
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、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

　11月3日（木・祝）「文化の日」の
可燃ごみ・資源ごみ（ペットボト
ル）の収集、11月23日（水・祝）「勤
労感謝の日」の不燃ごみ・粗大ご
み・資源ごみ（ペットボトル）の収
集は、平日と同様に行います。
　ごみ収集カレンダーを確認し、
該当地域の人は午前8時30分まで
に出してください。
照会先　清掃事務所(☎22-0314)

　ガラスは一見同じように見えま
すが、利用目的に応じて異なる成
分のガラスが使われています。これ
らが混ざるとリサイクルが困難に
なるため、分別してください。
・資源ごみ

飲料、調味料などに使用されて
いる容器ビン

・燃やせないごみ
コップ、お皿、電球などの上記
以外のガラス製品

照会先　環境課（☎23-7702）

　4～9月の家庭ごみ処分量は約
8,868 t（概算46,706万円）、昨
年度の同時期と比較して約0.7％
削減することができました（約
8,930 t、47,169万円）。
　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。
　リデュース（ごみを出さない）リ

ガラス食器は燃やせないごみに
出してください

令和4年度上半期
ごみ処分量中間発表

ユース（再使用）リサイクル（再生
利用）の3Rを意識し、ごみを減ら
しましょう。
照会先　環境課（☎23-7702）

　（一財）自治総合センターは、宝
くじの社会貢献を広報する目的
で、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、小
屋名区が、小屋名公民センターの
備品を整備しました。
照会先　管財課（☎23-8121）

　住宅用薪ストーブ等を購入する
費用の一部を補助します。

薪ストーブおよび薪ボイラー (二
次燃焼以上の排煙を減少させる機

宝くじの助成金で
集会施設の備品整備

住宅用薪ストーブ等
購入費補助

能を有するもの)…購入経費の1/2
の額(上限10万円)
薪割り機(電動式または手動式)…
購入経費の1/2の額(上限1万円)
照会先　農林課(☎23-9251)

　不要になった本を集め、売却代
金を犯罪被害に遭った人への支援
に役立てる活動です。
　犯罪被害者週間 （11月25日～
12月1日）に合わせて開催します。
日時　11月28日（月）午前10時～
　午後3時
場所　市役所1階 アトリウム
対象　回収できる本は2010年以

降に出版されたISBNコード（規
格品番）がついた本のみ。ISBN
コードは本の裏表紙などに付い
ています。

照会先　福祉政策課（☎23-7798）

　「ねんきんネット」は、パソコンや
スマートフォンから自分の年金情
報を手軽に確認できるほか、将来
の年金受給見込額の様々な試算が
できます。
　詳しくは、日本年金機構のホー
ムページをご確認ください。
照会先　美濃加茂年金事務所
　（☎0574-25-8181）

犯罪被害者支援事業
「ホンデリング・プロジェクト」

11(いい)月30（みらい）日は
「年金の日」です

祝日のごみの収集
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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・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。集められた刃物の中でまだ使えるものは、修理して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38回刃物供養祭》
日時　11月8日(火)　午前9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）

11（イイ）月8（ハ）日は「刃物の日」

　新型コロナウイルスへの感染
や、感染が疑われるため、仕事を
休んだ人へ生活の保障として支給
している傷病手当金の適用期間を
次のとおり延長します。
対象　国民健康保険および後期高

齢者医療制度に加入している被
用者（給与の支払を受けている
人）

期限　12月31日（土）
照会先　保険年金課（☎23-6749）

「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）

期間　11月9日（水）～15日（火）
標語　「お出かけは　マスク戸締

り　火の用心」

傷病手当金の適用期間を延長

11/12 ～11/25は女性に
対する暴力をなくす運動週間

秋季全国火災予防運動

　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が可能
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）

　関市ファミリーサポートセン
ター（ファミサポ）は、育児を受
けたい人（依頼会員）と援助を行い
たい人（提供会員）を結びます。
　子どもが好きな人、ボランティ
ア活動を始めたい人など提供会員
になってみたい人の参加をお待ち
しています。
日時　11月18日(金)　 午前10時

～正午
場所　福祉会館3階 会議室1、2
対象　ファミサポの提供会員に興

味のある人
申込方法　住所、氏名、連絡先を

電話で申込み（※午前9時～午
後5時　祝日以外の月曜日は休
み） 

申込期限　11月11日（金）
照会先　関市ファミサポ
　(☎23-7774)

ファミサポ提供会員
希望者向け説明会

　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
・寝たばこは絶対にしない、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。
・コンセントはほこりを取り、不

必要なプラグを抜く。
6つの対策
・ストーブやコンロなどは安全装

置の付いた機器を使用する。
・住宅用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常に確保
して備える。

・防火防災訓練への参加、戸別訪
問など、地域ぐるみの防火対策
を行う。

照会先　中濃消防組合
　（☎23-9090）

　児童虐待かもと思ったらすぐに
お電話ください。

11月は
児童虐待防止推進月間
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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
□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1日に行われました審査会では、市内の小・中学校から68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。

令和4年度第66回関市児童生徒科学作品展特選入賞者の紹介

富岡小学校 2年生　稲
いないし

石 愛
あい

佳
か

さん
『もっとすごいカタツムリのひみつ』
　カタツムリの産卵や、卵からかえっ
てから成長する様子を観察して、気
付いたひみつをまとめました。
　変わった殻を持つ種類も見つけ楽
しかったです。

博愛小学校 5年生　伊
い

縫
ぬい

 尚
なおまさ

正さん
『橋の強度の研究』
　橋を支える様々な構造、けた橋、ト
ラス橋、アーチ構造をもつ橋のモデル
を作り、実験をして橋の形と強度の関
係性を明らかにしました。

田原小学校 2年生　板
いた

坂
さか

 和
わ

心
こ

さん
『もしもし糸電話～2かいにいるお姉
ちゃんと糸電話で話したい！！～』
　2階にいるお姉ちゃんと糸電話で話
したいと思い、実験しました。お姉ちゃ
んの声が聞こえてうれしかったです。

旭ヶ丘小学校 3年生　牛
うしまる

丸 真
ま り

理さん
『エビのけんきゅう』
　かわいいエビをたくさんつかまえた
くて研究しました。あんなに小さい体
に色々な生きる工夫があることに驚
きました。

旭ヶ丘中学校 2年生　伊
い

藤
とう

 壮
そう

真
ま

さん
『松ぼっくりの閉じる原因と原理』
　「松ぼっくりはどうして閉じるん
だろう？」そんなかわいらしい疑問
を基に、仕組みを松かさを縦半分に
切断するなどして調べました。

桜ヶ丘中学校 3年生　種
たね

田
だ

 そらさん
『災害時に備えて浄水場を作ろう！』
　災害時に身近にある泥水などを利
用できるよう様々な種類の「ろ過装
置」を作り、どれが一番水道水に近
い状態になるか調べました。

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　まなびセンター（☎23-7760）

ぎふマリッジサポートセンターからのお知らせ

●お見合い会を開催します
　1人あたり10分間、6人とじっくり
話ができます。
日時　11月20日(日)午後2時～4時
　（受付　午後1時45分）
場所　学習情報館2階
対象　25歳～43歳の独身男女
　※男性は岐阜県在住、在勤および市

町村結婚相談所に登録している人
定員　男性6人、女性6人（抽選）
参加費　無料
申込期限　11月10日（木）午後5時
申込方法　二次元コードから
　お申込みください。

●ぎふ婚活サポーター応援キャンペーンを実施しています
　ぎふ婚活サポーターに登録し、独身者の婚活を支援した結果その人が成
婚した場合、サポーターに県産品をプレゼントします。

《ぎふ婚活サポーターとは》
　独身者の身近で結婚に関する相談対応やサポートするボランティア

《あなたのお店が出会いの場に》
　サポーターが活躍する施設やお店を

「マリサポスポット」としてホームページ
に掲載し、お見合いの場として優先的に
スポットを紹介します。
対象　県内在住、在勤の20歳以上
申込方法　
　①右の二次元コードから
　　申込み。
　②サポーター養成研修を
　　受講し、誓約書と身分
　　証明書の写しを提出する。
照会先　ぎふマリッジサポートセンター
　（☎058-201-0141  058-274-9912
　 marisapo@ne-planning.com）
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【許可の条件】
◦ブランド品、貴金属など高価なものや、酒類、有害図

書など市役所内での販売に相応しくないものの販売は
できません。

◦多目的ショップで販売品などの展示、販売ができるも
の（後日発送、宣伝、契約行為のみの営業はできません）。

◦業務上必要な場合は電源の使用を許可します（容量の
多い電気の使用は不可）。

◦スペース内に収まるもの
　（幅2,900mm 高さ950mm
　奥行640mm）。
照会先　管財課（☎23-8121）

住宅名	 　 家賃	 戸数
東山3丁目住宅 21,200円～　2
岩下 16,600円～　3
松ヶ洞 12,900円～　3
北天神 16,100円～　5
武芸川小知野 20,500円～　7
入居資格
・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
上など要件を満たす場合、東町・
松ヶ洞および岩下住宅の1室は
単身入居可)

・収入基準以内であること。
申込期間　11月1日（ 火 ）～15日
（火）

入居予定日　12月23日(金)
選考方法　申込者多数の場合は抽

選
収入基準
・一般世帯　月額15万8千円以下
・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21万4千円以下
照会先　管財課(☎23-7763)
　武芸川地域の住宅は武芸川事務

所(☎46-2311)でも可

市営住宅入居者定期募集

●特定公共賃貸住宅
住宅名	 　家賃	 戸数
洞戸高見 30,000円～ ２
洞戸山根 30,000円～ １
板取岩本 30,000円～ ２
板取野口 30,000円～ １
富之保岩井ノ上 35,000円～ １
入居資格
　市営住宅定期募集参照
　※但し単身入居不可
申込期間
　募集戸数に達するまで随時受付
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

《特定公共賃貸住宅》
・「洞戸」 月額19万円以上42万7

千円以下
・「板取」 月額19万円以上31万7

千円以下
・「武儀」 月額20万円以上60万1

千円以下
照会先　管財課(☎23-7763)

市営住宅入居者随時募集

　この講座は、ホワイトボードに
意見やアイデアを集め、参加者の
力が活かされる、効率的、効果的
な会議の進め方を学びます。
日時　12月17日（土）午前10時～

午後5時
場所　市役所6階 大会議室
対象　市内在住、在勤、在学して

いる人
講師　岸靖久さん（ふぁん・ふぁ

しぃ・café 代表・ホワイトボー
ド・ミーティングⓇ認定講師）

定員　30人程度（申込順）
参加費　無料
申込方法　下記へ電話、または下

記二次元コードから申込み

申込期限　11月30日(水)
照会先　市民協働課(☎23-7711)

ホワイトボード
ミーティング®入門講座

　市役所1階アトリウムにある多目的ショップの利用者
を募集します。来庁者向けに販売、展示などをしてみま
せんか。
対象　市内事業者、市内で活動する団体、市内在住者
申込方法　希望する日の7日前までに「行政財産目的外

使用申請書」を管財課へ提出（販売などに伴う必要な申
請を保健所等官公庁で事前に行い、許可申請書を添付
してください）。

利用時間　市役所開庁日　月曜日～水曜日
　午前8時30分～午後5時15分
使用料　1時間240円

多目的ショップを利用しませんか

1月～8月の小売物価　

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 1月→8月
キャベツ（1kg） 111 136 162 149 166 139 131 122 +11円
だいこん（1kg） 128 139 166 166 167 193 185 227 +99円
牛肉（輸入品100g） 303 316 311 322 306 319 319 314 +11円
牛乳（1L） 207 207 207 207 207 207 207 207 +0円
食パン（1kg） 373 377 374 380 375 376 382 388 +15円
食用油（1kg） 344 344 344 344 382 398 411 471 +127円
小麦粉（1kg） 263 252 274 292 284 292 287 309 +46円
ガソリン（1L） 167 174 176 178 175 174 176 174 +7円
茶飲料（525ml） 90 90 90 88 168 168 150 150 +60円
電気代（1か月）13,196 13,791 14,285 14,501 14,735 14,806 15,247 15,639 +2,443円
総務省（小売物価統計調査　岐阜市）

（単位：円）
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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
□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

照会先　関市社会福祉協議会ボランティアセンター (☎22-0372）第61回関市発明展入賞者

【岐阜県知事賞】
土屋 莉菜（旭ヶ丘小6年）

「仕切りが自由自在！ 
本が倒れない本だな」

【関市長賞】
服部 真歩（旭ヶ丘中2年）

「ヘルスチェックつめ切り」

【(一社)岐阜県発明協会長賞】
桑畑 こはね（桜ヶ丘中2年）

「２WAY カゴ in かご
～便利な買い物カゴ～」

【関市長賞】
山田 虹大（下有知中1年）

「ポリ袋スライドキャッ
チャー」

【(一社)岐阜県発明協会長賞】
三橋 紗帆（桜ヶ丘中2年）

「心を潤すDreamカメラ」

【(一社)岐阜県発明協会長賞】
今井 敬亮（富岡小5年）

「アニサキス探知機付包丁」

賞名 作品名 氏名 学校 学年
岐阜県知事賞 仕切りが自由自在！　本が倒れない本だな 土屋　莉菜 旭ヶ丘小 6

(一社)岐阜県発明協会長賞 ２WAY カゴ in かご～便利な買い物カゴ～ 桑畑　こはね 桜ヶ丘中 2
関市長賞 ポリ袋スライドキャッチャー 山田　虹大 下有知中 1

関市議会議長賞 お薬プチッと５ 大野　真央 富野中 2
発明協会関支会長賞 本がたおれにくい本だな 澤井　美駒 武芸小 5

関市教育長賞 お風呂で濡れない！ 天井お掃除らくらく傘 土屋　紗菜 旭ヶ丘中 3
関商工会議所会頭賞 ジャンボタニシの卵の捕獲機 栗山　知大 旭ヶ丘中 1

関市小中学校長会長賞 カバーなくさなinブレラ 勝田　虎太郎 旭ヶ丘小 6
(公財)遠藤斉治朗記念科学技術振興財団理事長賞 にがしません 伊縫　智彩 博愛小 2

関市ＰＴＡ連合会長賞 プチッと丸まるシューズ袋 山田　陽太 下有知小 6
関市民リサイクル推進協議会長賞 片手で簡単お薬ケース 山田　颯汰 下有知中 2

関ロータリークラブ会長賞 どこでもスロープ
長谷部　快晴 津保川中 3
藤村　光駿 津保川中 3

関中央ロータリークラブ会長賞 ぼくのコンパスはしていせき 西部　聡人 富野小 3
(一社)関青年会議所理事長賞 たおして　‼　なべしき 西部　栞央 富野小 5
国際ソロプチミスト関会長賞 コールドカップ 本田　陽菜乃 板取川中 1

関美濃まんりょうクラブ会長賞 ハムすな分べつき 辻󠄀林　陽向 下有知小 3

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 ヘッド角度可変カミソリ カイインダストリーズ株式会社
発明協会関支会長賞 蛍光靴べらインソール 荘加　伸治

国際ソロプチミスト関会長賞 清潔でイラッとしないスーパーのビニ袋口空け 土岐　由美

賞名 作品名 氏名 学校 学年
(一社)岐阜県発明協会長賞 心を潤すDreamカメラ 三橋　紗帆 桜ヶ丘中 2

関市長賞 ヘルスチェックつめ切り 服部　真歩 旭ヶ丘中 2
関市議会議長賞 ウイルス仲良しライト 永田　達也 田原小 5

発明協会関支会長賞 HAPPYロボ 小池　菜々穂 小金田中 2
関 市 教 育 長 賞 光る横断歩道 後藤　杏月 緑ヶ丘中 3

関商工会議所会頭賞 海を救う魚 三輪　優莉 津保川中 1
(公財)遠藤斉治朗記念科学技術振興財団理事長賞 空中めがね 小森　優希 金竜小 4

関市民リサイクル推進協議会長賞 未来のきゅうじょはドローンだ！！ 山本　瑞姫 下有知小 5

賞名 作品名 氏名 学校 学年
(一社)岐阜県発明協会長賞 アニサキス探知機付包丁 今井　敬亮 富岡小 5

関市長賞 けんかを切る刀 小松　蒼央 倉知小 3
関市議会議長賞 お助け包丁 服部　華歩 富岡小 4

発明協会関支会長賞 変刀自在刃物 土屋　美賀 旭ヶ丘小 5
岐阜県関刃物産業連合会長賞 一ぱつ！ カットバサミ 後藤　凛果 倉知小 2
岐阜県関刃物産業連合会長賞 とぎ石内蔵スパット包丁 今井　敬亮 富岡小 5

第1部　児童生徒の発明くふう作品

第3部　未来の科学の夢絵画

第6部　未来の刃物・アイデア刃物

第2部　一般・女性の発明考案、くふう作品、生活の知恵

照会先　岐阜県発明協会関支会事務局(商工課 ☎23-6752）
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、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。

　前期に引き続き、後期も多様なジャン
ルの講座を用意しました。
時間　午後1時30分～3時30分
対象　市内在住または在勤で、原則全回

受講できる人
定員　90人
受講料　無料
申込方法　下記のいずれかで申込み
・右の二次元コードから
　申込み

・学習情報館にあるはがきで申込み
申込期限　11月9日（水）午後5時
照会先　生涯学習課（☎23-7776）

　織田信長の東美濃攻略は富加町の堂洞合戦を経て、関攻めで完結します。
今回は2回にわたり、関市と富加町にある関連史跡を両市町の文化財担当者
の解説付きで巡ります。
対象　小学生以上（低学年は保護者同伴）で両日参加でき、8km以上歩行、山

登りができる人
定員　15人（事前申込制、先着順）
1日目　加治田城ハイキング（距離約8km）
　日時　12月3日（土）午前8時30分～午後0時15分　※15分前から受付
　集合場所　富加町B&G海洋センター（富加町夕田238）
2日目　関城跡（安桜山）ハイキング（距離約5km）
　日時　12月10日（土）午前9時～正午　※15分前から受付
　集合場所　せきてらす
参加費　無料　※免責の範囲は加入する傷害保険の範囲内および応急処置以

外の責任は負いません。
申込方法　11月8日（火）午前8時30分から下記窓口に電話で申込み。
照会先　文化財保護センター（☎45-0500）

　認知症の人への接し方、認知症予防について学び
ます。
日時　11月13日（日） 午後1時30分～4時
　（午後1時開場）
場所　福祉会館3階 3-1、2会議室
内容　講義、認知症予防体操、寸劇、3B体操
参加費　無料
申込方法　下記照会先へ電話
申込期限　11月9日(水)
照会先　関市社会福祉協議会ボランティアセンター

(☎22-0372）

関市アカデミック講座（後期）募集

開催日 講座内容 講師 会　場

1 11月19日(土) わたしたちの地球（ほし）
の過去・現在・未来

岐阜県地球温暖化
防止活動推進員
森幹治さん

総合福祉会館
3階 会議室

2 12月17日(土) 基礎から学ぶ盆栽の魅力
岐阜県立国際園芸
アカデミー准教授
井上守さん

総合福祉会館
3階 会議室

3 12月24日(土) 東洋建築史入門
仏塔の形を追いかける

岐阜大学助教授
塚本明日香さん

総合福祉会館
3階 会議室

4 1月21日(土) 消費者トラブルにあわな
いために

岐阜県金融広報
委員会
小司隆信さん

総合福祉会館
3階 会議室

5 2月11日(土)
超高齢社会の実態と健康
科学の未来～100まで健
康でいるために～

中部学院大学教授
大森正英さん

中部学院大学
関キャンパス

関市・富加町連携　山城跡イベント

せきボラ協
認知症サポーター養成講座

　心がおどり笑い声が飛び交う楽
しい「体験」ができ、記憶に残るイ
ベントを開催します。
日時　11月26日（土）午前10時～
　午後4時
場所　せきてらす
内容　物販（飲食提供）、ワーク

ショップ、ステージイベント
主催　関商工会議所青年部
※詳しくは関市観光ホームページ
「せきのまど」を

　ご覧ください。

照会先　関商工会議所青年部
　（☎22-2266） 
　関市観光協会（☎23-6726）

心がおどるセキノオト
～ SEKI NOTE ～
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、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

　「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ます。

※市および県の補助適用後の金額です。

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～

研修名 日程 受講料

CATIA V5

CATIA V5 入門 ①1/27  4,400円 
CATIA V5 基礎 ①2/13～15 37,400円 
CATIA V5 サーフェス ①11/7～9 ②2/20～22 37,400円 
CATIA V5 アセンブリデザイン ①11/17～18 ②3/8～9 25,300円 
CATIA V5 ドラフティング ①11/25 ②3/10 13,200円
CATIA V5 ナレッジ機能活用編 ①2/10 15,400円
CATIA V5 データ活用編 ①3/1 15,400円
CATIA V5 マクロ(VBScript/VBA)RENEWAL ①11/24 ②3/6 15,400円
CATIA V5 機械治具設計 ①2/6～8 33,000円

SOLIDWORKS

SOLIDWORKS 基礎/応用 夜間 ①12/14～23 30,800円
SOLIDWORKS 基礎 ①11/10～11 ②1/10～11 ③2/16～17 20,900円
SOLIDWORKS 応用 ①12/1～2 ②1/24～25 ③2/27～28 20,900円
SOLIDWORKS 図面 ①12/12 ②1/31  ③3/13 11,000円
SOLIDWORKS トップダウン＆板金 ①2/9～10 20,900円
SOLIDWORKS 工業デザインモデリング基礎 ①11/15～16 ②1/18～19 3/7～8 20,900円

Fusion360
Fusion360 Basic RENEWAL ①12/12～14 ②2/15～17 29,700円
Fusion360 Advance RENEWAL ①1/16～18 ②3/13～15 29,700円
Fusion360 Industrial Design Modeling  NEW ①11/28～29 ②2/27～28 19,800円

Auto CAD LT
AutoCAD LT 基礎 ①11/28～29 ②1/16～17 ③3/6～7 16,500円
AutoCAD LT 応用 ①12/8～9 ②2/1～2 ③3/14～15 16,500円

土木CAD
AutoCAD LT 土木 基本&実践 ①11/16～17 ②2/7～8 16,500円
Jw_cad 土木 基本編 ①1/25  7,700円 

CAM/CAE

SOLIDWORKS CAM スタンダード ①2/21～22 20,900円 
CAE 基礎知識 ①1/20 13,200円 
SOLIDWORKSSimulation 設計者向け解析 ①11/7～8 ②2/13～14 20,900円 
SOLIDWORKSSimulation 機械要素部品の実務解析 ①11/24～25 ②3/1～2 20,900円 

NC工作機械 NC工作機械 入門 ①12/15 ②2/6 11,000円 

機械工学 機械製図
機械工学 基礎 ①1/17 11,000円 
機械製図 基礎 ①12/15～16 ②2/9～10 16,500円 
機械製図 応用 ①11/1～2 ②3/1～2 16,500円 

ヒューマンスキル コミュニケーション研修　～良好な人間関係を作る～ ①12/8 12,540円

テクノプラザCADセミナー（研修名一部省略）

研修名 日程 受講料
安全・操作基礎 産業用ロボット特別教育(教示) ①12/21～22 ②1/26～27 ③2/20～21 22,000円 

電気・電子
電気工学の基礎　NEW ①1/19～20、23 23,100円 
電気設備図面の作成　講座  NEW ①12/15～16、19～21 ②2/1～3、7～8 35,200円 
計測・制御システムの原理 講座  NEW ①12/6～9 33,000円 

プログラミング

PLC Basic（ラダー編） ①11/17～18 ②1/30～31 20,900円 
Python Basic ①11/3～4 12,100円 
Python オートマチック ①12/20～21 13,200円 
Python AI、ディープラーニング、機械学習 ①11/21～22、24 ②2/13～14、21 26,400円 

テクノプラザロボットセミナー（研修名一部省略）

CADセミナー▶
ホームページ

ロボットセミナー▶
ホームページ
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、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　12月3日(土)  午 前10時 ～
正午

場所　市役所6階 会議室
対象　再就職を希望する女性
参加企業　8社
参加費　無料
申込方法　下記URLまたは二次元

コードから事前に申込み。
　【URL】https://logoform.jp/

form/ZmuY/163101

照会先　みんサポ
　(☎23-7377) https：//www.

seki-minsapo.net

「30代から始める女性のセルフケア
～乳がんにならないために～」
日時　12月4日（日）午前10時～

11時30分
場所　関市保健センター2階
講師　岐北厚生病院　乳がん看護

認定看護師　小池恵理子さん
定員　会場参加40人
申込方法　電話またはWeb
申込期限　
　12月1日（木）
参加費　無料

照会先　市民健康課(☎24-0111）
　せき＊しあわせヘルスマイレー

ジポイント対象事業

　介護職に興味のある人、介護分
野の事業所と直接お話がしたい人
など、介護職の質問や疑問にお答
えします。
　ハローワークに求職登録がなく
ても参加できます。
日時　11月11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、

面接室
参加費　無料
※予約不要、入場自由、履歴書不

要。参加事業者については下記
へお問合せください。

照会先　ハローワーク関
　(☎22-3223)

なるほど！
健康講演会を開催します

女性の再就職応援
「合同会社説明会」

定員　一般コース30人、実技コース（ナイフ作り）5人、実技コース（包丁研ぎ）12人
受講料　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、郵送もしくはFAXにて商工課へ
申込期間　11月1日(火) ～15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)

●実技コース（刃物の使い方を学ぶ体験講座）

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

刃物セミナー受講生募集

月　日 講義内容 時　間 講　師 場　所
11月30日（水） 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） 市役所6階 会議室

12月2日（金） 金属（鉄）の特性① 午後7時～8時30分 中田隼矢さん 市役所6階 会議室
12月6日（火） 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8日（木） 金属（鉄）の特性② 午後7時～8時30分 中田隼矢さん 市役所6階 会議室

講義内容 月　日 時　間 講　師 場　所 材	料	費
◇ナイフ作り
～世界にひとつのオリジナルナイフを作ろう～ 11月26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)

材料費
5,000円

◇包丁研ぎ
～毎日使う包丁の切れ味を鋭くしよう～ 12月10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

介護就職デイ in せき
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、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

　

　

　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最後まで面倒を見ましょう。

【犬の飼い方】
●飼い犬の登録をしましょう
　狂犬病予防法で犬の登録と狂犬病予防注射の接種が義務付けられていま
す。登録は生涯に1回です。
　以下の場合に届出が必要です。

・犬を飼い始めたとき(登録)
・犬が死亡したとき
・犬の所在地が変わったとき
・飼い主が変わったとき
・飼い主の住所が変わったとき
・犬および猫を合計10頭以上飼養しているとき

●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直ちに回収しましょう。
　フンの回収は関市ポイ捨て等防止条例の第9条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良い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、
近隣へフン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
　野良猫に安易にえさを与えると、どんどん繁殖し、近隣の皆さんの迷惑
になります。
 

【ペットも災害に備えよう！】
　大切な家族であるペットを守るためにも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、大きな地震ではペットの迷子や脱走が起こります。災害時には動
物たちもパニックに陥ってしまうため、迷子札やマイクロチップなどで、
飼い主が分かるようにしておきましょう。
照会先　環境課(☎23-6733)

　無料ツール「Canva」を使って、デザインの初歩に触れ
てみましょう。
日時　11月19日（土） 午後2時～4時
場所　市民活動センター（安桜ふれあいプラザ内）
講師　林みなこさん（もぐらクリエイティ部）
定員　10人（申込順）
参加費　1,000円

犬・猫の正しい飼い方
飼い主が守るルールとマナー

　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17日（木）午後2時30

分～3時30分
場所　市民活動センター（安桜ふ

れあいプラザ内）
定員　若干名（申込順)
参加費　無料
照会先　市民活動センター
　（☎24-7772）

　148種類を超えるボール遊びを
通して様々な動きを経験するバル
シューレ教室です。児童期の発達
的特徴に合わせた運動教育です。
日時　11月5日、26日、12月17

日、24日、1月7日、21日、28
日、2月11日、18日、25日、
3月11日、25日

　各土曜日 全12回
・初級者コース（小学1～3年生）
　午前10時～11時
・中級者コース（小学4～6年生）
　午前11時10分～12時10分
場所　中部学院大学
講師　中部学院大学スポーツ健康

科学科　有川教授
定員　各15人（申込順）
参加費　9,000円
照会先　スポーツ推進課
　（☎23-7766）

関のおしゃべりカフェ
「刃物供養祭について話そう」

子どものためのスポーツ教室

初めてのCanva講座

持ち物　パソコン、タブレットまたはスマートフォン
（持っている人のみ）

※無料ツール「Canva」を利用します。事前にアプリケー
ションをインストールすることをお勧めします。

照会先　市民活動センター（☎24-7772）
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日時
菊花展　11月3日（木・祝）～
　13日（日）

　文芸大会　11月3日（木・祝）
邦楽大会（大正琴・箏曲・獅子舞・

詩吟・剣詩舞）　11月6日（日）
市民茶会　11月6日（日）
盆栽展第二部　11月12日（土）、

13日（日）
洋楽祭（ジャズ演奏・合唱・フラ

ダンス・ヒップホップジャズ・
ウクレレ・吹奏楽・ピ アノ・サッ
クス）　11月20日（日）

場所　文化会館
入場料　無料
照会先　文化課
　（☎24-6455   24-6950）

　関市文化協会の設立50周年を
記念して、由紀さおり、Ｎ響団友
オーケストラ、木山裕策による特
別公演を開催します。本公演は、
会員以外の人もご来場いただけま
す。
日時　令和5年2月5日（日）
　開場　午後2時
　開演　午後3時
会場　文化会館 大ホール
チケット　1,500円（全席自由席）
販売開始　11月30日（水）
販売場所　文化会館ほか
照会先　関市文化協会事務局（関

市文化課内）（☎24-6455）

第67回関市文化祭

関市文化協会設立50周年記念
「名曲歌酔いコンサート」

場所　市内各小学校
対象　小学1年生～4年生
開室時間　授業終了時～午後7時
入室要件　次のいずれかの理由により、1か月に15日以上利用する必要が

ある場合。療育手帳、身体障害者手帳などを持っている児童、その他特
別に支援が必要な児童は、放課後等デイサービスをご利用ください。

・児童の保護者(父母および同一校区内の祖父母など)が労働などにより、
昼間家庭におらず、その監護できない日が1か月に15日(1日4時間以上
の勤務が必要)以上かつ、3か月以上継続すること。

・出産予定月と前後1か月
・就労の準備のため通学(就業訓練校など）
　※保護者など全員の就労証明書が必要
使用料　利用時間により使用料の額が異なります（利用時間は、就労時間

によって市で決定）。
・口座振替で支払
・同一世帯の2人目から一部減額
・減免制度（別途申請が必要）
・7月と8月は使用料が変わります。
・別途実費負担金（おやつ代、保険代）が必要

申込方法　下記照会先へ申込書類を提出　※書類様式は提出先窓口または
市ホームページからダウンロード

申込期間　12月1日（木）～28日（水）
　※申請期間に提出が間に合わなかった場合、5月以降の入室になります。
　※現在利用中で、令和5年度も継続利用する場合も申込みが必要です。
照会先　教育総務課(☎23-7722）、各地域事務所（西部支所を除く）、各

留守家庭児童教室
利用終了時間 使用料（午前8時～）

午後5時 4,000円/月
午後6時 5,000円/月

午後6時30分 6,000円/月
午後7時 7,500円/月

令和5年度留守家庭児童教室

※長期休業期間は、午前8時～午後7時
（午前7時30分からの利用も可能）

※長期休業期間に午前7時30分から利用
する場合、追加の使用料が必要です。

　関民踊研究会による発表会を開催
します。
日時　11月13日(日)午前10時～
　午後3時30分

第43回ボランティア民踊の集い

場所　文化会館 大ホール
参加費　無料
照会先　関民踊研究会　大野富恵

(☎29-0206)
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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
□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

　7月から9月に募集した「あったか子ども見守り標語」に、全143作品の応募がありました。
　審査の結果、下記の12作品の入賞が決定しましたのでご紹介します。

令和4年度　あったか子ども見守り標語（受賞作品発表）

　7月から9月に募集した「ふれ愛（あい）写真｣に、小・中学生のみなさんから、全46作品の応募がありました。
審査の結果、下記の3作品が入賞しましたのでご紹介します。

令和4年度　ふれ愛(あい)写真（受賞作品発表）

展示　11月1日（火）～ 8日（火）の期間、「標語」の入賞作品、「写真」全作品を学習情報館1階（図書館手前）通路に展示
します。（※市ホームページでも見ることができます。右の二次元コードからご覧ください。）

主催　青少年育成市民会議・青少年健全育成協議会
照会先　生涯学習課（☎23-7777）

倉知小学校1年生

村
む ら

瀬
せ

 翔
と

希
き

 さん
　【題名】　なかよし兄妹
　【この写真を選んだ理由】
　　いもうとと、ダンボールのなかに
　はいってあそんで、たのしかったから。

博愛小学校4年生

堀
ほ り

野
の

 瑛
え い

斗
と

 さん
　【題名】　みんなで景色を独り占め
　【この写真を選んだ理由】

　友達みんなで登った誕生山からの景色が
とてもきれいだったから。

【題名】　お盆の、ひいばあちゃんへの成長報告
【この写真を選んだ理由】
　半身麻痺になり要介護状態になった、ひいばあちゃんに、
なかなか会えないけど、今年はお盆に大きくなった成長し
た自分を見てもらうことが出来た。叔父さんと背比べした
ら、ひいばあちゃんが笑ってくれた。いつも自分達の成長
を願ってくれるひいばあちゃんに会えて良かった。

旭ヶ丘小学校2年生

澤
さわむら

村 龍
 たつ

仁
と

己
き

 さん 

金賞 銀賞 銅賞
入
選

おせっかい？
　でも声かけよう　どうしたの？ 篠

しの

田
だ

　理
り

恵
え

 さん 声かける　こころに響け　いつの日か 澤
さわ

村
むら

 美
み

紀
き

子
こ

 さん

大丈夫？　優しい声かけ　ありがとう 金竜小学校3年生
中
なか

居
い

　愛
あ ゆ

結 さん スマホより　子供を見てね　大人たち 加
か が

賀　知
とも

子
こ

 さん

おかえりと　交わす会話に　地域の輪 梅
うめ

村
むら

 美
み

佐
さ

子
こ

 さん ほほえみが   心を癒す  ありがとう 松
まつ

居
い

　成
せい

華
か

 さん

温かい　目配り気配り　ありがとう 片
かた

山
やま

　奈
な

保
ほ

 さん 守りたい　夢がいっぱい　小さな手 福
ふく

田
た

　晴
はる

香
か

 さん

おじさんの　黄色いはたで　ホッとする 桜ヶ丘小学校2年生
片
かた

山
やま

　実
み

祐
ゆ

 さん
ばあちゃんに　なったら私も　恩返し
　子供を守る　黄色いベスト 中

なか

野
の

　美
み

稚
のり

 さん 

見ていてね
　スマホじゃなくて　僕たちを

下有知小学校6年生
荒
あら

木
き

　心
ここ

寧
ね

 さん 通学路  交わすあいさつ  笑み浮かぶ 和
わ

田
だ

　幸
ゆきふみ

文 さん

金賞 銀賞 銅賞
入
選

金賞 銀賞 銅賞
入
選

金賞 銀賞 銅賞
入
選

金賞 銀賞 銅賞
入
選

金賞 銀賞 銅賞
入
選

金賞 銀賞 銅賞
入
選
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