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毎月１・１５日発行
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№１８５７

平成３０年（２０１８）

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

発行・編集／大垣市役所企画部秘書広報課　〒５０３-８６０１ 岐阜県大垣市丸の内２-２９　緯 〈０５８４〉４７-７３７６　胃 〈０５８４〉４７-８６２２　【市HP】 http://www.city.ogaki.lg.jp/

＜ 人 口 ＞
（－４０）７８，７７７男
（－２５）８２，７８７女
（－６５）１６１，５６４計

＜ 世帯数 ＞
（＋１８）６５，７３０

６月１日現在  （ ）は前月比

７月１日号 主な内容

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

自転車等放置禁止区域の
追加、８月１日から保険
証等の更新など

…２～３Ｐ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

ツール・ド・西美濃２０１８
参加者募集、講座のお知
らせなど　　…４～５Ｐ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

夏休みの催し…６～７Ｐ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

おおがきスイーツグラン
プリ２０１８、水都おおがき
縁むすびパーティー、市
民伝言板など…８～９Ｐ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

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

市制１００周年記念市民提
案事業、もんでこかみい
しづ、市民プールオープ
ンなど　　　　　…１２Ｐ

　７月１３日から東京ドームで始まる「第

８９回都市対抗野球大会」に、５年連続で

本市の西濃運輸硬式野球部が出場しま

す。

　初戦は７月１５日（日）の第３試合（午後

６時開始予定）で、ＪＲ東日本（東京都）

と対戦します。

　都市対抗野球市民応援事業実行委員会

は、東京ドームへバスで行き、西濃運輸

を応援する、市民応援バス事業を実施し

ます。

狂申込日時／７月１日（日）・２日（月）　

いずれも午前９時～午後５時　※７月

３日以降は、右記問合せ先にて、７月

７日（土）午後６時まで来店でのみ受付

狂申込場所／浅中公園陸上競技場

都
市
対
抗
野
球
大
会

市
民
応
援
バ
ス

狂定員／８６０人（先着順）

狂参加料／３，０００円

狂備考／グループで申し込みの場合、参加者

全員の氏名・性別・年齢の記入が必要。小

学生以下は保護者同伴

　なお、新幹線での応援は、スイトトラベル

珂（緯７３－７８８８）へお尋ねください。

　また、７月９日（月）の午前１１時から市民会

館で、市民壮行会を開催します。市民壮行会

について詳しくは、同実行委員会事務局（社

会教育スポーツ課内、緯４７－８０３８）へ。
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ム
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を
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　問合せ先　【旅行企画・実施】観光庁長官登録
旅行業第１８７４号　スイトトラベル珂大垣駅前支
店（高屋町１－７　緯７３－７８８５　平日：午前９
時～午後６時、土曜日：午前１０時～午後６時、
日曜日・祝日は休み）

四四
季季
のの
里里

とき／７月８日（日）　午前９時～午後２時　＜雨

天決行＞

ところ／武道館東花ハス池（米野町地内）

内容／ハナハスの販売、ハスを使用した食品の試

食・販売、花かざり講習会（午前１０時～１１時・先

着２０人・参加料１，０００円）、ハス育成ボランティア

昨年の様子

講習会（正午～午後１

時・先着２０人・参加無

料）、おもちゃすくいな

ど

問合せ／同まつり実行

委員会（都市施設課

内、緯４７－８４０９）へ

佳

夏

可
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　平成３０年第２回市議会定例会が、６月４日

から１８日まで開かれました。

　１１日には、１３人の議員から市政全般につい

ての一般質問が行われました。

　最終日の本会議では、各担当委員会に付託

されていた議案について委員長報告の後、一

般会計補正予算など６議案が原案どおり可決

されました。

　続いて「旧優生保護法による不妊手術の被

害者救済を求める意見書」が追加上程され、

原案どおり可決されました。

　最終日に可決された主な議案は、次のとお

りです。

葛平成３０年度一般会計補正予算

葛条例関係

　市税条例等の一部改正、緑を育み生かす条

例の一部改正など４件

葛その他

　財産の取得

補正予算など７議案を可決

第２回市議会定例会が閉会

「みんなで描こう未来の大垣「みんなで描こう未来の大垣」」
作文コンクールの作品募作文コンクールの作品募集集

煙作品テーマ／私たちが暮らす大垣市が、将来どのような街・ふる

さとになってほしいかを考え、それを実現するために、自分がで

きることや大切に思っていることなど

煙対象／市内在住・在学の小学４～６年生・中学生・高校生、市内

在住・在勤の中学卒業から３年以内の人

煙募集規定／Ａ４判４００字詰め縦書き原稿用紙（小学生３枚、中学

生４枚、高校生および一般５枚程度）

煙募集期間／７月２日～９月１４日（必着）

煙問合せ／市ＨＰまたは、大垣市明るい青少年都市市民会議事務局

（社会教育スポーツ課内、緯４７－８０６３）へ

噛作品テーマ／市制１００周年を記念し、市が全国に誇る地域資源

である「水（地下水）」など、市のアイデンティティーを生かし

ながら、「未来を担う子どもたち」を主題とし、「未来への飛躍」

を表現すること

噛応募資格／①個人、グループは不問（企業の応募も可）とし、

日本国籍の人　②プロ、アマは不問。職業を明記すること　③

応募は一人（一団体）１点とする　④作品の製作から設置まで

が可能であること　⑤二次審査のプレゼンテーション（９月２１

日の予定）に出席できること

噛作品条件／幅４．０ｍ以下×奥行２．５ｍ以下×高さ５ｍ（台座があ

る場合その高さも含む）以下。石材や金属材とし、構造上安全

で、東西両方向に正面性を持たせること

噛選定方法／新庁舎シンボルモニュメント審査

委員会において選定した上位３作品を、１０月

６日の「市制１００周年記念式典」で発表した

後、市民アンケートを実施し、最優秀作品を

決定

噛応募方法／市ＨＰに掲載の応募要項などを確

認のうえ、８月１７日（必着）までに必要書類を

庁舎建設推進室（緯４７－７４３９）へ
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　市は、大垣らしさを感じさせる新たなランドマーク

として建設中の市役所新庁舎東側の敷地内に、市民に

永く愛されるシンボルモニュメントを製作・設置する

ため、広く全国から作品案を募集しています。

第１０回



審議会を傍聴してみませんか
担当：契約課（緯４７－８３１９）公契約懇話会

市役所２階　第２会議室１０：３０～１２：００７月５日（木）

・大垣市公契約条例について　ほか

担当：上石津地域教育事務所（緯４５－２６５２）上石津郷土資料館運営委員会

上石津郷土資料館　学習室１４：００～１５：３０７月５日（木）

・平成２９年度事業報告について　ほか

担当：文化振興課（緯４７－８０６７）金生山化石館運営委員会

市役所北庁舎１階　教育委員会室１０：３０～１２：００７月６日（金）

・施設の運営について　ほか

担当：障がい福祉課（緯４７－７２９８）障がい者の暮らしを支える協議会

市役所３階　合同委員会室１３：３０～１５：００７月６日（金）

・第三次障害者計画等の事業実績および事業計画について　ほか

担当：南部学校給食センター（緯８９－２０３３）学校給食センター運営委員会

南部学校給食センター２階　第１研修室９：３０～１１：００７月９日（月）

・平成２９年度学校給食費会計決算の承認について　ほか

担当：文化振興課（緯４７－８０６７）輪中館運営委員会

日新地区センター１階　和室１０：００～１１：３０７月９日（月）

・施設の運営について　ほか

担当：文化振興課（緯４７－８０６７）郷土館運営委員会

郷土館２階　和室１０：００～１１：３０７月２５日（水）

・施設の運営について　ほか

担当：文化振興課（緯４７－８０６７）歴史民俗資料館運営委員会

歴史民俗資料館２階　学習室１０：００～１１：３０７月２６日（木）

・施設の運営について　ほか

担当：農林課（緯４７－８６２４）農業ビジョン推進委員会

市役所仮庁舎（弘光舎）４階　多目的ホール１５：３０～１７：００７月３１日（火）

・大垣市農業ビジョンの進捗について　ほか

　「ゆずりあう心で　夏の交通事

故防止」をスローガンに、夏の

７月１１～２０日は
夏の交通安全県民運動

交通安全県民運動

が、県内一斉に繰

り広げられます。

　自動車の運転者

　７月９日（月）から８月３日（金）

まで、サマージャンボ宝くじが

発売されます。賞金額は、１等

と前後賞合わせて７億円です。

サマージャンボ宝くじ
７月９日から発売

　この宝くじの収益金は、市町

村の明るく住みよいまちづくり

に活用されます。

は、子どもや高齢者を見かけた

ら速度を落とすなど、事故防止

に努めましょう。

かがやきライフタウン　大垣〈２〉　広報おおがき　No.１８５７　平成３０年７月１日

噛自転車等放置禁止区域

放置された自転車など

は直ちに市保管所へ移

動する対象となります

噛自転車等放置整理区域

２時間を超えて放置さ

れた自転車などは、市

保管所へ移動する対象

となります

　市は、自転車や原動機付き自転車の放置を防止するため、大垣駅周辺

を「自転車等放置禁止区域」「自転車等放置整理区域」に指定しています。

この放置禁止区域に、７月１５日から新たなエリア（大垣駅南街区広場　※

右図参照）を追加します。

　歩行者の安全通行を確保

し、住みよいまちづくりを

一層進めるため、皆さんの

ご協力をお願いします。

ショッピングセンター

大垣駅北
自転車駐車場
大垣駅北
自転車駐車場
大垣駅北
自転車駐車場

大垣駅東自転車駐車場

病院病院病院

銀行

高屋町

新大橋

銀行

クリーニング店クリーニング店クリーニング店

大垣駅

デパートデパートデパート

N

放置禁止区域
放置整理区域

林町自転車保管所林町自転車保管所林町自転車保管所

有料自転車駐車場
林町自転車保管所

大垣大垣駅西自転車駐車場駅西自転車駐車場大垣駅西自転車駐車場
新たな
エリア

／１５～７自自転転車車等等放放置置禁禁止止区区域域にに
新たなエリアを追　　　新たなエリアを追加加

金　額対　　　象区分

5，000円昭和１５年９月１６日～昭和１６年９月１５日生まれ７７歳（喜寿）
敬老
祝金

1万5，000円昭和４年９月１６日～昭和５年９月１５日生まれ８８歳（米寿）

※１００歳（百寿）の人には、祝金（１０万円）と祝品を誕生月にお届けします

一組１万円
昭和４３年１月１日～昭和４３年１２月３１日に婚姻届を提出し
た夫婦

金婚
祝金

各地域事務所、各市民サービスセンターで申請手

続きをしてください。なお、戸籍抄本は本籍のあ

る役場でのみ交付しますので、市外に本籍がある

人は、事前に取得してきてください。戸籍の郵送

等請求は、各役場に直接お尋ねください。

【敬老祝金】

　対象は、７７歳（喜寿）、８８歳（米寿）、１００歳（百寿）の人です。

　１００歳以外の対象となる人には、申出書を郵送しますので、必要

事項を記入し、７月３１日（火）までに直接または郵送で、高齢介護軸 雫宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍

課、各地域事務所、各市民サービスセンターへ提出してください。

※１００歳の人は申請不要で、市から直接連絡します。

【金婚祝金（結婚５０年）】

　対象は、昭和４３年１月１日～同年１２月３１日に婚姻届を提出した夫

婦です。対象となる人は、戸籍抄本と通帳を持参し、高齢介護課、

　市は、９月１７日の敬老の日にあわせて、敬老祝金と金婚祝金を

贈ります。いずれも９月１日現在で市内に住民登録があり、９月

１５日現在で１年以上市内に居住している人が対象です。祝金は、

申請手続き後に指定の口座へ振り込みます。

　詳しくは、高齢介護課高齢福祉グループ（緯４７－７４２４）へ。

敬敬老老・・金婚祝金を贈りま金婚祝金を贈りますす

―推進大会と街頭啓発― 推進大会と街頭啓発 ――
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斬とき／７月１日（日）　午前１１時～

斬ところ／元気ハツラツ市会場内

（大垣駅通り新大橋周辺）

　７月は「社会を明るくする運動」強調月間。この運動は

犯罪や非行のない明るい社会を築こうと、非行防止や青少

年の健全育成を全国的に進める運動です。期間中、市内で

は次の活動が行われます。

斬内容／保護司会、更生保護女性会、民生児童委員、

赤十字奉仕団、大垣商業高等学校吹奏楽部マーチン

グバンドによる啓発活動や啓発グッズの配布

斬問合せ／大垣更生保護サポートセンター（緯７８－

３２３０）へ

　市は、情報公開条例に基づき、市・教育委員会・議会などの実施

機関が保有する情報の公開を行っています。

　また、個人情報保護条例に基づき、市民の皆さんの個人情報を適

切に取り扱うとともに、本人からの請求により情報の開示を行って

情報公開件数

１９９件請 求

１９９件公 開

０件非公開

０件文書不存在

個人情報開示件数

１１８件請 求

１１０件開 示

０件不開示

８件文書不存在

います。平成２９年度の公開・開示の実施状況は、

左表のとおりです。

市政情報コーナーな市政情報コーナーなどど　お気軽にご利用をお気軽にご利用を

　市役所１階の市政情報
コーナー＝写真＝や市立
図書館３階の行政資料コ
ーナーでは、市で作成し
た小冊子や公文書目録、
審議会会議録などの資料
が閲覧できます。

　行政管理行政管理課課
（（緯緯４７－８２９４４７－８２９４））

問合問合せせ開かれた市政のため開かれた市政のためにに
―情報公開・個人情報保護制度― 情報公開・個人情報保護制度 ――

　生活安全課
（緯８１－４１３４）

問合せ



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

　高齢者医療の自己負担割合は、被保険者自身やその世帯の所得などに応

じて、後期高齢者（７５歳以上）が「３割」または「１割」、前期高齢者（７０

～７４歳）が「３割」または「２割」と、被保険者ごとに異なります。

　このため、毎年、所得が確定するこの時期に、保険証や受給者証などの

更新が行われます。現在ご利用の保険証や受給者証などの有効期限を、今

一度、ご確認ください。

　市は、市老人医療費助成制度（垣老）の７０～７４歳対象者に、新しい

受給者証交付のための更新申請書を、７月２０日頃に郵送します。対

象となるのは、高齢受給者証の負担割合が「２割」の人です。

　更新の手続きは、ご加入の保険によって異なります。

猿国民健康保険に加入の人

受給者証と一緒に更新申請書を郵送しますので、必要事項を記入

し、押印のうえ、同封の返信用封筒で返信してください。七 執叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱

猿健康保険協会、共済組合など国民健康保険以外に加入の人

更新申請書を郵送しますので、必要事項を記入し、押印のうえ、

健康保険証と高齢受給者証のコピーを添付して、同封の返信用封七 執叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱

筒で返信してください。市老人医療費助成制度（垣老）の受給者証七 執叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱

　は、高齢受給者証のコピーで負担割合を確認後、郵送します。
※窓口での申請は混雑が想定されますので、返信用封筒をご利用ください。

葛７　０ ～ ７　４歳対象者に更新申請書などを郵送

　岐阜県後期高齢者医療広域連合は、後期

高齢者医療制度の新しい保険証（薄い緑

色）を、７月中旬に簡易書留で郵送します。

　また、市県民税非課税世帯の人には、入

院時の食事代が減額され、窓口での支払い

が所得に応じた負担限度額までとなる「限

度額適用・標準負担額減額認定証」も同封

します。

　申請書が同封されている人は、必要事項

葛新しい保険証を郵送

　平成２９年中の所得額が確定したことにより、平成３０年度の後期高

齢者医療保険料額が決定しました。

　保険料額決定（変更）通知書を７月中旬に郵送（６月以降に被保険

者になった人には、８月以降に順次送付）します。同通知書には、

保険料額や納付方法が記載されていますので、ご確認ください。

　保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、所得に応

じて負担する「所得割額」の合計で、個人ごとに決められます。今

年度の保険料の算定は次のとおりです。なお、均等割額は、世帯の

所得や被保険者数などで、２～９割軽減されます。

葛保険料額決定（変更）通知書を郵送

＝ ＋
所得割額

所得×所得割率７．７５％

所得＝総所得金額等－３３万円（基礎控除額）

保険料
限度額６２万円
（年額）

均等割額

４１，２１４円

今年は薄い緑色

を記入し、押印のうえ、同封の返信用封筒で返信してください。七 執叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱叱

※窓口での申請は混雑が想定されますので、返信用封筒をご利用ください。

　市は、７０歳から７４歳までの国民健康保険の加入者に、新しい高齢

受給者証を、７月中旬に郵送します。負担割合は「３割」または「２

割」になりますが、昭和１９年４月１日以前生まれの加入者で「２割」

の対象者は、特例措置で「１割」となります。

葛７　０　歳から７　４　歳の加入者に新しい高齢受給者証を郵送

　医療費が高額になった場合、窓口での支払いが自己負担限度額ま

でとなる限度額適用認定証。その有効期限は７月３１日までです。引

き続き認定証が必要な人は、８月１日以降の平日に、印鑑・保険

証・現在の認定証・マイナンバーが分かるものを持参し、窓口サー

ビス課・各地域事務所・各市民サービスセンターで手続きしてくだ

さい。保険料の未納がある場合は更新することができません。

　また、入院時食事代（一食４６０円）が減額される標準負担額減額

認定証の有効期限も、７月３１日までです。限度額適用認定証と同様

に更新手続きをしてください。

　なお、平成３０年８月１日以降、高齢受給者証の割合が「３割」の

人で、住民税課税所得が６９０万円未満の人は限度額適用認定証の発

行が可能ですので、必要な人は手続きをしてください。

葛限度額適用認定証などの更新手続き ～８月１日から～

市老人医療費助成（垣老）

後期高齢者医療制度

国民健康保険

問合せ　窓口サービス課国民健康保険グループ（緯４７－８１３２）

問合せ　窓口サービス課福祉医療・後期医療グループ（緯４７－８１４０） 問合せ　窓口サービス課福祉医療・後期医療グループ（緯４７－８１４０）

　保険証などが
新しくなります

８８月月１１日日
かからら

　国民年金の加入者で、保険料を納めるのが困難

な場合は、申請によって、「全額」「４分の３」「半

額」「４分の１」の免除、若年者納付猶予、学生納付

特例の制度を利用することができます。ただし、

いずれの制度も所得審査があります。

　また、部分免除の場合、承認後の保険料が納付

されないと、免除は無効になり未納期間となりま

すので必ず納めてください。

　詳しくは、お近くの申請窓口でお尋ねくださ

い。

葛申請窓口／窓口サービス課、各地域事務所、各市民

サービスセンター、大垣年金事務所など

葛持ち物／運転免許証など本人確認ができるもの、個

人番号または基礎年金番号の分かるもの、雇用保険

受給資格者証または雇用保険被保険

者離職票（失業中の人）

葛問合せ／窓口サービス課国民年金グ

ループ（緯４７－８１２９）または大垣年

金事務所（緯７８－５１６６）へ

ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご
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　要介護・要支援の認定を受けている人、介護予防・日常生活支

援総合事業を利用している人に交付している「介護保険負担割合

証」の有効期限は、７月３１日までです。

　新しい同証を７月下旬に送付しますので、８月１日以降に介護

保険サービスを利用する場合には、被保険者証と新しい負担割合

証を２枚一緒に介護保険サービス事業所などへご提示ください。

　なお、利用者負担割合は前年の所得によって決定しますが、平

成３０年８月１日から、新たに３割負担が追加されます（利用者負

担割合が２割の人の中で特に所得が高い人が対象）。

　詳しくは、高齢介護課介護給付グループ（緯４７－７４０６）へ。

介護保険負担割合証介護保険負担割合証をを更新更新しますします

▼

３
割
負
担
に

　
な
る
人

　６５歳以上で、本人の「合計所得金額」

が２２０万円以上であり、「年金収入＋その

他の合計所得金額」が単身で３４０万円以

上または、６５歳以上の人が２人以上いる

世帯で４６３万円以上である人。



〈４〉　広報おおがき　No.１８５７　平成３０年７月１日 ＜参加料などの記載のないものは、無料です＞

　大垣国際交流協会は、海外フ

レンドリーシティとの交流や外

国語講座、多文化共生に関する

事業などを行っています。同協

会ではさらに充実した活動を行

国際交流協会
賛助会員

パソコン、プリンター、携帯電話、デジタル

カメラ、ビデオカメラ、ゲーム機、電子辞書、

家電４品目（エアコン、テレ

ビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・

衣類乾燥機）、石油ストーブ

など

ＤＶＤ・ＣＤプレ

イヤー、電子レン

ジ、炊飯器、扇風

機、掃除機、照明

器具（蛍光管・電

球などは除く）、

レコーダー、電気

コードなど

回収できないもの回収できるもの

噛小型家電１０茜以下（家電４品

目・パソコンを除く）であれ

ば、もえないゴミに出すこと

もできます

噛パソコンなどの個人情報は、

　各自で消去してください

小型家電の資源化小型家電の資源化にに
ご協力くださご協力くださいい
　パソコンや携帯電話などの小型家電には、金、銅、

レアメタルなど資源として価値のある金属（有用金

属）が使われています。

　市は、これら貴重な金属を再資源化するため、小

型家電を回収しています。不要となった小型家電が

ありましたら、クリーンセンター、上石津・墨俣地

域事務所に直接お持ち込みください。適切に資源化

させていただきます。

　詳しくは、同センター（緯８９－４１２４）へ。

斬応募資格／市内在住・在勤・

在学の２０歳以上の人

斬任期／１０月から２年間

斬募集人数／２人以内

斬活動内容／森林づくりに関す

る施策などの検討を行う　※

会議は、平日昼間に年２回程

市市
文文
芸芸
祭祭

作作
品品
募募
集集

規　定１人出品数部　門

・４００字詰原稿用紙（Ａ４）を使用
・パソコンなどを使用する場合は、
Ａ４用紙に縦書きで２０字×２０行
・漢詩は、書き下し文も記入

１篇４０枚以内小説（児童文学を含む）

１篇５枚以内随　筆

３篇以内詩

３首以内漢　詩

・スイトピアセンターなどで配布す
る募集要項（同事業団HPからダウ
ンロード可）に添付のはがきを使
用　※これに準じた様式であれば
郵便はがきでも可

３首以内短　歌

３句以内俳句【一般の部】　　

３句以内俳句【小中学生の部】

３句以内川　柳

猿応募方法／７月１日～８月２０日（必着）に、応募部

門・郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・年齢（学生

市は、第５８回大垣市文芸祭の出展作品を募集します。
いずれの部門も、題材は自由。自作・未発表の作品に限
ります。また、応募は市内外を問いません。

は学校名と学年も併記）・電話番号を明記したものを

作品に添付し、大垣市文化事業団（〒５０３－０９１１　室

本町５－５１、緯８２－２３１０）へ

えるよう支援していただける賛

助会員を募集しています。

　会員になると、外国語講座へ

の優先申込や受講料の割引、提

携旅行社の割引、協会広報誌の

送付などの特典があります。

　年会費は、個人会員が３，０００

円（１口）、法人会員が１万円

度開催

斬応募方法／７月２～２０日（必

着）に、応募書（市ＨＰからダ

ウンロード可）に必要事項を

記入し、「市民参加の森林づく

りのための方策」をテーマに

した意見・提言（８００字程度）を

添えて、農林課（〒５０３－８６０１

　丸の内２－２９、ｅ－ｍａｉｌ：ｎｏ

ｕｒｉｎｋａ＠ｃｉｔｙ．ｏｇａｋｉ．ｌｇ．ｊｐ、

緯４７－８６２９）へ

市民委市民委員員を募集を募集
森林管理委員森林管理委員会会

年８月（１年間）

猿募集枠／１８枠

猿広告規格／縦５０ピクセル×横１４０ピクセル、５KB以
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ナ
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募
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外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外

内、ＧＩＦ（アニメーションは不可）

またはＪＰＥＧ形式

猿掲載料／１枠月額１万円

猿申込／７月３１日（必着）までに、申

込書（市ＨＰからダウンロード可）

に法人登記事項証明書・市税完納

証明書・バナー案を添えて、秘書

広報課広報グループ（〒５０３－８６０１

丸の内２－２９、緯４７－７３７６）へ

市は、市ＨＰに掲載するバナー広告を募集します。

猿掲載期間／①９月～翌年２月（６か月）　②９月～翌

←

広告掲載位置

軸 雫宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍軸 雫宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍宍

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（１口）です。

　詳しくは、同協

会（緯８２－２３１１）

へ。

葛対象／１６歳以上で、完走でき

る自信がある人

葛とき／９月１６日（日）

葛コース／西美濃地域２市９町

を巡る約１３５娃　※スピード

を競うレースではありません

葛定員／７００人　※昨年イベン

トの中止で参加できなかった

人を優先

葛参加料／８，０００円

葛申込／下表のとおり

葛備考／大会当日のボランティ

アスタッフも募集中

葛問合せ／同実行委員会（大垣

一昨年の様子

　西美濃地域の２市９町を自転車で巡りなが
ら、各地域の魅力を発見するサイクリングイ
ベント「ツール・ド・西美濃２０１８」―――。
　ツール・ド・西美濃実行委員会は、参加者
を募集します。

青年会議所内、

緯４７－８２７５）ま

たは、大会専用

ＨＰへ 大会専用ＨＰ

申込方法申込期間募　集

大会専用ＨＰから
７／１（日）１２：００～７／８（日）２３：５９昨年参加資格のあった人

７／１５（日）１２：００～７／２２（日）２３：５９一般（先着順）

ツール・ド・西美濃２０１８

９１６／
参加者
募集日日

西南濃粗大廃棄物処理組合
技能労務職員

社会福祉事業団
嘱託職員

大垣市社会福祉事業団は、支

援員（嘱託）、介護職員（嘱託）、

看護職員（嘱託）を募集します。

＊応募資格／昭和３５年４月２日

以降に生まれた人

＊勤務開始／各月初日（応相談）

＊勤務場所／障害者支援施設お

よび特別養護老人ホームなど

＊募集人数／若干人

＊選考方法／面接および作文

＊応募方法／写真添付の履歴書

を同事業団（〒５０３－００３１　牧

野町２－１５０－１、緯７１－３９１８）へ

　西南濃粗大廃棄物

処理組合は、平成３１

年度採用の技能労務

職員を募集します。

＊応募資格／昭和５９年４月２日

以降に生まれた高校卒業以上

の学歴を有する人で、普通自

動車免許を有する人　※同免

許取得見込みの人も可

＊募集人数／若干人

＊選考方法／８月１９日に１次試

験（筆記および検査）を実施

＊応募方法／７月９日から配布

の申込書に必要事項を記入し

７月２０日（必着）までに、同組

合（〒５０３－１２７７　養老町有尾

字下池６６３、緯３７－２１０３）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＞

参参
加加
しし
まま
せせ
んん
かか

応応
急急
手手
当当
普普
及及
員員
講講
習習

葛対象／西濃地域在住または市内在勤・在

学で、文字入力・マウス操作ができる人

葛申込／７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

葛備考／７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

情情報報工工房房パパソソココンン・・
タタブブレレッットト研研修修分分

８８月月

＊とき／８月１８日～１１月１３日の

火・土曜日 ＜全１９回＞ 火曜日

＝午後６時３０分～８時３０分、

土曜日＝午前９時１０分～午後

０時２０分

＊ところ／岐阜経済大学

＊内容／日商簿記３級の合格を

目指し仕訳や決算などを学ぶ

経理事務講習会

＊定員／３０人（先

着順）

＊受講料／１万

９，０００円（商工会

受講料定員日 程講　 座　 名コース

タブレットを体験したいシニアの人向け

２，０００円１２人９：００～１２：００金８／３・１０スマホタブレットに挑戦しよう外碓キ 

３，７００円１０人１３：３０～１６：３０水８／２２・２９シニアはじめてタブレット講座（写真整理編）碓ク 

パソコンをあまりさわったことがない人向け

４，０００円１２人９：００～１２：００水８/１・８・２２・２９はじめてパソコン＆文書作成Ｗｏｒｄ２０１６碓ケ 

３，０００円１２人９：００～１２：００火８／７・２１・２８はじめて表計算Excel２０１６碓コ 

もっと詳しく知りたい人向け

３，７００円１０人１３：３０～１６：３０火８／７・２１ステップアップ外Ｗｏｒｄ２０１６（はがき作成編）碓サ 

３，７００円１０人１３：３０～１６：３０金８／３・１０パソコンデータを整理しよう碓シ 

３，７００円１０人９：００～１２：００木８／２３・３０仕事で役立つExcel碓ス 

※これまでに受講した講座の疑問点を個別に指導する「おさらいサポート」もあります。詳しくは、情報工房ＨＰを参
照ください。

中川ふれあいセンター
手品&腹話術

鞄対象／学校や事業

所などで防災組織

の指導的立場の人

鞄 と き ／８月２２日

（水）～２４日（金）　

午前９時～午後５

時　＜３日間＞

鞄ところ／大垣消防

組合消防本部屋内訓練場

鞄内容／心肺蘇生法やＡＥＤの使用方法＝写真＝のほ

か、基礎医学や普通救命講習の指導技法を学ぶ

鞄定員／３０人（先着順）

鞄その他／動きやすい服装で参加し、昼食は各自持

参。全課程を修了し確認試験に合格した人には認定

証を交付

鞄申込／８月１５日までに、事業所名・住所・氏名・生

年月日・性別・電話番号を同組合消防本部救急救助

課（緯８７－１５１３、胃８７－１５１５、ｅ－ｍａｉｌ：ｋｙｕｋｙｕｋ

ｙｕｊｏ＠ｏｇａｋｉ－ｓｙｏｕｂｏｕ．ｏｒ．ｊｐ）へ

議所会員は９，０００円）　※教材

費を含む

＊申込／８月３日までに、大垣

商工会議所（緯７８－９１１１）へ

＊とき／７月２５日（水）　午前１０

時３０分～１１時３０分

＊ところ／中川ふれあいセンタ

ー２階集会室

＊内容／手品と腹話術の面白さ

を体験する

＊申込／同センター（緯８２－

８８８８）へ

初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初初
心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心
者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者
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座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座

＊日程など／下表のとおり　いずれも午後１時３０分～３時

＊ところ／スイトピアセンターかがやき活動室６－３

＊定員／６０人（先着順）

＊申込／７月２日から、同図書館（緯７８－２６２２）へ
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猿対象／市内の小学３年生～高校生

猿とき／①８月１日（水）　②８月２日（木）　いずれも

午前１０時～午後３時３０分

猿ところ／総合福祉会館

猿内容／①バルーンアートに挑戦　②マジックショー

＆簡単な手品を覚えよう

猿定員／各２０人（先着順）

猿受講料／３００円（材料費など）

猿申込／同センター（総合福祉会館内、

緯７８－８１８１）へ

　大垣市ボランティア市民活動支援センターは、ボ

ランティア活動に興味はあるけれど、どうすればい

いか分からない人、あと一歩が踏み出せない人のた

めに、初心者ボランティア講座を開催します。

講　師演　題と　き

図書館職員　坂東肇

市制施行後の１０年７／２１ (土)

昭和初期の大垣８／４ (土)

戦災からの復興９／８ (土)

図書館職員　長瀬とも大垣　図書館のあゆみ８／１８ (土)

名古屋大学名誉教授
稲葉伸道

大井荘に生きた人々１０／１３ (土)

大井荘の地名－大垣の地名を探る－１０／２０ (土)

葛とき／８月４日（土）　午後１時３０分～４時

葛ところ／多目的交流イベントハウス３階会議室Ａ

大大垣垣地地区区視視聴聴覚覚教教育育協協議議会会
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葛内容／カメラマンの野村優さんから動画撮影・

編集ができるアプリの使い方を学ぶ

葛定員／１６人（先着順）

葛受講料／５００円

葛申込／７月２日から、市民活動推進課（緯４７－

７１８４、胃８１－７８００）へ　※市ＨＰから申込可

～あなたの動画がプロ並みに変身外～

＊講座番号・講座名／【９】時

短・効率化のためのエクセル

関数

パソコン講座
　　　　　　職業訓練センター

＊とき／８月２・９・２３・３０日

　＜全４回＞　いずれも木曜日の

午後６時３０分～９時３０分

＊ところ／職業訓練センター

＊定員／６人（先着順）

＊受講料／6，５００円　※中小企

業勤務者以外は９，１００円

＊申込／７月２６日（必着）までに

職業訓練センターＨＰから申

込。またはファクス、往復は

がきに講座番号・講座名・住

所・氏名・生年月日・電話番号・

職業・勤務先・雇用保険加入

の有無を記入し、同センター

（〒５０３－０９６３　西大外羽１－

２２６－１、緯・胃８９－４９７６）へ

＊備考／最少開講

人数に満たない

場合は中止。テ

キスト代は実費

市立図書館は、所蔵している郷土資料を通じて、郷土大垣の
歴史・文化について学ぶことができる「ふるさと歴史講座」を
開講します。



〈６〉　広報おおがき　No.１８５７　平成３０年７月１日 ＜参加料などの記載のないものは、無料です＞

纂対象／小・中学生　※小学３年生以下は保護者同伴

纂とき／下表のとおり　いずれも午前１０時～１１時１５分

おもしろ科学教室

纂ところ／実験室・工作室

纂定員／各２４人（先着順）

纂参加料／各５００円（材料費）

纂申込／７月１日から、大垣市文化事業団

ＨＰまたは同事業団（緯８４－２０００）へ

◆対象／幼児～小学生

◆とき／【募集】７月１日（日）～８月３０日（木）　【展

示】８月１日（水）～９月２７日（木）

◆ところ／各図書館

◆とき／７月１日（日）～８月３０日（木）

◆ところ／各図書館

≪読書感想画「ぼくのえ・わたしのえ」作品募集と展示≫

≪課題図書・自由研究・工作コーナー≫

猿とき／８月２４日（金）　午前９時～午後４時

猿ところ／情報工房２階多目的研修室

猿内容／ロボットプログラミングの基礎を学ぶ

猿定員・申込期限／２０人（抽選）・７月３０日の午後５時まで

小学生親子【対象：市内の小学４～６年生と保護者】

猿とき／右表のとおり

猿ところ／情報工房２階会議室４、多目的

研修室

猿内容／岐阜大学工学部の学生を講師に、

金型による部品製造の説明や、６足歩行

猿とき／８月８日（水）　午前９時３０分～午後５時

猿内容／市内のものづくり企業研修（珂フィード）、岐阜大学工学

部（次世代金型、ロボット工学）の紹介、施設設備体験を行う

猿定員・申込期限／２０人（抽選）・７月１３日の午後５時まで

夏休夏休みみ はは　親子親子で
スイトピアセンタスイトピアセンターーに出かけよう

夏休夏休みみ はは　親子親子でで
スイトピアセンタスイトピアセンターーにに出かけよう出かけよう

曳 栄叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡

◆内容／夏休みの自由研究に

役立つ図書や、読書感想文

◆内容／本を読んで感じたことなどを描いた絵（読

書感想画）の募集と展示　※画用紙は各図書館で

配布

課題図書の展示と貸し出し

≪親子切り紙教室≫

◆対象／５歳～小学生と保護者

◆とき／①７月１５日（日）　②７月１６日（月・祝）　③

７月２９日（日）　いずれも午前１０時～１１時３０分

◆ところ／①市立図書館３階会議室　②墨俣図書館

③上石津図書館

◆内容／てんとう虫やカブトムシ、クワガタなどの

簡単な切り紙を楽しむ

◆定員／①＝２０組、②・③＝５組（いずれも先着順）

◆申込／７月４日から、各図書館へ

講座名・内容と　き

じしゃくの反発を使って、あそべるおもちゃをつくろう７／８（日）①

惑星のレプリカや宇宙万華鏡をつくろう７／１５（日）②

気圧の変化で、天気予報を知ったり、雲のでき方を知ったりしよう７／２２（日）③

ロボットの製作とプログラミングを学ぶ

猿定員・申込期限／各コース２０組（抽選）・７月６日の午後５時まで

猿参加料／１組２，０００円　※製作したロボットは持ち帰り可

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
宇
宙

万
華
鏡

協力企業名講座名・内容と　き

矢橋工業㈱
石灰を使ってロケットを飛ば
そう！

７／２７（金）
１０：００～１２：００①

太平洋工業㈱おどろきの風力発電
８／１（水）
１０：００～１１：３０②

サンメッセ㈱
おもしろ印刷実験パッチン
ＬＥＤ

８／２（木）
１０：００～１１：３０③

大洋化学工業㈱
㈱大合商会

液体窒素で極低温の世界を体
験しよう！

８／４（土）
１０：００～１１：３０④

㈱はまだや
ダンボールの性質を利用して
恐竜の島を作ろう！

８／２５（土）
１０：００～１１：３０⑤

纂対象／小・中学生　※小学３年生以下は保護者同伴

纂ところ／①～③＝創作実習室２　④・⑤＝実験室・工作室

纂定員／各３０人（先着順）　※昨年参加した人は申込不可

纂参加料／各３００円（材料費）

纂申込／７月６日の午前９時から、大垣市文化事業団ＨＰへ

未来の博士を育てる科学教室

纂とき／７月１４日（土）～９月２日（日）　午前９時～午後５時（毎週

火曜日と７月１８日・８月１３日は休館）

ふるさとの自然フォトコンテスト入賞作品展

纂対象／小学生以上の人

纂とき／８月１２日（日）　午前１０時～午後５時

纂ところ／創作実習室２

纂内容／日本画家の長谷川喜久さんらによる、絵の具作りから体験

ギンパクとモミガミ～こどものにほんが おとなのにほんが２～

中学生【対象：市内の中学生】

高校生【対象：市内の普通科および商業高校１・２年生】

市ＨＰ「申込み・アンケート」または、産業振興室（緯４７

－８６０９）へ。申込

触っ触っ
てて ももののづづくくりり体体験験講講座座ものづくり体験講ものづくり体験講座座見見てて

する日本画制作のワークショップ

纂定員／２０組（先着順）

纂参加料／１，０００円

纂申込／７月６日から、大垣市文化事業団

ＨＰまたは同事業団（緯８２－２３１０）へ昨年の様子

纂ところ／学習館１階ラウンジ

纂内容／西美濃の自然をテーマとした写真コンテス

トの入賞作品を展示

問合せ

市立図書館

（緯７８－２６２２）

上石津図書館

（緯４５－３１１８）

墨俣図書館

（緯６２－３９００）

と　きコース

７／２６（木）　１０：００～１５：００A

７／２６（木）　１３：００～１７：００B

７／２７（金）　１０：００～１５：００C

７／２７（金）　１３：００～１７：００D

図
書
図
書
館館
で
夏
休
夏
休
みみ
を

　
　
　
  　
 楽
し
も
う
外

１１時３０分　※１泊２日　＜雨天

決行＞

噛ところ／青年の家

噛対象／市内の小学生

噛とき／８月１１日（土・祝）の午

後１時３０分～１２日（日）の午前

噛内容／グループ活動や工作、

バーベキューなどを楽しむ

噛定員／５０人（抽選）

噛参加料／５，０００円

噛申込／７月２８日の午前９時か

ら、青年の家にて整理券を配

布。午前９時１５分から抽選会

と説明会を実施

噛問合せ／青年の家（緯７８－

９３０８）へ

ちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっ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ワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワワイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャャ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ちびっこワイワイキャンププププププププププププププププププププププププププププププププププｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｉｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎサササササササササササササササササササササササササササササササササ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ｉｎサマー

クククククククククククククククククククククククククク
リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ
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
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
作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作
戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦
＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆

川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川
底底底底底底底底底底底底底底底底底底底底底底底底底底
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
習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習
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

噛とき／７月２８日（土）の午前８時に八幡神社前集合～

午前１０時解散予定　＜小雨決行＞　※増水している場合

は２９日（日）に延期

噛清掃区域／水門川の貴船広場～四季の広場

噛内容／河川清掃、小学生対象の川底学習会（要申込）

噛申込・問合せ／まちづくり市民活動支援センター（緯

７５－０３９４、胃７５－０４５２）へ

７月は河川愛護月間水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川

「せせらぎに　ぼくも魚も　すきとおる」

推進標語

問合せ／大垣市文化事業団（緯８２－２３１０）へ



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＞

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
＜輪中博士になろう～大垣輪中

めぐり～＞

対象／小学３年生～中学生と

保護者

とき／７月２８日（土）　午前９

時～正午（受付：午前８時３０

分～）

集合場所／輪中館　

行程／曽根決壊碑・切割、排

水機場、水屋群地区、輪中生

活館など市内の輪中に関わる

史跡や施設

定員／２４人（先着順）

所蔵品展「関ケ原合戦と大垣展」

郷郷郷郷郷郷郷郷郷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土土土土土土土土土
館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館館
ででででででででででででででででででででででででででででで
大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣垣
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
歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴歴
史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史史

で
大
垣
の
歴
史
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
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
ぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼ
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

学
ぼ
う

　関ケ原合戦の前日まで東西両軍の本陣が置かれた大垣と関ケ

原合戦について、所蔵の屏風などで紹介します。

葛とき／７月７日（土）～９月

３０日（日）　午前９時～午後

５時

葛ところ／１階郷土美術室

画廊展示「郷土の拓本展」

　大垣近郊の歴史や文化を拓本を使って紹介します。

斬対象／市内在住または在学の中学生・高校生　※グループ（４人

まで）で参加可

斬とき／８月１８日（土）　午前９時～正午（受付：午前８時３０分～）

斬ところ／大垣市民病院

斬定員／５２人（抽選）

斬申込／７月３１日までに、同病院ＨＰから申込　

※申込後、申込完了メールが届きます

　市民病院は、医師や看護師などが直接

参加者に解説しながら、病院内をめぐる

バックヤードツアーを開催します。

　最先端の医療現場を体感できる貴重な

機会です。ぜひご参加ください。

　詳しくは、同病院ＨＰをご覧いただく

か、同病院庶務課（緯８１－３３４１）へ。

＊対象／小学１年生以上

＊とき／７月２１日（土）　午後２

時～３時３０分

＊ところ／安井地区センター

＊内容／パントマイミストのチ

カパンさんを講師に、パント

パントマイムを遊ぼう

昨年の様子

休館日：毎週火曜日と７月１８日、８月１３日、９月１９・２６日
入館料：１００円　※高校生以下無料
問合せ：同館（緯７５－１２３１）へ

マイムで楽しく遊ぶ

＊定員／４０人（先着順）

＊参加料／７００円　※同伴の大

人は３００円

＊申込／７月２日から、月・水・

金の午前１０時～午後５時に、

ＮＰＯ法人大垣おやこ劇場

（緯７３－８２２２）へ

７月１日から、電話で歴
史民俗資料館（緯９１－
５４４７）へ

申
込

おあむ物語絵巻物

歴史民俗資料館

＊とき／８月3日（金）・４日（土）・

５日（日）・６日（月）　いずれも

午前９時３０分～１１時３０分

＊ところ／守屋多々志美術館

＊内容／展示作品鑑賞、課題ポ

スター制作のワークショップ

＊定員／各２０人（先着順）

＊備考／参加者は入館料無料

＊対象／小・中学生と保護者　

※子どものみの参加も可

守屋多々志美術館

鑑賞教室＆ワークショップ

＊申込／７月１日

から、同美術館

（緯８１－０８０１）へ

葛とき／７月１４日（土）～８月２０日（月）　午前９時～午後５時

葛ところ／２階画廊

郷土館を知ろう【要申込】

　市内在住の人を対象に、入館料無料にて、郷土館の施設と展

示の説明を行います。

葛とき／７月２９日、８月５日　いずれも日曜日の午前１０時

～１時間程度

葛ところ／郷土館
同
病
院
Ｈ
Ｐ

時～１１時

＊ところ／スイトピ

アセンター学習館

＊対象／未就学児と保護者

＊とき／７月１２日（木）　午前１０

ママと赤ちゃんのための
おはなし・わらべ歌

３階和室

＊内容／絵本の読み聞かせやわ

らべ歌、簡単なおもちゃ作り

の実践指導

＊定員／親子２０組（先着順）

＊申込／７月１日から、市立図

書館（緯７８－２６２２）へ

大大垣垣市市民民病病院院第２第２回回

７月１日から、直接または
電話で輪中館（入方２－
１１６１－１、緯８９－９２９２）へ

申
込

＜水まんじゅうをつくろう＞

対象／小学生と保護者

とき／７月２１日（土）　午前９

時３０分～１１時３０分

ところ／輪中生活館

内容／大垣

菓子業同盟

会青年部の

会員から、

大垣名物の水まんじゅうの作

り方を学ぶ

定員／２４人（先着順）

参加料／１人３００円

持ち物／エプロン

輪中館夏休夏休みみのの
思い思い出出作りません作りませんかか 親子向け体験教親子向け体験教室室親子向け体験教親子向け体験教室室

＜昼飯大塚古墳の模型をつくろう＞

対象／小学４年生～中学生と

保護者

とき／７月２９日（日）　午前９

時～正午

内容／紙粘土を使って、国史

跡である「昼飯大塚古墳」の

模型を作る

定員／１５組（先着順）

参加料／１セット６５０円

＜ 勾 
まが

 玉 つくりに挑戦しよう＞
たま

対象／小学４年生～中学生と

保護者

とき／①８月５

日（日）　②８月

１８日（土）　いず

れも午前９時～１１時３０分

内容／古代のアクセサリーで

ある勾玉を作る

定員／各１５組（先着順）

参加料／１セット３５０円

病病院院ババッッククヤヤーードドツツアアーー

＊対象／市内の小学生と保護者

＊とき／８月１日（水）　午前９

時に総合体育館集合～午後４

時解散予定（バス移動）

＊内容／加賀野八幡神社自噴井

と西南濃粗大廃棄物処理セン

（〒５０３－８６０１　

丸の内２－２９、

緯４７－８５６３）へ

夏休み
水と緑の探検隊２０１８

ター見学、アマゴつかみなど

＊定員／３０人（抽選）

＊参加料／１人５００円

＊申込／７月１３日（消印有効）ま

でに、「夏休み水と緑の探検隊

２０１８参加希望」と明記した往

復はがきに、住所・氏名（参

加者全員）・年齢・性別・電話

番号を記入し、環境衛生課

　大垣市少年消防クラブ運営指

導協議会（事務局：消防本部予

防課）は、親子で防災を学ぶ研

修会を開催します。

＊対象／市内の小学生と保護者

＊とき／８月１０日（金）　午前８

時１５分～午後５時解散予定

＊ところ／名古屋市港防災セン

ターほか

＊内容／防火・防災に関する体

験学習や見学

＊定員／２０組４０人（先着順）

＊参加料／１人２，０００円（当日

少年消防クラブ研修会

徴収で昼食・

交通費・保険

料含む）

＊申込／７月１

日から、名阪

近鉄旅行珂西岐阜旅行センタ

ー（平日午前１０時～午後６時、

緯０５８－２０１－６０７０、胃０５８－

２７５－９１２５）へ



〈８〉　広報おおがき　No.１８５７　平成３０年７月１日 ＜参加料などの記載のないものは、無料です＞

＊とき／７月２２日（日）　午前１０

時～午後３時

＊ところ／岐阜経済大学

＊内容／模擬授業、経済・経営・

岐阜経済大学
夏のオープンキャンパス

看護学部説明会、大学見学、

個別相談など

＊問合せ／同校（緯０１２０－７７－

３５１４）へ

＊とき／７月２２日（日）　午前１０

時～午後３時

＊ところ／大垣女子短期大学

＊内容／各学科説明、模擬授

業、個別相談など

＊申込／同校ＨＰから申込

＊問合せ／同校（緯８１－６８１９）へ

大垣女子短期大学
オープンキャンパス

＊対象／中学生や保護者、中学

校教諭など

＊とき／８月４日（土）　午前９

時３０分～午後２時

＊ところ／岐阜工業高等専門学

校（本巣市上真桑）

＊内容／施設見学、学科催し

物、相談コーナーなど

＊申込／同校ＨＰから申込

＊問合せ／同校（緯０５８－３２０－

１２６０）へ

岐阜工業高等専門学校
オープンキャンパス

＊とき／８月３日（金）　午後２

時～４時

＊ところ／大垣市医師会准看護

学校（新田町）

大垣市医師会准看護学校
オープンキャンパス

＊内容／演習体験や相談会など

＊持ち物／スリッパ

＊申込／同校ＨＰから申込

＊問合せ／同校（緯８９－５８０２）へ

＊対象／１８歳以上の人（高校生

以下除く）

＊とき／７月３１日～８月２４日の

火・金曜日　＜全６回＞　いずれ

も午後７時～９時

＊ところ／総合体育館

＊定員／４０人（抽選）

＊参加料／２，４００円

＊申込／７月１５日までに、直接

（はがき持参）または往復はが

きに登録番号・氏名を記入の

上、大垣市体育連盟（〒５０３

－０００６　加賀野４－６２　総合

サマーテニス教室

体育館内、緯７８－１１２２）へ　

※同連盟ＨＰからも申込可

＊とき／７月１５日（日）　午前８

時～正午

＊ところ／公設地方卸売市場

＊内容／豚の丸焼き無料配布

（午前９時～なくなり次第終

了）、親子せり体験（午前１０時

公設地方卸売市場
夏の市場開放

＊とき／１０月２０日（土）　午後３時～（開場：午

後２時３０分～）

＊ところ／スイトピアセンター音楽堂

＊出演者／チェロ＝ヘーデンボルク・直樹、ピ

アノ＝ダイアナ・ケトラー、ヴィオラ＝ラズ

ヴァン・ポポヴィッチ、ヴァイオリン＝アレ

クサンダー・シトコヴェツキー、川田知子　

＊内容／大垣ゆかりの演奏家、ヘーデンボル

ク・直樹が率いる室内楽団アンサンブル・ラ

ロ＝写真＝と、日本を代表するヴァイオリニ

スト・川田知子が共演するコンサート

音
楽
の
都
か
ら
水
の
都
へ
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　大大垣垣らしらしいい

スイーツ№スイーツ№１１

を決　を決定定外外

店舗名メニュー
和洋御菓子司 金生堂（赤坂町３３７７）ミルクエンジェルケーキ
手作り工房カフェ　風地蔵（馬場町８５）しろくま
金蝶園総本家　本店（高屋町１－１７）あんほわ
烏骨鶏ドゥースフォレ（高屋町１－５２－１）お々垣 烏骨鶏物語
餅惣（郭町１－６１）水まんじゅう －ソラ－
ｇａｌｅｒｉｅ ｃｈｏｕ ｃｈｏｕ－Ａ（内原１－１８１－２）芭蕉のしずく
烏骨鶏本舗ラグジュアリーエッグカフェ ランランラン（熊野町４-１１２）プチレインボーケーキ
パティスリー＆カフェ ロワエレーヌ（青墓町１－１１９－２）大垣Gifuto －岐阜都－

斬投票期間／７月１日（日）～８月３１日（金）

斬投票方法／下表の参加店舗などで投票券付チラシを入手し、各店

舗に備え付けの投票箱に投票　※投票券に記載してあるＱＲコー

ドからインターネット上の投票用サイトにアクセスし投票するこ

ともできます

斬備考／１０月６日（土）にグランプリ発表と表彰式

　大垣観光協会は、「おおがき水都（スイーツ）グランプリ２０１８」を開
催します。第２回目となる今回は、市制１００周年をお祝いするスイ
ーツとして下表の８店舗がエントリー。食べ比べを楽しみながら投
票し、みなさんでグランプリを決定しましょう。
　詳しくは、同協会（緯７７－１５３５）へ。

葛東海ラジオ「マイタウン情報」１９日／１５：２５～

【もんでこかみいしづ】

葛ぎふチャンラジオ「大垣市の時間」毎週木曜／９：４０～

５日／夏休みは親子でスイトピアへ　１２日／もんでこか

みいしづ　１９日／すのまた天王祭　２６日／おおがきマラ

ソン２０１８

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～

【水の都  きれいな水のおいしい秘密♪】

　昔から水の都として有名な大垣市で

は、水道水も安心・安全でおいしい。

今回は、そんな大垣の水の秘密を紹

介。また、おいしい水で作られた水ま

７
Ｊｕｌ

ラジオ・テレビ広報番組案内ラジラジオオ・・テレビ広報番組案テレビ広報番組案内内

んじゅうを使った、ギネス記録挑戦への取り組みを紹介する。

水の飲み比べに挑戦

＊とき／７月８日（日）　午後１

文化フェスティバル
西美濃日本舞踊の集い

時～３時３０分

＊ところ／スイトピ

アセンター音楽堂

＊内容／西美濃の日

本舞踊諸流派や小・中学生、

市民による日本舞踊の披露

＊問合せ／同フェスティバル実

行委員会事務局（文化振興課

内、緯４７－８０６７）へ

＊入場料／一般２，５００円、高校生

以下１，０００円

＊入場券／７月１３日の午前１０時か

ら、大垣市文化事業団ＨＰ、文

化会館、市民会館などで販売

＊問合せ／大垣市文化事業団（緯

８２－２３１０）へ

＊対象／小規模事業者

＊とき／８月８日（水）　午前１０

時～午後５時

＊ところ／大垣西濃信用金庫本

店大信ホール（恵比寿町）

＊内容／持続的な経営を支援す

るため、多方面の専門家によ

る早期に経営課題を解決する

相談会

＊申込／７月２０日（金）までに、

ワンストップ経営相談会

大垣商工会議所ＨＰから申込

＊問合せ／同会議所（緯７８－

９１１１）へ

～、午前１０時３０

分～）、活あゆの

つかみどり＝写

真＝など

＊問合せ／同市場

（緯８９－５１３１）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＞

鞄とき／７月２日（月）～１３日（金）　

午前１０時～午後５時１５分

叶対象／水都大垣を愛する３０～４０歳の独身男女

叶とき／８月２６日（日）　午後４時～７時４５分

叶ところ／ザ・グランドティアラ　ゲストハウス

モントレゾール（東町）

叶定員／男女各１８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、初めて申し込む人や１年以上参加

していない人を優先し抽選）

叶参加料／男性６，５００円　女性４，５００円

叶申込／７月２日の午前９時から３１日の午後５

時までに、市ＨＰや携帯サイトから申し込

み。または市民活動推進課で配布の申込書に

ＱＲコード

必要事項を記入し、同課（〒５０３

－８６０１　丸の内２－２９、胃８１－

７８００）へ

叶問合せ／同課（緯４７－７１６９）へ

写真はイメージ

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

＊とき／７月１１日（水）　午後１

地名から歴史文化を楽しむ会

時３０分～３時３０分　＜原則毎月

１回開催＞

＊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／５００円

＊申込／地名文化研究会事務局

の三澤さん（緯０５８－３２７－

２４６５）へ

＊対象／幼稚園児～小学生　※

小学２年生以下は保護者同伴

＊とき／７月２２日（日）　午後２

時～４時

＊ところ／青年の家

＊内容／食塩や洗濯のりを使っ

て、スーパーボールを作る

＊定員／２０人（先着順）

＊参加料／１００円

＊申込／７月１日から、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

　世界淡水魚園水族館「アクア・

トトぎふ」（各務原市）は、開園１４

周年を記念し、７月１４日（土）～

１６日（月・祝）の３日間、小学生と

幼児の入館料を無料にします。

　開館時間は、午前９時３０分～

アクア・トトぎふ 幼児・小学生無料

＊とき／７月２３日（月）　午前９

時～正午

＊ところ／奥の細道むすびの地

記念館２階多目的室２

＊内容／空き家の管理・有効活

空家相談会

＊とき／７月１４日

（土）　午前１０時

～午後５時

全国一斉労働トラブル１１０番

＊内容／司法書士による労働ト

ラブルなどに関する無料電話

相談（緯０１２０－６１０－６９６）

＊問合せ／岐阜県青年司法書士

会（緯０５８－２５７－１３１７）へ

＊とき／７月８日（日）　午前１０

時～午後３時

＊ところ／イオンモール大垣１

階太陽の広場

大工さんと子どもイスを作ろう

＊内容／世界でたった１つの子

どもイスの作製など

＊問合せ／大垣ハピママくらぶ

（緯０９０－２９４３－９４９４）へ

東

＊対象／西濃地域の小学３年生

～中学生と保護者

＊とき／８月２４日（金）の午前８

時に総合体育館集合～午後５

時解散予定　※雨天決行

＊内容／大垣税務署や大垣市役

所、名古屋港税関、あいち航

空ミュージアムを見学し、税

金の使い道などを学ぶ

＊定員／１００人（抽選）　※初参

夏休み親子税金探偵団

＊対象／２０～４０代の子育てママ

と子ども（大人のみでも可）

＊とき／７月３１日（火）　午前９

時３０分～午後１時

親子で手作りＰｉｚｚa

＊ところ／西部研修センター

＊内容／ピザ作り

＊定員／大人１５人（先着順）

＊対象／市内在住・在

勤・在学の人

＊とき／８月２６日（日）

正午～午後５時

＊ところ／情報工房ス

市長賞争奪 健康マージャン大会

インクホール

＊内容／半荘４回で対戦する

（１回戦５０分）

＊定員／８０人（先着順）

＊参加料／２，０００円

＊申込／７月１日から８月１０日

に、岐阜県健康マージャン協

会の山田さん（緯５１－９４９０）へ

加者を優先

＊参加料／中学生

以上１，５００円、

午後６時（平日は

午後５時まで）。

　期間中は、通常

の展示に加え、ア

市民水泳大会

＊対象／市内在住・在勤・在学

の人

＊とき／７月２９日（日）　午前９

時～　※雨天決行

＊ところ／市民プール

＊内容／競泳、宝探し、親子リ

レーなど

＊申込／小学生は７月６日まで

に、各小学校へ（当日受付は

不可）。その他の人は当日午

前８時～８時４５分に、会場で

受付

＊問合せ／大垣市水泳連盟の後

藤さん（緯０９０－１５６６－３９０９）へ

に大垣おやこ劇場（緯７３－

８２２２）へ
おやこ勉強室

＊とき／７月２８日（土） ①年中

～年長児の親子：午前１０時～

１１時３０分　②小学生の親子：

午後１時～３時

＊ところ／スイトピアセンター

男女共同参画室

＊内容／①入学までに大切にし

たいことや親子で勉強する楽

しさを学ぶ　②夏休みの勉強

の取り組み方やわり算の考え

方などを学ぶ

＊定員／各２０組（先着順）

＊参加料／１組７５０円（テキスト

代）　※①は小学生託児あり

＊問合せ／７月１日から、月・

水・金の午前１０時～午後５時

用方法や金融機関との資金に

関する相談

＊問合せ／ＮＰＯ法人地域産業

支援ネットワーク（緯７８－

市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市
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怪 悔回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回

＊参加料／親子または大人１人

１，５００円　※託児あり（無料で

定員１０人）

＊申込／７月１３日から、各ＪＡ

支店へ

＊問合せ／ＪＡにしみの中川支

小学生５００円（昼食代を含む）

＊申込／７月１７日（必着）までに

住所・氏名・電話番号（携帯

電話番号も）・生年月日・保

護者の職業・子どもの学校名

と学年を明記し、大垣法人会

（〒５０３－０８０３　小野４－３５－

１０、胃８１－１５３９）へ

＊問合せ／同会（緯８１－１２８８）へ

シカショーやエサやり体験など

のイベントもあります。

　詳しくは、同水族館（緯０５８６

－８９－８２００）へ。

７９７７）へ

店（緯８１－２４５３）へ
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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教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教

　独身男女に出会いの場を提供し、幸せな結婚につなげるための「水
都おおがき竃縁むすび事業」――。
　今回のテーマは「meat×meetパーティー」。シェフこだわりの肉料
理を楽しみながら、ステキな出会いを見つけてみませんか。
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　市は、７月２日（月）～

１３日（金）を、「市民協働強

化ウィーク」として、市

民活動団体のアイデアや

ご要望など、さまざまな

相談を受け付けます。

鞄ところ／市民活動推進課、または

まちづくり市民

活動支援センタ

ー（郭町）

鞄申込／同課（緯

４７－７１６９）へ

ミミミミミミミミミミーーーーーーーーーーミートトトトトトトトトトト ミミミミミミミミミミーーーーーーーーーーミートトトトトトトトトトト



〈１０〉　広報おおがき　No.１８５７　平成３０年７月１日 ＜参加料などの記載のないものは、無料です＞

中
村
安
香
琳
ち
ゃ
ん（
一
歳
）

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。

猿がん検診にお越しの際は、健康保険証をご持参ください。自

覚症状のある人は、早めに医療機関の受診をお勧めします

猿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

　次の人は、一部を除いて検（健）診において無料になりますの

で、申し込み時にお知らせください。

臼７０歳以上の人（実施月の１日の年齢）

渦６５歳以上７０歳未満（実施月の１日の年齢）で、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

嘘生活保護世帯や中国残留邦人および市民税非課税世帯の人
※身分証明書と印鑑を持参の上、保健センターで事前手続き
が必要

　７月１日から３１日まで、「愛の血液助け合い運動」が全国

一斉に行われます。病気やけがで苦しむ患者さんの命を守る

ため、献血のご協力をお願いします。

猿対象／男性は１７～６９歳、女性は１８～６９歳の健康な人（６５歳

以上の人は、６０～６４歳に献血経験が必要）

ところ（すべて４００悪限定）と　き

アクアウォーク大垣（林町）９：４５～１２：００、１３：３０～１６：００７／１２（木）

イオンタウン大垣（三塚町）９：３０～１２：００、１３：３０～１６：００７／２１（土）

鴨とき／７月９日（月）　午後２時～３時

鴨ところ／大垣市民病院３病棟１０階会議室（なごみ庵西）

鴨内容／呼吸と身体に注意を向け、不安やストレスへの対処法を身

につける（途中入場不可）

鴨問合せ／同病院緩和ケアセンター（緯８１－３３４１　内線６１８７）へ

鴨とき／８月４日（土）　午後１時２０分～３時

鴨ところ／大垣市民病院管理棟５階講堂

鴨内容／赤羽乳腺クリニック赤羽和久氏らによる「が

んになっても働こう」をテーマとした講演会

鴨備考／駐車券と引き換えに無料駐車券を渡します

鴨問合せ／同病院庶務課（緯８１－３３４１　内線６１３５）へ

葛渇葛がんの市民公開講座滑活滑

葛渇葛がんサロン「マインドフルネス」臨床心理士とともに滑活滑

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、冊
子「つくしっ子」の中の健
康診査票
※約２時間かかります

保健センター

７／２４（火）      　＜受付＞１３：００～１３：３０１日～１０日生まれの子平
成
　
年
３
月

３０４か月児
健康診査

子
ど
も

７／２５（水）      　＜受付＞１３：００～１３：３０１１日～２０日生まれの子

７／２６（木）      　＜受付＞１３：００～１３：３０２１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
※約２時間半かかります

保健センター

７／１７（火）    　  ＜受付＞１２：４５～１３：１５１日～１０日生まれの子平
成
　
年
６
月

２７３歳児
健康診査

７／１８（水）      　＜受付＞１２：４５～１３：１５１１日～２０日生まれの子

７／１９（木）     　 ＜受付＞１２：４５～１３：１５２１日～３０日生まれの子

７／５
～１３

無料
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
８／６（月）・１６（木）・２３（木）・２８（火）
　　　　　　　   ＜受付＞９：００～１０：３０４０歳以上の人大腸がん検診

大

人

サンワーク大垣８／２５（土）     　  ＜受付＞９：００～１０：３０

７／５～５００円
検診前日の午後９時以降
は、絶飲食

サンワーク大垣８／２５（土）　        ＜受付＞９：００～１０：３０５０歳以上の人胃がん検診

７／５～５００円
血液検査（ペプシノゲン検
査・ピロリ菌抗体）

保健センター
８／５（日）・２６（日）
　　　　　　　  ＜受付＞１３：３０～１５：１５

４０～７４歳の人（過去に受
けたことのない人）
※無料となる対象は要確認

胃がんリスク
検診

７／５～５００円
スカート着用。生理中は不
可。隔年でも毎年受診と同
様の有効性あり

サンワーク大垣８／２５（土）　      ＜受付＞９：００～１０：３０２０歳以上の女性子宮頸がん検診

７／５～

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、医
療機器が前胸部に入ってい
る人はご遠慮ください
※市川外科（託児あり）へ
の予約は、直接同外科
（緯７４－７０６５、７５－５０７８）
へ。月～土の診療時間内
に電話

サンワーク大垣
８／２５（土）      
＜受付＞９：００～９：３０、１０：００～１０：３０

３５歳以上の女性（平成２９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

８／８（水）・１５（水）・２０（月）・２７（月）・
２９（水）  　　　　＜受付＞１３：００、１３：３０

７／１０～
徳洲会病院４
階乳腺外来

８／２（木）・７(火）・９（木）・１４（火）・
１６（木）・２１（火）・２３（木）・２８（火） 
               　　   ＜受付＞１３：３０、１４：00

７／２０～
市川外科（南
若森町）

月・火・水・金・土（祝日を除く）
＜受付＞９：３０～１２：００、１５：３０～１８：３０
（土曜日は９：３０～１２：００、１３：３０～１６：００）

＜大垣地域＞ 大垣市保健センター（緯７５－２３２２）※申込の受付時間は８：３０～１７：１５

検診予約
QRコード

ウェブシステムでは、９月以降の今年度分の検（健）診が予約可能です。予約可能な日程等については、システム画面を
ご確認ください。

標語「救いたい　あなたの未来　私から」

「「愛愛のの血血液液
助助けけ合合いい運運動動」」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７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７ 月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間

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
病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病

市
民
病
院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院
のののののののののののののののののののののの

催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催催
しししししししししししししししししししししし



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＞

滑滑滑

食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食食中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒毒ににににににににににににににににににににににごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意をををををををををををををををををををををを！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！滑滑滑

①菌をつけない

毅手はせっけんでよく洗い、乾燥した清潔なタオルでふく

毅包丁やまな板などの調理器具は、肉・魚・野菜などによって使い

予防の３原則

毅常温で２時間以上経過した食品は食べないようにする

毅冷凍食品は自然解凍せず、電子レンジなどで解凍する

毅食べ残した食品を冷蔵庫で保管する場合は、保管した日付を容器

に記入するとともに、早めに食べる

保健センターの教室など

＊対象／妊娠６

～８か月の妊

婦と家族

＊とき／７月２１

日（土）　午前

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

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

シミュ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

＊定員／３０家族（先着順）

＊申込／７月３日から、同セン

＊対象／乳幼児を持つ保護者

＊とき／①７月２４日（火）　午前

９時～１１時　②７月３１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

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

＊内容／育児や発

育などの相談

＊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

ター（緯７５－２３２２）へ

　７月上旬に、市内在住の小学

６年生を対象に、予診票と医療

機関一覧などを送付します。接

種する医療機関へは、事前に連

絡のうえお出かけください。

猿接種期間／７月１日（日）～８

　月３１日（金）

猿接種場所／市が委託した医療

　機関（市ＨＰに一覧を掲載）

猿持ち物／予診票、母子健康手

　帳、健康保険証など住所が確

　認できるもの

猿問合せ／大垣市保健センター

（緯７５－２３２２）、上石津保健セ

　気温や湿度が高くなるこれからの季節は、食中毒に注意が必要で

す。予防の３原則を実践して、家庭での食中毒を防ぎましょう。

　詳しくは、大垣市保健センター（緯７５－２３２２）へ。

分け、食品を切るごとに洗う

毅調理器具は、洗剤で洗った後、流水でよくすす

ぎ、煮沸消毒または日光で紫外線殺菌する

②菌を増やさない

葛皆で楽しく脳トレ体操！

鴨とき／７月１９日（木）　午後１

　時３０分～３時

鴨ところ／サンヴェール大垣

鴨問合せ／同施設（緯８１－２２１５）

　へ

介護予防教介護予防教室室
葛若返ろう！脳活しよう！音楽

で！パート英

鴨とき／７月１７日（火）　午後１

　時３０分～３時

鴨ところ／お勝山ふれあいセン

　ター

鴨問合せ／同センター（緯７１－

２２５２）へ

葛西濃保健所「こころの相談」

鴨とき／毎月第２・４木曜日　①午前１０時～、②午前１０

時３０分～、③午前１１時～

鴨ところ／西濃保健所１階診察室（江崎町）ほか

鴨申込／同保健所健康増進課（緯７３－１１１１　内線２７４）へ

葛大垣市保健センター「こころの相談」

鴨とき／毎月第２火曜日の午前９時～

１１時

鴨ところ／大垣市保健センター

鴨申込／同センター（緯７５－２３２２）へ

噛対象／市内に住民登録がある４０～７０歳の女性

噛受診期間／１０月３１日（水）まで実施中

噛受診場所／市が委託した市内４１の医療機関（市ＨＰに一覧を掲載）

噛受診料／５００円

噛受診方法／１０月１９日までの平日に、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

へ申し込み後に、医療機関で受診

ンター（緯４５－

２９３３）、墨俣保健

センター（緯６２

－３１１２）へ

予防接予防接種種ジフテリア
破傷風（DT）

煙対象／受診時に市内に住民登録がある妊婦

煙受診期間／母子健康手帳を配布した日から出産までの

期間（妊娠中１回のみ）

煙受診場所／市が委託した市内７１の歯科医療機関（市Ｈ

Ｐに一覧を掲載）

煙受診料／３００円

煙持ち物／マタニティ歯科健康診査票、母子健康手帳、

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
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
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
歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯歯
科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科
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
診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診診
査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査査

　妊娠中は口腔の状態が変化するため、むし歯や歯周病など

が起きやすくなります。歯周病が進行すると、早産や低出生

体重児の出産を引き起こすとも言われています。安定期に入

り、体調のよいときに早めに歯の健康診査を受けましょう。

健康保険証

煙受診方法／歯科医療機関へ事前に電話

予約のうえ受診

煙備考／健診のみで治療やレントゲン検

査は行いません

煙問合せ／大垣市保健センター（緯７５－２３２２）へ

７月２８日は「日本肝炎デー」

　７月２８日はＷＨＯが定めた「世界肝炎デー」です。

日本においても、同日を「日本肝炎デー」と定め、

肝炎についての様々な啓発活動を行っています。

肝炎の症状

　肝炎とは、肝臓の細胞に炎症が起こり、肝細胞が

壊される病気で、徐々に肝臓の機能が失われてい

き、肝硬変や肝がんに至ることもあります。日本で

は現在、慢性肝炎ウイルス感染者（Ｂ型・Ｃ型肝炎）

が３００万～３７０万人いると推測されています。

検査を受けましょう

　肝炎ウイルスに感染しても、早期発見し、適切な

治療を受けることで、深刻な症状への進行を防ぐこ

とができます。大垣市でも肝炎ウイルス検査を実施
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③菌をやっつける

毅食品の中心部までしっかりと７５℃で１分以上加

熱する

毅ノロウイルスによる食中毒を防ぐため、二枚貝

を調理する際には、８５℃で１分以上加熱する

しています。ぜひ検査を受け、自分

の肝臓の状態を知りましょう。

　詳しくは、大垣市保健センター

（緯７５－２３２２）へ。
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市制１００周年記念
市民提案事業

「「「「「「「「「「忍忍忍忍忍忍忍忍忍忍者者者者者者者者者者電電電電電電電電電電車車車車車車車車車車「忍者電車でででででででででででＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏＧｏ！！！！！！！！！！！夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏之之之之之之之之之之陣陣陣陣陣陣陣陣陣陣」」」」」」」」」」夏之陣」
《企画運営：岐阜県青年のつどい協議会》

▲

とき／７月１７日～９月３０日

▲

ところ／大垣を中心とした

西美濃地域全域と桑名市

▲

対象／年齢制限はなく、小

高齢者※一般高校生小中学生区　分

 ５０円２００円１００円 ５０円個　人

 ３０円１５０円 ７０円 ３０円団体（３0人以上）

・身体障害者手帳をお持ちの人は無料

高齢者※一般高校生小中学生区　分

１００円３００円２００円１００円個　人

 ５０円２００円１００円 ５０円団体（３0人以上）
・５０ｍプール を利用する人は水泳帽が必要

<大垣市民プール（新田町）>　緯８９－３２１１

<勤労身体障害者等市民プール
　　　　　　（三城公園内）>　緯７４－５５３９

入場料（市内在住の人）

【交通】大垣駅南口からバス「市民会館（市
民プール）」行き、終点下車すぐ

【交通】大垣駅南口からバス「ソフトピアジ
ャパン」行き、総合体育館下車、徒歩３分

市民プールオープン

　上石津の夏の恒例行事「もんでこかみいしづ」。多彩なステージや、

花火大会が会場を沸かせます。

　詳しくは、上石津地域事務所産業建設課（緯45－3115）へ。

鞄ステージイベント／朴沢バレエ教室ステー

ジ（午後４時３０分～）、吹上青松太鼓（午後

５時１５分～）、もんでこ太鼓（午後６時～）、

横浜銀蝿「翔」＆こういちコンサート（午後

７時３０分～）など

鞄会場イベント／水遊び広場、軽スポーツ大

会、もんでこ楽市楽座（バザー）、緑の村工

作教室など

鞄もんでこ花火大会／午後８時４５分～

フ
ィ
ナ
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レ
を
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学生以下は保護者同伴で参加

▲

内容／電車に乗って参加する財宝探しア

ドベンチャー。エリア制覇で景品贈呈

▲

問合せ／同協議会（緯０５８－２７３－４９４６）

へ

市制１００周年記念
市民提案事業

▲

とき・ところ／７月２２日

（日）　〈宝さがし〉午後４時

３０分～５時３０分　墨俣一夜

城址公園内　〈点灯式〉午後

７時１５分～７時４０分　太閤

出世橋

▲

内容／すのまた天王祭当日

に、公園内に隠された宝さ

がしと、ライトアップの点

灯式。

参加者

には記

念品を

贈呈

「「「「「「「「「「宝宝宝宝宝宝宝宝宝宝ささささささささささががががががががががしししししししししし＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆墨墨墨墨墨墨墨墨墨墨俣俣俣俣俣俣俣俣俣俣一一一一一一一一一一夜夜夜夜夜夜夜夜夜夜「宝さがし＆墨俣一夜城城城城城城城城城城城
桜桜桜桜桜桜桜桜桜桜色色色色色色色色色色ラララララララララライイイイイイイイイイトトトトトトトトトトアアアアアアアアアアッッッッッッッッッッププププププププププ点点点点点点点点点点灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯式式式式式式式式式式桜色ライトアップ点灯式」」」」」」」」」」」
《企画運営：すのまたまちづくり倶楽部》

▲

備考／桜色ライトアップは

８月３１日（金）まで

▲

問合せ／同倶楽部の臼井さ

ん（緯０９０－６５９３－６２９８）へ

「大垣１０　０　年のあゆみ展」

≪メイン展示≫

況とき／１０月３１日（水）

まで開催中

況ところ／スイトピアセンター学習館１階エ

ントランスホール

≪サブ展示（巡回）≫

　①上石津地域事務所：７月２６日～８月８日

　②墨俣さくら会館：８月１６日～２６日

　③赤坂地区センター：８月２８日～９月７日

　詳しくは、秘書広報課（緯４７－７３７６）へ。

　駐車場の台数に限りが
あります。公共交通機関
をご利用ください。

大垣市民プール

※高齢者は満６５歳以上の人（証
　明できるものを提示）

１１００：：００００～～１１８８：：００００

日日７／１
今今年年はは９９//２２ ままでで外外日日


