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私たちは  水を生かし  緑を広げ  安全に努め  心を育て  助け合います市民の誓い
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＜ 人 口 ＞
（－　３）７９，０９５男

（－　９）８３，３４６女

（－１２）１６２，４４１計

＜ 世帯数 ＞
（＋２４）６４，０９５

９月１日現在  （ ）は前月比

　今定例会で可決・認定された

主な議案は、次のとおりです。

▲

平成２７年度補正予算関係

　一般会計、国民健康保険事業

会計、介護保険事業会計、病

院事業会計

▲

条例関係

　個人番号カード利用条例の制

定、個人情報保護条例の一部

改正、市税条例等の一部改正

など

▲

平成２６年度決算の認定

　一般会計及び特別会計、公営

企業会計

▲

その他

　請負契約の締結（４件）、財産

の取得など

　第３回市議会定例会

が、９月７日から２５日

まで開かれました。

　最終日２５日の本会議

では、各担当委員会に

付託されていた議案の

審査結果を、各委員長

が報告。この後、採決

が行われ、一般会計補

正予算など２６議案が原

案どおり可決・認定さ

れました。

　また、「安全保障関連

法案の廃案を求める請

願」については、不採

択となりました。

　続いて、追加上程さ

れた議員提出議案４件

が原案どおり可決され

ました。

▼
　
議
案
を
可
決
し
 閉
会
▲

３０

１０月１日号 主な内容

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

マイナンバー制度、軽自動車税

の税額変更、川と海のクリーン

大作戦など　　　　…２～３Ｐ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

市職員の募集、情報工房指定管

理者の募集、ボランティア講座

など　　　　　　　…４～５Ｐ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

平成２８年度入園児の募集、子ど

もＩＴ講座など　　…６～７Ｐ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

ふれあいかみいしづ、すのまた

文化祭、東西俳句相撲出場者募

集、市民伝言板など…８～９Ｐ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

健康ガイド　　　　…１０～１１Ｐ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

第３回大垣めしグランプリ、守

屋多々志美術館特別展、芭蕉蛤

塚忌全国俳句大会　　　…１２Ｐ

第３回市議会定例会

　城下町・大垣の秋を彩る十万石まつりが１０月１１日（日）、大垣駅通りを

中心に繰り広げられます。趣向を凝らした子どもみこしや大人みこしの

練り歩きのほか、少年団体パレード、鉄砲隊演武など多彩な催しが盛り

だくさん。ご家族おそろいで、お出かけください。

　詳しくは、同まつり実行委員会（大垣観光協会内 緯７７－１５３５）へ。

　第３９回全国育樹祭へのご臨席にともない、１０月１０日（土）に、

皇太子殿下が本市をご訪問（行啓）されます。

　当日は、沿道に約４０か所の奉迎場所が設けられますので、市

民の皆さんには、ぜひ沿道で殿下をお迎えください。なお、駐

車場はありませんので、公共交通機関などをご利用ください。

◇お立ち寄り先　大垣フォーラムホテル（ご昼食）

　殿下は、正午ごろから午後２時３０分ごろにかけて、訪問され

る予定です。ご訪問の時間などについては、変更される場合が

あります。

　詳しくは、秘書広報課秘書グループ（緯４７－７３４６）でお尋ね

ください。

大垣フォーラム
ホテル

市民病院

大垣警察署 西濃総合庁舎

総合体育館

大垣駅

大垣ＩＣ

東大垣駅

交通規制

皇皇皇皇皇皇皇皇皇皇皇皇皇皇皇皇皇皇皇皇皇太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿殿皇太子殿下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下　ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣ご来垣
沿道での奉迎にご参加を沿道での奉迎にご参加を外外

葛少年団体交歓大会／９：２０～

１０：２０（大垣城ホール）

葛オープニングパレード・少年

団体パレード／１１：００～１２：００

葛大垣市推奨観光土産品即売会

／１１：００～１６：００（多目的交流

イベントハウス前）

葛お抹茶会／１２：００～１６：００

※駅通りで行う行事は場所の
記載を省略しています

主主主主主主主主主主主主主主主主なななななななななななななななな行行行行行行行行行行行行行行行行事事事事事事事事事事事事事事事事日日日日日日日日日日日日日日日日主な行事日程程程程程程程程程程程程程程程程程 葛鉄砲隊演武／１２：００～１２：

２０

葛十万石おどり／１２：２０～

１２：４０

葛民踊交歓大会／１２：４０～

１３：００

葛十万石ふるさとまつり

（みこしの練り歩き）／

１３：００～１６：００

葛餅まき／１６：００～（大垣公

園城西広場）

大垣城
ホール

多目的交流
イベント
ハウス

大垣城

大垣共立
銀行本店

大垣郵便局

養老鉄道大垣駅

JR大垣駅

JR東海道本線

養老鉄道

守屋多々志
美術館

常葉
神社

貴船神社

愛宕
神社

長勝寺

WCWC

WC

WC

WC 8：00～15：00通行禁止

9：00～17：00通行禁止

9：00～17：00一方通行解除

10：30～12：30通行禁止

WC

大垣
公園

城西広場

交通規制のご案内

猿とき／１０月１１日（日）　午後１時～４時

猿受付／まちづくり市民活動支援センター

猿内容／十万石まつり会場内での清掃活動ボランティア

猿問合せ／同支援センター（緯７５－０３９４）へ

十万石まつりクリーン作戦

△

写
真
は
、
い
ず
れ
も
昨
年
の
様
子

１１００／／１１ 大垣駅通り一１１　  大垣駅通り一帯帯日

十
万
石
ま
つ

十
万
石
ま
つ
りり
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１０月から通知されるマイナンバー（社会保障・税番号）。本紙

８月１５日号で、制度の効果や導入のスケジュールなどについて

お知らせしました。今回は、個人番号カードの交付方法や、通

知カードと個人番号カードの特徴、活用方法などについてお知

らせします。

猿個人番号カードの

　交付方法

来年１月から、希望

者に対して個人番号カ

ードが交付されます。

交付を希望する人は、

次のとおり手続きをし

てください。 通知カード・個人番号カード交付申請書

猿マイナンバーの通知

１０月から、マイナン

バーを通知カードによ

ってお知らせします。

通知カードは、住民票

の住所へ世帯ごとに簡

易書留で送付します。

個
人
番
号
カ
ー
ド

②申請者に対して、来年１月以降に、個人番号カードをお渡しす

る準備ができたことをお知らせする交付通知書を送付します。

交付通知書が届くまでは個人番号カードを受け取ることができ

ないため、ご注意ください。

①郵送された封筒には、通知カードと、個人番号カード交付申請

書が入っています。交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を

貼り付けて、返信用封筒で返送してください。　※スマートフ

ォンなどで顔写真を撮影し、所定のフォームに必要事項を入力

して、オンラインで申請することもできます

③交付通知書を受け取った後、市役所または上石津・墨俣地域事

務所の窓口に運転免許証などの本人確認書類、通知カード、交

付通知書を持参してください。なお、通知カードと交付通知書

は、個人番号カードをお渡しするときに窓口で回収します。

革

革

（おもて面）

＜住民基本台帳カードについて＜住民基本台帳カードについて＞＞

住民基本台帳カード（住基カード）を持っている人につ

いては、個人番号カードをお渡しするときに窓口で回収し

ますので、あわせてお持ちください。

猿住基カードの電子証明書の有効期限にご注意ください

すでに交付された住基カードについては、マイナン

バー制度の開始後も有効期限まで引き続き利用するこ

とができますが、１２月２２日をもって住基カードへの電

子証明書の発行が終了します。

ｅ－Ｔａｘなどの電子申請を予定している人で、利

用までに電子証明書の有効期限を迎える人は、１２月２２

日までに電子証明書を更新するか、早めに個人番号カードの交付申

請をしてください。

個人番号カード通知カード

平成２８年１月以降平成２７年１０月以降発行時期

申請した人を対象に、市役
所または上石津・墨俣地域事
務所の窓口で交付

全市民へ、住民票の住所へ
世帯ごとに簡易書留で送付

発送・交付方法

【表面】住所・氏名・性別・
　　　　生年月日・顔写真
【裏面】マイナンバー・氏名・
　　　　生年月日・ＩＣチップ

住所・氏名・性別・生年月
日・マイナンバー

記載されている
内容など

無料　※電子証明書を含む初回交付手数料

【カードのみ】８００円
【ＩＣチップ内に
　電子証明書を発行】２００円

５００円再交付手数料

・公的な本人確認書類として
　利用できます
・市の図書館で図書館カード
　として利用できます
・ＩＣチップ内の電子証明書に
　より、次のことができます
　①コンビニで住民票の写し
　　や所得証明書などを取得
　　できます
　②インターネット上で確定
　　申告を行うことができる
　　ｅ－Ｔａｘなどの電子申
　　請が利用できます

・個人番号を提示するため
　のもので、別に本人確認
　書類が必要になる場合が
　あります

できること

猿通知カードと個人番号カードのそれぞれの特徴

教
え
て
！
マ
イ
ナ
ン
バ

教
え
て
！
マ
イ
ナ
ン
バ
ーー

教
え
て
！
マ
イ
ナ
ン
バ

教
え
て
！
マ
イ
ナ
ン
バ
ーー

【マイナンバー制度に関することは】　緯０５７０－２０－０１７８

　※平日の午前９時３０分～午後５時３０分、年末年始を除く

【通知カードに関することは】　緯０５７０－７８３－５７８

　※平日の午前８時３０分～午後１０時、土日祝日の午前９時

　　３０分～午後５時３０分、年末年始を除く

＜

問
合
せ＞

マイナンバマイナンバーーのの通知通知をを開始開始しますします

マイナンバーはどう使うの？

平成２８年１月から、市役所の窓口などで社会保障・税・災

害対策分野の申請や手続きをするときに、受付窓口でマイナ

ンバーを提示していただきます。

この時、窓口ではマイナンバーと本人確認のために次のよ

うな証書が必要となりますので、ご注意ください。

（１）個人番号カードを持っている人＝個人番号カードの提示

（２）個人番号カードを持っていない人＝通知カードと運免許

　　証など　※通知カードには氏名・住所・生年月日・性別・マ

　　イナンバーが記載されますが、顔写真は添付されません

　　ので、本人確認のために運転免許証などが必要です

これまで、ある行政機関Ａで手続きをするときに、ほ

かの行政機関Ｂが発行する証明書が必要な場合、Ｂで証

明書を発行してもらってからＡで手続きをしなければい

けませんでした。

平成２９年１月からは、国の行政機関の間で、同年７月

からは、市役所なども含めた情報連携が始まり、申請・

届出時に必要な情報を職員が必要な限度で確認できるよ

うになります。これにより、これまで申請書や届出書と

あわせて提出していた住民票の写しや所得証明書などを

省略できるようになり、手続きの負担が軽くなります。

マイナンバーで何が便利になるの？

（うら面）

１０月～
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審議会のお知らせ
担当：情報企画課（緯４７－８２４９）ＩＣＴ戦略ビジョン策定懇話会

市役所３階 合同委員会室１３：３０～１５：３０１０月６日（火）

・市民アンケートの結果について　ほか

担当：農林課（緯４７－８６２９）森林管理委員会

上石津地域事務所２階 第１会議室１３：３０～１５：３０１０月１６日（金）

・森林管理、整備について　ほか

大垣市役所 緯８１－４１１１　〈３〉～ かがやいて 夢ある大垣 確かな未来 ～

集合場所

津村町（津布良公園東河川敷）

東町（国道２１号新揖斐川橋下流）

直江町（大垣一宮線大垣大橋上流河川敷）

馬の瀬町（川並小学校前河川敷）

今福町（名神高速道路橋梁下流）

浅西（鵜森排水機場）

墨俣町墨俣（犀川橋東）

墨俣町上宿（上宿橋東）

墨俣町下宿（下宿橋東）

上石津町乙坂（携帯電話基地局東）

木曽三川流域や伊勢湾沿岸の市町

村が「川と海のクリーン大作戦」と

題した一斉清掃を行います。

市内では、揖斐川・杭瀬川・長良

川・牧田川の堤防や河川敷の清掃を

行いますので、ぜひご協力ください。

詳しくは、治水課（緯４７－８７２６）

へ。

猿とき／１０月１８日（日）　午前８時～

９時（受付：午前７時３０分～）　

※小雨決行

猿持ち物／軍手　※ごみ袋は配布

１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１０００００００００００００００００００００/////////////////////１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１０/１８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８
（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日（日））））））））））））））））））））））川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川と海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海海のクリーン大作戦

市は、ＮＴＴ

タウンページ珂

と共同で、行政

手続きなどの市

政情報を掲載し

た「大垣市市民

便利帳」とＮＴＴ西日本の「タ

ウンページ」の合冊本を制作し

ました。

今年は、ＮＴＴタウンページ

珂が、１０月初旬から各家庭や事

業所などに配布を行います。

配布については、タウンペー

ジセンタ（緯０１２０－５０６３０９）へ、

「市民便利帳」については、秘書

広報課（緯４７－７３７６）へ。

　１０月１２日（月・祝）の「もえるご

み」は、通常どおり収集します。

　ただし、「もえないごみ」「ペ

ットボトル」「プラスチック製

容器包装」の収集は休みます。

この日が収集日にあたる区域

は、１５日（木）に収集します。

　詳しくは、クリーンセンター

（緯８９－４１２４）へ。

１０月１２日（体育の日）は
「もえるごみ」のみ収集

市教育委員会は、市内に残る

歴史的建造物の確認調査を実施

します。調査では、腕章を付け

た調査員が撮影などを行います

ので、ご協力をお願いします。

＊期間／１０月～平成２８年３月

＊問合せ／文化振興課（緯４７－

８０６７）へ

市民便利帳＋電話帳の合冊本
～各家庭や事業所に配布 ～

歴史的建造物の
確認調査を行います

県は、横曽根工業団地地区を

市街化区域に編入する都市計画

決定素案について、市民の皆さ

んの意見を聞く公聴会を開催し

ます。

公聴会で意見陳述を希望する

人は、素案閲覧期間中に県へ公

述申出書を提出してください。

なお、申し出がない場合は、

＊とき・ところ／①毎週水曜日

の午前９時～正午＝市役所２

階市民相談室　②毎月第１・

３水曜日の午前９時～正午　

＝赤坂総合センター　③毎月

第２水曜日の午後１時～４時

＝上石津地域事務所

＊内容／行政相談員による行政

全般についての相談

＊問合せ／まちづくり推進課

公聴会は開催されません。

＊とき／１０月２８日（水）　午後６

時～

＊ところ／子育て総合支援セン

ター多目的ホール

＊素案の閲覧／１０月１～１５日の

午前９時～午後５時（土・日・

祝日を除く）に県都市政策課

および市都市計画課で閲覧可

＊問合せ／県都市政策課（緯０５８

－２７２－８６４８）または、市都市

計画課（緯４７－８６９４）へ

都市計画変更についての
公聴会を開催

お気軽にご利用ください
行政相談制度

（緯４７－８５４３）へ

＊とき／１０月２３日（金）　午前１０

時～午後３時

＊ところ／情報工房２階多目的

研修室

＊内容／専門家による登記、人

権問題、税金、雇用、労災、

年金、消費生活などの相談

＊問合せ／総務省岐阜行政評価

事務所（緯０５８－２４６－４４１１）へ

一日合同行政相談

新税額
（平成２８年度から）

現行税額
（平成２７年度まで）

車　　種

２，０００円１，０００円５０ｃｃ以下

原動機付自転車
２，０００円１，２００円５０ｃｃ超 ９０ｃｃ以下

２，４００円１，６００円９０ｃｃ超 １２５ｃｃ以下

３，７００円２，５００円ミニカー

３，６００円２，４００円二輪の被けん引車

３，６００円２，４００円二輪の軽自動車　１２５ｃｃ超 ２５０ｃｃ以下

６，０００円４，０００円二輪の小型自動車　２５０ｃｃ超

２，４００円１，６００円農耕用
小型特殊自動車

５，９００円４，７００円その他

３，６００円２，４００円専ら雪上を走行する軽自動車

■原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車など

　すべての車両に新税額が適用されます。

■三輪・四輪以上の軽自動車

　初めて車両番号の指定を受けた月に応じて、①現行税率、②新税率、

③重課税率のいずれかの税額が適用されます。

宛 姐鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵

③重課税額
②のうち基準を満たす車両

②新税額①現行税額車　　種
７５％軽減５０％軽減２５％軽減

４，６００円１，０００円２，０００円３，０００円３，９００円３，１００円三　輪

１２，９００円２，７００円５，４００円８，１００円１０，８００円７，２００円自家用四輪

乗用 ８，２００円１，８００円３，５００円５，２００円６，９００円５，５００円営業用

６，０００円１，３００円２，５００円３，８００円５，０００円４，０００円自家用四輪

貨物 ４，５００円１，０００円１，９００円２，９００円３，８００円３，０００円営業用

①現行税額…平成２７年３月３１日までに初めて車両番号の指定を受けた車

両で、指定を受けてから１３年を経過するまで適用

②新　税　率…平成２７年４月１日以降に初めて車両番号の指定を受けた車

両で、指定を受けてから１３年を経過するまで適用　※平成２７年４月１

日から平成２８年３月３１日までに最初の新規検査を受けた車両で、環境

負荷の小さいものについては、平成２８年度分に限り、グリーン化特例

（車両によって２５％・５０％・７５％軽減）が適用

③重課税率…初めて車両番号の指定を受けた月から起算して１３年を超え

る車両に適用（電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混

合メタノール自動車、ガソリンハイブリッド車、被けん引車を除く）

地方税法および市税条例改正に伴い、平成２８年度か

ら、軽自動車税の税額が次のとおり変更となります。

詳しくは、課税課（緯４７－８１４３）へ。

軽自動車税の税額が変わります

　１０月４日（日）の休日納税相談

業務は、マイナンバー制度の直

前作業のため、相談は可能です

が、一部対応できない業務があ

ります。そのため、１０月１１日

（日）の午前９時から午後４時ま

で、臨時相談日を開設します。

　詳しくは、収納課（緯４７－

休日納税相談業務の
一部停止

　市は、赤坂コミュニティ・防

災センターの貸館業務を、平成

２８年３月末日で廃止します。

　４月からは、お近くの地区セ

ンターなどをご利用ください。

　詳しくは、生活安全課（緯４７

－７３８５）へ。

赤坂コミュニティ・防災
センターの貸館廃止

８７２９）へ。
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〈４〉　広報おおがき　No.１７９１　平成２７年１０月１日 ＜参加料などの記載のないものは、無料です＞

　市は、平成２８年４月採用の職員（技

能労務職）を募集します。　

猿試験区分・職種など

猿受験資格／昭和５１年４月２日以降に生まれた人で、普通

自動車免許を有する人または平成２８年３月３１日までに取

得見込みの人（①は大型自動車第一種免許を有する人ま

たは平成２８年３月３１日までに取得見込みの人）

猿申込書／１０月１日から人事課で配布（市ＨＰからダウン

ロード可）

猿郵便での請求／封筒の表に「技能労務職員採用試験申込

書請求」と朱書きし、電話番号を明記のうえ、１２０円切

手を貼った送付先明記の返信用封筒（角２号）を同封し、

人事課（〒５０３－８６０１ 丸の内２－２９）へ

猿受付期間・場所／１０月１～１４日（消印有効）の平日に、人

市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市
職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職
員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員
（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（
技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技技
能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能能
労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労労
務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務務
職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職
））））））））））））））））））））））

をををををををををををををををををををををを
募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募
集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集

　　職務内容人員職　種区分

クリーンセンターにおけるごみ処

理、収集業務

１人①自動車運転手
技
能
労
務
職

１人②清掃・工務

市民病院での患者の食事・排泄・

移動介助等、看護師の補助業務
３人③看護補助員

　特別養護老人ホームあすわ苑

は、臨時職員を募集します。

＊募集人数／①介護職員：若干

人　②看護師：若干人

＊応募資格／①高校卒業以上の

人　②看護師資格取得者（准

看も可）※いずれも普通自動

車免許を有する人

＊申込／１０月３０日（消印有効）ま

でに、履歴書、健康診断書、

資格証明書の写しを同施設

（〒５０３－０１２６　安八町中須

４１０－１、緯６４－５５０５）へ

あすわ苑
１２月１日採用の臨時職員

大垣消防組合は、事業所初期

消火競技大会に参加する事業所

を募集します。

＊とき／１１月１０日（火）　午後１

事業所初期消火競技大会
の参加事業所

＊応募資格／市内に主たる事務所を持

つ法人や団体（共同事業体も可）

＊管理施設／情報工房

＊選定方法／提出された申請書類を、

選定委員会が審査。市議会の議決を

経て指定

＊募集要項／１０月１～９日の平日に、

情報企画課で配布（市ＨＰからダウンロード可）

＊申込／１０月２１～３０日の平日に、申請書に必要書類を添えて、同課

（緯４７－８２４９）へ

　大垣市明るい選挙推進協議会

は、街頭で投票参加への啓発な

どをボランティアで行っていた

だく推進員を募集します。

＊対象／市内在住の１８歳以上の

人（１０月１日現在）で、昼間

の行事に参加できる人（学生

も可）

＊申込／市選挙管理委員会（緯

４７－８２９２、ｅ－ｍａｉｌ：ｓｅｎｋｙ

ｏｋａｎｒｉｉｉｎｋａｉ＠ｃｉｔｙ．ｏｇａ

ｋｉ．ｌｇ．ｊｐ）へ

明るい選挙推進協議会
推進員

葛東海ラジオ　「マイタウン情報」

　９日／１５：００～　【十万石まつり】

葛ぎふチャンラジオ　「大垣市の時間」

毎週木曜／９：４０～

【１日】すのまた秀吉出世まつり　【８日】十万

石まつり　【１５日】市民の健康広場　【２２日】ふ

れあいかみいしづ　【２９日】中山道赤坂宿まつ

り

葛エフエム岐阜　　「子育てパラダイス」 

毎週火曜／８：４５～

葛エフエム岐阜　 「大垣カフェタイム」 

毎週土曜／９：１９～

葛ぎふチャン「あなたの街から大垣市」　

１０
Ｏｃｔ
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　＜地上デジタル８ｃｈ＞　１５日／１８：００～

【田舎暮らしでかがやきライフ】　自然あ

ふれる上石津地域への移住について、実

際に移住した人の話を交えながら、その

魅力やサポート体制などを紹介

葛大垣ケーブルテレビ「水都ピア通信おおがき」　

＜チャンネルＯＣＴ＞　月／１５：４５～、水／１９：３０～、

金／１７：４５～、土／２３：４５～、日／１４：４５～

【感動体験　おむすび博】　大垣の歴史・文

化、自然、食などをテーマとした体験講座

の博覧会「おむすび博」を紹介

時３０分～４時　※小雨決行

＊ところ／総合体育館駐車場

＊競技部門／①消火器（女性に

よる個人競技）　②屋内消火

栓（４人編成）　③小型動力ポ

ンプ（５人編成）

＊申込／１０月１５日までに、同組

合予防課（緯８７－１５１２）へ

＊計画（素案）・意見書の閲覧・入手場所／治水課、市政

情報コーナー（市役所１階）、上石津・墨俣地域事務所、

各サービスセンター、各地区センター、市ＨＰなど

＊募集期間／１１月４日（必着）まで

＊提出方法／意見書に住所・氏名・年代・電話番号を記

入し、治水課（〒５０３－８６０１　丸の内２－２９、胃８１－

３３０２、緯４７－８７２６）へ　※市ＨＰ「パブリックコメント」

からも提出可

　大垣市社会福祉事業団は、平

成２８年４月採用の職員を募集し

ます（若干人）。

＊職種／①介護職員　②支援

員・療育指導員　③看護職員

＊応募資格／いずれも昭和３２年

４月２日以降に生まれた人

で、③は看護師免許または准

看護師免許を有する人

＊申込／１０月１～２２日（消印有

効）の平日に、社会福祉事業

団で配布の申込書（同事業団

ＨＰからダウンロード可）に

必要事項を記入し、同事業団

（〒５０３－００３１　牧野町２－１５０

－１、緯７１－３９１８）へ

平成２８年４月採用

社会福祉事業団の職員

　市は、宝く

じの受託収入

を財源に行う

「コミュニテ

ィ助成事業」

の申請を募集します。

＊対象経費／住民組織が行う地

域活動に必要な設備（建築物・

消耗品は除く）の整備費

＊助成額／１００万円～２５０万円

＊申込／１０月１３日までに、市民

活動推進課（緯４７－７１６９）へ

コミュニティ助成事業
の申請

情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工房房房房房房房房房房房房房房房房房房房房房 指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管管理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者ををををををををををををををををををををを募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募情報工房　指定管理者を募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集 平
成
　
年
度
採
用

２８

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
募
集

治治
水水
　
か
年
計

か
年
計
画画

１０１０

事課へ

猿試験／１１月７日（土）に①②は市職員会館、③は市民病院

で１次試験を実施。合格者は１２月上旬に２次試験を実施

猿申込・問合せ／人事課（緯４７－８１９６）へ

市は、治水の安全度向上と維持を目的とした整備を推進

するため「治水１０か年計画」の策定を進めています。

この策定にあたり、計画の素案に対する市民の皆さんの

ご意見を募集します。

　市は、情報工房の適切な管理運営を行うことができる指定管

理者を募集します。
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大垣市役所 緯８１－４１１１　〈５〉＜申込の記載のないものは、申込不要です＞

【写真付き年賀状を作ろう】

＊対象／市内在住・在勤・在学

で、文字入力・マウス操作が

できる人

＊とき／１０月３１日（土）　午前９

時～正午

＊ところ／時公民館

情報ボランティアが教える
市民ＩＴ活用研修

＊内容／自身のパソコンを使っ

て、お気に入りの写真を加工

して、年賀状を作る

＊持ち物／パソコン（ＯＳはＷ

ｉｎｄｏｗｓ　Ｖｉｓｔａ以降が望ま

しい。持参できない人は相談）

＊定員／２０人（抽選）

＊とき／１１月１９日（木）　午後１

時３０分～３時３０分

＊ところ／市民会館大会議室３

＊内容／国税や市税などについ

て学ぶ

＊定員／３０人（抽選）

＊申込／１０月３０日（必着）まで

に、はがきに住所・氏名・電

女性のための租税教室

内 容ところ分野・と き

ボランティアに関する講義
と対象施設の見学

総合福祉会館
【共通】講義・見学

１１／６（金）

子育てサロン「にこにこコア
ラ」での託児ボランティア

総合福祉会館
【活動①】子育て

１１／１７、１２／１５

利用者の作業補助、生活援
助など

かわなみ作業所
【活動②】障がい

１１／１３・１８・２８

利用者の生活援助など
墨俣デイサービス
センター

【活動③】高齢者

１１／１４・２０・２３

※時間は、①子育てのみ午前９時～正午、そのほかは午後１時３０分～４時

＊対象／市内在住、在勤の人

＊内容／１１月６日の講義・施設見学（必

ず参加してください）の後、下表の①

子育て、②障がい、③高齢者の分野か

大垣市ボランティア市民活動支援センターは、ボランテ

ィアに興味がある人や、これから始めたいと思っている人

を対象に、体験講座を開きます。

らいずれか１日選択し、ボランティア活動を体験する

＊定員／３０人（先着順）　※活動は１日あたり３～４人

＊参加料／３００円（保険、資料代）

＊申込／同センター（総合福祉会館内、緯７８－８１８１）へ

◆とき／１０月１７日（土）　午前９時～

午後３時　＜少雨決行＞

◆ところ／上石津郷土資料館周辺

◆内容／元岐阜県立森林文化アカデ

ミー教授の田端英雄さんを講師に

迎え、キノコの採取・学習会や 草 
くさ

 生 （水田と森林の間にある土手）
おい

の草刈り、自然観察などを行う

人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人とととととととととととととととととととととと自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然然のののののののののののののののののののののの
関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関関わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわ関わりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりをををををををををををををををををををををを学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学ぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶ学ぶ
かみいしづ里山大かみいしづ里山大学学

市は、ふるさとの里山に触れ、人

と自然との関わり方を学ぶ「かみい

しづ里山大学」を開きます。

詳しくは、農林課（緯４７－８６２９）
へ。

受講料定員日　 程難易度講　 　 座　 　 名コース

３，６９０円１２人１３：３０～１６：３０水１１／１１・１８・２５★はじめてパソコン（Ｗｉｎｄｏｗｓ８編）碓サ 

３，９９０円１２人９：００～１２：００木１１／５・１２・１９★★はじめて文書作成Ｗｏｒｄ２０１３碓シ 

３，９９０円１２人９：００～１２：００水１１／１１・１８・２５★★はじめて表計算Ｅｘｃｅｌ２０１３碓ス 

３，９９０円１２人９：００～１２：００金１１／６・１３・２０★★★ステップアップ外Ｗｏｒｄ２０１３（生活活用編）碓セ 

３，７００円８人１３：３０～１６：３０木１１／５・１２★シニアタブレット講座（はじめてのｉＰａｄ）碓ソ 

３，７００円８人１３：３０～１６：３０木１１／１９・２６★Ｗｏｒｄで作る年賀状文面作成（ゆっくり編）碓タ 

３，７００円８人１３：３０～１６：３０金１１／２０・２７★★Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌで作る年賀状宛名作成（ゆっくり編）碓チ 

１，８５０円８人９：００～１２：００金１１／２７★★これですっきり外デジカメ写真整理講座碓ツ 

１，８５０円８人９：００～１２：００木１１／２６★★Ｗｉｎｄｏｗｓ８．１に買いなおした人のための講座碓テ 

４，０００円６人１３：３０～１６：３０金１１／６・１３★★★使える外便利外Ｅｘｃｅｌ関数碓ト 

各６１０円各１０人
１１／５の１４：００～、１１／１４の１０：３０～、

１１／１９の１４：００～　※各１時間３０分
★

フォローアップ研修

（過去に受講した研修の疑問などを個別に指導）
碓ナ 

＊対象／西濃地域在住または市

内在勤・在学で、碓サ を除いて

文字入力・マウス

　操作ができる人

＊申込／１０月２１日の

　午後５時までに、

　情報工房（緯７５－７０００）へ　

※同工房ＨＰから申込可

＊備考／１０月２３日に抽選。定員

に満たない講座は、２３日以降

も申込可。テキスト代は実費

パソコン研修（１１月分）
情報工房 

ージからも申込可

＊備考／いずれも先着順。最少

＊対象／西濃地域在住の人

＊申込／往復はがきに講座名・

講座番号・住所・氏名・生年

（　）内は中小企
業勤務以外の人受講料定員日 程　　＜対象者＞講座名・講座番号

エクセル２０１０ビジネス活用　関数編　＜エクセル初級程度の知識がある人＞

（１２，１００円）６，５００円１０人１８：３０～２１：３０全４回水１１／４～２５パソコン講座３０

エクセル２０１０ビジネス活用　集計・分析編　＜エクセル初級程度の知識がある人＞

（１２，１００円）６，５００円１０人９：００～１２：００全４回土１１／７～２８パソコン講座３１

パワーポイント２０１０（初級～ビジネス活用）　＜ワード初級程度の知識がある人＞

（１２，１００円）６，５００円１０人１３：００～１７：００全３回土１１／７～２１パソコン講座３２

はじめてのタブレット英（ｉＰａｄ基礎編）　＜ｉＰａｄに興味がある人＞

 ５，１００円１０人９：００～１２：００全２回水１１／１１・１８パソコン講座３５

月日・職業・電話番号を記入

し、各講座開講日の１週間前

（必着）までに、大垣地域職業

訓練協会（〒５０３－０９６３ 西大

外羽１－２２６－１、緯・胃８９－

４９７６）へ　※同協会ホームペ

訓練講座
職業訓練センター

話番号を記入し、収納課「女

性のための租税教室」係（〒

５０３－８６０１　丸の内２－２９）へ

※電話での申し込みは不可

＊問合せ／同課（緯４７－８７２９）へ

【タブレットの便利な使い方

便利なアプリの使い方】

＊対象／市内在住・在勤・在学

の人

＊とき／１１月

１日（日）　

午後１時３０

分～４時３０

分

開講人数に満た

ない講座は中

止。テキスト代

は実費

草
生
の
草
刈
り
の
様
子（
昨
年
）

体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体
験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験験
！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
ボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボ
ララララララララララララララララララララララララララララララ
ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン
テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ
ィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィ
アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア
講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講
座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座

＊ところ／荒崎地区センター

＊内容／アプリの使い方と、タ

ブレットを使ったＷｏｒｄやＥ

ｘｃｅｌなどを学ぶ

＊持ち物／タブレットパソコン

（持参できない人は相談）

＊定員／２０人（抽選）

＊申込／１０月２０日の午後５時

までに、情報工房（緯７５－

７０００）へ　※市ＨＰの「申

込・アンケート」から申込

可

＊備考／１０月２２日に抽選。結

果を市ＨＰに掲載。定員に

満たない場合は、２２日以降

も申込可
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〈６〉　広報おおがき　No.１７９１　平成２７年１０月１日 ＜参加料などの記載のないものは、無料です＞

幼保園（幼稚園部）、公立幼稚園幼保園（保育園部）、公・私立保育園

小学校就学前の幼児を対象に教育
仕事などの理由により、保護者が昼間、保育できない小学校就学前まで

の乳幼児を対象に保育　※３～５歳児は幼稚園教育に準ずる
対象・役割

平日の午前９時～午後２時

　※夏休み・冬休み・春休みがあり、休日保育は

　　ありません　

＜幼保園（幼稚園部）＞

　３歳児：入園１週間は午前１１時、以降４月中は午後０時３０分まで

＜幼稚園＞

　３歳児：入園１週間は午前１１時、以降４月中は午前１１時３０分まで

　４歳児：入園１週間は午前１１時まで

幼保園（保育園部）、公立保育園、私立保育園（みそぎ・わかたけ・きど・

みのり・宝林・はだしっこ・木の花）＝平日の午前８時３０分～午後４時３０分

私立保育園（まこと・ながさわ・一之瀬・かみいしづこどもの森・多良第二）

＝平日の午前８時～午後４時

私立保育園（むつみ・なかぞね・大垣ひかり・浅草ひかり）＝平日の午前８

時１５分～午後４時１５分

※いずれの園も、必要に応じて土曜日も保育可

基本的な
　保育時間

各園の在園児は、日曜日・祝日に、きど保育園の保育が利用可休日保育

保育時間後の預かり保育は行いません実施園や実施時間は、７面の一覧表をご覧ください延長保育

赤坂幼保園、興文・東幼稚園には、言語通級学級「ことばの教室」が

あります

いずれの園にも入園できますが、赤坂・日新・北幼保園、三城・すもと
保育園では、個別指導を行っています

障がい児保育

＜保育料＞　※保護者の市町村民税の額に応じて決定　　　　　　

　３歳児：０～８，２００円、 ４歳児：０～６，９００円、５歳児：０～５，９００円

＜給食費＞　※８月を除く

　３歳児：幼稚園３，３００円（５月から）、幼保園３，２００円（４月から）

　４歳児：３，２００円、５歳児：３，４００円

＜その他費用＞

　教材費：１，０００円、ＰＴＡ会費：３００円　など　

＜保育料＞　※保護者の市町村民税の額に応じて決定

３歳未満児：０円～３８，５００円（主食代を含む）

３歳以上児：０円～２２，１００円（主食代＜月６００円程度＞が別途必要）

＜その他費用＞

　各園で定められた保護者会費、個人

使用の保育用品代　など

保育料など

噛３・４歳児の通園区域は指定なし

噛５歳児は通園区域（小学校の通学区域に準ずる）の指定あり
　　※３・４歳で入園した園児は、同一園に５歳まで就園可
　　※上石津・墨俣地域には、通園区域の指定はありません

噛いずれの園も通園区域の指定なし

噛私立保育園（一部を除く）には、通園バスあり　※別途費用が必要
通　　園

平成２７年度
（参考）

叶対象／仕事などの理由により、保護者が昼間、保育

できない生後２か月～小学校就学前の子

叶申込／１０月１３～１５日の午前８時３０分～正午に、入園

希望の園で支給認定申請書兼入園申込書に必要事項

を記入　※引き続き入園を希望する在園児も手続き

園へお尋ねください

私立幼稚園

私立幼稚園の保育時間や保育料、

入園願書の配付や受け付けについて

は、各園にお尋ねください。

市などは、平成２８年４月入園の保育園・幼保園・幼

稚園児を募集します。

幼保園（保育園部）および公・私立保育園の入園児

の選考は、保育の必要度合いを審査・判定する方法で

行います。

詳しくは、子育て支援課（緯４７－７０９６）または各園

でお尋ねください。　

幼保幼保園園（（保育保育園園部）部）、公・私、公・私立立保育保育園園の申込の申込

平成

　年度
２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８

鞄対象／身体・言語などの障がいがあり、初めて個別

指導を希望する子

鞄申込方法／【郵送】「封書」または「はがき」に「個別

指導希望」と明記のうえ、①入園希望児童氏名　②

児童の生年月日　③住所　④保護者氏名　⑤希望園

名（第１希望～第４希望）　⑥自宅の電話番号　⑦緊

急時の連絡先（携帯電話の番号など）　⑧抽選会の出

欠席を記入し、子育て支援課（〒５０３－８６０１　丸の内

２－２９）へ　【直接】子育て支援課の窓口へ

鞄申込期限／１０月６日の午後５時１５分（必着）

鞄選考・入園手続／１０月８日の午後６時３０分に、市役

所１階第１会議室で抽選後、入園手続　※抽選会を

欠席した場合は代理抽選

障がい児の個別指導の申障がい児の個別指導の申込込

幼保園（幼稚園部）、公立幼稚園

椛対象／市内在住の満３歳～５歳の子

椛申込／１０月１３～１５日（幼保園の幼稚園部＝午前８時

３０分～正午、幼稚園＝午後２時３０分～５時）に、入

園希望の園で入園願書に必要事項を記入　※平成２７

年１０月１日以降に転入・転居する場合は、保護者と

入園希望児童が記載された住民票が１通必要。複数

園への申し込みは不可

幼保幼保園園（（幼稚幼稚園園部）部）、公・私、公・私立立幼稚園幼稚園の申込の申込

椛選考方法／３・４歳児に限り、定員を超えた場合は

抽選　※在園児などの優先があります。詳しくは各

が必要。複数園への申し込みは不可

叶選考方法／定員（１０月１日に市ホームページに掲載）

を超えた場合は、保育の必要度合いを審査・判定し、

優先度の高い家庭から入園　※ただし、在園児およ

びその兄弟姉妹は優先

叶備考／選考結果により入園できなかった人や、１０月

に入園申込をしなかった人を対象に、１１月２５・２６日

の午前８時３０分～正午に、定員に空きがある幼保

園・保育園で入園申込を受け付け

　詳細を記載した「入園案内」を市ホームペ

ージに掲載しています。

保
育
園
・
幼
保
園
・
幼
稚
園

入
園
児
を
募
集

入
園
児
を
募
集
！！

入入
園園
児児
をを
募募
集集
！！

日新幼保園は１１月から改築工事を実施す

るため、工事期間中は仮園舎として、旧

北保育園（林町６－１００）を利用します

日日新新幼幼保保園園

入入園園希希望望のの

皆皆ささんんへへ
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大垣市役所 緯８１－４１１１　〈７〉＜申込の記載のないものは、申込不要です＞

延長保育
一時
保育

休日
保育

個別
指導対象電話番号所在地保育園名

７：００～１８：３０２か月～７８－３０３４丸の内２－７８丸の内

７：００～１８：３０２か月～７８－５３００南切石町２－６７ゆりかご

７：００～１８：３０１歳～７８－３９３５南若森町６６５－３西

７：００～１８：３０２か月～７８－３９３４南 町４－１南

７：００～１８：３０○１歳～８１－４７９７小野２－２７三城

７：００～１８：３０２か月～８１－１４０６大井１－１－２安井

７：００～１８：３０○２か月～８９－５５５０外渕４－６７すもと

７：３０～１９：００○６か月～６２－５１５３墨俣町上宿４８３－１墨俣

７：３０～１８：００○６か月～４７－２６０４上石津町牧田２１０１牧田

７：３０～１８：００○６か月～４５－３０４０上石津町堂之上８２３時

７：１５～１９：１５２か月～７８－５４００三塚町１０１８まこと

７：１５～１９：１５○２か月～７３－１５７９長沢町３－６３ながさわ

７：１５～１９：１５○２か月～７５－１９０４北方町１－１５９１みそぎ

７：１５～１９：１５○２か月～７３－２５３０西之川町１－１１０わかたけ

７：１５～１９：１５２か月～９１－２８１３荒尾町１０１９むつみ

７：１５～１９：１５２か月～９２－１２９３中曽根町６８５なかぞね

７：００～１９：００○○２か月～７３－８００７木戸町４４０きど

７：００～１９：００２か月～７８－４８２７室本町４－１４みのり

７：１５～１９：１５２か月～７８－７６３８貝曽根町１６６宝林

７：１５～１９：１５２か月～７４－５９９６中川町３－９６大垣ひかり

７：１５～１９：１５２か月～７８－１８５１大池町１４－３はだしっこ

７：００～１９：００○２か月～８４－７３２５開発町５－６５８－１木の花

７：１５～１９：１５２か月～８９－６２７９浅草３－４８浅草ひかり

７：００～１９：００○２か月～４７－２６０７上石津町一之瀬５２４－４一之瀬

７：００～１９：００○２か月～４５－２０４０上石津町下多良６９４－２かみいしづこどもの森

７：００～１９：００○２か月～４５－００４１上石津町上多良９６０－１多良第二

◎障がい児保育の個別指導室は、三城・すもと保育園は１階です
◎一時保育は、病気や介護、冠婚葬祭などの理由で保育できないときに、お子さんをお預かり
する制度です。公立保育園の一時保育の対象は、市内在住の人のみです

◎延長保育には、別途保育料が必要となる場合があります。
◎浅草ひかり保育園（平成２８年度～）、かみいしづこどもの森は認定こども園のため、幼稚園
児の入園も可能です。

猿保育園一覧（公・私立）

備　　考対　象電話番号所在地幼稚園名

４・５歳児７８－４５５７西外側町１－３４興文

４・５歳児７８－３２００三塚町１１８０東

４・５歳児７８－９０７５久瀬川町６－１１０西

４・５歳児７８－２５７１美和町１８７１南

３・４・５歳児７４－５０１０禾森１－４６－１安井

４・５歳児９１－５０１１熊野町１１７１宇留生

４・５歳児９１－７５９１久徳町４２３静里

４・５歳児８９－５１２０内原３－１３５江東

３・４・５歳児８９－１７９１馬の瀬町１５２４川並

４・５歳児７４－５０１２中川町２－４６０中川

４・５歳児７４－５０１３小野１－１７１小野

預かり保育（１７：００まで）３・４・５歳児７８－６３８６伝馬町１１大垣

預かり保育（１８：００まで）３・４・５歳児８１－７３０４三塚町３５０まこと

預かり保育（１８：００まで）３・４・５歳児８７－１１３９外渕２－９２キートスガーデン

◎興文・東幼稚園、赤坂幼保園では、専任の教諭が、発音や情緒面の発達に応じて、個
別指導や小集団指導を行う「ことばの教室」を開催しています。詳しくは、各園へ
◎預かり保育は、保育時間後も、お子さんをお預かりする幼稚園の延長保育制度です

猿幼稚園一覧（公・私立）

延長保育
一時
保育

休日
保育

個別
指導対象電話番号所在地幼保園名

７：００～１８：３０○２か月～７１－１６３５赤坂新町１－４９赤坂

―２か月～９１－４４４０綾野５－８７綾里

７：００～１８：３０１歳～９１－０２６２青墓町２－２２８青墓

―○１歳～８９－１７２１入方１－３８日新

７：００～１８：３０２か月～９１－７３１６長松町７７１－１荒崎

７：００～１８：３０○２か月～７３－７１１２室村町１－４２－８北

◎障がい児保育の個別指導室は、赤坂・北幼保園は２階、日新幼保園は１階です
◎日新幼保園は、１１月から改築工事を実施するため、工事期間中は仮園舎として旧北保育園
（林町６－１００、緯７８－４４０３）を利用します

猿幼保園一覧 ※各園に保育園部と幼稚園部（対象は３・４・５歳児）あり

胸プログラミングでびっくりばこをつくろう

＊対象／市内の小学１・２年生と保護者

＊とき／１０月２４日（土）　①午後１時３０分～３時　②午後こ
ど
も
Ｉ
Ｔ
講

こ
ど
も
Ｉ
Ｔ
講
座座

３時３０分～５時

＊ところ／情報工房２階多目的研修室

＊内容／タブレット端末でびっくり箱を

作るプログラミングを学ぶ

＊定員／各１５組（抽選）

胸ゲーム作りでコンピューターのひみつをさぐろう！

＊対象／市内の小学３・４年生と保護者

＊とき／１０月２５日（日）　①午前９時～１０時３０分　②午前

１１時～午後０時３０分

＊ところ／情報工房２階多目的研修室

＊内容／タブレット端末とプログラミングソフトを使っ

て、自分だけのゲームを作る

＊定員／各１５組（抽選）

＊対象／小学生　※３年生以下

は保護者同伴。団体不可

＊ところ／スイトピアセンター

おもしろ科学教室
実験室・工作室

＊定員／各２０人（先着順）

＊参加料／各３００円（材料費）

＊申込／１０月１日から、大垣市

文化事業団（緯８４－２０００）へ。

同事業団ＨＰからも申込可

講座名・内容と　き

【空き缶で綿菓子作りに挑戦】
空き缶とモータを使って綿菓子を作る

１０／１１（日）
１４：００～１５：３０

【ブーメランを作って飛ばそう】
さまざまな形のブーメランを作る

１０／２５（日）
１４：００～１５：３０

＊対象／未就園児と保護者

＊とき／１０月８日（木）　午前９

子育てひろば ピヨピヨ

＊内容／先生や園児と一緒に遊

ぶ、保健師による育児相談

＊持ち物／帽子、着替え、お茶

＊問合せ／子育て支援課（緯４７

－７０９６）へ

時３０分～１１時３０分

＊ところ／興文・東・西・南・

安井・宇留生・静里・江東・

川並・中川・小野幼稚園

＊対象／小学５年～中学１年生

＊とき／１１月７日（土）の午後３

時～８日（日）の午後４時　※

１泊２日

＊ところ／青年の家

＊内容／レクリエーション、ク

リスマス会など

＊定員／５０人（先着順）

＊参加料／1,000円

＊申込／１０月３０日までに、各校

区子ども会会長または社会教

育スポーツ課（緯４７－８０６３）へ

冬季子ども会
リーダースクール

＊とき／次のとおり

子ども夢基金助成活動
絵本・読書・子育てよろず相談

時間日にち

１４：００～１５：３０１０／１６（金）①

１０：００～１１：３０
１０／１７（土）

②

１４：００～１５：３０③

１４：００～１５：３０１１／２０（金）④

１０：００～１１：３０
１１／２１（土）

⑤

１４：００～１５：３０⑥

＊ところ／森のいずみ（禾森町

２－１７－１）

＊内容／神戸

女子大学講

師の川上博

幸さんを講

師に、読み聞かせや読書と子

どもの育ちの関わりについて

学ぶ

＊定員／各１５人（先着順）

＊参加料／１００円

＊申込／１０月１日から、市立図

書館（緯７８－２６２２）へ

１０月１３日の午後５時までに、市ホームページ内「申込・アンケ

ート」へ。または、情報企画課で配布の申込書に必要事項を記

入し、同課（〒５０３－８６０１　丸の内２－２９、胃７７－２５２５、緯４７－
８２４９）へ

申
　
　
込
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このコーナーには、市民

団体などの催し・講座・

募集を掲載しています。
市市 民民 伝伝 言言 板板

＊対象／２０歳以上の人

日本酒勉強会

＊とき／１０月１７日（土）　午後１

時３０分～（開場：午後１時）

＊ところ／スイトピアセンター

音楽堂

＊内容／現在活躍中の岐阜・大

垣出身の音楽家らによるクラ

シックコンサート

＊入場料／一般：２，０００円　高校

生以下：１，０００円

＊入場券／スイトピアセンター

事務室で販売中

沙羅コンサート

森のいずみサロンコンサート

＊とき／１０月１２日（月・祝）　午

前１０時～正午（開場：午前９

時３０分）

＊ところ／日本昭和音楽村江口

　夜詩記念館音楽ホール

秋の養生ライブ

＊とき／１０月１８日（日）　午後１

時３０分～（開場：午後１時）

＊ところ／大垣ガス㈱　ほのり

んプラザ３階（寺内町）

すいと寄席

＊とき／１０月２２日～１２月２４日の

毎週木曜日　＜全１０回＞　英語コ

ース：午後６時～７時１５分　

韓国語コース：午後７時３０分

～８時４５分

＊ところ／スイトピアセンター

＊内容／それぞれの国の文字の

読み書き、基礎会話を学ぶ

＊定員／各１５人（先着順）

＊受講料／各８，０００円　※別途

教材代２，０００円が必要

＊申込／国際文化交流協会（緯

０７２５－２２－０１６８）へ

大人のための英語・韓国語入門

＊内容／老化防止の養生講話と

昭和歌謡曲のジャズライブ

＊参加料／５００円

＊申込／東洋医学養生教室の高

田さん（緯９１－８０７７）へ

＊問合せ／「沙羅」の和田さん

（緯９１－９５７６）へ

わる日本酒の味の違いを学ぶ

＊参加料／２，０００円

＊定員／１０人（先着順）

＊申込／「日本の酒を大垣で楽

しむ会」の西川さん（緯０８０－

６９５１－０９４２）へ

〈８〉　広報おおがき　No.１７９１　平成２７年１０月１日 ＜参加料などの記載のないものは、無料です＞＜参加料などの記載のないものは、無料です＞

１０月３１日（土）
１１月１日（日）

墨俣さくら会館

１０月３１日（土）・１１月１日（日）

残

作品展示　９：００～１７：００　※

１日は１６：００まで／書道、写

真、手芸、俳句など

残

体験教室／竹馬づくり、竹筆

体験、ちぎり絵体験など　※

各講座時間指定あり

１０月３１日（土）

残

あい・愛　郷土芸能発表　９：

３０～１６：００／民謡・詩吟・ダ

ンスや、地元の児童・生徒に

よる合唱や吹奏楽、吟詠剣仕

舞の披露

残

大垣桜高校茶道部による呈茶

１０：００～１２：００

１１月１日（日）

残

ミュージカル　①１０：３０～１２：

００　②１４：００～１５：３０／地元団

体Ｓ＆Ｄによる「題名のない

ミュージカル」＝写真＝

墨俣地域教育事務所
（緯６２－３９００）

＊問合せ／大垣落語の

会の早崎さん（緯７１

－３６９５）へ

＊内容／市民落語愛好家の皆さ

んによる楽しい落語や大喜利

＊とき／１０月１１日（日）

午前１０時～１１時

＊ところ／ちょいみせ

ＫＩＴＣＨＥＮ（郭町）

＊とき／１０月１１日（日）

＊ところ／森のいずみ（禾森町）

＊内容／バイオリンとチェロに

よる弦楽コンサート

＊備考／要会員登録。入場料は

登録時に問合せ

＊問合せ／「森のいずみ」の田中

さん（緯０８０－３０６６－０２５５）へ

午後２時～

＊とき／１１月３日（火・祝）　午

後２時～３時３０分

＊ところ／奥の細道むすびの地

記念館多目的室１

＊内容／同記念館総合監修者で

和洋女子大学教授の佐藤勝明

さんによる「天和期は俳諧史

上の転回点」と題した講演

＊定員／８０人（先着順）

＊申込／文化振興課などで配布

の申込書（市ＨＰからダウン

ロード可）に必要事項を記入

奥の細道むすびの地記念館

総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総総合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合監監監監監監監監監監監監監監監監監監監監監修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修修総合監修者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演　講演会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会

＊内容／使用する米によって変

し、同課（〒

５０３－０８８８　丸

の内２－５５、

胃８１－０７１５、

緯４７－８０６７）

へ

葛対象／小学生以上　※２人１組

葛応募区分／①小・中学生の部（保護者の同意と引

率が必要）　②一般の部（高校生以上）　

葛出場枠／①・②各１６組

葛応募用俳句／「朝寒」 「七夕」 「秋刀魚」 「草紅葉」の

一つの兼題を入れた俳句　※１人１句で計２句

葛応募方法／１０月１日～１１月１６日（消印有効）に、①

東
西
俳
句
相

東
西
俳
句
相
撲撲

平成２８年２月２１日に「総合福祉会館」で開催

２人の住所・氏名・電話番号（小・中学生

は学校名・学年・保護者氏名も）、②チー

ム名（「大垣山」など 四  股  名 で）、③チーム
し こ な

のＰＲ、④応募用俳句を記入し、同実行委

員会事務局（〒５０３－０８８８　丸の内２－５５　

文化振興課内、胃８１－０７１５）へ　※応募用

紙は、市ＨＰからダウンロード可

葛問合せ／文化振興課（緯４７－８０６７）へ

出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出
場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場
出
場
者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
をををををををををををををををををををををを
募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募
集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集
募
集
外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外

　友達や家族などと２人１組のチームを組

み、俳句で対戦し、横綱を決める「東西俳

句相撲」。同実行委員会は、大会の出場者

を募集します。　

　ぜひご応募ください。

葛牧田小学校鼓笛隊パレード＜９：４０～＞　葛時・牧田保育

園太鼓演奏＜１０：２０～＞　葛バイクトライアルショー＜①１１：

ふふれれああいいかかみみいいししづづ２２００１１５５

３０～、②１３：００～＞　葛岐阜濃ｋｎｏｗ姫隊・むすび

＠せんせーしょんステージ＜１２：００～＞　葛地元バ

ンドによる演奏＜１３：４０～＞　葛もんでこ太鼓演奏

＜１４：２０～＞　葛ビンゴゲーム大会＜１５：００～＞

上石津地域事務所産業建設課（緯４５－３１１５）

迫力あるもんでこ太鼓演奏

イ
ベ
ン
ト
の
ス
タ
ー
ト
を

飾
る
鼓
笛
隊
パ
レ
ー
ド

主な
イベント

１０月２５日（日）９：４０～１５：３０

上石津健康ふれあいパーク
（上石津総合体育館周辺）

とと きき

ととこころろ

とと きき

ととこころろ

移動動物園とポニーの乗馬体験、ふわふわワンワ

ンランド、万華鏡作り教室、大道芸ショー、時山
主な
　内容

１０月１２日（月・祝）
１０：００～１６：００

かみいしづ
　緑の村公園

刺し子展、登り窯まつり陶芸作品展、

フリーマーケット、バザーなど

ポ
ニ
ー
の
乗
馬
体
験

とと きき ととこころろ

珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊
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珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊
珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊
珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊
珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊
珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊
珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊珊

猿対象／小学生

猿とき／①午前１１時～、②午

後１時～

猿定員／各回４０人（先着順）

※１時間前に整理券を配布

猿参加料／１００円
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問合せ

かみいしづ緑の村
公社（緯４５－２２８７）

問合せ

問合せ
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ところと　き

西地区センター１０月１９・２６日
１７：００～１８：００

北中学校柔剣場１０月１９・２６日
１９：００～２０：３０

安井小学校体育館１０月２３・３０日
１７：００～１８：００

赤坂中学校柔剣場１１月６・１３日
１９：００～２０：３０

墨俣さくら会館１０月２０・２７日
１７：３０～１８：３０

＊対象／業者を除く一般の人　

＊とき／１１月３日（火・祝）　午

前１０時～午後４時

＊ところ／本町１丁目路上

＊募集区画／５０区画（先着順）

＊出店料／１，０００円

＊申込／１０月２０日までに、住所・

氏名・電話番号を本町商店街

振興組合のウッディアート

（緯７７－２６６１、胃７７－２６６０）へ

フリーマーケットの出店者募集

＊ところ／興文地区センター

＊内容／社交ダンスの基礎を学

び、健康な体づくりを楽しむ

＊申込／ダンス同好会の久富さ

ん（緯０９０－１７５７－０２５８）へ

＊対象／６０歳以上の人

＊とき／１１月１９日（木）　午前９

時に浅中公園陸上競技場前集

かがやきクラブ健康ウォーキング

＊対象／市内在住の３歳以上の人

＊内容／空手の基本動作やミッ

トを使った突きなどの体験

＊申込／空手同好会の井土さん

（緯７５－１０３０）へ

空手体験会

どを巡る（約５キロメートル）

＊参加料／５００円（昼食代含む）

＊申込／１０月２３日までに、参加

料を持参し、かがやきクラブ

大垣（スイトピアセンター学

習館３階、緯７３－７７７５）へ

＊とき／１０月１日（木）～１１月３

日（火・祝）　午前９時～午後

５時　※毎週火曜日（１１月３

日を除く）と１０月１４日は休館

＊ところ／歴史民俗資料館

＊内容／戦時下の小学校の様子

を写真やパネルなどで紹介　

　※１０月４日（日）・１７日（土）の

いずれも①午前１０時～、②午

後２時～展示解説を開催

歴史民俗資料館企画展

写真で見る戦時下の学校とくらし

＊入館料／１００円（高校生以下は

無料）

＊問合せ／同館（緯９１－５４４７）へ

＊とき／１０月３日（土）～１１月１５

日（日）　午前９時～午後５時

郷土館画廊
「芭蕉句碑写真展」

　※毎週火曜日（１１月３日を除

く）と１０月１４日、１１月４日は

休館

＊ところ／郷土館

＊内容／芭蕉の句碑などの写真

作品２２点を紹介

＊入館料／１００円（高校生以下は

無料）

＊問合せ／同館（緯７５－１２３１）へ

葛とき／１０月４日（日）　午前９時３０分～１０時３０分に、養

老鉄道・西大垣駅で受け付け

葛内容／「大垣城とお城観光交流物産展」と題して、奥

の細道むすびの地記念館、大垣城、

大垣駅通り（元気ハツラツ市会場、

城下町観光交流物産展会場）などを

巡る（約６㎞、約１時間３０分）

葛問合せ／商工観光課（緯４７－８５９７）へ

＊対象／大学進学を考えている

高校生や保護者

＊とき／１０月１０日（土）　午前１０

時３０分～（受付：午前１０時～）

＊ところ／岐阜経済大学

＊内容／施設見学、ランチ体験、

　個別相談、保護者懇談会など

＊問合せ／同大学入試広報課

（緯０１２０－７７－３５１４）へ

岐阜経済大学

オープンキャンパス
＊とき／１１月７日（土）　午後１

時３０分～３時３０分

＊ところ／スイトピアセンター

　スイトピアホール

＊内容／里山の撮影などを通し

て環境活動を行ってきた今森

光彦さんによる「里山の自然

を見つめて」と題した講演

＊定員／２００人（先着順）

＊申込／大垣市立図書館（緯７８

大垣市読書講演会

＊とき／１０月１９日（月）　午前９

時にスイトピアセンター文化

会館前集合～午後５時に解散

予定　＜雨天決行＞

＊内容／大垣輪中研究会会員の

解説で、西濃一円の輪中史跡

をバスで巡る

輪中巡検
＊行程／曽根決壊碑、切所池、

輪中生活館、釜笛水屋群、大

榑川薩摩堰跡、勝賀切所池・

大池神社（昼食）、三川分流

碑、治水神社、羽根谷砂防堰

堤など

＊定員／４５人（先着順）

＊参加料／１，２００円（昼食代）

＊申込／１０月２日から、輪中館

（緯８９－９２９２）へ

箱ずし作り体験

＊とき／１０月２２日（木）　午前１０

時～１１時３０分

＊ところ／輪中生活館

＊内容／輪中地域の生活が生み

出した「箱ずし」を作る

＊定員／２４人（先着順）

＊参加料／３００円（材料費）

＊申込／１０月２日から、輪中館

（緯８９－９２９２）へ

大垣市役所 緯８１－４１１１　〈９〉＜申込の記載のないものは、申込不要です＞

－２６２２）へ

初心者向け社交ダンス講習会

＊とき／１０月９・１６・

２３・３０日のいずれ

も金曜日　午後１

時～２時３０分

西
美
濃
・
北
伊
勢

体
験
ハ
イ
キ
ン
グ

♪
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♪

♪
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♪

合～正午に同

競技場前解散

予定

＊内容／輪中館

や釜笛の水屋群、浅中公園な

＊対象／小学４年生～中学３年

生と保護者

＊とき／１０月２１日（水）　午後６

時３０分～８時

＊ところ／ソフトピアジャパン

からだＲｅ創作Ｍｏｔｔｏセミナー

＊対象／幼稚園児～小学生　※

小学３年生以下は保護者同伴

＊とき／１０月１８日（日）　午後２

時～４時

＊ところ／スイトピアセンター

実験室・工作室

＊内容／台所にある調味料など

の酸性・アルカリ性を調べる

＊定員／２０人（先着順）

＊参加料／１００円

＊申込／大垣理科ラボサークルの

安福さん（緯０８０－２６１３－０８７４）へ

親子で楽しむ　理科実験工作教室
センタービル１２階

＊内容／準備運動の仕方など、

速く走るためのコツを学ぶ

＊定員／１０組（先着順）

＊参加料／１組２，０００円

＊申込／からだＲｅ創作Ｍｏｔｔｏ

の臼井さん（ｅ－ｍａｉｌ：ｍｏｔｔｏ．

ｂｏｄｙｃａｒｅ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ）へ　

※同団体ＨＰから申込可

＊とき／１０月１０日（土）～平成２８

年１月３１日（日）　午前９時～

午後５時　※毎週火曜日（一

部変則あり）は休館

＊ところ／金生山化石館

＊内容／美しい色や模様をした

大小さまざまな貝を紹介する

＊入館料／１００円（高校生以下は

無料）

＊問合せ／同館（緯７１－０９５０）へ

ハ
リ
ナ
ガ

リ
ン
ボ
ウチマキボラ

金生山化石館　後期企画展

「美しく不思議な貝の世界」 猿とき／１２月２０日（日）　午後１時３０分～２時３０分

猿ところ／奥の細道むすびの地記念館多目的室１大
垣
城
お
城
検
定

　市は、市民団体との協働により開催する「大垣城

お城検定」の受験者を募集します。

　ふるさとのお城について、どれだけ知っているか

試してみませんか。

教教教教教教教教
教教教教教教教教
教教教教教教教教
教教教教教教教教
教教教教教教教教
教教教教教教教教

参加参加者者

募　募集集
外外

５０３－０９２３　船町２－２６－１、胃 ８１－８８２８）へ

猿問合せ／ふるさと大垣案内の会（同協会内、緯７７－

１５３５）へ

猿定員／８０人（先着順）

猿受験料／５００円

猿申込／１０月１日～１２月１０日に大

垣観光協会などで配布の申込書

（市ＨＰからダウンロード可）に

必要事項を記入し、同協会（〒

大
垣
城
築
城
４
８
０
年
市
民
企
画
事
業

いづち
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〈１０〉　広報おおがき　No.１７９１　平成２７年１０月１日 ＜参加料などの記載のないものは、無料です＞

　申し込みの受け付け時間は、午前８時３０分からで

す（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）。

　なお、人間ドックや職場などで受診機会のある人

は、対象になりません。　

　また、次の人は検診などが無料になりますので、

申し込み時にお知らせください。①７０歳以上の人　

②生活保護を受けている人や市民税非課税世帯の人

（事前手続き必要、印鑑と身分確認ができるものを

持参）　③６５～６９歳の身障手帳１～３級、療育手帳

Ｂ１以上または精神障害者保健福祉手帳１・２級を

持つ人。

　詳しくは、各保健センターへ。

健康ガイドの情報は、メール配信サービスで配信しています。
ｔ－ｏｇａｋｉ＠ｓｇ－ｍ．ｊｐ に空メールを送ると、登録できます。

　
　
古
田
　
千
晴
ち
ゃ
ん（
一
歳
）

申込料金備　　考ところと 　き対　　象健診・検診名

不要無料
【持ち物】母子健康手帳、「つ
くしっ子」の中の健康診査
票

保健センター

１０／２３（金）       ＜受付＞１３：００～１３：３０
平成２７年６月１日～１０日
生まれの子

４か月児健康

診査

子
ど
も

１０／２７（火）       ＜受付＞１３：００～１３：３０
平成２７年６月１１日～２０日
生まれの子

１０／２８（水）       ＜受付＞１３：００～１３：３０
平成２７年６月２１日～３０日
生まれの子

不要無料
【持ち物】母子健康手帳、送
付する健康診査票とアンケ
ート、検尿

保健センター

１０／２０（火）       ＜受付＞１２：４５～１３：１５
平成２４年９月１日～１０日
生まれの子

３歳児健康

診査
１０／２１（水）       ＜受付＞１２：４５～１３：１５

平成２４年９月１１日～２０日
生まれの子

１０／２２（木）       ＜受付＞１２：４５～１３：１５
平成２４年９月２１日～３０日
生まれの子

１０／６～５００円
【持ち物】母子健康手帳、新
しい歯ブラシ、コップ、タ
オル

保健センター
１０／２６（月）       ＜受付＞１３：００～１３：３０

１３：４５～１４：１５

平成２４年８月生まれの子
平成２５年２・８月生まれ
の子
平成２６年２月生まれの子

フッ化物塗布

１０／２～

５００円
内科・歯科健診、血液検査な
ど

保健センター

１０／２９（木）・３０（金）
＜受付＞１３：００～１３：１５、１３：３０～１３：４５

１８～３９歳の人（今年度中
に４０歳になる人を除く）

成人健康診査

大
　
人

５００円血液検査（Ｂ型・Ｃ型）
１０／２９（木）・３０（金）

＜受付＞１４：１５～１４：３０

４０歳の人、４１歳以上で未
受診の人

肝炎ウイルス検

診

５００円血液検査（ＰＳＡ）５０歳以上の男性
前立腺がん検

診

１０／５～
１０／２３

３００円
申し込み後に保健センター
から採便用検査セットを郵
送。提出日に持参

保健センター

１１／９（月）・２０（金）・２６（木）
＜受付＞９：００～１０：３０

４０歳以上の人大腸がん検診 １１／１３（金）       ＜受付＞１３：００～１４：００

赤坂総合セン
ター

１１／１０（火）       ＜受付＞９：１５～１０：３０

１０／５～５００円
検診前日の午後９時以降
は、絶飲食

赤坂総合セン
ター

１１／１０（火）       ＜受付＞９：００～１０：３０

４０歳以上の人胃がん検診
徳洲会病院１
階正面玄関

１１／２６（木）・２７（金）
＜受付＞８：３０～９：３０、１０：００～１１：００

１０／６～５００円
血液検査（ピロリ菌抗体・血
清ペプシノゲン）
※無料となる対象は要確認

市民会館
１１／９（月）・１０（火）・１２（木）　

＜受付＞１３：００～１４：３０
４０～７４歳の人

胃がんリスク

検診

市は、レントゲン車で市内を巡回し、「結核・肺がん検診」を行っています。
詳しくは、各家庭に順次配布している検診日程表をご覧ください。

（今回の日程表配布地区）
西、南杭瀬

結核・肺がん

検診

１０／５～５００円
ズボンは不可。隔年でも毎
年受診と同様の有効性があ
ります

赤坂総合セン
ター

１１／１０（火）       ＜受付＞９：００～１０：３０

２０歳以上の女性
子宮頸部がん

検診 保健センター１１／１３（金）       ＜受付＞１３：００～１４：００

１０／５～

１，０００円

ワンピースは不可。妊娠中、
授乳中、授乳後６か月未満、
豊胸手術をしている人はご
遠慮ください

赤坂総合セン
ター

１１／１０（火）
＜受付＞９：００～９：３０、１０：００～１０：３０

１３：００～１３：３０、１４：００～１４：３０

３５歳以上の女性（平成２６
年度に受診した人は除
く）

乳がん検診
市民病院１病
棟地下

１１／５（木）・１０(火）・１２（木）・１６（月）
・１８（水）・２５（水）・３０（月）

＜受付＞１３：００、１３：３０

１０／９～
１０／２８

徳洲会病院４
階乳腺外来

１１／５（木）・１０(火）・１２(木）・１７（火）
・１９（木）・２４（火）・２６（木）
　　　　　        ＜受付＞１３：３０、１４：００

＜大垣地域＞ 大垣市保健センター（緯７５－２３２２）

※ 指定された健診日に体調・都合などが悪い場合は、各保健センターへご連絡ください

※ がん検診や健康相談などにお越しの際は、健康手帳をお持ちください （お持ちでない場合は受付時にお伝えください）
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大垣市役所 緯８１－４１１１　〈１１〉＜申込の記載のないものは、申込不要です＞

保健センターの教室など

分～）

＊ところ／上石津保健センター

＊内容／離乳食の進め方・試食、

事故防止の話など

＊持ち物／母子健康手帳

＊申込／１０月２日から、同セン

ター（緯４５－２９３３）へ

＊対象／妊娠５～７か月の妊婦

＊とき／１０月２３日（金）　午前９

時３０分～正午（受付：午前９

時１５分～）

＊ところ／大垣市保健センター

＊内容／子育て情報、歯と栄養

の話など

＊定員／２５人（先着順）

＊持ち物／母子健康手

帳

＊申込／１０月８日か

ら、同センター（緯

７５－２３２２）へ

マママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテティィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィ教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教マタニティ教室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室
全地全地域域

＊対象／乳幼児を持つ保護者

＊とき／①１０月２７日（火）　午前

９時～正午（受付は午前１１時

まで）　②１０月２０日（火）　午

前９時～１１時

＊ところ／①上石津保健センタ

ー　②墨俣保健セ

ンター

＊持ち物／母子健康

手帳

＊問合せ／①上石津保健センタ

ー（緯４５－２９３３）　②墨俣保健

センター（緯６２－３１１２）へ

乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼幼児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相乳幼児相談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談
上石津・墨俣地上石津・墨俣地域域

＊対象／５～６か月児を持つ保

護者　※託児あり

＊とき／１０月２２日（木）　午前１０

時～１１時（受付：午前９時３０

ひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひひよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよこここここここここここここここここここここここここここここここここここここここここ学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学ひよこ学級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級級
上石津地上石津地域域

と　こ　ろ　※印は４００悪限定と　き

大垣市役所本庁舎北側※９：３０～１２：００
１３：３０～１６：００１０／６（火）

イビデン青柳事業場（青柳町）９：３０～１１：３０
１３：００～１６：３０１０／８（木）

アクアウォーク大垣（林町）※９：４５～１２：００
１３：３０～１６：００１０／８（木）

イオンモール大垣（外野）※９：００～１２：００
１３：１５～１６：００１０／１０（土）

水門川新大橋（高砂町）※１０：００～１５：００１０／１１（日）

イオンモール大垣（外野）※９：００～１２：００
１３：１５～１６：００１０／２５（日）

＊対象／１６歳から６９歳までの健康な人（６５歳以上の人

は、６０～６４歳の間に献血経験が必要）
街
頭
献
血

街
頭
献
血
にに

ご
協
力
を

　
ご
協
力
を
……

煙内容／大垣市民病院の泌尿器科部長による「近

年急増する前立腺癌の診断と治療－ロボット支

援手術も含めて－」と題した講演

＜午前１１時から、同ホール２階会議室で開催＞

煙とき／１０月１８日（日）　午前９時３０分～午後３時

煙ところ／大垣城ホール

煙内容／医師による健康相談・血液検査・スパイロ検査、

口腔内健診、フッ化物塗布、体力測定、手作り健康お

やつの試食、年金・介護相談、絵画展示、スタンプラ

リー（先着３５０人、景品あり）など

煙問合せ／大垣市保健センター（緯７５－２３２２）へ

　市は、保健・医療・福
祉機関などの協力を受け
て「第２０回市民の健康広
場」を開催します。
　ご家族の健康状態をチ
ェックしたり、健康で元
気な生活に役立つ知識を
学んだりしませんか。

昨年の様子ああ
なな
たた
のの
健健
康康

応応
援援
しし
まま
すす

同時開催

市民公市民公開開
講演講演会会

▼
▼

市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市
民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民
ののののののののののののののののののののの
健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健
康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康
広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広広
場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場場
▲

▲

＊とき／１０月１３日（火）　午後１時３０分～４時

＊ところ／西濃総合庁舎（江崎町）

＊内容／個別相談会（１人３０分程度）、交流会

＊申込／１０月９日までに、氏名・連絡先・希望会場

名・希望時間・交流会参加の有無を県不妊相談センター（緯・胃

０５８－３８９－８２５８、ｅ－ｍａｉｌ：ｃ１１２２３ａ＠ｐｒｅｆ．ｇｉｆｕ．ｌｇ．ｊｐ）へ

＊受付時間／電話・ＦＡＸ・メールとも、月曜日と金曜日（祝日は除

く）の午前１０時～午後４時（電話のみ正午～午後１時は除く）

不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不妊妊妊妊妊妊妊妊妊妊妊妊妊妊妊妊妊妊妊妊妊妊妊妊妊妊妊妊妊妊妊妊妊妊相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談セセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出張張張張張張張張張張張張張張張張張張張張張張張張張張張張張張張張張張個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個個別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
　「もしかしたら不妊かも…でも、相談できる人もいないし。」

　県不妊相談センターは、身近な人への相談が困難な人などを対象に、

不妊に関する出張相談会を開催します。お気軽にお申し込みください。

葛介護予防教室

＊とき／１０月１４日（水）　午後１

時３０分～２時３０分

＊ところ／上石津老人福祉セン

ター（上石津町牧田）

＊内容／転倒のしくみ・バラン

スの良い身体づくり

＊問合せ／市総合在宅介護支援

センター（緯７７－２２５５）へ

＊対象／認知症の人やその家族と介護者など

＊とき／毎月２１日　午後１時３０分～３時３０分

　　　　※開催時間内は出入り自由

＊ところ／奥の細道むすびの地記念館

＊内容／カフェ（飲み物はおかわり自由）、各種催

し、介護相談など

＊参加料／２００円

＊問合せ／高齢介護課（緯47－７４１５）

　認知症になっても、自分らしく住み慣れた地域で

安心してくらし続けることが多くの人の願いです。

　市では、認知症の人やその家族が、ほっとひと息

つける「認知症カフェ」を開催しています。

　おいしいコーヒーを飲みながら楽しいひと時を過

ごしませんか。

　１０月１５日から、高齢者向けのイン

フルエンザの予防接種を開始しま

す。　接種は、市が委託した医療機

関（市ＨＰに掲載）にお申し込みく

ださい。

　詳しくは、大垣市保健センター

（緯７５－２３２２）へ。

＊対象／市内在住の６５歳以上

の接種希望者

＊接種期間／１０

月１５日（木）～

１２月３１日（木）

＊とき／１０月２２日（木）　午後４時～５時

＊ところ／大垣市民病院３病棟２階デイルーム

＊内容／同病院理学療法士による「在宅でできる

リハビリ」と題した講演

＊問合せ／同病院よろず相談・地域連携課（緯８１

－３３４１　内線６１７７）

市民病院

公開講座

葛ふれあい健康・介護の相談

＊とき／１０月２３日（金）　午前９

時３０分～１１時

＊ところ／中川ふれあいセンタ

ー２階集会室

＊内容／①理学療法士によるふ

れあい健康講座「健康長寿の

ための運動」　②ふれあい健

康相談・介護の相談

＊申込／１０月２１日までに、中川

ふれあいセンター（緯８２－

８８８８）へ

学んで守る！ はじめよう

健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康康・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教健康・介護教室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室

高齢者高齢者のの

みなさんみなさんへへ

　上記の予防接種は、６０歳～６４歳で、心臓・腎臓・呼

吸器に重い病気（身障手帳１級に相当）のある人も接

種できます。医師と相談のうえ、接種してください。

　また、生活保護世帯の人は、事前に印鑑を持参して保健センターで

手続きすれば、接種料は無料となります。

認
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ぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽぽ
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れれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ
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れれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ

『
ぽ
～
れ
ぽ
～
れ
』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』

＊接種料／１，７００円

高齢高齢者者 イインンフフルルエエンンザザ のご案内
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▲

芭蕉蛤塚忌 ▲ 午前１０時～１１時

・会場／奥の細道むすびの地記念館ほか

・内容／芭蕉を顕彰する献句披講、献花、

献吟、献句流し

▲

全国俳句大会 ▲　午後０時３０分～４時

３０分  ※当日投句の受付は、午前１０時～正午

・会場／総合福祉会館５階ホール

・内容／事前投句の部と当日投句の部の

表彰、俳句雑誌「澤」主宰の小澤實さ

んによる「芭蕉と縄文」と題した記念

講演

大垣市役所 緯８１－４１１１〈１２〉　広報おおがき　No.１７９１　平成２７年１０月１日

　[有　料　広　告]　

～ １０月１８日（日）に 奥の細道むすびの地一帯で開催 ～

　「大垣」全国俳句大会実行委員会は、来年度行われる同大会の

ポスターとチラシに掲載する挿絵の原画を募集します。最優秀

者の作品を来年度の挿絵として採用し、後日表彰します。

来
年
度
の
ポ
ス
タ
ー

来
年
度
の
ポ
ス
タ
ー
・・

チ
ラ
シ
の
原
画
を
募

チ
ラ
シ
の
原
画
を
募
集集

＊応募規定／高校生以上の人。Ａ３サイズ縦限定。「水」「芭蕉」

「むすび」をテーマとし、大垣の俳句大会と分かるもの

＊応募期限／平成２８年１月２０日（必着）

＊問合せ／同実行委員会（文化振興課内　緯４７－８０６７）へ

守
屋
多
々
志

美
術
館
 特
別
展

東東東東東東東東東東
西西西西西西西西西西
をををををををををを
翔翔翔翔翔翔翔翔翔翔

東
西
を
翔
るるるるるるるるるるる

斬とき／１０月３日（土）～１２月１１日（金）　午前９時～午後５時

　※３日は午前１１時の開場、毎週火曜日と１０月１４日、１１月４・２５日の

　　水曜日は休館、１１月３日（火・祝）は開館

斬入館料／３００円（高校生以下は無料）

斬展示解説／１０月３・４日の午後２時から実施

斬問合せ／同美術館（緯８１－０８０１）へ

　故郷が生んだ歴

史画の第一人者・

守屋多々志画伯。

　今回は、東西の

歴史交流や物語を

題材とした作品や

イタリアスケッチ

を展示します。 「巴里の若き岡倉天心」

芭蕉蛤塚忌全国俳句大芭蕉 蛤  塚  忌 全国俳句大会会
こう ちょう き

大垣市民に愛される
グルメNo.1を決定！

第3回第3回

自身の舌で 食べ比べ

 イチ押しグルメに 投票鎧

　参加店舗などで「投票券付きチラシ」を入手し、

エントリーメニューを食べ比べ。「これぞ大垣の

味外」という１品を投票券に記入し、各店舗に設
置の投票箱へ。投票者には抽選で特典を贈呈。

投票期間　１０月３日～１２月２０日

平成２８年３月６日　　グランプリ決定日

　元気ハツラツ市にてグランプリ発表と表彰式

店舗名メニュー

一竜大垣店（南 町１）やさい一竜ラーメン

トリコローレ（久瀬川町２）昔ながらのオムライス

駅前　岡田屋（高屋町１）みそトンカツ

駅前さらしな（高屋町１）特製そば屋の飛騨牛　牛めし膳

もつや福笑（静里町）もつのすき焼き

ＴＯＰＥＲ’Ｓダイニング（本町１）自家製じゅうしぃハンバーグ

リストランテアルペジオ（上石津町下山）ジビエのミートスパゲティ（ランチＡコース）

ラーメン天上（荒川町）栗豚丼

京風寿司・和食処　駅前にしき（高屋町１）づけマグロの山かけ丼セット

中華食房　チャングイ（東外側町２）タンタン麺

手打ちうどん　盛田屋（東外側町１）野菜カレーうどん

どんぶり屋　ＳＨＩＺＡ（郭町２）味噌串かつ丼天守盛り

とんちゃん＆焼肉　とんちゃん屋（高屋町１）名物とんちゃん

食飲空間　芭蕉三六〇（高屋町１）芭蕉特製モツ鍋

斬問合せ　芭蕉元禄大垣食の祭典実行委員会（商工観光課内 緯４７－８５９７）へ

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧のののののののののののののののののののの１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４品品品品品品品品品品品品品品品品品品品品ががががががががががががががががががががエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエンンンンンンンンンンンンンンンンンンンントトトトトトトトトトトトトトトトトトトトリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ▼ ご覧の１４品がエントリーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
値段や定休日、営業時間などを

確認してお出かけください

第２回最優秀賞「たらこ
生クリームのパスタ」
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