会福祉学科
講師　土谷 彩喜恵

7 12月10日（金）
午前10時～正午

学校・家庭・地域社会の連携と協働
～コミュニティ・スクールの活動を通して～

子ども教育学科
教授　服部 吉彦

8 12月15日（水）
午前10時～正午

閉講式
「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

市民セミナー「めざせ！アクティブシニア」

　マイナポイント申込みの締切り
が、9月末から12月末へ延長され
ました。
対象者
・4月末までにマイナンバーカー

ドを交付申請した人または所有
している人

・キャッシュレス決済サービスを
利用している人

照会先　市民課（☎23-7700）

マイナポイント
申込み締切り延長

　集団接種の予約の受付は終了しました。なお、関市総合体育館（アテナ
工業アリーナ）で実施している集団接種は、9月2日（木）に1回目を接種す
る人（2回目は9月23日（木））で終了します。これ以降に接種を希望する場
合は個別医療機関での接種となります。予約方法は市ホームページでご確
認ください。
　市ホームページを見られない場合は関市保健センター
（☎24-0111）までお問い合わせください。
※なお、当初予定していた、アピセ関での集団接種は実

施しませんのでご注意ください。
照会先　市民健康課（☎24‐0111）

新型コロナワクチン集団接種の終了
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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。

日にち　10月6日（水）
時間　①午後1時～3時15分（県内6会場、予約制）

講座（リレー形式でつなげる関係機関による講演）
②午後3時30分～5時30分（県内4会場、予約制）
ブース相談会（相談時間:1枠30分）

参加費　無料
予約開始　9月1日（水）
照会先　岐阜地方法務局（☎058-245-3181）

　　
会場に来れなくても､
インターネット環境があ
れば､ 自宅などで視聴
できます！（要予約）

　　 　　

◦終活とは
　健康であるうちに、人生の最期を心豊かに安心して迎えるための準備を
整える活動のことです。

◦終活のメリット
　医療介護、葬儀のことをはじめ、家族間での遺産相続などのもめ事の回
避を目的として、適切な備えをしておくことにより、残される家族は、円滑な
相続手続をとることができるので、残されるご家族の負担を軽減することが
できます。

◦遺言を残す意義
　昨今では、円滑に相続が進まず、相続人間で遺産の分配などをめぐり、争
いが起きることもあり、「相続」ではなく、「争続」・「争族」と表現されることも
あります。
　この「争続」を回避するため、遺言書を残し、遺産の分け方や相続人の指
定をしておくことで、遺言者の最終的な意思を円滑に実現させることができ
ます。

◦不動産の相続登記が義務化されます!
　所有者不明土地（※）問題の解消に向けた民法や不動産登記法の法改正
が可決・成立し、住所変更時の登記や、相続時の不動産登記が義務化されま
した。相続登記の義務化による、ご遺族の円滑な相続手続につながります。

◦終活&相続手続のススメ
　今できる範囲で、終活を進めておくことが大事です。
　終活と相続手続に関するイベントを、岐阜県内の各所で開催します。詳し
くはホームページでご確認ください。

※所有者不明土地とは・・・
①登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地
　現状、相続登記の申請は義務ではなく、直ちに不利益を受けることがない
ほか、地方では土地を利用したいというニーズが低下してきていることなど
が、所有者不明土地増加の要因とされています。

想いつなげる講座 in ぎふ　～終活＆相続手続のススメ～

　関市では「円空」と「関の刃
物」を結んで、全国の児童生徒の
皆さんから木の造形作品を募集し
ています。
作品内容　切ったり、けずった

り、くっつけたりした木の作品
（素材は木を主とする）

対象　全国の小・中・高等学校お
よび特別支援学校に在籍する児
童生徒

展示期間　令和4年2月12日（土）
～13日（日）

展示会場　関市文化会館
申込方法
◦ウェブ 「第10回ぎふ・関　全

国木の造形作品コンクール」
ホームページ（https://www.
seki-kodomobunka.net/）の
応募フォームに入力

　

◦メール　bunka@city.seki.
lg.jp タイトルは『木の造形
（出品者名）』とし、記入した
応募用紙をPDFにして添付し
てください。　

◦郵送　〒501-3232　岐阜県関
市桜本町2丁目30-1　関市子ど
も文化事業実行委員会事務局
（関市文化課内）

◦FAX　24-6950　FAX送信後
は電話で下記窓口へ連絡してく
ださい。

申込期間　8月27日（金）～12月8
日（水）

応募用紙が必要な場合は下記まで
ご連絡ください。
照会先　文化課（☎24-6455）

第10回ぎふ・関 全国子ども
木の造形作品コンクール作品募集

最寄りの会場は土岐市文化プラザです！

YouTube Live 詳しくはHPから
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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

毎月ウオーキング　定員　各回15人
日にち 時間 コース 集合場所 申込期間

9月

13日（月） 午前9時30分～午後0時30分
（9時から受付） 安桜山 関市保健センター ～9月6日（月）

21日（火） 午前10時～正午
（9時30分から受付） 板取 21世紀の森公園

森林学習展示館 ～9月14日（火）

26日（日） 午前9時30分～午後0時30分
（9時から受付） 安桜山 関市保健センター ～9月19日（日）

10月
9日（土） 午前10時～正午

（9時30分から受付） 板取 21世紀の森公園
森林学習展示館 9月1日（水）～10月2日（土）

22日（金） 午前9時30分～午後0時30分
（9時から受付） 安桜山 関市保健センター 9月1日（水）～10月15日（金）

参加費　市内在住、在勤者　300円　それ以外の人500円
申込方法　市ホームページから申込み

（https://www.city.seki.lg.jp/0000014732.html）
照会先　市民健康課（☎24-0111）

クアオルト® 健康ウオーキング　「毎月ウオーキング」講座

　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・早期治療の強い味方
であるマンモグラフィー検査と子
宮がん検診を実施します。関市の
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。
日時　9月12日（日）、10月17日
（日）午前9時～午後4時30分

場所　関中央病院
申込方法　電話
申込期限　各日前日まで
照会先　関中央病院健診課

（☎21-1080（フリーアクセ
ス☎0800-200-3489））

　福祉医療の受給者証が新しくな
ります。重度心身障がい者（65
歳未満のみ）や母子・父子家庭な
どで、福祉医療の受給者証を持っ
ている人は、受付期間内に更新手
続が必要です。該当する人には申
請書を郵送しますので、必要箇所
に記入のうえ、必要書類を持参ま
たは返送してください。
受付期間　9月1日（水）～10日

日曜日検診～休日に乳がん検診
と子宮がん検診を実施します～

福祉医療費受給者証の更新
( 重心・ひとり親 )

（金）の平日午前9時～午後4
時、または9月5日（日）午前9時
～午後3時

場所　市役所1階市民ホール
※各地域事務所管内に在住の人

は最寄りの事務所で手続をお
願いします。

※西部支所は手続できません。
※9月5日（日）は市役所のみ。

持ち物　受給者証交付（更新）申
請書、受給者証、健康保険証、
身体障害者手帳、療育手帳、精
神障害者保健福祉手帳のうち所
持しているもの

照会先　福祉政策課
（☎23-7735）

　国の給付金を受給していない低
所得の子育て世帯へ市から給付金
を支給します。支給要件に該当す
る人は申請が必要です。
支給要件　以下の要件にすべて当

てはまる人
・国が支給する低所得の子育て

生活支援特別給付金（ひとり
親世帯分、ひとり親世帯以外
分）を受給していない

・令和3年度の市県民税が均等
割のみ課税されている（所得

低所得の子育て世帯に
対する臨時給付金

割が課税されていない）
・18歳未満(特別児童扶養手当

の対象児童は20歳未満)の児
童（令和4年2月28日までに
生まれた新生児を含む）を養
育している

支給額　対象児童1人につき5万円
申請期限　令和4年2月28日（月）
申請方法　申請書に必要書類を添

付し、子ども家庭課または地域
事務所へ申請
※西部支所は手続できません。

照会先　子ども家庭課（9月まで
☎23-7227）
※10月以降（☎23-7738）

日にち　10月1日（金）～12月22日（水）
内容　ウオーキングビクス・超音

波流水・流水ウオーキング・ア
クアビクス・水泳教室各種・ヨ
ガ・スリムボディメイク・健美
ストレッチ・バランスボール

参加費　3,200円　※施設使用料
別途必要　1回につき一般400
円、65歳以上障がい者100円

申込方法　9月1日（水）から下記
窓口に直接申込み

照会先　市民健康課
（☎24-0111）

武芸川健康プール
第 3 期運動教室
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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。

子どもの健診 日　程 対象者 受付時間

4か月児健診
8日（金） 赤ちゃん訪問の際に、個別で案内

しています。

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

22日（金）

10か月児健診

6日（水）
令和2年11月16日～30日生まれ
1G：11/16～11/19生
2G：11/20～11/24生
3G：11/25～11/30生

19日（火）
令和2年12月1日～15日生まれ
1G：12/1～12/4生
2G：12/5～12/9生
3G：12/10～12/15生

1歳6か月児健診・
歯科健診

4日（月） 令和2年3月1日～15日生まれ

21日（木） 令和2年3月16日～31日生まれ

3歳児健診・
歯科健診

14日（木） 平成30年9月16日～30日生まれ

27日（水） 平成30年10月1日～15日生まれ
場所：関市保健センター　持ち物はアンケートをご確認ください。

子どもの相談 日　程 時　間 場　所

子どものこころの相談（要予約） 4日（月） 午前9時30分～正午 関市保健センター28日（木)

乳幼児相談（身体測定・育児相談）

20日（水） 午前9時～10時 関市保健センター

25日（月）

午前9時30分～11時

武芸川保健センター

21日（木） 洞戸ふれあいセンター

8日（金） 板取保健センター

21日（木） 武儀保健センター
・ 関市保健センター会場の乳幼児相談は、インターネット（パスマーケット）から予約してください。その

ほかの会場は電話予約をしてください。
・ 母子手帳をお持ちください。

場所（照会先） 日　程 時　間 内  容
関市保健センター 29日（金） 午前9時～11時30分

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。）

武芸川保健センター 25日（月） 午後1時～3時

洞戸保健センター 21日（木） 午後1時30分～3時

板取保健センター 8日（金） 午後1時～2時30分

武儀保健センター 21日（木） 午後1時～3時

照会先 関市保健センター（☎0575-24-0111）
 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）

　新型コロナウイルスの影響により、献血協力者が減少しています。皆さん
のご協力をお願いします。なお、３日以内に注射、服薬、抜歯、歯石除去など
した人は採血できません。
◦9月22日（水）関信用金庫本店（東貸上）午前9時～11時30分
◦9月27日（月）関市役所（若草通）※400ml献血限定会場
　午前9時30分～午後4時
せき * しあわせヘルスマイレージ対象事業　2P

10 月の子どもの健診

10 月の子どもの相談

10 月の成人健康相談

献血にご協力を　～ふみ出そう　未来をつくる　献血に～

プレママ広場③【要予約】
　出産・子育てに向けての
妊婦さんのクラス。栄養士
のお話「妊娠中に大切な栄養」、助産師の話

「お産の豆知識」、ストレッチ
日時　10月7日（木）
　午前10時～11時30分
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Zoom【要予約】
　「めざせ！安産の道」
日時　10月15日（金）午後2時
参加方法
①QRコードから「ひだまり」を

LINEで友達登録
②前日までに「氏名」、「オンラ

インプレママ広場希望」を入力
③「Zoom Cloud Meetings」のアプリを

ダウンロード

プレファミリー広場①【要予約】
　助産師の子育て話、相談、赤ちゃんの
抱っことおむつ交換の実技、ペアスト
レッチ
日時　10月17日（日）
　午前9時30分～11時
持ち物　母子手帳、父子手帳、ストレッ

チのできる服装、飲物

ひだまりサロン【予約不要】
①みんなの日
　妊産婦さんの日：
ひだまり助産師がお
待ちしてます。気軽
にお立ち寄りください。
日時　10月14日（木）
　午前10時～11時30分
②ふたごの日
　双子を妊娠中、子育て中のパパ・ママの
日：多胎ネットの先輩ママサポーターさん
と話をします。
日時　10月26日（火）
　午前10時～11時30分

場所　関市保健センター
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
りでお悩みの人はご相談ください。
日時　9月14日（火）、10月12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（☎24-0111）、
　関保健所（☎33-4011）

子育て世代包括支援センター
「ひだまり」

こころの健康相談
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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

会期 展覧会名など
9月7日（火）～12日（日） 彩日本画色紙展
9月14日（火）～19日（日） 第43回 写楽クラブ写真展
9月21日（火）～26日（日） フォト写悠写真展

9月28日（火）～10月3日（日） こんの会

　せき・まちかど工房ギャラリーでは令和3年の出展者を
募集しています。気軽にお問い合わせください。
照会先　せき・まちかど工房を支援する会

（本町2丁目29　☎46-9589）

開設日 時　間 開設する窓口
9月5日（日）

午前9時～正午 市民課・保険年金課・環境課・
水道お客様センター10月3日（日）

照会先　市民課（☎23-7700）

せき・まちかど工房ギャラリー

9月・10月の市役所休日窓口開設

学習情報館1階　エントランスホール
午前9時～午後9時

期　間 タイトル 内　容
9月1日（水）～
7日（火）
※午後3時まで

認知症について
学ぼう

啓発パネルの展示、
パンフレットの配布

9月1日（水）～
8日（水）

中部学院大学
シティカレッジ関
絵画教室　水彩画展

絵画(水彩画)の展示

9月9日（木）～
16日（木）

9月10日から16日は
自殺予防週間です パネル展示

9月11日（土）～
12日（日） 第60回関市発明展

作品展示、
全国発明くふう展

優秀作品パネル紹介

9月17日（金）～
19日（日）
※午後4時まで

新日本婦人の会
平和となかま展

絵手紙、ちぎり絵、
布小物などの展示

9月21日（火）～
26日（日） 関高校思い出の1枚展 写真パネルの展示

休館日　月曜日（休日を除く）
照会先　中央公民館（☎23-8811）

トレーニング機器取扱説明会
9月8日（水）、22日（水）　午前10時～11時
9月15日（水）、29日（水）午後8時～9時
　※各15人（申込順）　※屋内用シューズ持参
申込方法　アテナ工業アリーナ・温水プール
　（☎23-7762）まで

メインアリーナの一般開放
　実施しません
サブアリーナ「チャレンジ!!ザ  スポーツ・ゲーム」
　実施しません

照会先　スポーツ推進課（☎23-7766）

エントランスホール作品展

アテナ工業アリーナのお知らせ
国民健康保険税

後期高齢者医療保険料

介護保険料

配食サービス事業利用料

保育料

留守家庭児童教室使用料

学校給食費

住宅使用料

納付期限　9月30 日（木）

税・料の納付　9月 関市の人口
（8月1日現在）

86,672人 
  （－68人）

男　42,550人
   （－34人）

女　44,122人
   （－34人）

世帯数 35,821世帯
  （－37世帯）

※（　）は前月比

照会先　
行政情報課
（☎23-6876）
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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。

◦図書館司書による9月のおはなし会
　図書館では司書による9月のおはなし会を開催します。3密を避けながらおはなし会を楽し
みましょう。
　※席によっては少し見づらいことがあるかもしれません。
日時　9月19日（日）午後2時～2時20分　　
場所　図書館「おはなしコーナー」
読み手　関市立図書館司書　　対象　子ども（4～8歳くらい）と保護者　　
定員　3組（10人まで・要予約)　　
申込開始　9月1日（水）
　中止の場合、電話で連絡します。
※10月1日（金）～3日（日）に「古本もっていきん祭」をエントランスで開催します。
　詳しくはホームページをご覧ください。

9 月の主な行事

文化会館（☎24-2525） 9月の休館日　6日（月）、13日（月）、21日（火）、24日（金）、27日（月）

図書館（☎24-2529） 9月の休館日　6日（月）、13日（月）、27日（月）

AV資料（DVD、CDなど）を視聴することはできません。また、混雑状況によっては、入館を制限します。
照会先　関市立図書館（☎24-2529、 23-7780、 lib@city.seki.gifu.jp）

第287回
市民の劇場テューバソロコンサート
テューバが主役!喜名雅の音魂ストーリー3

　低音楽器テューバで平成28、30年度に
市内各地の小学校・中学校・保育園でアウト
リーチ(地域交流プログラム)を行い、子ども
たちに音楽と夢を届けてくれた喜名雅氏が
再び関市にやってきます。
共演：鈴村真貴子（ピアノ）
日にち　9月11日(土)
開場　午後１時15分 　開演　午後2時
会場　小ホール
チケット　全指定席　一般1,500円

中・高校生500円　
小学生以下無料（要整理券）

※今年も9月7日（火）～10日（金）、市内の
学校などでアウトリーチを行います。

第288回市民の劇場　ファミリー演劇
劇団わらび座ミュージカル「北斎マンガ」

　魂の傑作『冨嶽三十六景』はなぜ生まれた
のか。
　日本が世界に誇る浮世絵師、葛飾北斎と人
生を共にした周囲の人々との知られざる物語
がミュージカルになりました。
日にち　9月26日(日)
開場　午後１時15分　開演　午後2時
会場　大ホール
チケット　全指定席　一般3,000円　

高校生以下1,000円
※未就学児入場不可

助成　文化庁「ARTS for the future!」補助対
象事業

日にち 会　場 催し物 開演（会）時刻
8日（水）

～12日（日） 第4・5個展室 第43回リアル関写真展 午前10時

11日（土） 市民ロビー アフタヌーンコンサート
山口千賀子ほか　サックス演奏、ピアノ演奏　【整理券必要】 午前11時

11日（土） 小ホール 第287回市民の劇場　テューバソロコンサート
テューバが主役!喜名雅の音魂ストーリー3　【有料】 午後2時

20日（月・祝） 小ホール 第25回名月と萩の夕べ　【整理券必要】 午後7時

23日（木・祝） 大ホール さくらウィンドオーケストラ　関高大100年祭記念コンサート　
（第10回定期演奏会）　※事前申込必要 午後１時

26日（日） 大ホール 第288回市民の劇場　わらび座創立70周年記念作品
ミュージカル「北斎マンガ」　【有料】 午後2時

29日（水）
～10月3日（日） 個展室 関高校100周年記念　第15回関高OB展 午前10時

好評販売中 好評販売中

27



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

話
そ
う
よ
　
心
の
モ
ヤ
モ
ヤ
　
軽
く
な
れ

後
藤 

杏
月 

さ
ん

あ
っ
た
か
子
ど
も
見
守
り
標
語

   

　「ようこそ ! 桃紅さんのせかいへ」シリーズは今年 11
回目を迎えました。桃紅作品には、「無題」と付いたものや、
中には、全くなにも名前が付いていない無タイトル作品
がたくさんあります。今回は、作品タイトルに注目し、作
品鑑賞を通して桃紅の想いやメッセージを受け取ってみ
ようという企画です。会場内では、セルフガイドなど、鑑
賞のヒントとなる仕立てを設け、子供から大人まで楽し
みながら作品を鑑賞できる空間をつくります。

◦セルフガイド
《大人用》
まずはゆっくりと作品
を鑑賞してから、この
ブックを開いてくださ
い。

◦セルフガイド《子ども用》
バッグの中にガイドブックが入ってい
ます。受付でもらってください。

日時　7月10日（土）～9月26日（日）
場所　関市立篠田桃紅美術空間
開館時間　午前9時～午後4時30分
休館日　月曜日（ただし9月20日は開

館）、9月21日、9月24日

今月のアートタイム
関市立篠田桃紅美術空間
「ようこそ !桃紅さんのせかいへ⑪」展

和座幸江さん　　　（東町）
河合直美さん　　　（上之保）
三島さつさん　　　（板取）
中田ふささん　　　（平和通）
安達さだ子さん　　（洞戸阿部）
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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。

   

　8月から新たに関市地域おこし協力隊となったラ
ティニ裕子さんとそのご家族が8月3日、市役所を訪
れました。裕子さんは「ベルギーで過ごした経験を
活かし、公園の整備や武芸川の特産物であるツルム
ラサキを使った料理を研究していきたい」と意気込
みました。裕子さんは8月から武芸川まちづくり委員
会の事務所で活動しています。

　　 未来のノーベル賞学者
たち

武芸川まちづくり協力隊員加入

古代の宝石作ったよ！

　7月22日、23日に関市文化会館で『関市アーティ
ストバンクフェスティバル』が開催されました。
　関市アーティストバンクに登録しているアーティス
トの内7名が出演しました。2日間入場者数は延べ
896人に達し、関市が誇るアーティストの皆さんの
音楽を多くの市民が楽しみました。

　8月4日、「小学生理
科算数コンテスト」が

開催さ

れ、参加した児童たち
は4人1チームで、さま

ざまな課

題に取り組みました。

　細長い袋に空気を
入れ、厚紙やテープな

どの材料

を使って袋をより遠く
まで飛ばす課題など

があり、

児童たちはみんなで
知恵を出し合い、子ど

もならで

はの柔軟な発想とひら
めきを見せてくれまし

た。

　「両
りょうめんすくな
面宿儺」が8月2日～8日、コロナの収束を願っ

て日龍峯寺で特別開帳されました。
　漫画「呪術廻戦」では悪役として脚光を浴びてい
ますが、この地域では、5世紀前半に村人を苦しめ
ていた龍を退治し、日龍峯寺を開創した英雄として
あがめられています。私たちも感染対策をして、コロ
ナを退治しましょう。

アーティストたちの音楽をお届け

両面宿儺様に収束祈願

　8月8日、武芸川ふるさと館で「勾
まがたま
玉づくり」教室

が開かれました。21人の小中学生と保護者が参加
し、加工しやすい「滑

かっせき
石」を石や紙やすりで削りな

がら、自分だけのオリジナル勾玉を作りました。お母
さんと一緒に参加した児童は、「大変だったけど、上
手にできた。」と、綺麗に色を塗った勾玉を自慢げに
見せてくれました。

7 月 22日～8月8日にあった 
市内の話題を中心にご紹介します。
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9月の休日診療当番

※夜間など救急の場合（歯科を除く）＝救急医療情報センター（☎ 23-3799）　岐阜県広域災害救急医療情報システム（http://www.qq.pref.gifu.lg.jp/）

日 病院・医院（診療時間/午前9時～午後4時） 歯科医（診療時間/午前9時～午後3時） 薬局

9/5 平岡医院 （武芸川町谷口☎46-3027） 博愛歯科医院 （武芸川町高野☎46-2020） ピノキオ薬局 (東本郷☎25-1526)

12 林医院 （平和通6丁目☎22-5531） 和田歯科医院 （旭ヶ丘2丁目☎23-8818） エムハート薬局 (西本郷☎22-5550)

19 乾医院 （武芸川町高野☎46-2017） 安桜歯科 （西本郷通7丁目☎23-4838）
たんぽぽ薬局 (西本郷☎21-6131)

GPファルマ (武芸川町高野☎46-3900)

20 臼井ハツラツ
クリニック （鋳物師屋6丁目☎25-0330）

あいデンタル・
メディカル
クリニック

（山田☎28-5122）
日本調剤　関薬局 (東本郷☎21-6145)

いもじや薬局 (鋳物師屋☎25-0222)

23 恵みクリニック （小屋名☎28-3120）
えんどう
歯科・矯正歯科
クリニック

（西本郷通2丁目☎24-6900） ピノキオ薬局 (東本郷☎25-1526)

26 美濃病院 （美濃市中央☎33-1221） 太田歯科医院 （小瀬☎24-7011）
エムハート薬局 (西本郷☎22-5550)

ハーズ美濃調剤薬局 (美濃市中央☎33-2211)

安いニッポン 86

　最近、「安いニッポン 「価格」が示す停滞」という本を読
みました。
　中学や高校の教科書では、「東京の物価は世界でも有数
の高さ」と書かれていたことを覚えていますし、大学時代、
東アジアや東南アジアを訪問したときには、お金のない身
でも費用をそれほどかけずに旅行できました。
　また、松下政経塾時代、アメリカのワシントンD.C.やクリー
ブランドに計半年間ほど滞在しましたが、関東圏の物価と
比べてほぼ同じくらいの生活費という感覚でした。
　それから四半世紀が経ち、状況は様変わりしました。
　アメリカを訪問した際には、地方都市でのランチでも最
低 2 千円以上は当たり前のようにかかり、ディナーで料理
とビールを注文すれば、あっという間に 7 ～ 8 千円になり
ます。ロンドンやパリで宿泊しようとすると、中心部から少
し離れたこじんまりしたホテルでも、軽く 2 万円を超えてし
まい、滞在先を決めるのに苦労します。中国の上海では、
食事やホテルは東京と同じか、それより少し高いレベルで
あり、大学の卒業旅行で訪問したベトナムは、今はまだ安
さを感じられるものの、目覚ましい経済発展を遂げており、
今後も物価は上がっていくでしょう。
　コロナ禍の前は、海外からのインバウンド客が右肩上が
りで増加していましたが、これは日本の良さが評価されて

いるというより、海外から見て、日本はその品質やサービス
のレベルに対して、信じられないほどの「安い」国と認識さ
れている、ということです。
　私自身、ひとりの生活者としては、500 円もかからず牛
丼チェーン店で食事ができたり、100 円ショップで費用対
効果の高い買い物ができることはありがたいことです。
　ただし、日本全体で考えた場合、安さ競争を何十年も繰
り広げている企業では利益は上がりにくく、従業員の給料
も必然的に同じ状態か、逆に下がっていくことになります。
　国家的な大きな課題ですが、関市としてはできる限り、
地域内でお金を循環させることを意識したい、と思います。

地域経済応援券 ( せきチケ ) と市民限定割引サービス
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わかくさ児童センター　☎23-7774　
若草通2-1　わかくさ・プラザ総合福祉会館1階
午前9時～午後5時
安桜こども館　☎25-0190
千年町2-18-1　安桜ふれあいプラザ内　
午前9時～午後5時
むげがわ児童館　☎45-3002
武芸川町谷口1032-1　むげがわ保育園横　
午前9時～午後5時

ははこぐさ　☎080-8975-1450
倉知928　倉知保育園内　午前9時30分～午後0時30分、午後1時～3時
むげがわ子育て支援センター　☎45-3003
武芸川町谷口1032-1　むげがわ保育園内　午前9時～午後2時

子育て支援センター（2か所）

子育てサロン（3か所）　子ども家庭課　☎23-7738

児童センター（3か所）

身近な子育て支援の施設。育児相談や未就園児の親子が交流できる場所。無料で利用できます。

未就園児の親子が交流できる場所。無料で利用できます。
旭ヶ丘子育てサロン　仲町8-15 旭ヶ丘ふれあいセンター内　午前10時～午後3時 
洞戸子育てサロン　洞戸通元寺78-1 洞戸教職員住宅　午前9時～午後3時
武儀子育てサロン　中之保5443 武儀福祉センター2階　午前9時30分～午後3時30分

せきっこひろば（7か所）　☎23-2296　午前10時～正午
ふれあいセンターの児童室を利用した、未就園児の親子が交流できる場所。無料で利用できます。
田原、富岡、鮎之瀬、倉知、西部、富野、桜ヶ丘ふれあいセンターで開催中。

各地域(小学校区)にお住いの未就園児の親子を対象
にした交流、ふれあいの場所。てらっこは、どの地域の人
でも参加できます。

すくすくランドなど
子育て支援情報がLINEで
受け取れるようになりました
友達追加はこちら⇒

9月September
児童センター 子育て

支援センター 子育てサロン
行　　　　　　　　　　　　　　　事 申込

1 水 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 田原・富野
2 木 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 富岡・西部  キッズタイム（午前11時15分）

3 金 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 鮎之瀬・
桜ヶ丘  わかくさビタミン講座「わが家の地震のそなえ」（午前10時30分） 〇

4 土 〇 〇 〇 × × × × ×  みんな集合（午前10時）
5 日 〇 〇 〇 × × × × ×
6 月 × 〇 × 〇 〇 × 〇 〇 てらっこ  おはなしとびら（午前10時30分）
7 火 〇 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 倉知 上之保

8 水 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 田原

 はぐみん講座「救急救命・幼児安全法」（午前10時） 〇
  ハーバリウムワークショップ（午前10時30分） 〇
 シニアヨガ講座（午前10時） 〇
 おひるねアート（午後1時30分、午後1時45分） 〇

9 木 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 富岡・西部 桜ヶ丘

 キッズタイム（午前11時15分）
 ママと一緒に（午前10時30分） 〇
 うさぎ親子教室（午前10時15分） 〇
 ひよこ広場（午後1時30分）

10 金 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 鮎之瀬・
桜ヶ丘  美晴先生の音楽広場（午前10時30分） 〇

11 土 〇 〇 〇 × × × × ×  シルバニアの日（午後1時30分）
12 日 〇 〇 〇 × × × × ×  園庭で遊ぼう「にこにこ広場」（午前10時～正午）
13 月 × 〇 × 〇 〇 × 〇 〇 富岡   敬老の日のプレゼントをつくろう！（午前10時30分） 〇

14 火 〇 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 倉知  のりもの広場（午前10時30分）
 くま親子教室（午前10時15分） 〇

15 水 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 田原・富野 西部
  敬老の日のプレゼントをつくろう！（午前10時30分） 〇
 3B体操広場（午前10時30分） 〇
 赤ちゃん広場（午後1時30分） 〇

16 木 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 富岡・西部

 キッズタイム（午前11時15分）
 お話の世界（午前10時30分）
 リサイクル広場（午前9時30分～午後1時）
 手形・足形アート（午前10時～午前11時30分）

17 金 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 鮎之瀬・
桜ヶ丘

 いちごちゃんくらぶ（午前10時、午前11時10分） 〇
 わかくさビタミン講座「もう一度働くには」（午前10時30分） 〇
 産後ヨガ講座（午前10時）※ママサポート券利用可能 〇
 からだ講座「子育てで育む自己肯定感」（午後1時30分） 〇

18 土 〇 〇 〇 × × × × ×  FUNFUN講座「手づくり飛行機を作ろう」（午前10時30分） 〇
19 日 〇 〇 〇 × × × × ×
20 月 〇 〇 × × × × × ×
21 火 〇 × × 〇 〇 × × 〇  9月のお誕生日会（午前11時） 〇

22 水 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 田原

 のりもの広場（午前10時30分）
  ママとベビーのワクワクふれあいあそび（午前10時30分） 〇
 バランスボール講座（午前10時） 〇
 親子ヨガ講座（午後1時30分）※ママサポート券利用可能 〇

23 木 〇 〇 × × × × × ×
24 金 〇 × 〇 〇 〇 × 〇 ×  ぐるんぐるんおえかき（午前10時30分）
25 土 〇 〇 〇 × × × × ×
26 日 〇 〇 〇 × × × × ×
27 月 × 〇 × 〇 〇 × 〇 〇  リズミック＆9月のお誕生会（午前10時30分）
28 火 〇 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 倉知   りんごちゃんくらぶ（午前10時、午前11時10分） 〇
29 水 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 田原   お誕生会（午前10時30分） 〇
30 木 〇 〇 〇 〇 〇 × × 〇 富岡・西部  キッズタイム＆9月のお誕生会（午前11時15分）

※諸事情により開館・開設予定や行事予定が変更になる場合があります。また、行事によっては予約・参加費が必要となる場合があります。　
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●	婚活に関する相談
	 3日（金）、17日(金)午後1時～3時30分、午後6時～8時30分
	 11日（土）、26日（日）午前9時～11時30分
	 婚活サポートセンター・ハッピークローバー
	 わかくさ・プラザ中央公民館内（☎ 29-8080）
※相談日以外は事務局まで（☎ 23-7777）

●	経営相談会(☎22-2266)
13日(月)午前10時～午後4時　関商工会議所　小会議室

●	経営に関する法律相談会(☎22-2266)
27日(月)午前10時～午後3時　関商工会議所　小会議室

●	内職就業相談（☎23-7335）
毎週水曜日　午前10時～午後3時
市役所北庁舎2階		みんなの就職サポートセンター

●	消費生活相談（☎23-7355）
月・火・木・金曜日（祝日を除く）
午前9時～午後4時		商工課（消費生活相談室）
※16日(木)、27日(月)は臨時休業日

●	働き方改革出張相談【事業者対象】
ぎふ働き方改革推進支援センター（☎0120-226-311）
14日（火）午後１時～4時　市役所北庁舎２階　みんなの就職サ
ポートセンター

関市役所　代表　☎22-3131　閉庁時、土・日、祝日は代表番号9月の各種無料相談案内

●	法律相談（弁護士）
	 9日（木）、16日（木）、30日（木）
午後1時30分～3時30分　総合福祉会館1階	1-1相談室
※前日に電話予約
（午前8時30分～市民課・先着8人　☎ 23-6706）
2日（木）午後1時30分～3時30分　武儀事務所会議室
※前日に電話予約(午前8時30分～武儀事務所　☎49-2121)

●	行政相談（行政相談委員）（☎ 23-6706）
2日（木）午後1時30分～3時30分	総合福祉会館	1階	1-1会議室
2日(木)午後1時30分～3時30分	洞戸事務所	会議室
9日(木)午前10時～正午	板取事務所	2階中会議室
15日(水)午後1時30分～3時30分	上之保事務所	会議室
16日(木)午後1時30分～3時30分	武儀事務所	1階会議室

●	行政書士による許認可手続相談
	 岐阜県行政書士会　（☎ 058-263-6580）
21日（火）午後1時～4時　総合福祉会館1階	1-1相談室

●	不動産に関する相談（☎ 23-6706）
14日（火）午後1時～4時　総合福祉会館1階	1-1相談室

●	裁判所出張相談
17日（金）午前9時30分～午後4時	総合福祉会館1階	1-1 会議室
※岐阜地方裁判所（☎058-262-5122) へ9月13日（月）までに電話予約

●	高齢者相談
中央第1☎23-0660<安桜・倉知>
中央第2☎23-5320<旭ヶ丘・下有知>
中央第3☎28-2208<瀬尻・広見・千疋・小金田・保戸島>
中央第4☎24-8580<富岡・田原・桜ヶ丘>
西☎45-2002<板取・洞戸・武芸川>
東☎40-1001<富野・武儀・上之保>
月～土曜日　午前9時～午後5時（祝日を除く）
※お住まいの地区の包括支援センターにご相談ください。

●	生活困窮に関する相談（☎23-5444）
月～金曜日（祝日を除く）午前8時30分～午後5時15分
くらし・まるごと支援センター（市役所南庁舎1階）

●	生活なんでも相談（☎22-0372）
月～金曜日（祝日を除く）午前8時30分～午後5時15分
社協本部事務局（総合福祉会館2階）・支所窓口

●	人権（悩みごと）相談（☎23-7777）
7日（火）午後1時30分～3時30分
総合福祉会館1階　1-1相談室

●	心身障がい者（児）総合相談（☎23-9032）
19日（日）午前10時～正午
総合福祉会館1階　生活訓練室

●	心の健康相談（☎21-5566）※事前予約が必要
14日（火）午後2時～、3時～（1日2人まで）
21日(火)午後2時～４時　家族の集い
かざぐるまサポートセンター（稲口774-1）

●	家庭児童相談（☎23-0189）
月～金曜日（祝日を除く）　午前9時～午後5時
子ども家庭課内

●	母子父子寡婦・女性相談（☎23-0189）
月～金曜日（祝日を除く）　午前9時～午後5時
子ども家庭課内

●	DV電話相談（☎25-1489）
毎週木曜日　午後0時30分～4時		手をつなぐ女たちの会

●	いじめ・不登校・障がい・就学や学校の相談
	 まなびセンター☎23-7760
	 関市ふれあい教室☎23-7773
火～日曜日　午前9時～午後4時	（学習情報館3階）

日 関　地　区 洞戸・板取地区 武芸川地区 武儀・上之保地区
9/4 兼松管工	 （小野☎29-0090）吉田住設	（山県市☎0581-52-2038）セイショウ	（武芸川町高野☎46-2798）加納水道	 （上之保☎47-3208）

5 オザキ	 （小瀬☎23-1372）後藤水道	（美濃市☎0575-34-0586）伊縫建設	（武芸川町八幡☎46-2189）加藤設備工業	 （上之保☎47-2519）

11 波多野設備	（東町1丁目☎22-6765）美濃設備	（美濃市☎0575-33-0537）井藤商事	（武芸川町高野☎46-2414）石原設備	 （上之保☎47-2051）

12 丸長設備工業	（上白金☎28-3243）ナガヤ設備	（板取☎0581-57-2727）井上管工	（武芸川町平☎46-3163）三和水道	 （下之保☎49-3192）

18 山田設備工業	（下白金☎28-5975）ハヤシ設備	（洞戸☎0581-58-8228）武藤管工	（武芸川町跡部☎46-2135）マスヤ設備工業	（中之保☎49-3026）

19 アテインムライ	（春里町2丁目☎22-9432）ニッシン	 （板取☎0581-57-2725）セイショウ	（武芸川町高野☎46-2798）西部設備	（中之保☎090-2187-6787）

20 シンエイ設備	 （倉知☎22-4817）吉田住設	（山県市☎0581-52-2038）伊縫建設	（武芸川町八幡☎46-2189）漆畑商店	 （富之保☎49-3125）

23 堀内工業	 （下白金☎28-2880) 後藤水道	（美濃市☎0575-34-0586）井藤商事	（武芸川町高野☎46-2414）加納水道	 （上之保☎47-3208）

25 山中工務店	 （小瀬☎46-8116）美濃設備	（美濃市☎0575-33-0537）井上管工	（武芸川町平☎46-3163）加藤設備工業	（上之保☎47-2519）

26 長沼水道工業所	（宝山町☎22-0205）ナガヤ設備	（板取☎0581-57-2727）武藤管工	（武芸川町跡部☎46-2135）石原設備	 （上之保☎47-2051）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
　各種相談は中止・延期となる場合があります。

9月の水道当番
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