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＜ 人 口 ＞
（－３０）７８，７４７男
（±０）８２，７８７女
（－３０）１６１，５３４計

＜ 世帯数 ＞
（＋９）６５，７３９

７月１日現在  （ ）は前月比

８月１日号 主な内容

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

介護保険料の通知書郵
送、農業委員の募集など

　　　　　　…２～３Ｐ

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

募集のお知らせ、市職員
の人事・給与など　　

　　　　　　　…４～５Ｐ

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

講座・催しのお知らせ　

　　　　　　…６～７Ｐ

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

かがやき市民手づくり協
働事業の企画提案募集、
市民伝言板など

　　　　　　　…８～９Ｐ

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

健康ガイド　…１０～１１Ｐ

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

航空自衛隊中部航空音楽
隊演奏会、水の都おおが

きたらい舟など　…１２Ｐ

　みずみずしさと高い糖度が

人気の大垣のナシを広く知っ

てもらうため、ナシの即売会

を行います。

＊とき／８月１７日（金）　午前

１０時～なくなり次第終了

＊ところ／奥の細道むすびの

地記念館イベント広場

＊内容／市内で収穫された新

鮮なナシ（幸水）約６００個

を３個入５００円で販売

＊問合せ／農林課（緯４７－

８６２４）へ

昨年の様子

ナナ
シシ
のの
即即
売売
会会

おおがきの歌
『『『『『『『『『『ここここここここここれれれれれれれれれれままままままままままででででででででででかかかかかかかかかかららららららららららここここここここここれれれれれれれれれれかかかかかかかかかかららららららららららへへへへへへへへへへ』』』』』』』』』』

　市制１００周年を記念して、市民協働で制作を進めてきた「お

おがきの歌」が完成し、７月７日には、完成披露コンサートが

総合福祉会館で開かれました＝右写真＝。

　歌のタイトルは、

『これまでからこれ

からへ』。子どもワークショップや公募で集められた、このまちのイ

メージや好きなところなどの市民の思いを受けて、谷川俊太郎さん

に作詞、谷川賢作さんに作曲をしていただきました。

　学校や地域などで、ぜひ気軽に皆さんで口ずさみ、これから先も

谷
川
賢
作
さ
ん
の
指
揮
で
全
員
合
唱

谷川俊太郎さんによる直筆歌詞

みんなみんなでで
歌おう歌おう♪♪

　市は、アニメやマンガなどを活用して、地域資源を掘りおこす

「クールおおがき推進事業」を進めています。市制１００周年を迎えた

今年は、『全国アニメサミットinおおがき』を開催し、アニメを活用し

てプロモーションを行う都市などを全国からお迎えするトークセッ

ションや、スペシャルトークショーなどを行います。

佳村はるか（声優）

神谷　明（声優）

矢口　真里
（タレント）

プログラム

オープニングトーク１３：００
「おあむ物語
　－その夏、わたしが知ったこと－」
　出演：佳村はるか（声優、あんの姉役）

声優トーク１３：３０
「神谷　明の声優っておもしろい」
　出演：神谷　明（声優）

開催記念トーク１４：００
「スペシャルトークショー」
　出演：矢口真里（タレント）

トークセッション１４：４５
「アニメを活かした観光まちづくり」
〈パネリスト〉
　福島県伊達市長、岐阜県飛騨市長、
　京都府宇治市長、岐阜県大垣市長、
　(株)福島ガイナックス　代表取締役　浅尾芳宜
〈コーディネーター〉
　ポニーキャニオン　村多正俊

プレゼント抽選会１６：１５

申込／８月１日から、郵送・ファクス・メール・直接または

ＨＰの申込フォームで、住所・氏名・年齢・性別・電話番号

を、大垣観光協会「全国アニメサミットinおおがき」係（〒

親しみ続ける歌に育てていきましょう！　歌の音源や映

像は、市制１００周年記念ＨＰで公開しています。詳しく

は、市制１００周年記念事業推進室（緯４７－８５４７）へ。

１３：００～１６：３０

総合福祉会館
５階ホール

９/１　土

━市村鉄之助・辰之助の故郷・大垣にて━

▲

おおがきアニメガイドツアー

　ふるさと大垣案内の会のボランティアガイドが、

アニメにゆかりの地をご案内します。定員は先着各

２０人で、申込は大垣観光協会（緯７７－１５３５）へ。

①「市村鉄之助と幕末大垣藩」（PEACE　MAKER　鐵）

／９月２日（日）　茨午前９時～１１時　芋午前１０時

～正午　コース：大垣城・船町港跡、全昌寺など

②「映画『聲の形』舞台のモデルの地」（映画『聲の形』）

／９月２日（日）　午後１時～３時　コース：大垣

駅・大垣公園・四季の広場など
絹黒乃奈々絵／マッグガーデン・
PEACE　MAKER　鐵　製作委員会

③「おあむ物語たらい舟乗船体験」（おあむ物語）／９月２日（日）　午後１時～２時

３０分　コース：大垣城・四季の広場（たらい舟乗船体験）など

定員２５０人
（先着順）

５０３－０９２３　船町２－２６－１、胃８１－８８２８、ｅ－

ｍａｉｌ：ｏｇａｋｉｋａｎｋｏ＠ｏｇａｋｉｃｃｉ．ｏｒ．ｊｐ）へ

問合せ／大垣観光協会（緯７７－１５３５）へ
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平成３０年度 所得段階別の年間介護保険料

年間保険料保険料率対　　象所得段階

３１，４２８円基準額×０．４５

①生活保護受給者・老齢福祉年金受給者
　で、世帯全員が市民税非課税の人など
②世帯全員が市民税非課税で、課税年金
収入額と合計所得金額を合わせた額が
８０万円以下の人など

第１段階

４５，３９６円基準額×０．６５
世帯全員が市民税非課税で、課税年金収
入額と合計所得金額を合わせた額が８０万
円を超え、１２０万円以下の人など

第２段階

５２，３８０円基準額×０．７５
世帯全員が市民税非課税で、第１段階ま
たは第２段階に該当しない人など

第３段階

６２，８５６円基準額×０．９０
世帯に市民税課税の人がいるが、本人は
非課税で、課税年金収入額と合計所得金
額を合わせた額が８０万円以下の人など

第４段階

６９，８４０円基準額
世帯に市民税課税の人がいるが、本人は
非課税で、第４段階に該当しない人など

第５段階

８３，８０８円基準額×１．２０
本人が市民税課税で、合計所得金額が
１２０万円未満の人など

第６段階

９０，７９２円基準額×１．３０
本人が市民税課税で、合計所得金額が
１２０万円以上２００万円未満の人など

第７段階

１０４，７６０円基準額×１．５０
本人が市民税課税で、合計所得金額が
２００万円以上３００万円未満の人など

第８段階

１１８，７２８円基準額×１．７０
本人が市民税課税で、合計所得金額が
３００万円以上５００万円未満の人など

第９段階

１２２，２２０円基準額×１．７５
本人が市民税課税で、合計所得金額が
５００万円以上７００万円未満の人など

第１０段階

１２５，７１２円基準額×１．８０
本人が市民税課税で、合計所得金額が
７００万円以上９００万円未満の人など

第１１段階

１３２，６９６円基準額×１．９０
本人が市民税課税で、合計所得金額が
９００万円以上の人

第１２段階

≪特別徴収≫

＊対象／老齢（退職）・遺族・障

害年金が年額１８万円以上の人

＊通知書／９月中旬に郵送

＊納付方法／年金から天引き

　※年額１８万円以上の年金を受

給している人でも、年度途中

で６５歳になった人や、他の自

治体から転入した人などは、

　市は、６５歳以上の人に、平成３０年度介護保険料の通知書（本

算定）を郵送します。通知書が届いたら、保険料や納め方（特

別徴収または普通徴収）の確認をしてください。

　詳しくは、高齢介護課（緯４７－７４０６）へ。
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特別徴収に切り替わるまでの

間、一時的に普通徴収での納

付となります

≪普通徴収≫

＊対象／老齢（退職）・遺族・障

害年金が年額１８万円未満の人

＊通知書／８月中旬に郵送

＊納付方法／納付書または口座

振替　
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＊郵送時期／児童扶養手当は７月下旬、特別児童扶養手

当は８月中旬

＊提出期間／児童扶養手当の現況届＝８月１日（水）～３１

＊郵送時期／いずれも８月中旬

＊提出期間／８月１０日（金）～９月１１日（火）

＊提出場所／障がい福祉課、上石津・墨俣地域事務所

＊問合せ／障がい福祉課（緯４７－７２９８）へ

児童扶養手当、特別児童扶養手当

日（金）　特別児童扶養手当の所得状況届＝８月１３日

（月）～９月１１日（火）

＊提出場所／子育て支援課、上石津・墨俣地域事務所

＊備考／児童扶養手当のみ、８月２５日（土）・２６日（日）の

午前１０時～午後３時に、市役所本庁舎１階第５会議室

でも受付

＊問合せ／子育て支援課（緯４７－７０９２）へ

　市は、児童扶養手当や特別障害者手当などの手当を受け
ている人（所得制限で支給停止の人を含む）に、現況届な
どを郵送します。
　必要事項を記入・押印のうえ、現況届などを期日までに
提出してください。いずれの手当も、平日のみ（児童扶養
手当のみ一部土日も）窓口で受け付けます。
　なお、期限内に提出がないと、支給が停止となります。
また、この手続きを２年間しないと受給権が消滅しますの
で、ご注意ください。

特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当

　良好な景観を守るとともに、倒壊などによる事故を

防止するため、広告塔・壁面広告・屋上広告などの屋

外広告物を掲出するには、条例によりあらかじめ市の

許可を受ける必要があります（一定面積以下の自家広

告物を除く）。

　屋外広告物を掲出する場合は、事前に許可申請の手

続きを行ってください（許可には手数料が必要）。

　また市は、市内の屋外広告物の掲出状況についての

調査を行います。調査では、市から委託を受けた調査

員が、事業主へ説明の

うえ、必要に応じて店

舗や事務所などの屋外

広告物を測量し、写真

撮影します。

　調査結果に基づき屋

外広告物の許可申請手

続きを依頼しますの

で、ご理解とご協力を

お願いします。　
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【問合せ】都市計画課（東庁舎２階、緯４７－８６９４）

平成３０年度の国民健康保険料の料率が、次のとおり決まりまし

た。今年度の料率および最高限度額は下表のとおりです。年間保険

料は、この料率をもとに算定された「所得割」「資産割」「均等割」「平

等割」を合計した金額となります。

市は、各世帯の保険料をお知らせする「保険料変更（決定）通知書」

と４期（８月）からの保険料納入通知書を、８月中旬に郵送します。

平成３０年度 国民健康保険料率

介護分
（４０～６５歳）

後期高齢者
支援金分

医療分

１．９０／１００２．２４／１００７．１５／１００基準総所得金額※の所得割

５．５０／１００４．２０／１００１３．８０／１００土地・家屋にかかる固定資産税額の資産割

８，８００円８，０００円２４，７００円被保険者１人につき均等割

５，３００円６，８００円２０，７００円１世帯につき平等割

１６０，０００円１９０，０００円５８０，０００円最高限度額

※税法上の総所得金額から基礎控除額を差し引いた額

なお、４期から１０期までの保険料は、年間保険料

からすでに納付済みの１期から３期分を差し引い

て、７回に分けた金額となっています。

詳しくは、窓口サービス課国民健康保険グルー

プ（緯４７－８１３２）へ。

８８月月中中旬旬に通知書を郵に通知書を郵送送

国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民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国民健康保険料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決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決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決定



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

審議会を傍聴してみませんか

担当：高齢介護課（緯４７－７４０９）介護保険運営協議会

市役所本庁舎３階　合同委員会室１３：３０～１５：００８月２３日（木）

・大垣市高齢者福祉計画の実績報告と進捗状況について

　日本政策金

融公庫岐阜支

店は、長期低

金利な農業関

斬応募資格／次のすべてを満たす人　①農業に関する見識を持ち、

職務を適切に行える人　②市職員でない人　③暴力団、もしくは

これらと密接な関係がない人　

斬募集人数／１人

斬活動内容／農地法などに基づく審議を行い、

合議体としての決定を行う

斬任期／任命の日～再来年の７月１９日

斬応募方法／同委員会などで配布する「推薦書」

　市が業務を委託する、し尿汲

取り・浄化槽清掃許可業者は、

８月１１日（土・祝）から１５日（水）

まで休業します。

　詳しくは、環境衛生課（緯４７

－８５７４）へ。

または「応募申込書」（市ＨＰでもダウンロード可）に、必要事項を

記入して、８月１～２８日（必着）に直接または郵送で、同委員会

（弘光舎ビル７階、〒５０３－８６０１　丸の内２－２９、緯４７－８６１４）へ

　大垣市農業委員会は、農地利用の最適化などを図るため、

農業委員を、推薦または応募により募集します。

係の融資制度により、認定農業

者の規模拡大や６次産業化、新

規就農、農業参入の取り組みな

どを応援しています。

　詳しくは、同公庫岐阜支店

（緯０５８－２６４－４８５５）へ。

し尿汲取り・浄化槽清掃
許可業者のお盆休業

ご利用ください
農業関係の融資制度

　県は、違法な森林開発の早期

発見のため、毎年８月を森林の

不適正事案解消の強化月間と

し、市町村など

と協力しなが

ら、重点的に合

同パトロールを

行います。

森林で不審な伐採、採掘、建

築物などを発見した場合は、

「森林の不適正事案１１０番」（西

濃農林事務所林業課内、緯７３－

１１１１　内線３９３）へ。

違法な森林開発は
「森林の不適正事案１１０番」へ

　建設業を営む中小企業の事業

主が、従業員の退職金を計画的

に準備できる退職金制度があり

ます。掛金の一部を国が助成し

ます。

　詳しくは、建退共岐阜県支部

（緯０５８－２７６－３７４４）へ。

建設業退職金共済制度

間中に意見書を提

出することができ

ます。

＊とき／８月１日

市は、公共下水道事業計画に

禾森ポンプ場を追加する変更案

の縦覧を行います。

　同案に意見がある場合は、期

～１４日の平日　午前８時３０分

～午後５時１５分

＊ところ／下水道課（弘光舎ビ

ル３階）

＊問合せ／同課（緯４７－８４５９）へ

公共下水道事業計画
変更案の縦覧

　日本遺族会は、戦没者の遺児

を対象に、戦没した旧戦域を訪

れ、慰霊追悼や同地域の住民と

の友好親善を図る、慰霊友好親

善事業の参加者を募集します。

　詳しくは、同会事務局（緯０３

－３２６１－５５２１）へ。

慰霊友好親善事業

農業委員を募集します鎧

下水道は衛生的で快適な生活を送るため

の公共施設です。そのため、下水道には何

を流してもいいというわけではありませ

ん。

紙おむつ・ティッシュ・生理用品などや、

台所から出る残飯・天ぷら油などは流さな

いでください。そのほか、『トイレに流せ

る』ティッシュやクリーナーなどであって

も、多量に流すと、排水管の詰まりの原因

になりますので、お控えください。

また、点検用のマンホールにごみなどを

捨てると、法律により罰せられます。

一人ひとりがルールを守り、大切な公共

財産である下水道を正しく使いましょう。

下水道課（緯４７－８７１３）へ問合せ

下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下
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　市は、県内４２市町村と協力し、ぎふチャン（岐阜放

送）のデータ放送「市町村くらしの情報」を活用した

情報発信を行っています。

　ここでは、テレビを見ながら、県内全市町村のお知

らせやイベント・観光情報などをご覧いただけます。

ぎふチャン（岐阜放送）は、８月１０日まで、「市町村くらしの情

報」内で、「じゃんけんプレゼントキャンペーン」を行っています。

じゃんけんに挑戦し、応募キーワードを獲得して、はがきまたは、

ぎふチャン公式ホームページの応募フォームからご応募ください。

抽選で「飛騨おとめ（桃詰合せ）」を１０人にプレゼントします（応

募は１世帯１応募）。

詳しくは、「市町村くらしの情報」をご覧ください。
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　大垣日大高校は、第１００回全国高等学校野球選手権

記念岐阜大会で優勝し、２年連続５回目の夏の甲子園

出場を決めました。決勝戦では、照りつける日差しの

なか、大垣商業高校とフルイニングを戦い抜き、勝利

を勝ち取りました。試合後には、応援スタンドから両

校の健闘をたたえる拍手が送られました。

　大会は、８月２日に組み合わせ抽選を行い、５日

から開幕。１７日間にわたる熱戦が阪神甲子園球場で

繰り広げられます。



〈４〉　広報おおがき　No.１８５９　平成３０年８月１日 ＜参加料などの記載のないものは、無料です＞

試験日受付期間受験資格募集種目

９／２２・２３
９／５～７

平成３１年４月１日
現在で、高校卒業
の学歴（見込み含
む）を有する２１歳
未満の人　

推薦

防衛大学校 ９／２２総合選抜

１１／３・４９／５～２８一般

１０／２７・２８
９／５～２８

医学科
防衛医科大学校

１０／２０看護学科

９/２１～２３のうち
１日

年間通じて
受付

平成３１年４月１日
現在で、１８歳以上
２７歳未満の人

男女とも自衛官候補生

　防衛省は、防衛大学校学生な

どを下表のとおり募集します。

　応募方法など詳しくは、防衛

省ＨＰをご覧いただくか、自衛

隊岐阜地方協力本部大垣地域事

務所（林町５－１８ 　光和ビル２

階、緯７３－１１５０）へ。

防衛大学校学生・
防衛医科大学校学生など

猿ホームステイ期間／１０月２７日（土）～１１

月２日（金）　＜６泊＞

猿募集家庭数／１５家庭（各家庭１人ずつ）

搬入日時・場所募集種目・作品規格　＜額装は、アクリル可、ガラス不可です＞部　門

１０月７日（日）　午前９時～午後４時

スイトピアセンター

［日本画、彫塑工芸、デザイン］

　展示室３－Ｂ前

［書、洋画、写真］

　展示室４－Ｂ前

斬日本画／２０号～１００号で額装

斬洋画／２０号～１００号（版画は１０号以上）で額装

斬書（毛筆・ 篆  刻 ）／毛筆は、縦物２４２尺（８尺）×６４尺（２．１尺）以内、縦横自由物１８２尺（６尺）×
てん こく

７９尺（２．６尺）以内。篆刻は、半切の２分の１（６８尺×３５尺）以内の縦横自由。ともに額装で、指定

用紙に釈文を記入

斬 彫  塑 工芸／立体：重量１００手以内、面積１釈以内、高さ２ｍ以内。壁面：高さ・幅いずれも２ｍ以内
ちょう そ

（壁面からつり下げができるためのヒモなどをつける）。いずれも展示の向き、配置図などを添付

斬デザイン[グラフィック・立体・イラスト（コミックイラスト含む）]／平面：A3判以上でパネル張

りまたは額装。立体：壁面に展示できるもの

斬写真／半切～全紙で、額装またはパネル張り。組写真や加工したデジタル写真は不可

一　般

１０月２９日（月）　

正午～午後６時

スイトピアセンター

展示室４－Ｂ前

斬絵画／１０号～５０号で、額装または枠装

斬書道／縦横自由、半切の２分の１（６８尺×３５尺）～ 聯  落 （１３６尺×５２尺）で、額装または軸装。指定
れん おち

用紙に釈文を記入

斬 彫  塑 工芸／立体：重量１００手以内、面積１釈以内、高さ２ｍ以内。壁面：高さ・幅いずれも２ｍ以内
ちょう そ

（壁面からつり下げができるためのヒモなどをつける）。いずれも展示の向き、配置図などを添付

斬デザイン／Ｂ３判以上でパネル張り

斬写真／半切・Ａ３ノビ～全紙でパネル張り。組写真は１組３枚以内を金具で連結

青　年

＊高校生・その
年齢に相当す
る人

［園　児］１０月２５日（木）　正午～午後６時

［小学生］１０月２２日（月）　正午～午後６時

［中学生］１０月２４日（水）　正午～午後６時

　　いずれもスイトピアセンター会議室２

斬絵画またはデザイン／四つ切画用紙。これより小さい作品は、四つ切画用紙に張り付け

斬書写／毛筆は半紙　※中学生は課題あり。硬筆（小・中学生）は学校指定の用紙

市内の学校（園）に通学（園）の場合は、必ず学校（園）を通じて出品してください。

幼 少 年

＊市内在住・在
　学・在園の３
　歳～中学生

市は、「第６８回大垣市美術展」の出品作品を募集します。応募は

１種目につき１人１点で、作品は未発表のものに限ります。

入賞作品などは、部門別に１０月中旬から１１月下旬にかけてスイ

トピアセンターで展示します。

詳しくは、大垣市文化事業団（緯８２－２３１０）へ。

市市美美術術展展出出品品作作品品をを募募集集
～ あなたの作品を待っています外～
市市美美術術展展出出品品作作品品をを募募集集

＊申込／岐阜県住宅供給公社

（今宿６－５２－１８「ワークショ

ップ２４」６階、緯４７－８１９２）へ

猿申込／８月２０日までに、同協会（緯８２－２３１１）へ

　大垣国際交流協会は、ホームステイ
受入家庭（ホストファミリー）を募集
します。
　市のフレンドリーシティであるナミ
ュール市の学生訪問団（高校生）と交
流してみませんか。

学
生
と
一
緒
に
日
本
文
化
に
触
れ
る

＊ と き ／１１月１７日（土）・１８日

（日）　午前１０時～午後３時

＊ところ／大垣駅通りバザール

テント

＊募集数／１２０テント

＊申込／８月３１日までに、大垣

観光協会で配布の申込書に必

要事項を記入のうえ、同実行

委員会（大垣観光協会内、〒

５０３－０９２３　船町２－２６－１、

胃８１－８８２８、緯７７－１５３５）へ

西美濃まるごとバザールの
出店

に
ぎ
わ
う
駅
通
り（
昨
年
）

＊応募資格／県内在住の障がい

児・者

＊募集作品／①展示用作品（１

人１点まで）　②即売用作品

（複数作品の応募可）　※いず

れも縦６０唖×横６０唖×高さ６０

唖以内

＊申込／８月１７日までに、作品

県は、９月７日（金）から９日

（日）までマーサ２１（岐阜市正木

中）で開催する「岐阜県障がい

者ふれあい福祉フェア」の展示・

即売作品を募集します。

障がい者ふれあい福祉フェア
展示・即売作品

を持参し、障がい福祉課（緯

４７－７２９８）へ

　市は、特定公

共賃貸住宅「一

之瀬住宅」＝写

真＝の入居者を

一之瀬住宅（上石津町）
の入居者

募集しています。

＊構造・間取り／鉄筋コンクリ

ート造３階建の３階、３ＬＤ

Ｋ（水洗トイレ・浴槽は完備）

＊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）が別途必要

　国税庁は、経験

者採用試験の受験

者を募集します。

＊受験資格／平成

３０年４月１日現

国税庁 経験者採用試験
（国税調査官級）の受験者

在で、大学を卒業または大学

院を修了した日のうち、もっ

とも古い日から起算して８年

を経過した人

＊申込方法／８月３日の午前９

時から８月２１日までにインタ

ーネットで申し込み

＊試験日／１次試験：９月３０日

（日）　※第３次試験まであり

＊備考／詳しくは、国税庁ＨＰ

の名古屋国税局コーナーをご

覧いただくか、名古屋国税局

人事第二課試験係（緯０５２－

ベベルルギギーー・・ナナミミュューールル市市学学生生訪訪問問団団
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９５１－３５１１　内線３４５１）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＞ 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＞

１ 任免および職員数に関する状況

２ 給与の状況

おがっきぃの妹

「おあむちゃん」

合計
（人）

看護・
保健職

薬剤師・
医療技術職

医師・
歯科医師職

技能
労務職

保育士・
幼稚園教諭

一般
行政職

区分

事由

１８９７４１２２８１０２６３９採用

１６８６０７３３１８２０３０退職

②職員の採用・退職状況（採用：Ｈ２９．４．２～Ｈ３０．４．１、退職：Ｈ２９．４．１～Ｈ３０．３．３１）

初任給区　分初任給区　分

１４４，５００円高校卒
技能労務職

１８５，８００円大学卒一　般
行政職 １４０，４００円中学卒１５１，５００円高校卒

④職員の初任給 （Ｈ３０．４．１現在）

合計８級７級６級５級４級３級２級１級区分

部長課長
参事主幹主幹主査主任主事主事補標準的な

職務内容

６９４人１５人７２人１０４人１１０人１４５人５８人１６７人２３人職員数

１００％２．２％１０．４％１５．０％１５．８％２０．９％８．３％２４．１％３．３％構成比

⑤一般行政職の級別職員数と構成比 （Ｈ３０．４．１現在）

４１，２３２千円支給実績（Ｈ２９年度普通会計決算見込）

特殊勤務
手当

３１２千円支給職員1人当たり平均支給年額

１３．０％職員全体に占める手当支給職員の割合

徴収検査手当、不快作業手当、火葬場勤務手
当、社会福祉業務手当

主な手当の名称

４７１，９３５千円支給実績（Ｈ２９年度普通会計決算見込）時間外
勤務手当 ５０４千円支給職員１人当たり平均支給年額

内　　　　　容区分

６，５００円
１人につき　１０，０００円
１人につき  　６，５００円
１人につき  　５，０００円

配偶者　　　　　　
子　　
父母など 　　
満１６歳の年度初めから満２２歳の年度末までの子

扶養手当

借家・借間居住者　家賃月額に応じ２７，０００円を限度に支給
※家賃月額１２，０００円を超える場合に限る

住居手当

交通機関等利用者　運賃額に応じ５５，０００円を限度に支給

通勤手当 自動車等利用者　距離に応じ２，９００円～３４，９００円を支給
※片道２㎞以上の使用者に限る

退職手当期末・勤勉手当

定年・勧奨
２４．５８６８７５月分
３３．２７０７５月分
４７．７０９月分
４７．７０９月分

　　　　　　自己都合
勤続２０年　１９．６６９５月分
勤続２５年　２８．０３９５月分
勤続３５年　３９．７５７５月分
最高限度額　４７．７０９月分

勤勉手当
０．９００月分
０．９００月分

　　　　　期末手当
６月期　１．２２５月分
１２月期　１．３７５月分

支
給
率

１．８０月分合計　　２．６０月分

その他の加算措置　　
　＜定年前早期退職特例加算＞　２～２０％

職制上の段階・職務の級等による
加算措置　＜役職加算＞　５～２０％

備
考

⑥職員手当の状況 （Ｈ３０．４．１現在）

期末手当給料・報酬月額等区分

６月期　　２．１２５月分
１２月期　　２．２７５月分　合計　４．４０月分

１，０５５，０００円
８７０，０００円
６８９，０００円

市　長
副市長
教育長

６月期　　２．１２５月分
１２月期　　２．２７５月分　合計　４．４０月分

６３０，０００円
５７９，０００円
５５３，０００円

議　長
副議長
議　員

　（注）１ 期末手当の額は、給料・報酬月額およびその額に２０％を乗じて得た額の合
　　　　　　　　 計額に、当該支給月数を乗じて得た額とします。

⑦特別職の報酬 （Ｈ３０．４．１現在）

一人当たり
給与費
Ｂ／Ａ

給　　与　　費職員数
Ａ

区分
計　Ｂ期末・勤勉手当職員手当給料

５，６９５千円６，６５２，３３０千円１，６３３，６５０千円８７６，０４０千円４，１４２，６４０千円１，１６８人３０年度

　（注）１ 職員手当には、退職手当を含みません。
　　　２ 給与費は、当初予算に計上された額です。

②職員給与費の状況 （普通会計予算）

（参考）
２８年度
人件費率

人件費率
B／A

人件費
B

実質収支
歳出額
A

住民基本
台帳人口
（H３０．１．１）

区分

１４．４％１５．５％８，９１２，０６２千円２，０６７，５９１千円５７，３３１，１６７千円１６１，９２６人２９年度

①人件費の状況 （普通会計決算見込）

平均年齢平均給与月額平均給料月額区　分

４１．５歳４３４，０００円３２８，８００円一般行政職

４７．７歳３４１，４００円２８７，８００円技能労務職

　（注） 平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外
　　　 勤務手当などの諸手当の額を合計したものです。

③職員の平均給料月額および平均年齢 （Ｈ３０．４．１現在）

主な増減理由
対前年

増減数

職員数（人）
部　門

Ｈ３０年Ｈ２９年

市制１００周年記念事業の実施２４４６４４４一般行政

保健業務の増、保育士の配置見直し７３９０３８３福祉関係

幼稚園教諭・調理師の配置見直し６２３５２２９教育関係

病院医療業務の充実６１，５２７１，５２１公営企業など

ー２１２，５９８２，５７７合　　計

①職員数 （各年４．１現在）

平
成
　
年
度
採
用

３１

消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消消
防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防
職職職職職職職職職職職職職職職職職職職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員員員員員員員員員員員員員員員員員員員
募募募募募募募募募募募募募募募募募募募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集集集集集集集集集集集集集集集集集集集

消
防
職
員
募
集
外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外外
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（
短
大
・
高
校
卒
程
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部で実施

猿合格発表／１０月上旬予定

猿申込・問合せ／大垣消防組合消防

本部総務課（〒５０３－０９３３　外野３

－２０－２、緯８７－１５１１）へ

猿受付場所／消防本部総務課

猿申込書／消防本部総務課・各消防

署・分署・分駐所で配布（同組合

ＨＰからダウンロード可）

猿郵便での請求／封筒に「消防職員

採用試験申込書請求」と朱書きし、

返信用封筒（角２号、１２０円切手貼

付、送付先明記）を同封して消防

本部総務課へ郵送

猿１次試験／９月１６日（日）に消防本

猿試験区分・職種／短大・高校卒程度

猿採用予定人員／２人

猿受験資格／平成８年４月２日以降

に生まれた人で、短大または高校

卒業以上の学歴（平成３１年３月卒

業見込みを含む）を有する人

猿受付期間／８月１～１５日の平日

建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建
建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建
建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建
建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建
建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建
建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建
建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建
建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建
建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建建

　職員の給与や勤務条件などの人事行政の運営状況を、次のとおり

お知らせします。詳しい内容は、市ＨＰでご覧いただけます。

　お問合せは、人事課（緯４７－８１９６）へ。

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教教教教
教教教教教教教教教教教教教教教教教教教

　大垣消防組合は平成３１年４月採用

の職員を募集します。

市
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

「
お
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き
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公公表表 市
職
員
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給
与
っ
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こ
う
な
っ
て
る
ん
だ
ね

市市職職員員のの人人事事・・給給与与市市職職員員のの人人事事・・給給与与



　ＦＣ岐阜の試合会場で、「大垣市ホームタウンデー」

が開催されます。イベント会場では、大垣のご当地グ

ルメを販売。また、この日の試合に大垣市民先着５００人

を招待する無料券「感動を共にチケット」を配布します。

　詳しくは、岐阜フットボールクラブ（緯０５８－２３１－

６８１１）へ。

ＦＦＣＣ岐岐阜阜ＶＶＳＳ 京都サン京都サンガガＦ.Ｃ.Ｆ.Ｃ.

長良川競技長良川競技場場（岐阜市）（岐阜市）１８：００ 開始

８８１１１１／／ 土・祝

「感動を共にチケット（ともチケ）」申込・受取方法

昨年のホームタウンデーの様子

夢
パ
ス

ともチケ申込

夢パス案内

小
学
生
は
無
料

　ＦＣ岐阜ＨＰから、必要事項を記入の

うえ、申し込みください。ともチケは、

当日会場にある「ともチケブース」で本

人確認のうえ、お渡しします。

　夢パスとは、岐阜県内の小学生の皆さんが、ＦＣ岐阜

ホーム戦全試合を無料で観戦できる「夢の

パスポート」です。夢パスは、当日会場に

ある「夢パス受付ブース」で申し込みくだ

さい。詳しくは、ＦＣ岐阜ＨＰへ。

受講料定員会　場日 程　　＜対象者＞講座番号

【パソコン講座】業務自動化のためのエクセル２０１６マクロ・VBA（初級）　＜エクセル初級程度の知識がある人＞

（１３，１００円）７，３００円６人職業訓練センター１３：００～１７：３０土９／８～２９　　　＜全４回＞１３

【パソコン講座】基礎から学ぶＪｗ＿ｃａｄ（土木編）　＜文字入力・マウス操作ができる人＞

（２１，１００円）１２，６００円６人職業訓練センター１８：３０～２１：３０月・木９／１０～１０／２２　＜全１０回＞６

【パソコン講座】これからはじめるイラストレーターＣＳ６　＜文字入力・マウス操作ができる人＞

（９，１００円）６，５００円８人情報工房９：００～１２：００日９／２～９／２３　＜全４回＞２１

※受講料は、中小企業勤務、または４５歳以上の再就職希望者の金額で、その他の人は（　）の金額です。

月日・電話番号・職業・勤務

先・雇用保険加入の有無を記

入し、大垣地域職業訓練セン

ター（〒５０３－０９６３ 西大外羽

１－２２６－１、緯・胃８９－４９７６）

へ　※同センターＨＰから申

＊申込／開始１週間前（必着）ま

でに、往復はがきに講座名・

講座番号・住所・氏名・生年

パソコン講座
職業訓練センター

込可

＊備考／いずれ

の講座も先着

順。最少開講

人数に満たない講座は中止。

テキスト代は実費

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／８月２２日の午後３時までに、情報

工房（緯７５－７０００）へ　※同工房ＨＰか

ら申込可

葛備考／８月２４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

９９月月
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

３，０００円１２人９：００～１２：００金９／１４・２１・２８シニアはじめてタブレット講座（基礎編）碓セ 

３，７００円１０人９：００～１２：００火９／４・１１シニアはじめてタブレット講座（アプリ編）碓ソ 

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９／５・１２・１９・２６はじめてパソコン＆文書作成Ｗｏｒｄ２０１６碓タ 

３，０００円１２人９：００～１２：００木９／１３・２０・２７はじめて表計算Ｅｘｃｅｌ２０１６碓チ 

もっと詳しく知りたい人向け

３，７００円１０人１３：３０～１６：３０火９／４・１１【新規】ステップアップ外Ｗｏｒｄ２０１６（ちらし作成編）碓ツ 

３，７００円１０人１３：３０～１６：３０金９／７・１４ステップアップ外Ｅｘｃｅｌ２０１６（関数編）碓テ 

１，８５０円１０人１３：３０～１６：３０金９／２８大人のためのロボットプログラミング碓ト 

１，８５０円１０人１３：３０～１６：３０木９／１３【新規】スマホで簡単外メルカリを始めよう碓ナ 

※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。

＊対象／発達につまずきのある

小中学生の子をもつ親や、学

習会に関心のある人

＊とき／９月２０日（木）　午前１０

時～１１時３０分

＊ところ／奥の細道むすびの地

もっと知りたい
発達支援学習会

記念館２階多目的室２

＊内容／岐阜聖徳学園大学教授

の安田和夫さんによる、思春

期の過ごし方、自己肯定感の

育み方、二次障害の予防など

に関する講話、座談会

＊定員／３０人（先着順）

＊申込／８月１日から、障がい

福祉課（緯４７－７２９１）へ

＊とき／８月３１日（金）　午後１

時３０分～３時

＊ところ／情報工房スインクホ

ール

＊内容／中部学院大学の北川博

司教授による「生きるを支え

る～みんなが地域のゲートキ

ーパー～」と題した講演

＊定員／１００人（先着順）

＊申込／８月１７日までに、大垣

市保健センター（緯７５－２３２２）へ

自殺予防対策研修会

支援者のための相談レベルアップ研修会

上級救命講習会

＊とき／９月９日（日）　午前９

時～午後５時

＊ところ／大垣消防組合消防本

部

＊内容／心肺蘇生法、ＡＥＤの

取り扱い、窒息の手当、止血

法などの講義と実技講習

＊申込／８月９日～９月６日に

氏名・生年月日・性別・電話

番号を同組合北消防署（緯・

胃７３－２１７６、ｅ－ｍａｉｌ：ｋｉｔａ＠

ｏｇａｋｉ－ｓｙｏｕｂｏｕ．ｏｒ．ｊｐ）へ

Ｆ
Ｃ岐

阜

大
垣
市

　
ホ
ー
ム
タ
ウ
ン
デ
ー

〈６〉　広報おおがき　No.１８５９　平成３０年８月１日 ＜参加料などの記載のないものは、無料です＞

ＡＥＤの実技講習

≪小学生の部≫　噛最優秀賞＝則武愛良（小野小６）　噛会長賞＝宗宮脩

太（東小５）　噛優秀賞＝影山莉乃（西小６）、中村亜央依（東小５）、安

節水啓発ポスタ節水啓発ポスターー
入賞作品　　　　　　入賞作品展展

小学生の部・最優秀賞
則武愛良さんの作品

藤千聡（中川小４）、白井

耀太（宇留生小４）、保田

唯衣（北小４）

≪中学生の部≫　噛最優秀

賞＝野原梨沙（北中３）、

噛会長賞＝黒岩天音（南

中２）、噛優秀賞＝新海

光洋（南中３）、安田依津

希（南中３）、名和恵美か

（南中３）、北川奈 （々南

中３）、森島優成（北中

３）
中学生の部・最優秀賞
野原梨沙さんの作品

　市は、「水の週間」（８月１～７日）の期間中、節水啓発ポスター

の入賞作品を市役所１階ロビーで展示します。

　入賞者の皆さんは、次のとおり＝敬称略＝。



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＞

葛対象／小・中学生　※小学３年生以下は保護者同伴

葛ところ／スイトピアセンター実験室・工作室

講座名・内容と　き

【化石のでき方を知り、化石レプリカをつくろう】
シリコン樹脂の型と石こうを使い、アンモナイトや三葉虫などの
化石レプリカをつくる

８／５（日）
１０：００～１１：１５

【水蒸気を利用してポンポン船を走らせて遊ぼう】
缶詰のかんやアルミパイプを利用して、ジェット船のように水蒸
気の力で動くポンポン船をつくり、走らせる

８／１２（日）
１０：００～１１：１５

【オリジナル顕微鏡でミクロの世界をのぞいてみよう】
１５０倍のオリジナル顕微鏡をつくって、ミクロの世界をのぞく

８／１９（日）
１０：００～１１：１５

【錯覚を呼び起こす不思議なこまをつくって回そう】
色が現れたり、消えたりして模様が変化する不思議なこまをつくる

８／２６（日）
１０：００～１１：１５

スイトピスイトピアア
センタ　　センターー おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおもももももももももももももももももももももしししししししししししししししししししししろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろ科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教おもしろ科学教室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室

＊とき／８月１８日（土）

午後２時～４時

＊ところ／スイトピア

センター音楽堂

＊内容／西濃地域の少

年少女合唱団が一堂に会して

交流する合唱ステージ

文化フェスティバル

西濃ジュニアコーラスフェスティバル

＊問合せ／文化振興課（緯４７－

　８０６７）へ

＊とき／８月２５日（土）　午前１０

時～正午

＊ところ／公設地方卸売市場

＊内容／地場野菜や桃、デラウ

ちいさな土曜市

＊とき／８月１２日（日）　午前９

時～１０時３０分　※売り切れ次

新鮮野菜即売会

第終了

＊ところ／大垣城ホールロビー

＊内容／大垣市農業生活改善グ

ループ連絡協議会の会員らが

作った新鮮野菜、供花、十万

石豆みそなどの販売

＊問合せ／農林課（緯４７－８６２４）へ

ェア、巨峰などの販売、特大

有頭えびの１００円売り、しら

す干しの枡特盛り販売など

＊問合せ／同市場（緯８９－５１３１）

へ
新
鮮
な
地
場
野
菜
の
販
売

＊とき／９月２２日（土）　午後２

時～４時

＊ところ／大垣市医師会准看護

学校（新田町）

＊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

大垣市医師会准看護学校
第２回オープンキャンパス

＊とき／８月２５日（土）　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／岐阜県内での就職・転

職を考えている人

＊とき／８月１７日（金）　午後１

時～４時

＊ところ／じゅうろくプラザ

（岐阜市橋本町）

＊内容／県内のものづくり企業

や積極的に採用を考えている

企業が集まる合同企業説明会

＊問合せ／県総合人材チャレン

ジンチャレ！
「合同企業説明会」

＊とき／８月１８日（土）、９月９

日（日）　午前１０時～午後３時

＊ところ／岐阜経済大学

＊内容／在学生によるトークシ

ョー、模擬授業、学部学科紹

介、保護者対象説明会、大学

岐阜経済大学
夏のオープンキャンパス

見学、個別相談など

＊問合せ／同校（緯０１２０－７７－

３５１４）へ

ジ セン ター（緯０５８－２７８－

１１４９）へ

葛定員／各２４人（先着順）

葛参加料／各５００円（材料費）

葛申込／８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 化石レプリカ

斬とき／１０月１４日（日）　午後２

時～３時１５分

斬ところ／スイトピアセンター

コスモドーム

斬内容／オーロラメッセンジャ

ーでオーロラ写真家の中垣哲

也さんによるオーロラ映像の

ススイイトトピピアア ワワンンココイインンココンンササーートト

猿とき／９月３０日（日）　午後２時～３

時

猿ところ／スイトピアセンター音楽堂

猿内容／津軽三味線奏者の稲垣淳也さ

ｖｏｌ．２

猿入場料（全自由席）／５００円

猿入場券／８月１０日の午前１０時から、

大垣市文化事業団HPやスイトピア

センター事務室、市民会館で販売

猿問合せ／同事業団（緯８２－２３１０）へ

ん＝写真右上＝と佐久間翔太さん＝写真左下＝によるジ

ョイントコンサート

三
味
線
ま
ん
ぷ
く
祭

三
味
線
ま
ん
ぷ
く
祭
りり

猿対象／２～５歳の子と保護者

猿とき／１０月１４日（日）、１月１２日（土）、

３月１７日（日）　いずれも午前１０時～１１時３０分

猿内容／体を使ったふれあい遊び＝写真＝や新聞紙など身近なもの

を使ったコミュニケーション遊びを楽しむ

猿参加料／１回につき１組５００円　※全３回参加の場合、１組１，０００円

猿申込／８月１０日から、大垣市文化事業団ＨＰまたは同事業団（緯８４

－２３１０）へ

““親親子子ででななりりききりり遊遊びび””
ワークショッワークショッププ

「おおがき芭蕉楽市」に、すべり台付きの特設プール
が登場外お子さん向けイベントもたくさんご用意して
いますので、ぜひお越しください。
詳しくは、大垣観光協会（緯７７－１５３５）へ。

噛とき・ところ／【８月４日（土）】

奥の細道むすびの地記念館イベ

ント広場　【５日（日）】元気ハツラ

ツ市会場内（大垣駅通り）　い

ずれも午前１０時～午後３時　※

少雨決行

噛内容／観光交流物産展、特設プ

ール、グルメコーナーなど
特設プール

お
お
が

お
お
が
きき芭

蕉
楽

　
　
　
芭
蕉
楽
市市

上映と講話。リアルに再現さ

れたオーロラがプラネタリウ

ムのドームに映し出されます

斬入場料（全自由席）／５００円

斬入場券販売／８月１０日の午前

１０時から、大垣市文化事業団

ＨＰやスイトピアセンター事

務室、市民会館で販売

斬問合せ／同事業団（緯８２－

２３１０）へ

オオーーロロララ全全天天上上映映・・
トトーーククラライイブブ



〈８〉　広報おおがき　No.１８５９　平成３０年８月１日 ＜参加料などの記載のないものは、無料です＞

かかかかかかかかかかががががががががががややややややややややかがやきききききききききききラララララララララライイイイイイイイイイフフフフフフフフフフライフだだだだだだだだだだよよよよよよよよよよりりりりりりりりりりだより ～～～～～～～～～～～一一一一一一一一一一人人人人人人人人人人ひひひひひひひひひひととととととととととりりりりりりりりりり一人ひとりががががががががががが輝輝輝輝輝輝輝輝輝輝くくくくくくくくくく輝く　協協協協協協協協協協働働働働働働働働働働ののののののののののままままままままままちちちちちちちちちちづづづづづづづづづづくくくくくくくくくく協働のまちづくりりりりりりりりりりり～～～～～～～～～～～

　生涯学習や市民活動のきっかけづく

り、成果発表の場として開催している

「街のアーティストフェスタ」。今年度

２回目となる今回は、かがやき成人学

校の各種講座で学ばれた皆さんの発表

作品展示ステージ発表

８/２５（土）　１０：００～２０：００
８/２６（日）　１０：００～１６：００

８/２５（土）　１３：３０～１５：００
８/２６（日）　１３：３０～１６：００

とき

多目的交流イベントハウス１階　展示室ところ

スケッチ、パステルアート、編
物、パッチワーク、クラフトバ
ンド、スクラップブッキング、
クレイクラフト、算数、俳句

三味線、リコーダー、バン
ド演奏、合唱、フラダン
ス、手品、スピーチ

内容

リコーダーの披露（過去の様子）

会を行います。

　ぜひ、お気軽にご来場ください。

汽申込／８月１～１４日に、市民活動推進課（緯４７－７１８４）へ　※市

ＨＰ「申込み・アンケート」から申込可

材料費
定員

（先着順）
ところ（スイト
ピアセンター）

と　き講座名

－２０人音楽練習室２
１０：００～
　１２：００

８／１７
（金）

津軽三味線を体験しよ
う

－２０人
かがやき活動室
６－１

９：３０～
　１１：００

楽しく弾ける大正琴

－２０人音楽練習室２
１３：３０～
　１４：３０

日本のうた・世界のう
た

－３０人
かがやき活動室
６－１

１３：３０～
　１５：００

大人のための楽しいウ
クレレ体験

－２０人
かがやき活動室
６－３

１３：３０～
　１５：３０

身近な折り紙～菊のく
す玉作り～

８００円２０人創作実習室３
１３：３０～
　１５：００

グラスアート～ガラス
コースター作り～

１，２００円１５人
かがやき活動室
６－１

１０：００～
　１２：００８／１８

（土）

和を楽しむ～淡路結び
のブローチ作り～

３００円３０人創作実習室３
１０：００～
　１１：３０

誰でもできる不思議な
手品

　市は、地域課題を市民目線の新た

な発想と手法で解決するため、市民

活動団体と協働で行う事業の企画提

案を募集します。

建応募資格／市に登録している市民

活動団体で、市内で１年以上の活

動実績があるなどの要件を満たす

団体

「「かかががややきき市市民民手手づづくくりり協協働働事事業業」」のの企企画画提提案案をを募募集集鎧鎧

あなたの手あなたの手でで“魅力”あ“魅力”あるる

地域づくりをしませんか　地域づくりをしませんか？？
提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案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

かがやき市民手づくり協働事業
「杭瀬川河川敷有効利活用プロ
ジェクト」

建募集内容／市内で実施し、市民活動団体と市が協働で実施するこ

とで、相乗効果が期待できる事業の企画・運営

建事業の実施期間／委託契約後～平成３１年２月２８日

建委託金額／１事業あたり上限５０万円

建事前相談・申込／市民活動推進課で事前相談（要予約・相談期間

は８月１～２４日）のうえ、８月３１日までに、申請書（市ＨＰから

ダウンロード可）に必要事項を記入し、同課（緯４７－７１６９）へ

噛対象／西濃地域の各種団体や学校など

噛貸出内容／【視聴覚機器】スクリーン、プロジェク

ター、ＤＶＤプレーヤーなど　【視聴覚教材】防災、

環境、人権、アニメなどの分野のＤＶＤやビデオ（１

回につき３本まで）　

※貸出期間は８日以内

噛申込・貸出／午前９時

～午後９時に、情報工

房１階管理事務室（緯

７５－７０００）へ

　市は、市民講師と受講生でつく

り上げる「かがやき成人学校」の

体験講座として、下表のとおり８

講座の受講生を募集します。平成

３０年度後期かがやき成人学校の講

座をプチ体験してみませんか。

貸出品の一部

噛対象／［個人・団体の部］市内在住・在勤の個人、市

内で活動する団体で、次のいずれかに該当する個

人・団体

　①女性の人権尊重や性別役割分担意識の解消、男女

共同参画の推進に積極的に取り組んでいる　②女性

の進出が少ない分野や、まちづくり、起業などにお

いてチャレンジしている　③地域社会において公益

的な活動を行い、男女共同参画の推進に貢献してい

る

　［事業者の部］市内に事業所があり、女性の登用や

仕事と家庭の両立支援のための環境整備など、女性

の社会参画の促進に積極的に貢

献している事業者

噛応募方法／１０月３１日（必着）まで

に、男女共同参画推進室で配布

の応募用紙（市ＨＰからダウン

ロード可）に必要事項を記入し、

同推進室（〒５０３－０９１１　室本町

５－５１、緯４７－８５４９）へ

～
候
補
者
を
募
集
～

男男
とと
女女
のの
かか
がが
やや
きき
まま
ちち
づづ
くく
りり
表表
彰彰

ひ
と

ひ
と

大垣地区視聴覚教育協議会は、各種団体や学校など

へ、スクリーン、プロジェクター、ＤＶＤプレーヤー

などの視聴覚機器や、ＤＶＤ、ビデオなどの視聴覚教

材の無料貸し出しをしています。

無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無
料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料

Ｄ
Ⅴ
Ｄ
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
な

Ｄ
Ⅴ
Ｄ
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
な
どど

ででででででででででででででででででででで
レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ
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

で
レ
ン
タ
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル

　市は、「男と女のかがやき　まちづくり表彰」の候補者

を募集します。自薦・他薦は問いませんので、ぜひご

応募ください。

のの街 アアーーテティィスストトフフェェススタタ

まちづくり市民活動支援センター（緯７５－０３９４）問合せ

受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受受講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講受講生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
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 かがやき体験講座

大
正
琴
を
演
奏
す
る
受
講

生（
昨
年
の
様
子
）



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＞

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

葛東海ラジオ「マイタウン情報」２日／１５：２５～

【水都まつり】

葛ぎふチャンラジオ「大垣市の時間」毎週木曜／９：４０～

２日／水都まつり　９日／大垣のひまわり畑　１６日／か

がやき成人学校受講生を募集　２３日／災害に強いまちを

目指して　３０日／市民提案事業のお知らせ

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～

【夏は涼しく楽しもう♪～スイトピア

センター～】

　再オープンした図書館をはじめ、

さまざまな催しが開催される文化会

８
Ａｕｇ

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

館や学習館が集まっているスイトピアセンター。暑い夏でも楽し

める施設やイベントが充実している同施設を紹介する。

再
オ
ー
プ
ン
し
た

図
書
館
で
楽
し
む
親
子

＊ところ・とき／①中川ふれあ

おもちゃ病院「おおがき」

いセンター：毎月第２火曜日

②福祉会館：毎月第２土曜日

③南部子育て支援センター：

毎月第３金曜日　いずれも午

前１０時～正午

＊内容／壊れた

おもちゃの無

料修理

＊問合せ／おも

＊とき／８月２６日

（日）　午後１時

～４時（開場：

午後０時３０分）

てるてる座　輝きライブ

＊ところ／中川ふれあいセンタ

ー３階ホール

＊内容／津軽すこっぷ三味線の

演奏やフラダンス、聖はじめ

さんによる歌謡コンサート

＊問合せ／てるてる座の菊川さ

＊とき／８月２５日（土）　午後２

時～４時

＊ところ／どろんこ子どもクラ

ブ活動室２階（新田町１－７）

※市民会館の東にある建物

＊とき／８月８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

＊ところ／スイトピアセンター

かがやき活動室６－２

＊内容／「木曽川の流れと地名」

をテーマとした講座など、地

域の歴史や文化、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

＊とき／８月４日（土）　午後７

時４０分～９時２０分

＊ところ／水都まつり会場内

（大垣駅通り・ヤナゲン本店前

ステージ）

＊内容／ミュージシャンによる

野外ライブ

＊問合せ／大垣ライオンズクラ

ブ　（緯７５－３３２２）へ

サマーナイト音楽祭ｉｎ水都まつり

＊とき／８月２５日（土）・２６日（日）

①午前１０時３０分～　②午後１

時３０分～　※２６日は①のみ

＊ところ／綾里地区センター

＊内容／胎内記憶に関するドキ

ところと　き対　象

和合地区センター
１０：００～

８／１７（金）
３か月～１歳の子と保護者

１１：００～２～３歳の子と保護者

三城地区センター
１０：００～

８／１９（日）
３か月～３歳の子と保護者

１１：００～園児と保護者

＊とき・ところ／下表のとおり

＊内容／ネイティブ英語でリト

ミックを楽しむ

＊参加料／子ども

１人５００円
英語リトミックパーティー

＊とき／８月７日（火）　午後３

大垣市倫理法人会講演会

時～４時３０分（開場：午後２

時３０分）

＊ところ／ソフトピアジャパン

センタービル３階ソピアホー

ル

＊内容／北里大学特別栄誉教授

の大村智さんによる「私の半

生記」と題した講演　※要整

理券

＊定員／７００人（先着順）

＊対象／一般および高校生

＊とき／９月１日（土）　午前１１

時～午後４時

＊ところ／愛知県産業労働セン

ター７階（名古屋市中村区名

駅）

＊内容／私立大

学通信教育協

会に加盟して

いる全国の私

＊申込／音楽のお

もちゃ箱の佐藤

さん（緯０９０－９９１２－６７３０）へ

＊とき／８月２９日（水）　午前９

時３０分～１１時３０分

＊

ところ／奥の細道むすびの地

記念館２階多目的室１

＊内容／弁護士による、相続・

遺言に関する法律講座と相談

会（相談会は要予約）

＊問合せ／弁護士法人ぎふコラ

ボ西濃法律事務所（緯８１－

５１０５）へ

相続法律講座・相談会

ュメンタリー映画「かみさま

とのやくそく」の上映

＊入場料／１，０００円（保護者同

伴で子ども無料）

＊問合せ／ママサークルの竹中

さん（緯０８０－５１５５－０２９１）へ

「かみさまとのやくそく」上映会

＊参加料／１，５００円

＊問合せ／大垣市倫理法人会事

務局（緯８２－４１０７）へ

ん（緯０９０－１９８１－９８８８）へ

＊対象／未就学児と祖父母

孫育てサロン

＊とき／８月２３日（木）　午前１０

時～正午

＊ところ／イオンモール大垣２

階コミュニティホール（外野）

＊内容／孫と一緒にサロンでく

＊対象／子育て中の親

＊とき／８月１８日（土）　午前１０

時～正午（受付：午前９時３０

分～）

＊ところ／中川地区センター

＊内容／大垣女子短期大学幼児

教育学科教授の松村齋さんに

よる子育てに関する講演や座

談会、リトミックなど

＊備考／託児あり（要予約）

＊問合せ／ふるさとから教育を

語る会（わかたけ保育園内、

緯７３－２５３０）へ

親力アップ講座

親子で楽しむ理科実験工作教室

大学通信教育合同入学説明会

つろぐ

＊定員／１０組（先着順）

＊内容／冷凍庫が無

くても氷と塩を使

って、簡単にでき

るアイスクリーム

の作り方を学ぶ

＊定員／２０人（先着順）

＊参加料／１００円

＊申込／８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

ちゃ病院「おおがき」の小澤

さん（緯０９０－８６７１－１１１７）へ

－３８７０）へ

立大学などによる、大学通信

教育に関する合同入学説明会

＊問合せ／同協会（緯０３－３８１８

＊とき／８月１９日（日）　午後１

時３０分～（開場：午後１時）

＊ところ／中川ふれあいセンタ

ー３階ホール

＊演目／「お菊の皿」など

＊入場料／１，０００円

＊申込・問合せ／大垣落語の会

の高橋さん（緯０９０－６０９８－

８６９２）へ

五街道雲助の落語を聴く会

＊申込／８月１６日

から、ＮＰＯ法

人くすくす（緯

７７－３８１８）へ



〈１０〉　広報おおがき　No.１８５９　平成３０年８月１日 ＜参加料などの記載のないものは、無料です＞
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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

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

８／２８（火）      　＜受付＞１３：００～１３：３０１日～１０日生まれの子平
成
　
年
４
月

３０４か月児
健康診査

子
ど
も

８／２９（水）      　＜受付＞１３：００～１３：３０１１日～２０日生まれの子

８／３０（木）      　＜受付＞１３：００～１３：３０２１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
※約２時間半かかります

保健センター

８／２１（火）    　  ＜受付＞１２：４５～１３：１５１日～１０日生まれの子平
成
　
年
７
月

２７３歳児
健康診査

８／２２（水）      　＜受付＞１２：４５～１３：１５１１日～２０日生まれの子

８／２３（木）     　 ＜受付＞１２：４５～１３：１５２１日～３１日生まれの子

８／２～５００円
内科・歯科健診、血液検査
など

保健センター
８／３１（金）・９／１（土）
＜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

８／６
～１６

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

９／７（金）　　   ＜受付＞１８：００～１９：００

４０歳以上の人大腸がん検診

９／１１（火）・２０（木）・２７（木）　　　　
　　　  　　　　  ＜受付＞９：００～１０：３０

川並地区センター９／６（木）     　  ＜受付＞９：００～１０：００

宇留生地区センター９／１０（月）     　  ＜受付＞９：００～１０：００

８／６～５００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９／９（日）　　   ＜受付＞１３：３０～１４：３０

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

８／６～

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、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

市民病院１病
棟地下

９／６（木）・１０（月）・１９（水）・２１（金）・
２６（水）  　　　　＜受付＞１３：００、１３：３０

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
８／９～

徳洲会病院４
階乳腺外来

９／４（火）・６(木）・1１（火）・１３（木）・
１８（火）・２０（木）・２５（火）・２７（木） 
               　　   ＜受付＞１３：３０、１４：００

８／２０～
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、１０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。

襖横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横

　次の皆さんからご寄付（平成

３０年１～４月）をいただきまし

た。ありがとうございました＝

敬称略＝。

[交通事故防止のため]

△

珂みずほファイナンシャルグ

ループ、損害保険ジャパン日本

興亜珂、明治安田生命保険相互

会社、第一生命保険珂　黄色い

ワッペン（交通事故損害保険付

き） １，７２１枚

[交通安全啓発のため]

△

大垣水都ライオンズクラブ　

交通安全旗（旗のみ）２３０枚

[地域社会緑化事業のため]

△

大垣ロータリークラブ　樹木

ウメ２本

[生活環境の緑化向上を図る啓

蒙活動のため]

△

（公財）だいしんグリーン財団

花の苗１，１４８株、培養土１７８袋、

プランター１３８個、その他資機

材一式

[環境保全に関する事業のため]

△

株式会社カネスエ商事　

２，０００円　

△

カネスエ昼飯店　

２万円　

△

カネスエ昼飯店従業

員一同　２，０００円

[社会福祉事業充実のため]

△

西濃社会福祉事業協力会　２０

万円　

△

大垣友の会　１万円

[障がい福祉事業充実のため]

△

珂岐阜放送　車いす１台　

△

牛屋信雄　１００万円

[福祉の充実のため]

△

珂ホンダ四輪販売丸順　幼

児・児童図書（絵本・コミック）

４８冊、玩具２２品

[歴史遺産の保護のため]

△

清水暘子　民俗資料２９０点、

古文書２５２点

[歴史民俗資料館の展示・収蔵資

料の充実のため]

△

美濃民俗文化の会　民俗資料

１２６点

[市の美術品充実のため]

△

泓泰巖　洋画「巣立ち」１点

[文化振興の充実のため]

△

大垣フォーラムホテル合唱の

集い　１５万５，５１５円　

△

大垣吉

祥会　３万円

[文化財施設充実のため]

△

清水暘子　電子カーペット２枚

[大垣公園施設充実のため]

△

大垣城ライオンズクラブ　園

内灯３基



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＞

＊対象／妊娠５～７か月の妊婦

＊とき／８月２４日（金）　午前９

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

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／大垣市の子

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／８月３日から、同セン

＊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

＊対象／乳幼児を持つ保護者

＊とき／①８月２８日（火）　午前

９時～１１時　②８月２８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

＊内容／育児や発育などの相談

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

ター（緯７５－２３２２）へ

保健センターの教室など

　市は、健康ボランティア「食生活改善推進員（ヘル

スメイト）」養成講座の受講者を募集します。

噛対象／受講修了後、地域の食生活改善推進員とし

て活躍できる人

噛とき／９月２７日（木）、１０月１６日（火）・３０日（火）、

１１月１３日（火）・２７日（火）　＜全５回＞　いずれも午前

９時～正午

噛ところ／大垣市保健センター

噛内容／＜講義＞食生活・運動について、生活習慣病

の基礎知識、食生活改善推進員の役割など

　　＜調理実習＞メタボリックシンドローム予防食、減

塩食、貧血予防食など

「
食
」で
地
域
の
健
康
を
サ
ポ
ー
ト
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噛受講料／１，５４０円（実習材料費を含む）

噛定員／２０人（先着順）

噛申込／８月１日～９月７日に、同センタ

ー（緯７５－２３２２）へ

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、１３：３０～１６：００８／９（木）

イオンタウン大垣（三塚町）９：００～１６：００８／２６（日）

鴨対象／男性は１７～６９歳、女性は１８～６９歳

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）

葛認知症予防（脳トレ）

噛とき／８月９日（木）　午後１

時３０分～２時３０分

噛ところ／パサーダ地域交流ス

ペース

噛問合せ／同施設（緯７８－２９８４）

へ

葛転ばない身体づくりパート英

噛とき／８月２３日（木）　午後１

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予予予予予予予予予予予予予予予予予防防防防防防防防防防防防防防防防防教教教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室室室
時３０分～３時

噛ところ／お勝山ふれあいセン

ター

噛問合せ／お勝山在宅介護支援

センター（緯７１－２２５２）へ

葛若返り体操①（自力整体）

噛とき／８月２９日（水）　午後１

時３０分～３時

噛ところ／中川ふれあいセンター

噛問合せ／中川在宅介護支援セ

ンター（緯８２－８８５０）へ

鴬横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横

電話所在地医療機関名

７５－５０７８
７４－７０６５

南若森町３２８市川外科（要予約）

７７－６１１０林町６－８５－１大垣徳洲会病院（要予約）

９１－３３３１荒尾町５８金森病院（要予約）

７３－５１１１今宿３－３４－１クリニックママ

８２－１１５５高砂町１－３１児玉レディスクリニック

７４－５５５０大井２－３８－３ハットリレディスクリニック

７５－１２１１花園町４－１０－１真鍋医院

７４－１８８８河間町１－１３もりレディースクラブクリニック

７５－５６８８俵町１３３山岸マタニティクリニック

噛対象／市内に住民登録がある２０歳以上の女性

噛受診方法／運転免許証や健康保険証などの身分証

明書を持って直接、一覧の医療機関へ

噛受診料／頸部のみ５００円、頸部および体部１，０００円

※体部は問診の結果、出血などがあり医師が必要

と認めた人のみ受診

噛問合せ／大垣市保健センター（緯７５－２３２２）へ

　市は、今年度分の子宮がん検診を平成３１年２月末

まで行っています。がんの初期は、自覚症状がほと

んどないため、検診での早期発見が大切です。まだ

受診していない人は、この機会に受診しましょう。

[大垣市柿の木荘へ]

△

太平洋工業労働組合　福祉車

両１台

[青墓幼保園へ]

△

珂ヤナギ園芸　花の苗９００株

△

青墓幼保園ＰＴＡひまわり会

絵本２２冊

[北幼保園へ]

△

北幼保園はなみずきの会　Ｓ

Ｄカード１５枚、カードケース１

個、カラープリンター１台

[赤坂幼保園へ]

△

赤坂老人クラブ連合会　菓子

詰め合わせ２２１人分　

△

フラワ

ーショップ花勘　フラワーアレ

ンジメント３個、菓子　

△

赤坂

幼保園ＰＴＡ陽だまり会　絵本

３冊

[三城保育園へ]

△

三城保育園保護者会　プリン

ター１台、デジタルカメラ１台

[南保育園へ]

△

南保育園保護者会　業務用ク

リーナー１台、絵本６冊

[ゆりかご保育園へ]

△

ゆりかご保育園保護者会　げ

た箱２台

[丸の内保育園へ]

△

丸の内保育園保護者会　デジ

タルカメラ２台、ＳＤカード７

枚、ＳＤカードケース１個

[牧田保育園へ]

△

牧田まちづくり協議会　積み

木２７セット　

△

牧田保育園保護

者会　壁面式屋外時計１個

[西保育園へ]

△

西保育園保護者会　電波時計

５個、デジタルカメラ１台

[墨俣保育園へ]

△

墨俣保育園保護者会　デジタ

ルカメラ２台

[すもと保育園へ]

△

すもと保育園保護者会　ラジ

オカセットレコーダー２台　

△

増田美華　滑り台１台、三輪車

１台

[安井保育園へ]

△

安井保育園保護者会　デジタ

ルカメラ１台

[中川幼稚園へ]

△

加納彰　名前入り和凧３３枚

[市内の小・中学校へ]

△

サンローラン　２０万円

[小野小学校へ]

△

清水保雄　１００万円

[西小学校へ]

△

太平洋精工珂　1００万円

[西部中学校へ]

△

太平洋精工珂　1００万円

　　　汽　　汽　　汽

街頭献血街頭献血にに
ご協力　 ご協力をを

噛とき／８月２３日（木）　午後４時～５時

噛ところ／大垣市民病院３病棟２階デイルーム

噛内容／同病院緩和ケアセンターの職員による「『緩和

ケアって』なぁに？」と題した講話

噛備考／駐車場は、病院南駐車場をご利用ください。

駐車券と引き換えに無料駐車券をお渡しします

噛問合せ／同病院よろず相談・地域連携課（緯８１－３３４１

内線６１８０）へ

市市民民病病院院 よよろろずず相相談談市市民民講講座座
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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。

　市マスコットキャラクター「おがっきぃ」

と「おあむちゃん」が「ゆるキャラ○Ｒ グラ

ンプリ」にエントリー外８月１日から１１月

９日まで、１日１票投票できますので、皆

さんの応援をよろしくお願いします。

　大垣観光協会は、奥の細道むすびの地記念館

の入館者が、まもなく１５０万人に達するのを記

念し、「達成日予想クイズ」を開催します。正解

者には、抽選で１０人に、市の特産品をプレゼン

トします。

噛応募期間／８月１日から１５０万人達成の前日

まで

噛応募方法／同館で配布の応募

用紙に必要事項を記入し、館

内受付の応募箱へ　※１人に

つき１枚まで

噛問合せ／同協会（緯７７－１５３５）

へ平成３０年３月２４日には１４０万人を達成

奥
の
細

奥
の
細
道道

む
す
び
の
地
記
念

　
む
す
び
の
地
記
念
館館

入
館
入
館
者者

万
人
万
人

１１５５００

達
成
ク
イ

達
成
ク
イ
ズズ

況とき／９月２３日（日）　午後

２時～（開場：午後１時～）

況ところ／市民会館大ホール

況内容／浜松の航空自衛隊中

部航空音楽隊による演奏会

※自由席で要整理券、抽選

況申込／８月１日～３１日（必

着）で、往復はがき（１通

航空自衛隊
中部航空音楽隊演奏会

で２人まで）に代表者の住

所・氏名・電話番号、同伴者

の氏名、市制１００周年お祝い

メッセージを記入し、市制

１００周年記念事業実行委員会

事務局（同事業推進室、〒

５０３－８６０１　丸の内２－２９、緯

４７－８５４７）へ

１８０茜以下）※小学生以下は保

護者の同乗が必要。４歳未満は

乗船できません

噛乗船料／１艘２，０００円

噛申込／８月１日午前８時３０分か

ら、大垣観光協会ＨＰまたは、

電話（緯７７－１５３５）で申込

噛運行日／１０月６日～１１月２５日の土・日・祝日

※雨天などにより運休する場合があります

噛乗船時間／下表のとおり

噛所要時間／

約３０分

噛定員／１艘   
そう

につき３人

まで（体重

の 合 計 が

水
の
都
お
お
が
き

た
ら
い
舟 １１：４０～③１０：２０～②９：００～①

１５：４０～⑥１４：２０～⑤１３：００～④

　大垣観光協会は、秋の水門川を“たらい”で

のんびりと下る「水の都おおがきたらい舟」を

開催します。※事前予約制惨 散撒撒撒撒撒撒撒撒撒

②

③

登録ＩＤで投票ペ
ージにログイン

投票ページで１日
１回投票

ゆるキャラ グランプリ２０１８遺

おがっきぃ・おあむちゃんに
投票をお願いします

【おわびと訂正】　本紙７月１５日号１２面に掲載の「水都まつり」交通
規制図の通行止めの期間に、一部誤りがありました。
　本町通りの通行止めは、８月１日（水）午前７時から８月６日（月）正
午まで（終日規制）です。

投票期間は８月１日～１１月９日投票期間は８月１日～１１月９日鎧鎧

「ゆるキャラ○Ｒ グラン
プリ」の公式サイトに
アクセスして、ＩＤを
登録（初回のみ）

①
投票
方法

投票は
こちらから！


