
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

　令和4年度の税率は次のとおりです。最初の新規検査年月によって適用される税率が異なりますので、自動車検査
証をご確認ください。

A「最初の新規検査年月」から13年目までの車両
　令和3年度グリーン化特例（軽課）対象であった車両は令和4年度から「平成27年4月以降」欄の税率になります。

車両区分 平成21年4月
～平成27年3月 平成27年4月以降

軽三輪 3,100円 3,900円

軽自動車
（四輪）

貨物
営業用 3,000円 3,800円
自家用 4,000円 5,000円

乗用
営業用 5,500円 6,900円
自家用 7,200円 10,800円

B「最初の新規検査年月」が平成21年3月以前の車両（令和4年度は税率（年額）が高くなります）

車種区分 令和4年度
（重課税率）

軽三輪 4,600円

軽自動車
（四輪）

貨物
営業用 4,500円
自家用 6,000円

乗用
営業用 8,200円
自家用 12,900円

　

初度検査年月より13年経過した翌年
度の課税から重課となります。

車両番号 交付年月日 初度検査年月 自動車の種別
　　　年　　月　　日 　　年　　月

車台番号 乗車定員 最大積載量 車両重量
人 ㎏ ㎏

C  三輪および四輪の軽自動車税種別割のグリーン化特例（軽課）
　税制改正により、現在実施されているグリーン化特例（軽課）措置が令和4年度まで延長されました。
　令和4年度対象車両は、令和3年4月から令和4年3月までに最初の新規検査を受けた三輪および四輪の軽自動車（新
車のみ）です。
　次の基準を満たす車両について、当該取得した日の属する年度の翌年度（令和4年度）分の軽自動車税種別割に限り
税率（年額）が軽減されます。

車種区分 税率（1） 税率（2） 税率（3）

軽三輪 1,000円

軽自動車
（四輪）

貨物
営業用 1,000円
自家用 1,300円

乗用
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円

・税率（1）電気軽自動車または天然ガス軽自動車（平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制10%低
減）

・税率（2）営業用乗用車のうち、ガソリン車（ハイブリッド車を含む）について、令和2年度基準達成かつ令和12年度
燃費基準90%達成車。

・税率（3）営業用乗用車のうち、ガソリン車（ハイブリッド車を含む）について、令和2年度基準達成かつ令和12年度
燃費基準70%達成車。

（注）各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

照会先　税務課（☎23-8874）

令和 4 年度　3 輪以上の軽自動車税種別割の税率

自動車検査証
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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。

　11月8日「刃物の日」は、生活や文化と切っても切り離せない身近な道具である刃物について改めて考え、使い手
や造り手がそれぞれの立場で感謝する日です。
　不用になった刃物は、回収してリサイクル・リユースします。
　ご家庭で不用になった刃物は、回収ボックスのあるお店や刃物会館、市役所などで引き取りますので、新聞紙など
で包んでお持ちください。回収された刃物は「刃物供養祭」で丁重に供養され、貴重な資源として新しい刃物に生ま
れ変わります。また、集められた刃物の中でまだ使えるものは、修理し、災害時に使用できるよう備蓄します。皆さ
んのご協力をお願いします。
第 37 回刃物供養祭
日時　11 月 8 日（月）午前 10 時～
場所　関鍛冶伝承館
照会先　岐阜県関刃物産業連合会（☎ 22-4941）

対象　どなたでも参加可　　定員　一般コース 30 人、実技コース（包丁研ぎ）12 人、実技コース（ナイフ作り）5 人
参加費　無料（材料などの費用は受講者の負担）
申込方法　電話または受講申込書に必要事項を記入し下記窓口へ郵送もしくは FAX　　申込期間　11 月 1 日（月）～ 16 日（火）
共催　岐阜県産業技術総合センター　　照会先　商工課（☎ 23-6752　 23-7741）
一般コース（刃物に興味のある人・知識を深めたい人への講座）

月日 講義内容 時間 講師 場所

12月2日（木） 非鉄金属の特性 午後7時～8時30分 中田隼矢さん（岐阜大学教育学部准教授） 関市役所6階会議室

12月6日（月） 刃物の物性の確認方法 午後1時30分～4時30分 岐阜県産業技術総合センター職員 岐阜県産業技術総合センター

12月9日（木） 金属（鉄）の特性① 午後7時～8時30分 中田隼矢さん 関市役所6階会議室

12月16日（木） 金属（鉄）の特性② 午後7時～8時30分 中田隼矢さん 関市役所6階会議室

実技コース（刃物の使い方を学ぶ体験講座）
講義内容 月日 時間 講師 場所 材料費

包丁研ぎ　～毎日使う包丁の切れ味を鋭くしよう～ 12月4日（土） 午後1時30分
～3時30分

深川誠さん
春日刃物(資)代表

せきてらす
刃物工房

無料
※包丁持参

ナイフ作り　～世界にひとつのオリジナルナイフを作ろう～ 12月18日（土） 午前10時
～午後1時

坂井澄雄さん
ガーバー・サカイ㈱
代表取締役社長

ナイフ博物館
(平賀町７-3) 5,000円程度

※実技コースは、1講座だけでも受講できます。親子で参加もOKです。　※各コース事前申込が必要です。

11（イイ）月8（ハ）日は「刃物の日」

刃物セミナー受講生募集

インターネット税務相談室
　パソコン、スマートフォンから

「タックスアンサー」と検索
電話相談
　下記へお問い合わせください。
自動音声に従い、「1」を選択す
ると「電話相談センター」につな
がります。
照会先　関税務署（☎ 22-2233）

税務署の相談窓口

　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
お答えします。
日時　11 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）

介護就職デイ in せき

　「現在の事業を子どもや従業員
に継がせたいが、どのようにし
たらよいか」「事業承継にあたり
借入金や保証人について相談した
い」「会社や事業を第三者に譲り
たいが、相手を探してほしい」な
どの悩みに対し、中小企業者や
個人事業主の皆さんの事業を後継
者に引き継ぐための支援を無料で
行っています。
照会先　岐阜県事業承継・引継ぎ

支援センター（岐阜市神田町
2-2 岐阜商工会議所 3F）

（☎ 058-214-2940）

【事業者向け】
事業の後継者でお困りの人へ

21



□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

第1部　児童生徒の発明くふう作品
賞名 作品名 氏名 学校 学年

岐阜県知事賞 まぶしいアイマスク 永田　大翔 桜ヶ丘中 3
(一社)岐阜県発明協会長賞 どこでもポッチキス 勝田　虎太郎 旭ケ丘小 5

関市長賞 ぐるぐる楽ちん物ほしざお 山田　陽太 下有知小 5
関市議会議長賞 飛ばしてレスキュー 土屋　花凛愛 下有知小 6

発明協会関支会長賞 五本指ソックスべら 桑畑　こはね 桜ヶ丘中 1
関市教育長賞 ひなんお助けスカーフ　HELP！！ 土屋　莉菜 旭ケ丘小 5

関商工会議所会頭賞 GOOD押し出すペーパースプリング 山田　颯汰 下有知中 1
関市小中学校長会長賞 うっかりしてても大丈夫　いつでもソーラー充電器 山田　虹大 下有知小 6
(公財)遠藤斉治朗記念

科学技術振興財団理事長賞 楽に切ろうカボチャ 掛野　稜真 小金田中 1

関市ＰＴＡ連合会長賞 ぼくのドリルはしていせき 西部　聡人 富野小 2
関市民リサイクル推進協議会長賞 どこでもテーブル　らくらくクッション 土屋　紗菜 旭ヶ丘中 2
関ロータリークラブ会長賞 カメムシやハチから洗たくを守るネット 玉置　芽衣 富野中 1
関中央ロータリークラブ会長賞 かたいっぽんちゃんになりません 伊縫　智彩 博愛小 1
(一社)関青年会議所理事長賞 メモ＆筆談筆箱 佐野　来実 旭ヶ丘中 3
国際ソロプチミスト関会長賞 日焼けイヤ！ 伊縫　尚正 博愛小 4
関美濃まんりょうクラブ会長賞 冷却ベルト 土屋　寿太朗 旭ヶ丘中 2

第2部　一般・女性の発明考案、くふう作品、生活の知恵
賞名 作品名 氏名・団体名

(一社)岐阜県発明協会長賞 手術用メス フェザー安全剃刀株式会社
関市長賞 紙カミソリ カイインダストリーズ株式会社

発明協会関支会長賞 円卓にもなる机 吉田　邦彦

第3部　未来の科学の夢絵画
賞名 作品名 氏名 学校 学年

(一社)岐阜県発明協会長賞 つながるシール 則竹　江南美 田原小 6
関市長賞 視覚信号骨伝導メガネ 今井　結香 旭ヶ丘中 3

関市議会議長賞 未来へ「繋ぐ」分別ゴミ箱 三橋　紗帆 桜ヶ丘中 1
発明協会関支会長賞 あおり運転取り締まり 髙橋　季莉 下有知中 3
関市教育長賞 環境にやさしい冷蔵庫（食品ロスをなくそう） 山田　菜々美 下有知中 3

関商工会議所会頭賞 遠かくそうさで安心安全明るい未来 土屋　美賀 旭ケ丘小 4
(公財)遠藤斉治朗記念科学技術振興財団理事長賞 ワクチンのおかし屋さん 武田　ひかり 金竜小 3

関市民リサイクル推進協議会長賞 センサー付きコロナ対応シールド 森　隆幸 緑ヶ丘中 2

第6部　未来の刃物・アイデア刃物
賞　名 作　品　名 氏　名 学校 学年

(一社)岐阜県発明協会長賞 光の力でエコ刃物と水の力で清流刃物 土屋　美賀 旭ケ丘小 4
関市長賞 なんでもセンサー包丁 小林　詩奈 下有知小 3

関市議会議長賞 靴下タグカッター 服部　真歩 旭ヶ丘中 1
発明協会関支会長賞 マジックはさみ 小松　蒼央 倉知小 2

岐阜県関刃物産業連合会長賞 刀のつえは関市民 山本　瑞姫 下有知小 4
岐阜県関刃物産業連合会長賞 ポッキンカッター 服部　華歩 富岡小 3

第 60回関市発明展入賞者

【岐阜県知事賞】
永田 大翔（桜ヶ丘中3年）
「まぶしいアイマスク」

【関市長賞】
山田 陽太（下有知小5年）
「ぐるぐる楽ちん物ほしざお」 【関市長賞】

今井 結香（旭ヶ丘中3年）
「視覚信号骨伝導メガネ」

【(一社)岐阜県発明協会長賞】
勝田 虎太郎（旭ヶ丘小5年）
「どこでもポッチキス」

【(一社)岐阜県発明協会長賞】
則竹 江南美（田原小6年）
「つながるシール」

【(一社)岐阜県発明協会長賞】
土屋 美賀（旭ヶ丘小4年）
「光の力でエコ刃物と
水の力で清流刃物」
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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。

　「VRテクノセンター」で開催されているCADやロボットに関する研修受講料の一部を補助しています。
セミナー情報一覧（令和3年11月～令和4年3月）

研修名 日程 受講料※
CAM/CAE

Fusion CAM 入門（旋盤）①12/24 13,200円

SOLIDWORKS CAM
スタンダード ①3/10～11 20,900円

CAE 基礎知識 ①11/11
②1/17 13,200円

S/W Simulation解析 ①11/25～26
②2/1～2 20,900円

S/W Simulation
実務解析

①12/16～17
②2/17～18 20,900円

機械工学 機械製図

機械工学 基礎
①11/5
②1/12
③3/2

11,000円

機械製図 基礎
①11/18～19
②1/17～18
③3/8～9

16,500円

機械製図 応用 ①12/2～3
②2/3～4 16,500円

◦テクノプラザロボットセミナー

研修名 日程 受講料※

ロボット実機シミュレーション

産業用ロボット安全 ①12/15～16
②2/1～2 22,000円

産業用ロボット
操作基礎（FANUC）

①1/18～19
②2/24、28 24,200円

プログラミング

PLC Basic（ラダー編） ①11/17～18
②1/25～26 20,900円

C言語プログラミング
Advance

①11/1～2、
　9～10 35,200円

組込システム（PIC）Basic ①1/11～12、
　18～19 35,200円

組込システム（PIC）
Advance

①1/25～26、
2/1～2 35,200円

Python Basic ①12/6～7
②2/7～8 12,100円

Python オートマチック ①2/17～18 13,200円

※市および県の補助適用後の金額

研修名 日程 受講料※
CAITA　V5

CAITAV5基礎 ①12/8～10
②2/8～10 37,400円

CAITAV5サーフェス
①11/8～10
②12/20～22
③2/16～18

37,400円

CAITAV5アセンブリ
①11/24～25
②1/12～13
③3/3～4

25,300円

CAITAV5ドラフティング
①11/26
②1/14
③3/9

13,200円

SOLIDWORKS
SOLIDWORKS
基礎・応用（夜間） ①2/1～10 30,800円

SOLIDWORKS基礎

①11/4～5
②12/6～7
③1/17～18
④3/1～2

20,900円

SOLIDWORKS応用
①12/16～17
②1/24～25
③3/7～8

20,900円

SOLIDWORKS図面 ①12/23
②1/31 11,000円

SOLIDWORKS
工業デザイン基礎

①11/9～10
②12/22～23
③2/24～25

20,900円

FUSION360

Fusion360Basic ①11/16～18
②1/19～21 29,700円

Fusion360Advance ①12/7～9
②1/31～2/2 29,700円

AutoCAD LT

AutoCAD LT基礎

①11/1～2
②12/2～3
③1/20～21
④2/3～4
⑤3/3～4

16,500円

AutoCAD LT応用

①11/17～18
②12/20～21
③2/14～15
④3/10～11

16,500円

土木CAD
AutoCAD LT
土木基礎&実践

①11/9～10
②1/13～14 16,500円

Jw_cad土木 基本編 ①12/10
②2/9 7,700円

照会先　㈱VRテクノセンター研修部（☎058-379-6370）

テクノプラザ CAD セミナー　～ものづくりの知識・技能向上を支援します～
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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。

□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

開催期間
◦菊花展　11月3日（水・祝）～

13日（土）
◦文芸大会　11月3日（水・祝）
◦邦楽大会　11月7日（日）
◦盆栽展第二部　11月13日（土）、

14日（日）
◦洋楽祭　11月21日（日）
※市民茶会11月7日（日）は中止
場所　関市文化会館
入場料　無料
照会先　文化課（☎24-6455）

　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
能師の技を公開します。
日時　11月7日（日）、12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　80人（当日受付）
料金　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）

第66回関市文化祭

古式日本刀鍛錬・
外装技術一般公開

　芸術文化活動を通して地域と子
どもを繋ぎ、子どもたちがよりの
びのびと感性豊かに成長できる環
境づくりを担うコーディネーター
養成講座を開催します。
日時　
　令和4年2月5日（土）、6日（日） 
場所　関市文化会館 第3・4会議室
テーマ　地域での子ども文化の必

要性
講師　NPO法人子ども文化地域

コーディネーター協会
対象　子ども文化に関心のある

人、市民活動団体、ボランティ
ア団体、教育機関、自治体職員
※2日間とも受講できる人
定員　30人（事前申込・申込

順・無料）
申込方法　氏名、住所、電話番

号、所属または勤務先をメー
ル、FAX、申込用紙のいずれ
かで文化課へ提出
申込開始　11月26日(金)
照会先　文化課（☎24-6455、

24-6950、 bunka@city.
seki.lg.jp）

　11月3日（水・祝）は次の文化施
設に無料で入館できます。
◦関市立篠田桃紅美術空間
◦関市円空館
◦関市洞戸円空記念館
照会先　文化課（☎24-6455）

子ども文化
地域コーディネーター

11月 3日「文化の日」
文化施設無料開放

　先手とは日本刀鍛錬の時に大槌
で鋼をたたく人のことです。
募集人数　3人
条件
◦18才から40代までで、体力に

自信があり、今後先手を担う意
欲があること。

◦事前に刀匠による面接を受ける
こと。

◦先手を務めることを許されるま
で、刀匠の指導を受けて修練す
ること。
照会先　文化課（☎24-6455）

　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。
12月の予定は次のとおりです。
鑑賞には、事前に配布する整理券
が必要です。
日時　12月11日（土）午前11時～

11時30分
内容　ヴァイオリン、フルート、

チェロ、ピアノ、パーカッション
出演　アンサンブルさくら
入場料　無料
整理券
配布場所　文化課（関市文化会

館内）
配布日時　11月30日（火）午前

9時～
配布枚数　50枚（申込順）
照会先　文化課（☎24-6455）

古式日本刀鍛錬
一般公開の先手募集

関市文化会館
「アフタヌーンコンサート」
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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。

    

　11月の“せきてらす”のイベントは収穫祭です。「農」と「食」をテーマに皆さんに「おいしい」をお届けします。
　とれたて野菜を関市の有名シェフに調理してもらい、その場で食べることができます。また、新鮮野菜が買えるファーマー
ズマーケットや、かわいくて、おいしい焼き菓子などが並ぶマルシェなど、皆さんが食を楽しむことができる収穫祭です。
日時　11月13日（土）、14日（日）　午前9時～午後4時
場所　せきてらす（平和通4丁目12番地1）
入場料　無料（飲食などは有料）
内容
◦シェフのオープンキッチン

お好みのとれたて野菜を買うと、目の前でシェフが調理し、その場で食べることができ
ます。
・中華　中華料理しょうりゅう　本田昇司
・フレンチ　フレンチマスタード　佐藤龍彦
・イタリアン　Cucina Italiana La Mora（ラモーラ）三鴨浩一

◦ファーマーズマーケット
　旬の野菜の販売
◦マルシェ

焼き菓子・和菓子・雑貨などの販売
◦ワークショップ

焚き火ワークショップ
詳しくは、関市観光HP「せきのまど」をご覧ください。
照会先　（一社）関市観光協会（☎23-1670）、観光課（☎23-7704）

　9月2日に行われました審査会では、市内の小・中学校から82点の応募がありました。その中で「特選」に選ばれ、岐阜県
児童生徒科学作品展に出展された皆さんを紹介します。

「せきてらす」の収穫祭

第 65 回関市児童生徒科学作品展特選入賞者

富岡小学校 1年生　稲
いないし

石 愛
あ い か

佳さん
『かたつむりのすごいひみつ』
　大好きなかたつむりに関する疑問
を楽しく追究しました。毎日の飼育
観察や調査、数々の実験で分かった
すごい能力にびっくりです。

倉知小学校 6 年生　山
や ま だ

田 佳
けいすけ

佑さん
『ロゼット葉はなぜ冬に出現するのか?』
　タンポポのように葉が地面に
くっついて広がる「ロゼット葉」の
多くは冬に出現します。その特徴
や役割について明らかにしました。

旭ヶ丘小学校 2年生　牛
うしまる

丸 真
ま り

理さん
『メダカのけんきゅう』
　あんなに小さい体にも生きるため
の色々な工夫があって驚きました。生
き物って知れば知るほど本当にすご
いなって思いました。

金竜小学校 6 年生　矢
や の

野 晴
は る と

都さん
『野菜を長くおいしく食べるには ?』
　野菜の保存方法と置き方、食感と
水分吸収の秘密について調べまし
た。実験で、長持ちする効果的な方
法がわかってよかったです。

博愛小学校 4年生　伊
い ぬ い

縫 尚
なおまさ

正さん
『小水力発電の研究』
　発電機の変化を、水車への水路
の角度・はば・水量の3つの条件を変
えて調べました。予想とちがう発見
があって驚きました。

入賞おめでとうございます。科学分野での今後の活躍を期待しています。　照会先　学校教育課（☎23-7411）

イベントの詳細はこちら
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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

　職場の同僚や家族など、身近な人との関係を築きながら、お互いに分かり
合う対話術を学びます。
　メタファシリテーションは、聞き手（ファシリテーター）が話を聞く相手（当
事者）と信頼関係を構築しながら、当事者自身が問題や解決方法に気づくよう
に会話を組み立てていく手法です。
※この講座は、9月にも開催していますが、内容を変更して実施します。

日時　12月4日（土）午後1時30分～4時30分
場所　市役所6階　大会議室

（新型コロナウイルス感染状況によってはオンライン開催に変更します）
講師　特定非営利活動法人ムラのミライ　原　康子さん
対象　市内在住、在勤または在学者
定員　30人（申込順、初参加優先）
参加費　無料
申込方法　下記へ電話またはメールで申込み

メールの場合は、①氏名②住所③電話番号④メールアドレス⑤Zoom使用の可否を記入のうえ申込みください。
申込期限　11月18日（木）
照会先　市民協働課（☎23-7711、 shiminkyodo@city.seki.lg.jp）

メタファシリテーション入門講座　～身近な人と分かり合う対話術～

　会話や読み書き、聞き取りがで
きる人向けの会話中心の英会話講
座です。
日時　11月30日～2月15日の毎

週火曜日（年末年始を除く）
　午後7時～8時（全10回）
場所　学習情報館3階・3-2研修

室
講師　関市AET
定員　14人（申込者多数の場合

は会員優先）※5人以下の場合
は中止

参加費　3,000円　※本協会会員
は1,000円（入会は随時受付、
年度会費2,000円）

申込方法　LoGoフォームで申込
み

申込期限　11月18日（木）
照会先　関市国際交流協会事務局

（市民協働課内☎23-6806）

ネイティブと話す
英会話講座

　関市の地域課題を、ビジネスの
手法で解決しませんか。ソーシャ
ルビジネスの考え方から、事業を
成長させるための関係者づくりを
学びます。講座終了後は、関係者
に向けて自身の事業を伝え、交流
します。
日時　11月24日（水）午後6時30

分～8時
場所　本町BASE
　※新型コロナウイルス感染状況

によってはオンライン開催に
変更します。

対象　関市でのソーシャルビジネ
スに興味がある、または既に始
めている個人もしくは団体、企
業など

定員　10人（申込順）
参加費　無料
申込方法　11月21日(日)までに

下記窓口またはQRコードから
申込み

照会先　市民活動センター
（☎24-7772）

ソーシャルビジネス
育成講座

　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。
日時　11月18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）
テーマ　関の神社について話そう
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）

　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　11月20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）
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）

関のおしゃべりカフェ

聞き上手、話し上手勉強会
（応用編）
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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。

◦

　（一財）自治総合センターは、
宝くじの収益を財源として、コ
ミュニティ活動に必要な備品の購
入に対して助成を行っています。
　今回、その助成金を利用し、下
白金区が、下白金公民センターの
備品を整備しました。
照会先　管財課（☎ 23-8121）

住宅名	 家賃	 戸数
東山 3丁目	 20,300 円～	 4戸
岩下	 16,400 円～	 4戸
東町	 10,600 円～	 2戸
松ヶ洞	 12,900 円～	 2戸
北天神	 16,100 円～	 5戸
武芸川小知野	 20,600 円～	 8戸
武芸川宇多院	 16,900 円～	 2戸
申込資格
◦住宅に困っていること。
◦市税を完納していること。
◦「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。

◦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
歳以上などの要件を満たす場
合、東町および松ヶ洞は単身入

宝くじの助成金で
集会施設の備品整備

市営住宅　定期募集

居可
◦収入基準以内であること。
申込期間　11 月 1 日（月）～ 15
日（月）
入居予定日　12月 22日（水）
選考方法　申込多数の場合は抽選
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

◦特定公共賃貸住宅
住宅名	 家賃	 戸数
洞戸高見	 30,000 円～	 2戸
板取岩本	 30,000 円～	 2戸
板取野口	 30,000 円～	 1戸
富之保岩井ノ上	35,000 円～	 1戸
申込資格　「市営住宅　定期募集」
を参照ください。※ただし単身
入居不可
申込期間　随時受付中
入居予定日　住宅の修繕などが整
い次第
選考方法　申込順
収入基準
◦洞戸：月額 190,000 円以上
427,000 円以下

◦板取：月額 190,000 円以上
317,000 円以下

◦武儀：月額 200,000 円以上
601,000 円以下
照会先　管財課（☎ 23-8121）

市営住宅　随時募集

　「性暴力をなくそう」　
性暴力の悩みをひとりで抱え込ま
ないで、ためらわずにお電話くだ
さい。

　
　#8891 は性犯罪・性暴力被害
者のための全国共通番号で、最寄
りの支援センターにつながります。
照会先　家庭児童相談室（子ども
家庭課内）（☎ 23-0189）

　児童虐待かもと思ったらすぐに
お電話ください。

　児童虐待は社会全体で解決する
べき課題です。あなたの 1本の
電話で救われる子どもがいます。
　連絡は匿名で行うことも可能
で、連絡者や連絡内容に関する秘
密は守られます。
照会先　家庭児童相談室（子ども
家庭課内）（☎ 23-0189）

11/12 ～ 11/25 は女性に
対する暴力をなくす運動週間

11月は
児童虐待防止推進月間
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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

　防衛省では、次のとおり自衛官等を募集しています。
種別 資格 受付期間 試験期日等 合格発表日

自衛官候補生
18歳以上33歳未満の者
※32歳の者は採用予定月の末

日現在33歳に達していない者
通年 期日：11月27日（土）

場所：陸上自衛隊春日井駐屯地 ー

陸上自衛隊
高等工科学校

生徒

一般 男子で中卒（見込含む）
17歳未満の者

11月1日（月）
～令和4年

1月14日（金）

【1次】
期日：令和4年1月22日（土）・23日（日）
場所：濃飛ビル（岐阜市）

【2次】
期日：令和4年2月3日（木）～6日（日）
　　※いずれか1日を指定されます。
場所：航空自衛隊岐阜基地（各務原）

【1次】
令和4年
1月28日（金）

【最終】
令和4年
2月17日（木）

推薦
男子で中卒（見込含む）17歳未
満の者のうち、成績優秀かつ生
徒会活動などに顕著な実績を修
め、学校長が推薦できる者

11月1日（月）
～12月3日（金）

期日：令和4年1月8日（土）～11日（火）
　　※いずれか1日を指定されます。

令和4年
1月20日（木）

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

自衛官候補生・貸費学生

　4 ～ 9 月の家庭系ごみ処分量
は約 8,930t（概算 47,169 万円）
でした。令和 2 年度の同時期の
処分量と比較して 5％削減する
ことができました。( 約 9,394t　
概算 49,329 万円 )
　ごみの削減には一人ひとりの取
組の積み重ねが大事です。
　今後も、リデュース（ごみをだ
さない）リユース（再使用）リサ
イクル（再生利用）の 3R を意識
して、ごみを減らしましょう。
照会先　環境課（☎ 23-7702）

　11 月 3 日（水・祝）「文化の日」
の不燃ごみ・粗大ごみ・資源ごみ

（びん）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。
　なお、11 月 23 日（火・祝）「勤
労感謝の日」の可燃ごみの収集は
行いません。
照会先　清掃事務所
（☎ 22-0314）

令和 3 年度上半期
ごみ処分量中間発表

祝日のごみの収集

　ごみを野積みして燃やすこと
や、ドラム缶やブロック囲いなど、
法律の基準を満たさない設備で焼
却することは、法律で禁止されて
います。
　宗教行事や農業・林業などを営
むためのやむを得ない焼却は、例
外で認められますが、燃やすもの
を十分に乾燥させ、時間、量、風
向きなどを考え、焼却中は現場に
立ち会い、付近に迷惑がかからな
いよう注意してください。
　ごみは家庭用、事業用などそれ
ぞれ指定の袋でごみステーション
に出す、または許可業者に委託す
るなど適正な処理をしましょう。
照会先　環境課（☎ 23-7702）、

農林課（☎ 23-7705）

　クマの主なえさである「ドング
リ」は近年凶作の傾向があり、冬
眠に備える 12 月頃までは、クマ
の出没に注意が必要です。
　クマを目撃したときは、すみや
かに農林課、または地域事務所へ
連絡してください。
照会先　農林課（☎ 23-9251）

ごみの野外焼却（野焼き）
は禁止されています

クマを見かけたら

林業退職金共済制度の
退職金請求

　
　林業退職金共済制度は、昭和 57
年に発足した林業界で働く人のた
めの退職金制度です。以前、林業
に従事し、当時この制度に加入し
ていた人で、退職金請求手続をし
た心当たりのない人は、退職金を
まだ受け取っていない可能性があ
りますので、最寄りの支部または
本部へお問い合わせください。
照会先　独立行政法人　勤労者退

職金共済機構　林業退職金共済
事業本部（☎ 03-6731-2889）
https ://www.r inta ikyo .
taisyokukin.go.jp/
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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。

期間　11月9日（火）～15日（月）
標語　「おうち時間　家族で点検　

火の始末」
　家族みんなで「住宅防火　いの
ちを守る 10 のポイント」を確認
しましょう。

4 つの習慣
◦寝たばこはしない、させない。
◦ストーブの周りに燃えやすいも

のを置かない。
◦コンロを使うときは火のそばを

離れない。
◦コンセントのほこりを取り、不

必要なプラグは抜く。
6 つの対策
◦ストーブやコンロなどは安全装

置が付いた機器を使用する。
◦住宅火災警報器は定期的に点検

し、10 年を目安に交換する。
◦部屋を整理整頓し、寝具、衣類

およびカーテンは、防炎品を使
用する。

◦火災を小さいうちに消すため
に、消火器などを設置し、使い
方を確認しておく。

◦お年寄りや身体の不自由な人
は、避難経路と避難方法を確認
し、備えておく。

◦防火防災訓練の開催、戸別訪問
などにより、地域ぐるみの防火
対策を行う。
照会先　中濃消防組合
（☎ 23-9090）

秋季全国火災予防運動

　製造現場の目視検査を AI を用
いて自動化する取組事例の紹介、
ライティング（照明）技術と外観
検査用 AI 体験のセミナーを開催
します。
日時　12 月 9 日（木）午前 10 時

～午後 4 時
場所　関市役所 1 階市民ホール
参加費　無料
申込方法　メールまたは FAX で

下記へ事業所名、事業所所在地、
参加者氏名、電話番号、メール
アドレスを記載して申込み
照会先　商工課
　（☎ 23-6752 23-7741
　  shoko@city.seki.lg.jp）

　わかくさ・プラザで初となる「マ
ルシェ」を開催します。
　アクセサリー、多肉植物、ハー
バリウムの販売や、簡単な小物作
りが体験できるワークショップ、
その他にもキッチンカーがやって
きて、ローストビーフやミルクデ
ニッシュなども販売します。
日時　11 月 21 日（ 日 ）午 前 10

時～午後 4 時
場所　わかくさ・プラザ屋外交流

スペース（雨天の場合は、学習
情報館 1F 多目的ホール）

※詳しくはわかくさ・プラザホー
ムページのイベント欄をご覧く
ださい。

（https://wakakusa-plaza.
com/）

「ライティング&外観検査
用AI 体験」セミナー

わかくさマルシェ

照会先　㈱トヨタエ
ンタプライズイベ
ント担当

（☎ 23-7779）

　夫・パートナーからの暴力や職
場などにおけるセクシュアル・ハ
ラスメント、ストーカー行為な
ど、女性をめぐる人権相談に、人
権擁護委員らが電話で相談に応じ
ます。秘密は厳守します。
受付期間　11 月 12 日（金）～ 18

日（木）午前 8 時 30 分～午後 7 時
※土・日曜日は午前 10 時～午

後 5 時
電話番号　0570-070-810

※通話料は自己負担
相談担当者　人権擁護委員、法務

局職員
相談料　無料
その他　強化週間以外も随時相談

に応じています。（平日の午前
8 時 30 分～午後 5 時 15 分）

　http://www.jinken.go.jp/

照会先　女性の人権ホットライン
（☎ 0570-070-810）

「女性の人権ホットライン」
強化週間
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