5 月 16 日〜6 月 13 日
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ポルトガル語版

広報いわた ５月号（日本語訳）
ⓒ磐田市
磐田市イメージキャラクター

総住民数
169,013 人
ブラジル人
4,969 人
2021 年 3 月末日

◆◇◆ 磐田市では「心と心の通い合うまち」を進めています ◆◇◆

６月は児童手当支給・現況届提出の月

【支 給 日】６月 10 日（木）
【支給該当月】２月〜５月分
【支給 方法】指定口座へ振り込み（支給日の午後４時以降に入金をご確認ください）
※ 6 月以降も受給するには、現況届の提出が必要です。
受給者の方には５月末に通知しますので、６月 30 日（水）までにこども未来課（ｉプラ
ザ３階）または各支所へ必ず提出してください。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できる限り郵送で提出をお願いします。
問い合わせ先：こども未来課(ｉプラザ３階)

TEL：0538-37-4896 FAX：0538-37-4631

ひとり親家庭等医療費助成金受給者証の更新申請のお知らせ

現在の受給者証の有効期限は、6 月 30 日(水)です。受給者の方には更新に係るお知らせ
を送付します。更新手続きは郵送で対応しますので、必要書類などをそろえてこども未来課
（〒438-0077 国府台 57-7 i プラザ 3 階）へ送付してください。
現在、20 歳未満の子を養育するひとり親世帯で、同居の家族を含め所得税が発生してい
るなどの理由で受給資格がない方でも、扶養控除などの見直しの結果、受給対象者となる場
合がありますので、6 月 21 日(月)以降に、こども未来課へ電話でご相談ください。
問い合わせ先：こども未来課(ｉプラザ３階)

TEL：0538-37-4896 FAX：0538-374631

市営住宅の入居者を募集
【受付】

募集団地

部屋タイプ

戸数

応募可能な世帯人数

令和 3 年 6 月 7 日(月)〜

北野団地

3DK

１

２人以上

令和 3 年 6 月 11 日(金)

北野団地

3ＬDK

１

３人以上

【申込】

3DK

１

２人以上

建築住宅課（西庁舎 2 階）へ 応募

竜洋豊岡団地

２ＬDK

１

２人以上

資格や提出書類など、詳しくは問い

再開発住宅

3ＬDK

１

３人以上

合わせ先にご連絡ください。

二番町団地

問い合わせ先：建築住宅課（西庁舎 2 階） TEL：0538-37-4851 FAX：0538-33-2050

市税等納期限

・個人市県民税 （1 期）

６月 30 日（水）

☆いわたホッとライン：携帯電話やパソコンなどでポルトガル語の情報を受け取りましょう！☆
磐田市からのお知らせや、救急医療機関・イベント情報を配信するシステムです。登録手順は、
こちらをご覧ください。 https://www.city.iwata.shizuoka.jp/languages/portuguese/1005523.html.
Tel：0538-37-4811／Fax：0538-32-2353
◆問い合わせ：地域づくり応援課

2021 年５月 No.190

不正大麻・けし撲滅運動の実施
静岡県では、毎年５月から６月にかけて不正大麻・けし撲滅運動 を実施しています。
不正けしは、麻薬（あへん）の原料となるため、法律で栽培・採取が厳しく規制されていま
す。不正大麻・けしを許可無く栽培していた場合、処罰を受けることがあり、また観賞用と
して栽培している場合でも、処罰の対象となります。
自宅や近所の庭や畑等において、不正大麻・けしと疑われるものを発見した場合は、最寄りの
保健所まで連絡をお願いします。
なお、電子メールで生育場所と写真等を送付していただければ鑑定します。
（E-mail：kfseibu-eiyaku@pref.shizuoka.lg.jp）
主なけしの種類
⑴ アツミゲシ（セティゲルム種）
・花の色は紫色（中央が濃い紫色、外側は薄紫色）が多い。
・花びらは４枚。葉が茎を抱き込むように、
・互いちがいに付いている。
・開花期の草丈は 50〜100cm になります。
⑵ ケシ（ソムニフェルム種）
・鮮やかなピンク色の多数の花びらがついた八重咲きが多い。
・一重咲きは花びらが４枚で色は赤、桃、紫、白など。
・葉が茎を抱き込むように、互いちがいに付いている。
・茎や葉は白味を帯びた緑色で、毛はほとんど無い。
・開花期の草丈は 100〜160cm になります。

市町名

担当窓口

磐田市・袋井市・森町

静岡県西部保健所衛生薬務課（静岡県磐田市見付 3599−4）
TEL：0538-37-2247 FAX：0538-37-2603

命のボランティア骨髄バンクにドナー登録を
【受付時間】５月 13 日(木)、６月 10 日(木)、７月８日(木)、８月 26 日(木)、９月９日木)、
10 月 21 日(木)、１１月２５日(木)、１２月２３日(木)、令和４年１月１３日(木)、
２月１０日(木)
いずれも午前９時３０分受付
【場
所】静岡県中遠総合庁舎１階（磐田市見付 3599−4）
西部健康福祉センター（西部保健所）検診室
【登録要件】以下のすべての要件を満たしていることが必要です。
・ 骨髄提供の内容を十分に理解している方
・ 年齢が１８歳以上５４歳以下で健康な方
・ 体重が男性４５kg 以上／女性４０kg 以上の方
【予
約】事前に電話で予約をしてください。登録日程は相談の上、調整可能です。
問い合わせ先：西部健康福祉センター(西部保健所)

TEL：0538-37-2253
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６月６日(日)は環境美化統一行動の日
市では毎年６月の第１日曜日を「環境美化の日」としています。
この日に行う統一行動は、ポイ捨てごみ等の回収を市民、事業所、団体の皆さんと市が協働で行い、
ポイ捨て・不法投棄をしない人づくり、投棄しにくい環境づくりを推進し、市内をより美しく住みやす
いまちにしていこうと行うものです。
【時間】
6 月 6 日（日）
【場所・内容】
開始時間、集合場所、活動内容は各地区によって異なります。
詳しくは、お住まいの自治会回覧物などでご確認ください。
【服装・持ち物】
けが防止のため、長袖、長ズボン、軍手を着用してください。
数枚のごみ袋とごみばさみがあると便利です。
【その他】
新型コロナウイルス感染症拡大防止のためマスクを着用し、３密に注意し実施してください。
問い合わせ先：環境課(西庁舎 1 階) TEL：0538-37-4874 FAX：0538-37-5565

ひとり親家庭のための無料弁護士相談
ひとり親家庭の人、子どもがいて離婚を考えている人を対象に養育費、面会交流、親権、戸籍、慰謝
料、財産分与などの相談に応じます。
【日時】
奇数月第 4 水曜日
※ いずれも 13 時〜17 時（1 人 30 分まで）
【場所】
浜松総合庁舎 1 階（浜松市中区）
、ひとり親サポートセンター西部支所
【申込方法】
電話（要予約）※対応は予約順となります。
問い合わせ先：ひとり親サポートセンター本所 TEL：054-254-1191

磐田市情報館の「チケットぴあ」店舗販売サービスの提供終了
ぴあ株式会社のチケットぴあ店舗のサービス提供終了に伴い、磐田市情報館でのチケットぴあの店舗
販売サービスの提供が出来なくなります。
ご利用いただいている皆さまには、ご不便をおかけいたしますがご理解いただきますようお願い申し
上げます。
■チケットぴあサービス提供終了日：2021 年 6 月 30 日（水曜）
問い合わせ先：広報広聴・シティプロモーション課（本庁舎２階）TEL：0538-37-4827
FAX：0538-32-3946

★★★ 外国人情報窓口 ☎0538-37-4785 開庁時間 8:30〜17:15 ★★★
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結核健診、肺がん検診、大腸がん検診（福田地区）
【対象】磐田市に住所を有する４０歳以上の方（年度末）
【費用】結核健診、肺がん検診（胸部レントゲン撮影）無料、大腸がん検診（検便） 500 円
喀痰検査希望者 700 円※受診日の年齢が７５歳以上の方は 500 円
【申込方法】検診日の前日までに、下記問い合わせ先へ電話または FAX でお申込みください。
※FAX の場合は、氏名、生年月日、住所、電話番号の記載をお願いします。
◎福田地区巡回日程表
日時

会場

6月4日
(金)
6月7日
(月)
6月9日
(水)

受付時間

日時

会場

受付時間

健康福祉会館（リフレＵ）

9:00-9:50

6月11日

新田児童遊園

10:30-11:20

(金)

屋内スポーツセンター東側駐車場

14:00-14:50

雁代公民館

14:00-14:50

(水)

豊浜中野公民館

15:30-16:20

6月17日

蛭池公民館

14:00-14:20

(木)

大原公民館

15:00-15:50

六社神社

9:00-11:50

１１番組公民館(新町公民館）

13:30-14:50

福田支所

14:00-15:50

昭和公民館

13:00-13:50 6月16日

本田公民館

14:30-15:20

福田支所

9:00-11:50

石田公民館

13:30-14:20 6月22日

東小島公民館

15:00-15:20

(火)

大島公民館

9:00-9:50

6月28日

１番組公民館

10:30-11:20

(月)

福田南交流センター

13:00-13:50

豊浜交流センター

14:30-15:50

問い合わせ先：健康増進課(ｉプラザ３階) TEL：0538-37-2011 FAX：0538-35-4586

ポルトガル語版 広報いわた 4 月号における誤字のお詫び
ポルトガル語版広報いわた 4 月号について、「令和 3 年度所得証明書の発行開始予定日のお知らせ」の
記事の中に誤字がありました。つきましては、以下の下線部のとおり訂正させて頂きます。
【日本語訳】（誤）「令和 3 年度（令和元年度分）所得証明書の発行開始予定日のお知らせ」
（正）「令和 3 年度（令和 2 年度分）所得証明書の発行開始予定日のお知らせ」
【翻訳版】 （誤）Datas previstas para iniciar a emissão do Comprovante de Renda do ano fiscal
2021 [R03 nendo]

(referente aos rendimentos de 2019 [R02 nenbun])

（正）Datas previstas para iniciar a emissão do Comprovante de Renda do ano fiscal
2021 [R03 nendo]

夜間・休日急患診療

(referente aos rendimentos de 2020 [R02 nenbun])

★急患センターでの診療は急で比較的軽い症状の受診になります。
▶ところ：磐田市急患センター（上大之郷 51）Tel：0538-32-5267

受付時間

日曜・祝日・年末年始
8:45〜11:30 ・ 13:45〜16:30

毎 日
19:15〜22:00

診療時間

9:00〜12:00 ・ 14:00〜17:00

診療科目

内科・小児科・外科

19:30〜22:30
内科・小児科
★夜間の外科診療はできません
※上記の時間以外は、磐田市立総合病院へ

発行：磐田市役所 地域づくり応援課 地域支援・青少年育成グループ
Tel：0538-37-4811
広報広聴・シティプロモーション課 Tel：0538-37-4827 〒438-8650 磐田市国府台 3-1
★磐田市役所のいろいろな取り組みのひとつとして、広報いわたを通じて、日常生活に必要な情報をポルトガル語
で提供しています（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄでもご覧になれます：https://www.city.iwata.shizuoka.jp/languages/portuguese/info/index.html）
広報をよりよくしていくために、みなさまの声をお聞かせください：chiiki-ohen@city.iwata.lg.jp

