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＜ 人 口 ＞
（－　１９）７８，９９３男
（－１３１）８３，１６４女
（－１５０）１６２，１５７計

＜ 世帯数 ＞
（＋１５４）６４，３５８

４月１日現在 （ ）は前月比

５月１日号 主な内容

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

各委員会の市民委員を募
集、後期高齢者医療制度
の保険料率の改定など　

…２～３Ｐ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

留守家庭児童教室の臨時
指導員募集、福祉ボラン
ティアに役立つ講座など
　　　　…４～５Ｐ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

かがやき教育週間、こど
もＩＣＴ講座など

　…６～７Ｐ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

やさしい日本画教室、市
民伝言板など…８～９Ｐ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

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

上石津郷土資料館企画
展、婚活イブニングパー
ティーなど　　　…１２Ｐ
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駐車場のご案内（有料）
●市営丸の内駐車場  
　7時～22時 　 251台 
●市営清水駐車場
　24時間営業 　 230台 
●市営大垣駅南駐車場
　24時間営業 　　 18台 
●コインパーキングくるわまち
　24時間営業　　　　　 13台 
●大垣駅前パーキング
　24時間営業 　 399台
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１６日（月）１５日（日）１４日（土）
６：００～７：００６：００～７：００―早朝

―１４：００～２１：００１４：００～２１：００午後
※早朝は八幡神社前、午後は大垣城ホール前と旧保健センター
臨時駐車場で受付

斬急患医療センターの休診：５月１５日（日）

斬東外側駐車場の休止：５月１３日（金）の午後１時から

１６日（月）の午前７時まで

斬大垣まつりポスター展

　５月７日（土）から１５日（日）まで、多目的交流イベン

トハウスで、歴代の大垣まつりのポスターや祭 の模

型を展示します。

斬ごみ清掃にご協力を

　大垣まつりクリーン作戦実行委員会は、まつりの会

場内で、下表のとおり清掃活動を行います。

詳しくは、まちづくり市民活動支援センター（緯７５

－０３９４）へ。

まつり期間中のお知らせ

　４月１４日、熊本県で震度７の地震があり

ました。さらに１６日には、本震とみられる

震度７の地震が発生。その後も熊本・大分

両県で断続的に地震が起き、家屋の倒壊な

ど被害は広い範囲に及んでいます。

　この「熊本地震」によって、先行きが見

えず不安を抱え、避難生活を続ける被災者

の皆さんが数多くいらっしゃいます。

　そうした皆さんが、一刻も早く普段の生

活に戻り、被災地が早急に復旧されること

を願い、６月３０日まで次のとおり義援金を

受け付けています。

　皆さんの善意は、各機関を通じて、被災

者の皆さんに届けられます。

＜日本赤十字社岐阜県支部大垣市地区＞

　ご持参いただく場合は、同支部大垣市地

区事務局（社会福祉課　緯４７－７２５６）、上石

津・墨俣地域事務所などに設置している募

金箱をご利用ください。

　郵便振替の場合は、「口座番号：００１３０－４

－２６５０７２、口座名義：日赤平成２８年熊本地

震災害義援金」。郵便局窓口での手続きは、

振替手数料不要。

＜岐阜県共同募金会大垣市支会＞

　同支会事務局（総合福祉会館内、緯７８－

８１８１）へご持参ください。

熊本地震 　被災者への
義援金を受け付け　

　このたびの熊本地震で、被災

地を支援するため、市民病院は

４月１８日から２１日まで、災害派

遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を派

遣し、医師や看護師など６人

が、熊本赤十字病院で医療活動

を行いました。

　また市は、被災した建物や宅

地の危険度を判定するため、４

月２２日に建築課職員を派遣しま

した。

　そのほか、市が備蓄している

水やトイレットペーパーなどを
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　新緑まばゆい大垣を舞台に、１３両の がお囃子を響

かせ繰り広げる華麗な祭絵巻をお楽しみください。

　詳しくは、大垣まつり実行委員会事務局（大垣観光

協会内、緯７７－１５３５）でお尋ねください。

８：３０～９：３０
八幡神社

（神事・奉芸）

１９：１０～２１：００
八幡神社から

龍の口橋を渡り２周

以後、昼間は
各自由行動

１９：００
八幡神社前で
各 点灯

９：３０～１２：００
市役所玄関前
（掛芸）

時間は予定時刻１４日試楽

時間は予定時刻、
今年の道順は西回り１５日本楽

交通規制

13日  15：00～18：00
14日  8：30～21：30
15日  8：30～21：30
東外側2・丸の内1・高砂町1付近

14日  8：30～21：30
15日  8：30～21：30

14日  14：00～21：30
15日  14：00～21：30
大垣駅通り付近

15日  11：00～14：00
本町通り

15日  11：15～12：15
船町4・奥の細道むすびの地付近

15日  13：00～14：15
国道258号伝馬町交差点～別院交差点

15日  16：15～17：15
宮町1丁目付近～室本町交差点東

支援物資とし

て、本市にゆ

かりのある熊

本県宇土市・

菊池市・八代

市の３市に送

りました。

１９：００ １９：１０～２０：１０ ２０：４５
八幡神社前で
各 点灯

八幡神社から
龍の口橋を渡り２周

「お頭渡し」
の儀

１１：３５８：４５～１０：５０ １２：１０ １４：００
八幡神社
（奉芸）

船町
住吉燈台

本町通り
（休憩）

新町

１６：００１５：１０ １６：００～１６：３０ １６：２０～１７：１０
駅通り
（休憩）

岐阜町
愛宕神社

神事・御輿渡御
（新大橋交差点）

大垣まつり
行列

患者の処置にあたる医療職員ら

５月１４日　 １５日土 日
大垣八幡神社周辺、東外側通り、

大垣駅通りほか
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　５月は「自転車の安全利用推進月間」です。次の安全利用五則を

しっかり守り、交通マナーの向上に努めましょう。
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①自転車は車道が原則、歩道は例外

②車道は左側を通行

③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

④安全ルール（飲酒運転・二人乗り・並んで進
むのは禁止、夜間はライトを点灯、交差点での信

号順守と一時停止・安全確認）を守る

⑤子どもはヘルメットを着用
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　政府から、第２６回危険業務従事者叙勲受章者が発表されまし

た。市関係者では、次の方が栄誉に輝きました。

≪瑞宝双光章≫　前田  伍一郎 氏 元岐阜県警部／警察功労

　　　　　　　  岩田  久義 氏 元大垣消防組合消防監／消防功労

≪瑞宝単光章≫　松岡  光雄 氏 元法務事務官／矯正業務功労

　市は、男女共同参画社会づく

りを進めるため、セミナーへの

講師派遣や団体が行う事業への

補助を行っています。

＜補助対象事業を募集＞

＊対象／市内に活動拠点があり

市内で活動実績がある市民活

動団体

＊募集事業／男女共同参画社会

づくりを推進する事業（講演

会の開催、啓発活動など）

＊募集事業数／１事業

＊補助額／上限５万円

＊応募方法／５月３１日（必着）ま

でに、男女共同参画推進室で

配布の申請書（市ＨＰからダ

ウンロード可）に必要事項を

記入し、事業計画書と収支予

算書を添えて、同室（〒５０３

－８６０１　丸の内２－２９）へ

セ
ミ
ナ
ー
の
様
子

＜セミナーに講師を派遣＞

＊対象／市内の事業者・団体・

グループ

＊ところ／市内（申込者が会場

を手配し、使用料を負担）

＊講演内容／「女性の人権とＤ

Ｖ」、「企業が進めるワーク・

ライフ・バランス」など（時

間は６０～９０分間）

＊申込／開催希望の３週間前ま

でに、男女共同参画推進室で

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、同室へ

＜問合せ＞
男女共同参画推進室
（緯４７－８５４９）

市民協働でつくる
　　男女共同参画社会

市は毎年、大規模事業所へ

「一般廃棄物減量計画書」の提

出をお願いしています。対象の

一般廃棄物減量
計画書の提出

　市は、軽自動車税の納税通知

書を５月２日に発送します。納

期限は５月３１日です。

　軽自動車税は、毎年４月１日

時点の所有者に課税されます。

４月２日以降に廃車の手続きを

した場合も、平成２８年度分の軽

自動車税は課税されます。

　なお、今年度から納期限内で

あれば、東海４県のゆうちょ銀

行または郵便局でも納付できる

ようになりました。

　詳しくは、課税課諸税Ｇ（緯

４７－８１４３）へ。

軽自動車の
納税通知書を発送

事業所へは、５月中旬に関係書

類を発送します。

＊対象／事業用途に供する延べ

床面積が１，０００㎡ 以上の事業

用大規模建築物の所有者また

は占有者

＊提出期限／５月末日

＊問合せ／クリーンセンター

（緯８９－９２７８）へ

　国は、６月１日現在で「平成

２８年経済センサス－活動調査」

を実施します。これは、全国の

すべての事業所および企業が対

象になります。

　調査票は、事業所および企業

の規模に応じて国から郵送され

るか、調査員により５月２０日以

降に配布されます。

　回答は、インターネットでも

可能で、簡単な入力により２４時

間利用できますので、ぜひご活

用ください。

　詳しくは、行政管理課（緯４７

－８２４１）へ。

経済センサス－活動調査に
ご協力を
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＊対象／市内在住・在勤・在学

で、７月１日現在で１８歳以上

の人　※国・地方公共団体の

議員や常勤の公務員は除く

＊活動内容／平日の昼間に３回

程度、観光戦略指針の改定な

どについて審議

＊任期／７月～平成２９年３月

＊対象／市内在住・在勤・在学

で、７月１日現在で１８歳以上

の人　※国・地方公共団体の

議員や常勤の公務員は除く

＊活動内容／平日の昼間に２回

程度、人権尊重のまちづくり

の実現について会議

＊任期／７月～平成３０年６月

＊募集人数／２人程度

＊応募方法／５月２０日（必着）ま

でに、応募書に「市民一人ひ

とりが人権感覚を高め、お互

いを認め合う人権尊重のまち

づくり」についての意見・提

言（８００字程度）を添えて、人

権擁護推進室（〒５０３－８６０１　

丸の内２－２９、ｅ－ｍａｉｌ：ｊｉｎ

ｋｅｎ＠ｃｉｔｙ．ｏｇａｋｉ．ｌｇ．ｊｐ）へ

＊問合せ／同室（緯４７－８５７６）へ

＊対象／市内在住・在勤・在学

で、７月１日現在で１８歳以上

の人　※国・地方公共団体の

議員や常勤の公務員は除く

＊活動内容／平日の昼間に３回

程度、雇用戦略指針の策定な

どについて審議

＊任期／７月～策定作業終了日

用施策に関する意見・提案を

添えて、商工観光課（〒５０３

－８６０１　丸 の 内２－２９、ｅ－

ｍａｉｌ：ｓｙｏｕｋｏｕｋａｎｋｏｕｋａ

＠ｃｉｔｙ．ｏｇａｋｉ．ｌｇ．ｊｐ）へ

＊問合せ／同課（緯４７－８５９６）へ

　市は、市民ニーズに応えた開かれた行政を推進するため、次の
委員会の市民委員を募集します。応募書は、各課で配布または市
ＨＰからダウンロードできます。

＊募集人数／２人

＊応募方法／５月

３１日（必着）まで

に、応募書に雇

＊募集人数／２人

＊応募方法／５月３１日（必着）ま

でに、応募書に観光施策に関

する意見・提案を添えて、商

工観光課（〒５０３－８６０１　丸の

内２－２９、ｅ－ｍａｉｌ：ｓｙｏｕｋ

ｏｕｋａｎｋｏｕｋａ＠ｃｉｔｙ．ｏｇａｋ

ｉ．ｌｇ．ｊｐ）へ

＊問合せ／同課（緯４７－８５９７）へ

まちづくりにあなたの声を！まちづくりにあなたの声を！

人権のまちづくり懇話会

観光戦略指針
策定委員会

雇用戦略指針
策定委員会

５５
月月
　
日日
はは

１１２２

「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日

「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日
」」

　民生委員・児童委員は、地域を見守る身近な相談相手

であり、専門機関へのつなぎ役です。

　市内では、現在３５９人の委員が担当地区で活動をして

います。

心配ごとや悩みごと
ひとりで抱えていませんか

　生活上の心配ごとや困りごとな

ど、ひとりで悩まず、民生委員・児

童委員にご相談ください。

　詳しくは、社会福祉課（緯４７－

７２１４）へ。

危険業務従事者叙危険業務従事者叙勲勲
―　各委員会の市民委員を募集　―



大垣市役所 緯８１－４１１１　〈３〉～ かがやいて 夢ある大垣 確かな未来 ～
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・加賀野名水公園　　　　　　　１３：００～１３：２０

＜６月６日（月）＞

・南地区センター　　　　　　　９：３０～１０：１０

・子育て総合支援センター　　　１０：４０～１１：３０

・西美濃農協 南杭瀬支店 　　　１３：００～１３：３０

＜６月７日（火）＞

・西公園南側出入口　　　　　　９：３０～１０：００

・西美濃農協 荒崎支店 　　　　１０：３０～１１：００

・稲葉第２（北）公園　　　　　　１２：３０～１３：００

・西美濃農協青墓総合研修センター １３：３０～１４：００

＜６月８日（水）＞

・墨俣小学校体育館前　　　　　１０：００～１０：３０

・墨俣地域事務所南側駐車場　　１１：００～１１：３０

・三本木児童公園　　　　　　　１３：００～１３：３０

＜６月９日（木）＞

・えぼしふれあい会館　　　　　１０：３０～１０：５０

・上石津地域事務所南側駐車場　１１：３０～１２：００

・一之瀬グリーンプラザ　　　　１３：３０～１３：５０

・牧田支所　　　　　　　　　　１４：２０～１４：５０

　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　　＊　

＜５月３０日（月）＞

・藤江公園　　　　　　　　　　９：３０～１０：００

・三城保育園南側農協倉庫　　　１０：３０～１１：３０

・和合地区センター　　　　　　１３：００～１３：３０

＜５月３１日（火）＞

・貝曽根公園　　　　　　　　　９：３０～１０：００

・西濃総合庁舎　　　　　　　　１０：３０～１１：２０

・市民会館南側駐車場　　　　　１２：５０～１３：３０

・南公園運動場出入口　　　　　１４：００～１４：２０

＜６月１日（水）＞

・三津屋町公民館　　　　　　　９：３０～１０：２０

・興福地公民館　　　　　　　　１０：５０～１１：３０

・赤坂東地区センター駐車場　　１３：００～１３：４０

＜６月２日（木）＞

・日新地区センター　　　　　　９：３０～１０：１０

・西美濃農協 浅草支店 　　　　１０：４０～１１：３０

・西美濃農協 洲本支店 　　　　１３：００～１３：３０

＜６月３日（金）＞

・中野町児童遊園地（５丁目）　　９：３０～１０：００

・中川地区センター　　　　　　１０：３０～１１：３０

＜５月２３日（月）＞

・宇留生地区センター　　　　　９：３０～１０：１０

・勝山斎場駐車場　　　　　　　１０：４０～１１：３０

・緑ヶ丘会館　　　　　　　　　１３：００～１３：３０

＜５月２４日（火）＞

・護国霊苑（笠木公園）　　　　　９：３０～１０：１０

・西美濃農協 静里支店 　　　　１０：４０～１１：３０

・木戸公園　　　　　　　　　　１３：００～１３：３０

＜５月２５日（水）＞

・北公園野球場バックネット裏　９：３０～１０：３０

・東公園（競輪場南西側）　　　　１１：００～１１：３０

・総合体育館前駐車場　　　　　１３：００～１３：３０

＜５月２６日（木）＞

・西部研修センター　　　　　　９：３０～１０：２０

・西地区センター　　　　　　　１０：５０～１１：３０

・市役所北側駐輪場　　　　　　１３：００～１３：３０

＜５月２７日（金）＞

・綾里地区センター　　　　　　９：３０～１０：３０

・安井地区センター　　　　　　１１：００～１１：３０

・川並地区センター　　　　　　１３：００～１３：３０

　生後９１日以上経過した飼い犬は、市への登録と年１回の狂犬

病予防注射が必要です。市は、次の日程で市内を巡回し、登録

受付と予防注射を行います。登録済みの犬は料金３，１５０円と案

内はがきが、新しく登録する犬は料金６，１５０円が必要です。

　詳しくは、環境衛生課（緯４７－８５７１）でお尋ねください。

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

　保険料は、被保険者全員が等しく負担する

「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する

「所得割額＝被保険者の所得（※）×所得割率」の

合計となります。平成２８・２９年度の保険料率は、

次のとおりとなります。　　　　　※所得＝総所得金額等－３３万円（基礎控除）

　保険料は所得に応じて計算されますが、所得が少ない世帯の被保

険者には保険料の軽減措置があります。軽減後の被保険者の１人当

たり保険料を比較すると、４．３％の増加となります。

平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２　８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８８・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２　９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９　年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度年度のののののののののののののののののののののののののののののの保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率保険料率をををををををををををををををををををををををををををををを改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改改定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定
～ １人当たりの年間保険料　平均４．３％引上げ ～

保険料率を見直します

増加分平成２６・２７年度平成２８・２９年度区分

８５０円４１，８４０円４２，６９０円均等割額

０．５６%７．９９%８．５５%所得割率

増加分平成２６・２７年度平成２８・２９年度
１人当たり
年間保険料額
（軽減後）

２，４２９円
（ ４．３% ）

５６，８４３円５９，２７２円

後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制後期高齢者医療制度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度

　高齢者人口の増加や医療の高度化などにより、高齢者１人当

りの医療費は、年々増加を続けています。岐阜県後期高齢者医

療広域連合は、今後予想される増加に対応するため、平成２８・

２９年度の保険料率などを、次のとおり改定します。

　増え続ける医療費などに対し、何も対策を講

じなかった場合、平成２８・２９年度の１人当たり

保険料額が、１１．２％増加すると見込まれます。

　このため、保険料率などを見直すとともに、

剰余金の全額活用や財政安定化基金を活用し、

４．３％の増加にとどめました。

１１．２％

革
４．３％

保険
料

見直
し

基金
剰余金

＜保険料率などの見直しなどをしないと…＞

　　　　　 岐阜県後期高齢者医療広域連合 緯０５８－３８７－６３６８

　　　　　 大垣市役所窓口サービス課　　 緯４７－８１４０
問合せ 　市は、環境の保全・創造に関する活動をしている個人

や団体、事業者の皆さんを称えるため、平成２７年度の

「市民環境賞」の受賞者を決定し、表彰式を行いました。

　受賞者は、岡安信明さん、加賀野自治会、十六町かが

やきクラブ、三城保育園、珂三進の皆さん＝写真＝で、

ホタルの保護活動や地域の清掃などに、それぞれ活躍さ

れました。

環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環環
境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境境
保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保
全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全
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活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活
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ををををををををををををををををををををを
称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称称
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医　療　費
医療給付費

窓
　口
　負
　担

公費（国・県・市町村）約５割

被保険者の
保険料
約１割

現役世代からの支援金
（７４歳までの人の保険料）

約４割

　低所得者の負担軽減の観点から、２割軽減及び５割軽減につい

て、所得基準額の引き上げが行われます。

　今年度の保険料は、次のとおり算定し、７月中旬に通知します。

２割軽減と５割軽減の対象を拡大

平成２８年度保険料は、７月中旬に通知

＋
所得割額

所得×８．５５％

均等割額

４２，６９０円
＝

保険料
限度額５７万円（年額）

【参考】　後期高齢者医療制度にかかる医療費負担のしくみ

　急速な少子高齢

化が進む中、高齢

者が安心して医療

を受け続けられる

ように、みんなで

医療費を負担し支

え合っています。



〈４〉　広報おおがき　No.１８０５　平成２８年５月１日 ＜参加料などの記載のないものは、無料です＞

記入し、人権擁護推進室（〒

５０３－８６０１　丸の内２－２９、胃

８１－５５００、ｅ－ｍａｉｌ：ｊｉｎｋｅｎ＠

ｃｉｔｙ．ｏｇａｋｉ．ｌｇ．ｊｐ）へ　※市

HP「申込・アンケート」から

も応募可

＊備考／応募者全員に人権啓発

グッズをプレゼント

＊問合せ／人権擁護推進室（緯

４７－８５７６）へ

　市は、心温まる出来事や思い

がけない親切な行為など、あな

たが見かけた・体験した「ちょ

っといい話」を募集します。

　ご応募いただいたお話は、市

発行の「人権Ｌｅｔｔｅｒ」などで紹

介します。

＊応募方法／心に残るエピソー

ドを２００字以内にまとめ、住

所・氏名・年齢・電話番号を

心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温ままままままままままままままままままままま心温まるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「ちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょょっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっととととととととととととととととととととといいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話「ちょっといい話」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」

お寄せください鎧

ｈｅａｒｔ
ｆｕ

ｈｅａｒｔ
ｆｕｌｌ

　市は、世帯向け賃貸住宅「一

之瀬住宅」（上石津町）の入居者

を募集しています。

＊構造・間取り／鉄筋コンクリ

ート造３階建、３ＬＤＫ（水

洗トイレ・浴槽は完備）

＊募集戸数／２戸（３階）

＊月額家賃／Ａ棟＝５万円、Ｃ

棟＝５万２，０００円　※共益費

（１，０００円）と駐車場代（１，０２０

円）は別途必要

＊問合せ／県住宅供給公社（緯

４７－８１９２）へ

特定公共賃貸住宅入居者

「福祉のまちづくり」を
テーマにした標語

　木曽川上流河川事務所は、よ

りよい川づくりのため、河川愛

護モニターを募集します。

＊応募資格／長良川、揖斐川、

牧田川、杭瀬川近隣に在住の

２０歳以上の人で、河川愛護に

関心のある人

＊活動内容／日常生活で知り得

た河川に関する情報の報告

＊委嘱期間／７月１日～平成２９

年６月３０日（１年間を予定）

河川愛護モニター

臨臨時時指指導導員員をを募募集集
　市は、小学校の留守家庭児童教室で、小学１
～４年生までの児童に生活指導をしていただ
く臨時指導員を募集します。教員免許や保育
士資格をお持ちでない人も応募できます。

留留留留留留留留留留留留留留守守守守守守守守守守守守守守家家家家家家家家家家家家家家庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭児児児児児児児児児児児児児児童童童童童童童童童童童童童童教教教教教教教教教教教教教教室室室室室室室室室室室室室室

噛応募資格／①…教育職員免許

または保育士資格を有する人

②…①の資格はないが、児童

保育の知識・経験を有する人

噛雇用期間／採用日～９月３０日

※以降６か月ごとに契約更新

噛勤務時間／午後

２時～７時のう

ち４時間（夏休

自衛官候補生など

研修の開催企業
「企業内家庭教育学級」

　防衛省は、自衛官などを下表

のとおり募集します。

　詳しくは、自衛隊岐阜地方協

力本部大垣地域事務所（林町５

－１８、緯７３－１１５０）へ。

試験日受付期間受験資格募集区分

受付時に
お知らせ

年間を通
じて募集

１８歳以上２７歳未満学生自衛隊
大垣地域事務所
PRモニター １８歳以上４５歳未満一般

１８歳以上２７歳未満男性自衛官候補生

　スイトピア友の会は、会員を

随時募集しています。

入会すると、大垣市文化事業

団主催の催しのチケット割引

や、先行発売などの特典を受け

ることができます。

今年度、入会された人には、

スイトピアオリジナルグッズを

スイトピア友の会会員

◆応募資格／営業実績が３年以上ある法人または個人

◆店舗場所・面積／室本町５－５１、約３５０愛

◆月額使用料／５万円（電気・ガス・水道料金、その他

営業用設備は使用者負担）

◆保証金／１０万円（利息なし）

◆使用期間／８月（応相談）～平成２９年３月まで　※更

新可

◆申込／５月１日～６月

２０日に文化振興課など

で配布の申請書（市Ｈ

Ｐからダウンロード

可）に必要書類を添え

て、同課（北庁舎３階、

　緯４７－８０６７）へ スイトピアセンター学習館

大
垣
市
民
プ
ー
ル

プレゼントします。

＊年会費／一般会員＝１，０００円

法人会員＝２０，０００円　※Web

会員は年会費無料（特典は限

定されます）

＊受付窓口／スイトピアセンタ

ー事務室、市民会館

＊問合せ／同事業団（緯８２－

２３１０）へ

　大垣市社会福祉協議会は、

「福祉のまちづくり」をテーマに

した標語を募集します。

＊応募方法／５月１３日（必着）ま

でに、はがきに標語（１人２

点まで）・住所・氏名（ふり

がな）・年齢（学年）・職業・

大垣市体育連盟は、大垣市民

プールと勤労身体障害者等市民

プールの臨時職員を募集します。

＊応募資格／１８歳以上の人（高

校３年生可）

＊雇用期間／７月１日～８月３１

日　午前８時３０分～午後６時

市民プール臨時職員
（監視員・受付事務）

（実働７時間４５分、時差出勤）

＊募集人員／７０人程度（選考）

＊選考方法／書類・実技審査

＊日給／監視員＝８，２００円、受

付事務員＝６，２００円（いずれも

交通費込み） 

＊申込／５月２０日までに、同連

盟事務局（総合体育館内、緯

７８－１１２２）へ

　市は、働く皆さんの「仕事」

と「家庭」の両立を応援するた

め、職場で家庭教育学級を実施

する企業を募集します。

　子育てや家庭教育の充実につ

いて、テーマに応じた講師を派

遣します。

＊研修内容（例）／親子のコミュ

みなどは午前８時～午後７時

のうち８時間）

噛募集人員／５人程度

噛選考方法／書類審査と面接

噛時給／①９７０円　②８３０円

噛応募方法／履歴書を社会教育

スポーツ課（〒５０３－０８８８ 丸

の内２－５５　北庁舎３階、緯

４７－８０６８）へ

ニケーション

のあり方、子

どもの成長を

ど う見守る

＊募集人員／５人

＊申込／５月９～

２５日に、同事務

所（緯０５８－２５１

－１３２６）へ

か、仕事と子育ての両立など

＊問合せ／社会教育スポーツ課

（緯４７－８０３９）へ

喫
茶
喫
茶
室室

ス
イ
ト
ピ
ア
セ
ン
タ
ー
学
習
館

の
経
営
者
募
集

市は、スイトピアセンターの学習館１階にある喫茶

室の営業希望者を募集します。ただし、応募多数の場

合は選考となります。

電話番号を記入し、同協議会

（〒５０３－０９２２　馬場町１２４）へ

＊備考／優秀作品は、８月に開

催される社会福

祉大会で表彰

＊問合せ／同協議

会（緯７８－８１８１）

へ



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＞

噛対象／各大学において全ての講座を受講できる人

噛ところ／奥の細道むすびの地記念館多目的室１

噛とき／下表のとおり　いずれも日曜日の午後２時～

３時３０分

噛定員／各大学８０人（先着順）

噛申込／文化振興課（緯４７－８０６７）へ

講　　師演　　題と き

元国文学研究資料館特任
准教授　金田房子さん

「おくのほそ道」日光の章
と山岳信仰

６／１２

芭蕉翁顕彰会研究員　
早川由美さん

芭蕉を偲ぶ
－芭蕉忌のいろいろ－

７／１０

立正大学准教授　
伊藤善隆さん

「鳶」の芭蕉付句をめぐって
－大垣市立図書館蔵「木因
写『鳶の巻』」を中心に－

８／７

上智大学教授　
西澤美仁さん

西行の旅・芭蕉の旅９／１１

おおがき芭蕉大学（全４回）

お
お
が

お
お
が
きき
芭
蕉
大
学
・

芭
蕉
大
学
・
先先
賢
大
学

賢
大
学

続連
座講

でに、情報工房（緯７５－７０００）

へ（市ＨＰの「申込・アンケ

ート」からも申込可）

＊備考／６月２日に抽選。定員

に満たない場合は、申込期限

ンティアとして活動に参加で

きる

＊とき／６月１２・１９・２６日、７

月１０・２４・３１、８月７・２１・

２８日　＜全９回＞　いずれも日曜

日の午後１時３０分～４時３０分

＊ところ／情報工房２階多目的

研修室

＊内容／ICTリーダーとなるた

めの基礎知識や知っておきた

い裏技、タブレット端末の設

定や使い方などを学ぶ

＊定員／２４人（書類選考）

＊申込／５月３０日の午後５時ま

でに、市ＨＰからダウンロー

ドの申込書に必要事項を記入

し、件名を「地域ICTリーダ

ー養成講座」にしてＥメール

で、情報企画課（ｅ－ｍａｉｌ：ｊｏｈ

ｏ＠ｃｉｔｙ．ｏｇａｋｉ．ｌｇ．ｊｐ）へ

＊問合せ／同課（緯４７－８２４９）へ

受講料定員日　 程難易度講　 　 座　 　 名コース

５００円６人９：００～１２：００水６／１★はじめてパソコン体験講座碓ヌ 

３，６９０円６人９：００～１２：００水６／８・１５・２２★はじめてパソコン（Ｗｉｎｄｏｗｓ１０）碓ネ 

３，９９０円６人９：００～１２：００金６／１０・１７・２４★★はじめて文書作成Word２０１６碓ノ 

３，９９０円６人９：００～１２：００火６／１４・２１・２８★★はじめて表計算Ｅｘｃｅｌ２０１６碓ハ 

３，９９０円６人１３：３０～１６：３０水６／１・８・１５★★プレゼンテーション作成！PowerPoint２０１６【新規】碓ヒ 

２，６６０円６人１３：３０～１６：３０金６／３・１０★シニアタブレット講座（はじめてのｉＰａｄ）碓フ 

３，７００円８人１３：３０～１６：３０水６／２２・２９★★シニアiPad講座（写真管理と活用）碓ヘ 

３，７００円８人１３：３０～１６：３０水６／１・１５★★シニアiPad講座（はじめてのお絵かき）【新規】碓ホ 

３，７００円８人１３：３０～１６：３０木６／１６・３０★★シニアiPad講座（iTunesを使いこなそう）【新規】碓マ 

３，７００円８人１３：３０～１６：３０金６／１７・２４★★ホームページブログ作成碓ミ 

各８４０円各５人
６／２の１４：００～、６／１１の１０：００～、

６／１６の１４：００～　※各２時間
★

おさらいサポート
（過去に受講した研修の疑問などを個別に指導）

碓ム 

＊対象／西濃地域在住または市

内在勤・在学で、碓ヌ ・碓ネ 以外

は、文字入力・マウス操作が

できる人

＊申込／５月１８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

パソコン研修（６月分）
情報工房 

＊対象／次の①～③をすべて満

たす人　①Microsoft Ｏｆｆｉｃｅ

を使うことができる　②パソ

コンのメールアドレスを持っ

ている　③受講後に情報ボラ

地域 Ｉ CＴリーダー養成講座
パソコン操作に強くなる

講　　師演　　題と き

実践女子大学教授　
仲町啓子さん

張（梁川）紅蘭と１９世紀の
女性画家

１２／４

中部大学教授　
財部香枝さん

創造的な関係
－江馬細香と神田柳渓－

１／２２

明治大学名誉教授　
徳田武さん

小原鉄心と大垣藩の去就２／１２

おおがき先賢大学（全３回）

＊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／６月１２日（日）　午前９

時～正午

＊ところ／時公民館

＊内容／パソコンを使って名

刺・シールを作る

＊持ち物／パソコン（ＯＳはＷｉ

ｎｄｏｗｓ  Ｖｉｓｔａ以降。持参で

きない場合は申込時に連絡）

＊定員／２０人（抽選）

＊申込／５月３１日の午後５時ま

市民 Ｉ ＣＴ活用研修
パソコンで名刺を作る

月日・職業・電話番号を記入

し、各講座開始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８９－４９７６）

へ。同協会ホームページから

＊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

申込可

＊備考／先着順

で受付。最少

開講人数に満

たない場合は中止。テキスト

代実費

訓練講座
職業訓練センター

受講料定員会場日 程講座名・講座番号

これからはじめるフォトショップＣＳ６　＜文字入力・マウス操作ができる人＞

７，７００円８人情報工房１８：３０～２１：００全４回金６／３～２４パソコン講座１８

ｉＰａｄで資料作成（ワード＆エクセル編）　＜ｉＰａｄ経験者＞

５，１００円８人職業訓練センター９：００～１２：００全２回金６／１０・１７パソコン講座２４

以降にも申込可

＊とき／５月２５日（水）　午後１

時３０分～３時３０分

＊ところ／情報工房多目的研修

室

＊内容／Windowsタブレット

を使って、Windows１０の新

機能や活用例を学ぶ

＊定員／１２人（先着順）

＊受講料／５００円

＊申込／５月１１日の午前１０時か

ら、情報工房（緯７５－７０００）へ

Ｉ CＴタブレット講座
ここが変わったWindows１０

＜点訳講習会＞

＊とき／６月６日～平成２９年１

月３０日の原則毎週月曜日（祝

日、８月１５日、１月２日は休

講） ＜全２９回＞ 午後１時３０分

～３時３０分

＊内容／点訳を基礎から学ぶ

＊受講料／１，５８０円（テキスト代）

＜音訳講習会＞

福祉ボランティ福祉ボランティアアに役立つ講習会講習会 　市は、「奥の細道」や「松尾芭蕉」をキーワードとし

た講座「おおがき芭蕉大学」と、大垣の先賢に関する

講座「おおがき先賢大学」を次のとおり開きます。

＊とき／６月８日～９月１４日の

原則毎週水曜日 ＜全１５回＞ 午

後１時３０分～３時３０分

＊内容／音訳を基礎から学ぶ

＊受講料／６５０円（テキスト代）

＊備考／５月２０日に抽選。定員

に満たない講座は、申込期限

を延長。テキスト代は実費

噛対象／市内在住・在勤の未経験者で、毎回受講できる人

噛ところ／総合福祉会館

噛定員／各２０人（先着順）

噛申込／大垣市社会福祉協議会（緯７８－８１８１）へ



〈６〉　広報おおがき　No.１８０５　平成２８年５月１日 ＜参加料などの記載のないものは、無料です＞

～家族～家族でで　ふれあふれあいい　学びあ学びあいい　深めあ深めあうう～～

館、スイトピアセンター

コスモドーム、上石津郷

土資料館、墨俣一夜城

葛問合せ／各施設または文

化振興課（緯４７－８０６７）

へ

葛とき／６月１２日（日）～１９日（日）　※休館日あり

葛対象施設／大垣城、郷土館、守屋多々志美術館、奥の

細道むすびの地記念館、歴史民俗資料館、金生山化石

　かがやき教育週間中、大人が高校生以下の子どもを同

伴している場合、下記施設の入館料が無料になります。

　この機会に、親子で一緒に出かけてみませんか。

文
化
施
設
の
入
館
料

文
化
施
設
の
入
館
料
がが

教
育
週
間
中
は
無

　
　
教
育
週
間
中
は
無
料料
外外

たり、宇宙食

を体験する

猿定員／１４０人

（先着順）

葛東海ラジオ　「マイタウン情報」

　１１日／１５：００～　【大垣まつり】

葛ぎふチャンラジオ　「大垣市の時間」

毎週木曜／９：４０～

５日／婚活イベントに参加してみませんか

１２日／大垣まつり

１９日／守屋多々志美術館第６２回企画展

２６日／地域を守る水防団

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　 「シティインフォメーション」

毎週金曜／９：００～

葛ぎふチャン「あなたの街から大垣市」　＜地上デジタル８ｃｈ＞

　１９日／１８：００～

【新緑映える上石津を巡る】

新緑豊かな景色を見ながら、上石津地区の

施設や景観遺産などを紹介

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～

【 大垣で過ごすオトクな休日】

　行楽シーズンを迎えるにあたり、「ぷらっ

　と大垣通行手形」を使ったお得な大垣散策

　を紹介
５
Ｍａｙ
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猿ところ／子育て総合支援センター

猿申込期間／５月１６～２３日

猿申込方法／大垣市子育て支援ポータルサイト（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．

ｏｇａｋｉ－ｋｏｓｏｄａｔｅ．ｎｅｔ）の講座申込ページから申込

猿問合せ／同センター（緯８９－１２３２）へ

②守ろう子どもの歯

猿対象／０歳児～小

　学４年生の保護者

猿とき／６月９日

①木育ってな～に？

　木のおもちゃであ・そ・ぼ！

猿対象／０～３歳児と保護者

猿とき／６月６日（月）　午前１０

（木）　午後１時３０分～３時

猿内容／小児歯科医から、乳幼

猿とき／６月１２日（日）　午後２時～３時３０分

（受付：午後１時３０分～）

猿ところ／情報工房５階スインクホール

猿内容／日本語教育の第一人者である金田一

秀穂さん＝写真＝による「子どもが変わる親

のコトバ～親子で育む子どものコミュニケ

ーション力～」と題した講演

猿定員／４５０人（先着順）

猿申込／５月９～２３日（必着）に、はがきまたはファクス（市ＨＰに

専用用紙を掲載）で、郵便番号、住所、氏名、電話番号、託児の

有無（対象は１歳以上の未就学児・先着３０人）を、社会教育スポ

ーツ課（〒５０３－０８８８　丸の内２－５５、胃８１－０７１５）へ

猿問合せ／同課（緯４７－８０３９）へ

家庭教育講演家庭教育講演会会

猿とき／６月１１日（土）～２２日

（水）

猿ところ／各子育

てサロン会場

（１３会場）

猿とき／６月１３日（月）～１７日

（金）

猿ところ／各地域子育て支援セ

ンター（６園）

猿内容／親子で一緒に体を動か

したり、ものづくりをする

猿問合せ／子育て総合支援セン

ター（緯８９－１２３２）へ

おやこでキラキラ宇宙体おやこでキラキラ宇宙体験験
猿対象／小学生以上の子と保護

者

猿とき／６月１９日（日）　午前９

時３０分～正午

猿ところ／青年の家

猿内容／ペットボトルロケット

やキラキラペンダントを作っ

『かがやき教育週間『かがやき教育週間』』『かがやき教育週間『かがやき教育週間』』
６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６ １１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１～１９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９９ はははははははははははははははははははははははははははははははははは、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月 日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日

児期によくある口の中の病気

やその対処法などを学ぶ

猿定員／３０人（抽選）

猿備考／託児あり（２０人まで）

猿内容／親子で楽しく体を動か

したり、いろいろなものを一

緒に作って遊ぶ

猿問合せ／子育て総合支援セン

ター（緯８９－１２３２）へ

わくわく子育て講わくわく子育て講座座

子育てわくわくファミリーサロ子育てわくわくファミリーサロンン

地域子育て支援センターわくわく講地域子育て支援センターわくわく講座座

大垣城

　市は、６月１２日から１９日までを「かがやき教育週間」と

し、家族とのふれあいや学ぶことの大切さをより一層感じ

ていただけるよう、さまざまな取り組みを行います。

　この機会にぜひ、ご家族おそろいで参加していただき、

親子で過ごす時間を見つめ直してみませんか。

猿申込／５月２３日から、まちづ

くり市民活動支援センター

（緯７５－０３９４）へ

時～１１時

猿内容／木の香り

や肌触りを楽し

みながら、木の

おもちゃで遊ぶ

猿定員／３０組（抽選）



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＞

＊対象／小中学生（小学３年生

以下は保護者同伴）　※団体

は不可

＊ところ／スイトピアセンター

おもしろ科学教室

＊定員／各２０人（先着順）

＊参加料／各５００円（材料費）

＊申込／ともに５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

【おいしい電気パンをつくろう】

＊とき／５月１５日（日）　午前１０

時～１１時１５分

＊会場／料理実習室

＊内容／電流の発熱を利用して

パンを焼く＝写真＝

【輪ゴムやゼンマイで動く

おもちゃをつくろう】

＊とき／５月２９日（日）　午前１０

時～１１時１５分

＊会場／実験室・工作室

＊内容／輪ゴムやゼンマイの戻

ろうとする力を使って、楽し

い動きをするおもちゃを作る

葛対象／市内の小学４・５年生

葛とき／５月２８日（土）　午後１時～５時

葛ところ／情報工房２階多目的研修室

ここここここここここここここここここここここどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどもももももももももももももももももももももも
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　岐阜県母子寡婦福祉連合会

は、就業を支援するための講習

就業支援講習会
岐阜県母子寡婦福祉連合会

会（介護職員初

任者研修、医療

事務講習）を開

催します。

＊対象／県内在住の母子家庭の

母親と父子家庭の父親で、児

童扶養手当を受給している、

または同等の所得水準の人

＊受講料／無料（教材費実費）

＊申込／５月２５日までに、児童

扶養手当証書や戸籍謄本など

ひとり親家庭を証明できるも

のを持参し、子育て総合支援

センター（緯４７－７０１４）へ

２回（最大４時間）まで利用可

年間利用限度回数／３０回　※妊娠中の場合は、出産日までに２０回

とし、出産後は新たにカウント（合計５０回）

申込／子育て支援課（緯４７－７０９２）へ　※事前登録と面談が必要

利用者負担額区　　分

―生活保護世帯、ひとり親世帯で市民税非課税世帯

３５０円／時間市民税非課税世帯（ひとり親世帯を除く）

７００円／時間市民税課税世帯

対象／市内に住所があり、次の要件をいずれも満たす家庭

　①妊婦（母子健康手帳交付後）または小学生以下の子がいる家庭

　②昼間、自身のほかに家事や育児に協力できる人がいない家庭

サービス内容／家事の援助（炊事・洗濯・掃除など）や育児の援

助（おむつ交換・授乳・沐浴補助など）

利用時間／午前９時～午後５時の間に、１回２時間以内　※１日

対象／市内在住の小学６年生までの子がいる世帯

内容／子どもの預かりや送迎など

申込／ファミリーサポートセンター（総合福祉会

館内、緯７８－８１８１）へ　※事前登録が必要

利用者負担額区　　分

３５０円／３０分午前８時～午後５時
平日

４００円／３０分上記以外

４５０円／３０分午前８時～午後５時
土日祝日

５００円／３０分上記以外

　妊娠中、特に初期は、赤ちゃんの成長はもちろ

ん、母親の健康を維持するための大切な時期です。

しかし外見からは、妊婦であるか判断しにくかったり、つわりなどのつ

らい症状を理解してもらえなかったりします。そこで、妊婦さんに代わ

って妊娠していることを示しているのが「マタニティマーク」です。

　保健センターでは、母子健康手帳の交付時にマタニティマークのキー

ホルダーをお渡ししていますので、ぜひご利用ください。

　詳しくは、大垣市保健センター（緯７５－２３２２）へ。

樺マークを見かけたら…

　このマークを付けている人を見かけたら、

「近くで喫煙をしない」「電車やバスなどで席

を譲る」「お手伝いしましょうか？と声をか

ける」などの気遣いをお願いします。

　５月１日（日）に開かれる「元気ハツラツ市」の会場で、

同マークのＰＲキャンペーンを行います。

　パネル展示や妊娠疑似体験、赤ちゃん人形だっこ体験な

どを行いますので、ぜひお立ち寄りください。

樺５／１にキャンペーン

知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知っっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっててててててててててててててててててててていいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかか知っていますか？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？

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ィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィママママママママママママママママママママママーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーークククククククククククククククククククククク

＊とき／５月１４・２８日、６月１８日　いず

れも土曜日の午前１０時～１１時３０分

＊ところ／スイトピアセンターかがやき

活動室６－３

＊定員／１５人程度（先着順）

＊参加料／中学生以上５００円、小学生以

下無料

＊申込／大垣市文化事業団（緯８２－２３１０）

へ　※同事業団ＨＰからも申込可

葛内容／ロボット教材＝写

真＝を使って、プログラ

ミングの基礎を学ぶ

葛定員／２４人（抽選）

葛参加料／５００円（教材費

２，０００円が別途必要）

葛申込／５月１０日の午後５時までに、市ＨＰ内「申込・

アンケート」へ。または、情報企画課で配布の申込

用紙に必要事項を記入し、同課（〒５０３－８６０１　丸の

内２－２９、胃７７－２５２５）へ

葛問合せ／情報企画課（緯４７－８２４９）へ

　大垣市文化事業団は、劇団そ

らのゆめ主宰の川村ミチルさん

による、昔の道具を使った演劇

ワークショップを開催します。

　体を動かしたり、友達を作っ

たり、楽しい時間を過ごせま

す。ぜひご参加ください。

　市は、妊娠中や出産後の体調不良などのため、家事や育児を行

うことが困難な人の家に、サポーターを派遣して、家事や育児な

どを援助する「エンゼルサポーター事業」を行っています。

エンゼルサポーター事業
家事・育児をお手伝い

ご
利
用
く
だ
さ

ご
利
用
く
だ
さ
いい

むかしのくらむかしのくらししミニ演劇ワークショッミニ演劇ワークショッププ

昨年の様子
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　地域で育児の援助を行いたい人と、援助を受け

たい人が互いに会員になって助け合う「ファミリ

ーサポートセンター」。市は現在、その利用会員

とサポート会員を募集しています。



〈８〉　広報おおがき　No.１８０５　平成２８年５月１日 ＜参加料などの記載のないものは、無料です＞

＊とき／５月２２日（日）　午後１

時３０分開演

＊ところ／揖斐川町地域交流セ

ンター「はなもも」（揖斐川町

上南方）

＊内容／西濃地域のコーラス２０

団体による演奏会

＊問合せ／同実行委員会（文化

振興課内、緯４７－８０６７）へ

文化フェスティバル
西濃交流演奏会

＊とき／５月１９日（木）　午後１

じんけん講演会

表の古江孝治さんによる「杉

原千畝と命のビザ」と題した

講演

時～３時

＊ところ／スイトピアセンター

スイトピアホール

＊内容／人道の港調査研究会代

＊とき／５月１８日（水）　午後２

上石津文化財保護協会
歴史講演会

（緯８９－９２９２）へ

＊とき／５月２８日（土）　午前１０

時～１１時３０分

＊ところ／日新地区センター

＊内容／宝暦治水史蹟保存会会

長の中西達治さんによる「宝

暦治水工事の実態」と題した

講演

＊申込／５月３日から、輪中館

輪中講座

皇女和宮史跡保存会
講演会

＊とき／５月２９日（日）　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／（公財）犬山城白帝文庫

研究員の筧真理子さんによる

「江戸時代の女性の旅」と題

した講演

＊問合せ／文化振興課（緯４７－

８０６７）へ

＊とき／５月２５日（水）　午前１０

時～１１時３０分

＊ところ／中川ふれあいセンター

＊内容／補装具（車いす・装具

など）の交付や修理などの整

形外科に関する相談

＊持ち物／身体障害者手帳、印鑑

＊問合せ／障がい福祉課（緯４７

－７２９８）へ

身体障がい者相談
（整形外科）

日は休館

汽ところ／歴史民俗資料館

汽内容／郷土のアマチュア写真家が

撮影した昼飯町中山道沿いの庭に

咲く四季折々の花の写真を展示

汽問合せ／郷土館　（緯７５－１２３１）へ

汽とき／５月１８日（水）～６月１５日

（水）　午前９時～午後５時　※毎

汽とき／５月８日（日）～２９日（日）　

午前９時～午後５時　※毎週火曜

週火曜日は休館

汽ところ／郷土館

汽内容／同館庭園で

見ごろを迎えるさ

つきの盆栽展示、

館内での写真展

汽入館料／１００円（高

校生以下は無料）
さつきの盆栽
　（郷土館）

汽入館料／１００円（高

校生以下は無料）

汽問合せ／同館　

（緯９１－５４４７）へ
写真展「昼飯花紀行写真展「昼飯花紀行」」

市の花“さつき”写真市の花“さつき”写真展展

鞄対象／全３回とも出席できる

人

鞄とき／６月１７日、７月２２日、

９月１６日　いずれも金曜日の

午後１時３０分～３時３０分

鞄ところ／守屋多々志美術館

鞄内容／日本美術院院友の井口

市は、日本画の基礎を楽しく

学びながら、守屋多々志画伯の

魅力にふれる実技講座「やさし

い日本画教室」を開きます。

守屋多々志美術館

やややややややややややややややややややややさささささささささささささささささささささしししししししししししししししししししししやさしいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい
日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教　日本画教室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室

英夫さんを講師に、季節の花

を題材に日本画の基礎を学ぶ

鞄定員／２４人（先着順）

鞄受講料／２，０００円（画材など

は各自負担）

鞄申込／５月１日から、同美術

館（緯・胃８１－０８０１、ｅ－ｍａ

ｉｌ：ｍｏｒｉｙａｔａｄａｓｈｉ－ｍｕｓｅｕｍ

＠ｃｉｔｙ．ｏｇａｋｉ．ｌｇ．ｊｐ）へ

鞄備考／同美術館招待券２枚進

呈の特典あり

郵便番号・住所・氏名・電話番号を文化振興課

（緯４７－８０６７、胃８１－０７１５）へ

斬とき／６月２５日、７月２３

日、８月２７日、９月２４日、

１０月２９日 ＜全５回＞　い

ずれも土曜日の午後１時

３０分～３時３０分

斬ところ／奥の細道むすび

の地記念館多目的室１

斬内容／日本語俳句と英語

俳句の違いや英語俳句の

作り方などを学ぶ

斬定員／２０人（先着順）

斬申込期間／５月２～２７日

斬とき／６月１９日（日）　午

後１時～４時

斬ところ／奥の細道むすび

の地記念館

多目的室１

斬内容／俳句

結社「群青」

の櫂未知子

さんによる句会

斬定員／２０人（抽選）

斬参加料／１，０00円

斬申込期間／５月２～１６日

世界で最も短い詩として

海外でも多くの人に親しま

れている英語俳句。その魅

力や作り方を学ぶ初心者向

けの教室です。

申申込込

市
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー「
お
が
っ
き
ぃ
」

著名俳人を講師に招き市

内外の人たちと交流する句

会です。俳句仲間の輪を広

げませんか。

郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷
土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土
ののののののののののののののののののののの
花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花

郷
土
の
花
にににににににににににににににににににににに

　
　

魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅魅
せせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ
ららららららららららららららららららららら
れれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれ

魅
せ
ら
れ
てててててててててててててててててててててて

―
写
真
展
を
開
催
―

５５／／１１４４（（土土））
関連イベン関連イベントト

葛演奏会「歌謡の源流 

今様を訪ねて」  午後１
時３０分～、葛展示解説　午後３時～

５５／／２２２２（（日日））
関連イベン関連イベントト

葛箏コンサート　①午

前１１時～、②午後１時
３０分～

俳俳
句句
をを
楽楽
しし
みみ
なな
がが
らら

交交
流流
をを

さつき写さつき写真真
　を募を募集集外外

来年度の同写真展に展

示するさつき写真を募

集します。詳しくは、
郷土館へお問い合わせください。

＊問合せ／大垣人権擁護委員協

議会（岐阜地方法務局大垣支

局内、緯７８－３３４７）へ

葛とき／６月１１日（土）　午後１時３０分～３時３０分

葛ところ／情報工房スインクホール

葛内容／スローライフを推進するハーブ研究家の

ベニシア・スタンリー・スミスさん＝写真＝によ

る「自然と共に生きる」と題した基調講演

葛定員／４００人（先着順）

葛申込／５月１０日から、環境衛生課で配布の申込

書（市ＨＰからダウンロード可）に必要事項を

環境フォーラ環境フォーラムム 201201６６

　市民・事業者・行政がそれぞれの立場で環境について学び、考える環
境フォーラム。地域の環境のために私たちができることを考えます。
　詳しくは、環境衛生課（緯４７－８５６３）へ

記入し、同課（〒５０３－８６０１　丸の内２－２９）へ

英語俳句教英語俳句教室室 おおがおおがきき
芭蕉交流句　芭蕉交流句会会

５
月
「
ア
ヤ
メ
」

授の石川寛さんによる「高木

家と埋門」と題した講演会

＊定員／５０人（先着順）

＊申込／５月１日から、上石津

郷土資料館（緯４５－３６３９）へ

時～３時３０分

＊ところ／上石

津地域事務所

２階会議室１

＊内容／名古屋

大学特任准教



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＞

作品展示ステージ発表

６／２５（土）～７／１（金）
６／２５（土）・２６（日）
１３：００～１５：００

とき

４団体８団体（４団体×２日）
募集団体数
（先着順）

多目的交流イベントハウス１階展示室（郭町２－２８）ところ

葛応募資格／生涯学習バンク登録または市民活動団体

登録をしていて、市が主催するかがやきライフタウ

ンイベントや、施設などでの発表の経験があること

葛応募方法／５月１～１３日に、まちづくり市民活動支

＊対象／市内在住の小学３年生

～中学３年生　※小学生は保

護者同伴。弟・妹も参加可

＊とき／５月２８日（土）、７月９

日（土）、８月６日（土）、１０月

２９日（土）、平成２９年２月２５日

（土）～２６日（日）　原則午前９

時～正午

＊内容／水生生物の調査、ゴム

ボートでの川下り＝写真＝、

里山自然観察、雪山散策など

＊定員／２０組（抽選）

環境まるごと探検隊

＊とき／５月１１日～７月２７日の

毎週水曜日　いずれも午後７

時～８時４５分　＜全１２回＞

＊ところ／西部研修センター

スクエアダンス初心者講座

＊対象／中学生以上

＊とき／５月２２日～６月１２日の

毎週日曜日　いずれも午前９

時～１１時   ＜全４回＞ 

アーチェリー教室

＊とき／５月１１日（水） 午後１

時３０分～３時３０分　＜５月以降

も毎月１回ほど開催＞

＊ところ／スイトピアセンター

学習館

＊内容／地域の歴史や文化・民

俗、地名の不思議を探る

＊参加料／１回５００円

＊申込／地名文化研究会事務局

の三澤さん（緯０５８－３２７－

２４６５）へ

地名から歴史文化を楽しむ会
＊対象／歩行ができる乳幼児か

ら未就園児までの子と保護者

あそび外３B外３世代外外

＊とき／５月２１日（土） 午後７

時～９時（受付：午後６時３０

分～）

＊ところ／ソフトピアジャパン

センタービル１０階大会議室

＊内容／「志門塾」を経営する

㈱東海プロセスサービス代表

取締役会長の成瀬正さんによ

る「失敗は宝物」と題した講演

＊定員／５０人（先着順）

＊申込／大垣市まちづくり市民

活動支援センター（緯７５－

０３９４）へ

大垣青年クラブ公開講演会

＊とき／５月１４日（土）　午後１

時～２時

＊ところ／赤坂町東町公民館

＊内容／安楽寺住職の澤玄浄さ

んによる「安楽寺の歴史と魅

力」と題した講演

＊問合せ／赤坂の町研究会の竹

中さん（緯７１－３８２９）へ

＊とき／５月１３日（金）　午前１０

時３０分～正午

＊ところ／ロワジールホテル

（宮町）

＊内容／禍みかん山プロダクシ

ョン代表取締役の イト子さ

んによる「景気回復はオバち

ゃんのパワーで」と題した講

大垣法人会女性部会講演会

＊参加料／１人年額１，０００円　

※各回の実費は別途

＊申込／５月１０日（必着）までに

住所・氏名・学校名・学年・

電話番号・ファクス番号を大

垣市環境市民会議（〒５０３－

０９１１　室本町３－４、緯８２－

１７６１、胃４７－５４２２）へ

＊定員／２０人（先着順）

＊参加料／３，０００円

＊申込／大垣市アーチェリー協

会の新井さん（緯０９０－４８６２－

３５３２、ｅ－ｍａｉｌ：ｓｅｉｎｏｈａｒｃ

ｈｅｒｙ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ）へ

＊とき／５月２２日（日） 午後１

時３０分～３時３０分

＊ところ／スイトピアセンター

学習室３－２

＊内容／骨髄バンクにドナー登

録をする際の受付と説明を行

う登録説明員になるための養

成講座

＊申込／岐阜骨髄献血希望者を

募る会の田中さん（緯９１－

４９９８）へ

骨髄バンク登録説明員養成研修

演

援センターなどで配布

の申込書（市ＨＰから

ダウンロード可）に必

要事項を記入し、同セ

ンター（郭町２－２８）

へ持参

葛問合せ／同センター

（緯７５－０３９４）へ
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参
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を
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外

赤坂の町研究会　講演会

＊内容／「みんな笑顔」をテー

マにした、ダンスショーやバ

昨年の様子

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／６０歳以上の人

かがやきクラブ健康ウォーキング

＊とき／６月２日（木） 午前９

時に上石津総合体育館集合～

正午に同所解散予定

＊内容／上石津牧田地区周辺の

九里半街道を訪ねる（約６娃）

＊参加料／５００円（昼食代含む）

＊申込／５月１６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

＊対象／市内

在住・在勤

の小学４年

生～６５歳の

健康な人

大垣市民登山２０１６　春
＊申込／５月９日までに、大垣

市体育連盟（緯７８－１１２２）へ

　※小学生は保護者同伴

＊とき／５月１５日（日）　スーパ

ー銭湯あさひ乃湯東駐車場

（河間町）に午前６時３０分集合

※小雨決行

＊行き先／高賀山（岐阜県郡上

市と関市の境、標高１，２２４ｍ）

＊参加料／２，０００円　※当日徴収

＊定員／３０人（先着順、当日受

付）

＊問合せ／大垣法人会（緯８１－

１２８８）へ

チャリティーイベント Dream Power

ーを使った「３Ｂ体操」を親

子で楽しむ

＊定員／２０人（先着順、当日受

付）

＊問合せ／日本３Ｂ体操協会岐

阜県支部の荒木さん（緯９２－

２９１２）へ

＊とき／５月２２日（日） 午前１０

時３０分～１１時３０分

＊ところ／子育て総合支援セン

ター

＊内容／ボール、ベル、ベルタ

笑
顔
で
川
下
り
（
昨
年
）

＊とき／５月１５日

（日） 午前１０時

～午後５時

＊ところ／ソフト

ピアジャパンセ

ンタービル

イオリンコンサートなどを行

うチャリティーイベント

＊参加料／１，０００円　※当日５００

円増し

＊申込／Dream　Power実行委

員会（緯７８－８８４０）へ

＊ところ／市アーチ

　ェリー場（福田町）

＊内容／アーチェリ

ーの基本を楽しみ

ながら学ぶ

ラブ（緯・胃２２－２５６８）へ

＊内容／さわやかで健康に良い

ウォーキングダンスを学ぶ

＊参加料／月額１，０００円

＊申込／大垣スクエアダンスク

　かがやきライフタウン構想を一層推進するため、ダン
ス、音楽、クラフト、書画など、市民のみなさんがグル
ープで取り組んできた成果の発表や、こうした活動への
きっかけづくりとして開催する「街のアーティストフェ
スタ」―――。
　市は、６月に同イベントを開催するにあたり、参加団
体を募集します。日頃の成果を発表してみませんか。



〈１０〉　広報おおがき　No.１８０５　平成２８年５月１日 ＜参加料などの記載のないものは、無料です＞

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。

江
場
　
璃
人
く
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

５／２６（木）       ＜受付＞１３：００～１３：３０
平成２８年１月１日～１０日
生まれの子

４か月児健康
診査

子
ど
も

５／２７（金）       ＜受付＞１３：００～１３：３０
平成２８年１月１１日～２０日
生まれの子

５／３０（月）       ＜受付＞１３：００～１３：３０
平成２８年１月２１日～３１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

５／２３（月）       ＜受付＞１２：４５～１３：１５
平成２５年４月１日～１０日
生まれの子

３歳児健康
診査

５／２４（火）       ＜受付＞１２：４５～１３：１５
平成２５年４月１１日～２０日
生まれの子

５／２５（水）       ＜受付＞１２：４５～１３：１５
平成２５年４月２１日～３０日
生まれの子

５／１１～５００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
５／２０（金）       ＜受付＞１３：００～１３：３０

１３：４５～１４：１５

平成２５年３・９月生まれ
の子
平成２６年３・９月生まれ
の子

フッ化物塗布

５／６
～１８

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
６／６（月）・１０（金）・１６（木）・２１（火)
・２５（土） 　　 ＜受付＞９：００～１０：３０

４０歳以上の人大腸がん検診

大
　
人

綾里地区セン
ター

６／９（木）       ＜受付＞９：１５～１０：３０

北部体育館６／２８（火）       ＜受付＞９：１５～１０：３０

青年の家６／２９（水）       ＜受付＞９：１５～１０：３０

子育て総合支
援センター

６／３０（木）       ＜受付＞９：１５～１０：３０

５／９～５００円
検診前日の午後９時以降
は、絶飲食

徳洲会病院１
階正面玄関

６／１３（月）・１４（火）・１５（水）
＜受付＞８：３０～９：３０、１０：００～１１：００

５０歳以上の人胃がん検診

５／９～５００円
血液検査（ピロリ菌抗体・血
清ペプシノゲン）

武道館
６／１（水）・２（木）　

＜受付＞１３：００～１３：４５
４０～７４歳の人
※無料となる対象は要確認

胃がんリスク
検診

５／９～５００円血液検査（Ｂ型・Ｃ型）武道館６／１（水）・２（木）　
＜受付＞１４：００～１４：１５

４０歳以上の人肝炎検診

５／９～５００円血液検査（ＰＳＡ）武道館５０歳以上の男性前立腺がん検診

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）
北・中川・日新・安井・
静里・綾里・洲本・浅草

結核・肺がん
検診

５／６～１，０００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

市民病院１病
棟地下

６／７（火）・１５(水）・１７（金）・２３（木）・
２９（水）　　　　＜受付＞１３：００、１３：３０

３５歳以上の女性（平成２７
年度に受診した人は除
く）

乳がん検診

武道館
６／３（金）
＜受付＞９：００～９：３０、１０：００～１０：３０

１３：００～１３：３０、１４：００～１４：３０

北部体育館
６／２８（火）
＜受付＞９：００～９：３０、１０：００～１０：３０

１３：００～１３：３０、１４：００～１４：３０

子育て総合支
援センター

６／３０（木）
＜受付＞９：００～９：３０、１０：００～１０：３０

１３：００～１３：３０、１４：００～１４：３０

＜大垣地域＞ 大垣市保健センター（緯７５－２３２２）

　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、次の人は一部の検診を除き、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　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。

　対象者を地域ごとに分けていますので、お住まい

の地域の保健センター事業をご利用ください。

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

上石津保健セ
ンター

６／２（木）　  ＜受付＞１３：３０～１３：４５
平成２８年１・２月生まれ
の子

４か月児健康
診査子

ど
も 不要無料

上石津保健セ
ンター

６／２（木）　  ＜受付＞１３：００～１３：１５
平成２７年７・８月生まれ
の子

１０か月児健康
診査

上石津保健センター（緯４５－２９３３）＜上石津地域＞



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＞

人間の骨量は、４０歳を過ぎた頃から減少し始めます。自分自身の

骨量を知り、『 貯 
・

 骨 』ができる生活を送りましょう。
・

＜市内医療機関での骨粗しょう症検診＞

　※体部は、問診の結果、医師

が必要と認めた人のみ受診

できます

　※特定年齢で対象となる人に

は、無料クーポン券を５月

中に発送

＊受診方法／住所・氏名・生年

月日の分かる身分証明書を持

＊対象／市内に住民登録がある

２０歳以上の女性

＊受診期間／５月２日（月）～平

成２９年２月２８日（火）

＊受診場所／市が委託した市内

の８医療機関（市HPに一覧を

掲載）

＊受診料／頸部のみ５００円、頸

部および体部 １，０００円

　医療機関の個別検医療機関の個別検診診

子宮がん検診　子宮がん検診をを
受けましょう受けましょう　

保健センターの教室など

＊対象／男性は１７歳から、女性は１８歳から、６９歳までの

健康な人（６５～６９歳の人は、６０～６４歳の間に献血経験

が必要です）

ところ（※印の会場は４００悪限定）と　き

イオンタウン大垣（三塚町）※
９：３０～１２：００
１３：３０～１６：００

５／５（木・祝）

イオンモール大垣（外野）※
９：００～１２：００
１３：１５～１６：００

５／７（土）

岐阜経済大学（北方町）、北側
に駐車場有り

９：３０～１１：００
１２：２０～１６：３０

５／１２（木）

アクアウォーク大垣（林町）※
９：４５～１２：００
１３：３０～１６：００

５／１２（木）

イオンモール大垣（外野）※
９：００～１２：００
１３：１５～１６：００

５／１５（日）

イオンタウン大垣（三塚町）※
９：３０～１２：００
１３：３０～１６：００

５／２９（日）

街街
頭頭
献献
血血
にに

ごご
協協
力力
をを
……

◆　今日から始める認知症予防

　＊とき／５月１４日（土）　午後１時３０分～３時

　＊ところ／老人保健施設西濃（藤江町）

　＊問合せ／同施設（緯７３－４００７）へ

◆　適切な運動って？

　＊とき／５月１８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）

　＊問合せ／大垣市総合在宅介護支援センター（緯７７－

２２５５）へ

◆　足腰を鍛えましょう！

　＊とき／５月１９日（木）　午後１時３０分～３時

　＊ところ／サンヴェール大垣（東町）

　＊問合せ／同施設（緯８１－２２１５）へ

介介
護護
予予
防防
教教
室室

＊対象／妊娠６

～８か月の妊

婦と家族

＊とき／５月２１

日（土）　午前

９時１５分～正午（受付：午前

９時～）

＊ところ／大垣市保健センター

＊内容／赤ちゃんのお風呂の入

れ方、ミルクの作り方、妊娠

シュミレーターを使った妊婦

疑似体験、コミュニケーショ

ンの取り方など

もももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももうううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすもうすぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ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パパママ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

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

墨俣保健セン
ター

５／２６（木）　  ＜受付＞１３：００～１３：１５
平成２６年９・１０月生まれ
の子

１歳６か月児
健康診査

子
ど
も

不要無料
墨俣保健セン
ター

５／２６（木）　  ＜受付＞１３：３０～１３：４５
平成２５年３・４月生まれ
の子

３歳児健康
診査

５／６～５００円
【持ち物】母子健康手帳、新
しい歯ブラシ、コップ、タ
オル

墨俣保健セン
ター

５／２６（木）    ＜受付＞１３：００～１３：４５
平成２５年３・４・９・１０
月、平成２６年３・４・９
・１０月生まれの子

フッ化物塗布

＜墨俣地域＞ 　墨俣保健センター（緯６２－３１１２）

＊定員／３０家族（先着順）

＊申込／５月１０日から、同セン

ター（緯７５－２３２２）へ

４０歳を迎えたら、骨粗しょう症検診を！
「
胃
が
ん
リ
ス
ク
検
診
」　

　市は、市内に住民登録がある４０歳から７４歳までの人

を対象に「胃がんリスク検診」を行っています。

　日程などは、本紙健康ガイドご覧ください。詳しく

は、大垣市保健センター（緯７５－２３２２）へ。

　胃がんリスク検診とは…

　血液検査で胃の粘膜の状態を調べることで、胃がん

になりやすいリスクがわかります。リスクはＡ～Ｃに

分類され、ピロリ菌の除菌など必要な治療などを行う

ことで、早期発見・早期治療につながります。

【Ａ】
健康的な胃粘膜

【Ｂ】
少し弱った胃粘膜

【Ｃ】
弱った胃粘膜

＊対象／市内に住民登録がある４０～７０歳の女性

＊受診期間／６月１日（水）～１０月３１日（月）

＊受診場所／市が委託した市内の４１医療機関

（市ＨＰに一覧を掲載）　

＊受診料／５００円

＊受診方法／５月２日～１０月２０日の平日に、大垣市保健センタ

ー（緯７５－２３２２）、上石津保健センター（緯４５－２９３３）、墨俣

保健センター（緯６２－３１１２）のいずれかへ申し込みをした後、

医療機関で受診

葛とき／５月２３日（月）　午後６時３０分～７時３０分

葛ところ／大垣市保健センター

葛対象／【結核検診】６５歳以上の人　【肺がん検診】

４０歳以上の人（有料の喀たん検診有り）

葛問合せ／同センター（緯７５－２３２２）へ

結結核核・・
肺がん肺がん 
夜間検夜間検診診

血
液
検
査
で
リ
ス
ク
が
わ
か
る
！

＊対象／乳幼児を持つ保護者

＊とき／①５月１７日（火）　午前

９時～１１時　②５月３１日（火）

午前９時～１１時

＊ところ／①墨俣保健センター

②上石津保健センター

＊持ち物／母子健康手帳

＊問合せ／①墨俣保健センター

（緯６２－３１１２）、②上石津保健

センター（緯４５－２９３３）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
墨俣墨俣・・上石上石津津地域地域

参し、直接、医

療機関へ

＊問合せ／大垣市

保健センター

（緯７５－２３２２）へ



大垣市役所 緯８１－４１１１〈１２〉　広報おおがき　No.１８０５　平成２８年５月１日

　[有　料　広　告]　

噛ところ／スイトピアセンター文化ホール（２５０席）

噛入場料（全自由席）／一般：２，５００円、２５歳以下：１，５００円　※未

就学児は入場できません（事前予約の無料託児有り、公演日の２

週間前まで受付）

噛入場券／スイトピアセンター事務室、市民会館、チケットぴあ、

大垣市文化事業団ＨＰで販売中

噛問合せ／大垣市文化事業団（緯８２－２３１０）へ

水都おおがき演劇アゴラ２０１６　小劇場シリーズ

　なぜ食す？　なぜ食さない？　
摂食障害という深刻なモチーフ
を扱いつつ、知的でミステリア
スな物語を紡ぎます。
　ぜひお楽しみください外

この広報紙は再生紙を使用しています。ごみの減量、資源の有効利用にご協力ください。

劇団ジャブジャブサーキット
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樺

樺樺
樺

竃対象／水都大垣を愛する３０代の独身男女

竃とき／６月１１日（土）　午後５時～８時

竃ところ／洋食ＭＯＱＬＥＮ―もくれん（清水町）

竃定員／男女各１５人（応募多数の場合は、市内在住・在勤また

は市内の団体で活動している人のうち、初めて申込いただいた

人または１年以上参加していない人を優先し抽選）

竃参加料／男性６，０００円、女性４，０００円

竃申込／５月２日の午前９時～２３日の午後５時に、市ＨＰや携

帯サイトで申し込み。または市民活動推進課で

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８１－７８００）へ

竃問合せ／市民活動推進課（緯４７－７１６９）へ

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

★今後も多彩な婚活イベントの開催を予定しています。
　詳しくは、本紙や市ＨＰの掲載をご覧ください。
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噛とき／①６月４日（土）　午後

６時～　②６月５日（日）　午

後２時～

　大垣市文化事業団は、「ふるさとの自然フォトコンテ

スト」の作品を募集します。

噛募集部門／一般の部（高校生以上）、小中学生の部 

噛募集作品／西美濃（２市４郡）の「自然」をテーマ

にした作品。１人３点までで、過去１年以内に撮影

した未発表の作品　※４つ切サイズ（ワイド可）。カ

ラー・モノクロ可。組み写真・加工写真は不可

噛応募方法／６月２５日（必着）までに、スイトピアセン

ター等で配布のチラシの応募票（同事業団ＨＰから

ダウンロード可）を作品の裏面に貼付して、大垣市
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文化事業団（〒５０３－０９１１　室本町５

－５１）へ

噛入賞作品展／７月１６日～８月３１日

に、スイトピアセンター学習館ラウ

ンジで開催

噛問合せ／同事業団（緯８２－２３１０）へ

作品
募集
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偶然とトキメキの瞬間を
探してみませんか骸

噛とき／４月２９日（金・祝）～６月２６日（日）　午

前９時３０分～午後５時　※毎週火曜日と５月

２・６日は休館。ただし５月３日は開館

噛ところ／上石津郷土資料館＝写真＝

噛内容／「暮しの手帖」や「暮しの手帖とわた

し」に掲載された上石津関連の記事や、大橋

鎭子さんの上石津でのエピソードをパネルな

どで展示

噛入館料／１００円（高

校生以下は無料）

噛問合せ／同資料館

（緯４５－３６３９）また

は文化振興課（緯

４７－８０６７）へ

　ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「とと姉ちゃん」。
主人公の父親の故郷が、上石津町時地区である
ことから、ゆかりの記事などを展示する企画展
を開催します。


