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年末年始のし尿汲
く

み取りについて知
　し尿汲み取り業者の年末年始のお休みは、下記のとおりです。年内の汲み
取りを希望される方は、下記申込期限までにお申し込みください。
地区名 業者名 電話番号 申込期限 お休み

磐田
㈲磐田クリーンサービス ☎32-3813 12月22日㈮ 12月29日㈮～ 1月4日㈭

㈱ハシモト ☎36-0031 12月26日㈫ 12月29日㈮～ 1月3日㈬

福田 磐南浄化槽㈱ ☎36-0051 12月22日㈮ 12月29日㈮～ 1月4日㈭

竜洋・豊田 ㈲磐南衛生社 ☎32-5253 12月22日㈮ 12月29日㈮～ 1月8日㈷

豊岡 天竜二俣清掃㈱ ☎053-925-5721 12月22日㈮ 12月29日㈮～ 1月4日㈭

問ごみ対策課☎37-4812　℻  36-9797

年末年始のごみの搬入について知
　12月31日㈰～ 1月3日㈬の期間、クリーンセンターおよびリサイクルステ
ーションが休場となります。また中遠広域粗大ごみ処理施設および一般廃棄
物最終処分場は、12月29日㈮～ 1月3日㈬の期間休場します（11ページ参照）。

クリーンセンターへのごみの搬入
　例年この時期は、施設を利用される
方が多く、渋滞が発生しています。渋滞
を緩和するため12月28日㈭～30日㈯と1
月4日㈭は、渋滞が発生した場合、施設
への搬入経路を図のとおり一方通行に
規制します。少量のごみは定期収集で
出すようご理解とご協力をお願いします。

リサイクルステーション臨時移設について
　混雑緩和のため、12月29日㈮・30日㈯は、厚生会館駐車場で回収を行います。

施設別の受け入れごみ
施設名 ごみの種類 費用

クリーンセンター 可燃ごみ 有料

リサイクルステーション

プラスチック製容器包装（指定袋に入れる）、空
き缶（スプレー缶を含む）、空きびん、ペットボ
トル、廃食用油（植物性に限る）、古紙、古着（汚
れた衣類は除く）、有害ごみ（乾電池 ･蛍光管）

無料

中遠広域粗大ごみ処理施設 金物・小型電化製品、有害ごみ、埋立ごみ 有料

一般廃棄物最終処分場 埋立ごみ 有料

問ごみ対策課☎37-4812　℻  36-9797
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「書きそんじハガキ」
寄付のお願い知

　世界中の教育に恵まれない方への支援
のため、住所や名前を書き間違え、ポス
トに投函しなかった郵便はがきや年賀状
など（未使用も可）を集めています。
▶収集期間／1月31日㈬まで　▶収集
場所／本庁舎1階総合案内前、各支所
地域振興グループ、幼稚園、保育園、
小中学校、交流センター、図書館な
どの公共施設に設置してある回収箱
問磐田ユネスコ協会
　☎080-1593-0435　℻  36-1890

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（案）の公表と意見の募集知
▶とき／ 12月25日㈪までの午前8時30分～午後5時15分（土・日曜日、祝日を除く）　
▶ところ／市政情報コーナー（本庁舎2階または各支所地域振興グループ）、福祉課
（i
あい

プラザ3階）、市ホームページ　▶対象／市内在住・在勤・在学の方、市内に事務
所または事業所を有する方、本計画に利害関係を有する方　▶意見書の提出／この
案に意見のある方は、意見書（任意様式）に住所、氏名（団体名）、年齢、性別、電話番
号、Eメールアドレス（ある方）、意見を記入し、直接または郵送（12月25日㈪必着）、
FAX、Eメール（koureisya@city.iwata.lg.jp）で福祉課（〒438-0077　国府台57-7）へ
問福祉課☎37-4831　℻  37-6495

第2次磐田市環境基本
計画への意見を募集知

▶とき／ 12月25日㈪～ 1月25日㈭　
午前8時30分～午後5時15分（土・日
曜日、祝日を除く）　▶ところ／環境課
（西庁舎1階）、市ホームページ　※閉
庁日は市ホームページのみ　▶対象／
市内在住・在勤の方。市内に事業所を
有する方　▶意見書の提出／この案に
意見のある方は、意見書（様式指定）に
住所、氏名、電話番号、意見を記入し、
直接または郵送（1月25日㈭必着）、
FAX、Eメール（kankyo@city.iwata.lg.jp）
で環境課（〒438-8650　国府台3-1）へ
問環境課☎37-4874　℻  37-5565

磐田都市計画の変更(案)の縦覧知
▶とき／ 1月5日㈮～19日㈮　午前8時
30分～午後5時15分（土・日曜日、祝日
を除く）　▶ところ／都市計画課（西庁舎
2階）　▶内容／建築基準法改正に伴う磐
田都市計画地区計画の変更（磐田駅北地
区ほか6地区　※詳細は市ホームページ
参照）　▶意見書の提出／この案に意見
のある方は、縦覧期間中に直接または郵
送（1月19日㈮必着）で、意見書（様式任意）
に住所、氏名、意見を記入の上、宛名を「磐
田市代表者　磐田市長　渡部修」とし、都
市計画課（〒438-8650　国府台3-1）へ
問都市計画課☎37-4907　℻  36-2459



●内容の分類について
　 情報BOXは内容により「　お知らせ」「　健康」「　スポーツ」「　学習」「　催し」の5つに
分けてあります。
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国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の納付済額通知書を郵送します知
　国民健康保険税と後期高齢者医療保険料を納付書や口座振替（普通徴収）
で納付された方に、平成29年中に納めた普通徴収保険税（料）額をお知ら
せする「確定申告用納付済額通知書」を1月下旬に郵送します。国民健康保
険税は納税義務者（世帯主）宛に郵送します。
　年金からの天引き（特別徴収）で納付された方は、日本年金機構から送付
される「公的年金等の源泉徴収票」で金額をご確認ください。遺族年金・障
害年金から天引きされている方は、「公的年金等の源泉徴収票」は送付され
ませんので、納付済額通知書を郵送します。
問国保年金課☎37-4863　℻  37-4723

新貝土地区画整理事業
事業計画変更の縦覧知

▶とき／ 1月4日㈭～18日㈭　午前8
時30分～午後5時15分（土・日曜日、
祝日も縦覧可）　▶ところ／都市整備
課（西庁舎1階）　▶内容／磐田市新貝
土地区画整理事業　第8回事業計画変
更についての縦覧　▶意見書の提出
／利害関係者でこの案に意見のある
方は、意見書（任意様式）に住所、氏名
（団体名）、年齢、性別、電話番号、E
メールアドレス（ある方）、意見を記入
し、1月19日㈮～2月2日㈮に直接ま
たは郵送（2月2日㈮必着）、FAX、E
メール（toshiseibi@city.iwata.lg.jp）で都
市整備課（〒438-8650　国府台3-1）へ
問都市整備課☎37-4830　℻  37-8690

平成30年度小学校
入学説明会・体験入学知

　来年度に市内の小学校へ入学するお
子さん（平成23年4月2日～平成24年4
月1日生まれ）を対象に入学説明会・
体験入学を1月末から2月に各小学校で
実施します。日程などの詳細は、就学
時健康診断の際や1月に各家庭への配
付など、各小学校によって通知方法が
異なります。実施日や受付時間などの
詳細を確認したい保護者の方は、各小
学校にお問い合わせください。
問学校教育課☎37-2760　℻  36-3205

年末の交通安全県民運動知
夕暮れ時から夜間の交通事故をなく
すため、ピカッと作戦を展開中
①外出時は反射材を着用しましょう
②運転者は早めのライトオン（9月
～ 2月は午後4時）を心掛けましょう
「おもいやり ありがとう」で交通安全
横断歩道を渡るときに止まってくれ
た車には「ありがとう」を伝えよう。
▶とき／ 12月31日㈰まで
問地域づくり応援課
　☎37-4751　℻  32-2353

高齢者のおむつ代に係る医療費控除・障害者控除証明書の発行知
おむつ代に係る医療費控除

　前年におむつの医療費控除を受けた方で、介護保険法に基づく「主治医意見書」
により引き続きおむつの使用が必要であると確認できる方は、医師が発行する
「おむつ使用証明書」がなくても、市が発行する確認書により、おむつ代が医療費
控除の対象として認められます。　※今年初めておむつ代の医療費控除を申告す
る方や介護認定されていない方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」で申告

高齢者（65歳以上）の障害者控除
　介護認定されている65歳以上の方で、介護保険法に基づく「主治医意見書」
および「認定調査票」により、「6カ月以上にわたり寝たきりの状態」もしく
は「知的障害者に準ずる者」として確認できる方は、市が発行する認定書に
より、障害者控除の適用が受けられます。　※当日発行できない場合もあり
問福祉課☎37-4831　℻  37-6495

「フードドライブ」にご協力ください知
　「フードドライブ」で集められた食品は、生活困窮者など支援を必要とし
ている人に無料で提供する「フードバンク事業」に活用されます。
▶募集期間／ 1月5日㈮～ 31日㈬　▶ところ／磐田市社会福祉協議会（i

あい

プラ
ザ1階）前に設置の回収箱　▶対象品目／穀類（米・麺類）、保存食品（缶詰・
瓶詰）、インスタント食品、調味料・飲料など常温で保存ができるもの　※平
成30年2月末日以降の賞味期限が記載され、かつ未開封で破損していないもの
問福祉課☎37-4814　℻  36-1635　磐田市社会福祉協議会☎37-4824　℻  37-4866

市立総合病院　平成30年度採用職員を募集知
募集職種 募集人数 受験資格

看護師・助産師 2人
昭和４７年４月２日以降に生まれた方で、当該資格（免許）取得者また
は平成３０年３月末日までに行われる試験により当該資格（免許）取得
見込みの方

事務職員（医療
機関職務経験者） 1人

昭和４７年４月２日から昭和６２年４月１日に生まれた方で医療機
関で一定以上の勤務経験を有する方

▶試験日／ 1月27日㈯　▶受付期間／ 1月17日㈬まで　▶その他／応募条件、
応募書類など詳しくは、市立総合病院ホームページ（http://www.hospital.
iwata.shizuoka.jp/）をご覧ください
問医療支援課☎38-5032　℻  38-5050
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市臨時職員の募集
案内（登録制度）知

臨時職員として登録を希望する方
を募集します。欠員が生じた場合に
市から連絡し、面接による選考の上
採用を決定します。
▶募集職種／一般事務、保健師、管
理栄養士など　▶雇用期間／平成
30年4月～平成31年3月の任意の
期間　▶申込／履歴書（様式任意）
に必要事項（希望職種、保有資格、
職務経験、勤務条件など）を記入の
上、直接または郵送で職員課（〒438-
8650　国府台3-1　本庁舎3階）へ　
▶その他／賃金は職種や勤務条件に
よって異なります。詳しくは選考の
際にお知らせします。提出された履
歴書は、1年間または取り消しの連
絡を受けるまで登録されます
問職員課☎37-4807　℻  37-4829

入札参加資格など
申請の受付（定期）知

　市との取引（入札、見積など）を希
望される事業者は、希望の内容に応じ
た申請、各種参加登録をしてください。
①測量・設計コンサルタントなど
（建設関連業務委託）および小規
模修繕参加登録（見積金額が50
万円以下の建設業に関する修繕に
参加希望の事業者が対象）
　▶有効期限／平成30 ～ 31年度
②建設工事または物品製造など（物
品の販売、リース、役務の提供）
　▶有効期限／平成30年度（平成
　29年度に申請された方は、平成
　29 ～ 30年度の2カ年有効）
…………………………………………
▶受付／1月15日㈪～2月14日㈬に提
出書類（市ホームページからダウン
ロード可）に必要事項を記入の上、
直接または郵送で契約検査課（〒438-
8650　国府台3-1　西庁舎1階）へ
問契約検査課☎37-4802  ℻  33-9200

やさしい健康教室健
▶とき／ 1月11日㈭　午後3時～ 4時
▶ところ／市立総合病院2階講堂　
▶対象／成人　▶内容／動脈硬化と
血流障害　▶講師／市立総合病院血
管外科　科長　眞

ま

野
の

勇記　▶参加費
／無料　▶持ち物／筆記用具　▶申
込／不要。当日、直接会場へ　▶そ
の他／都合により内容が変更される
場合があります
問健診センター
　☎38-5031　℻  38-5059

いわた・ふくろい就職フェア参加企業を募集知
▶とき／4月7日㈯　午後0時30分～ 5時　▶ところ／アミューズ豊田メインア
リーナ　▶対象／平成31年3月卒業予定学生の採用を予定している磐田･袋井市
内または近隣地域に事業所のある企業　▶内容／学生と企業とのマッチング。
会場内に各企業ブースを設置し、学生へ企業説明などを行う　▶定員／先着70
社　▶参加費／磐田・袋井商工会議所または磐田市・浅羽町商工会会員5,000円、
非会員7,000円　▶申込／1月31日㈬までに、磐田商工会議所（☎32-2261）ま
たは磐田市商工会（☎36-9600）のホームページ応募フォームから申し込み
問商工観光課☎37-4819　℻  37-5013

ノロウイルス食中毒にご注意ください知
　冬季はノロウイルスが大流行します。感染力が非常に強く急性胃腸炎を発症す
るほか、食中毒の原因にもなります。感染しても症状の出ない人がいますが、ウ
イルスを排出し感染源となりますので、調理をする際にはしっかり手を洗い食品
は中心部までしっかり加熱して食中毒を防ぎましょう。また、感染を避けるため、
普段から家族全員で2度手洗いを実行しましょう。人がよく手を触れる場所、調
理器具、患者の便やおう吐物を処理した後は、塩素系消毒剤で消毒しましょう。
問県西部保健所衛生薬務課☎37-2245　℻  37-2603

母子家庭等医療費助成制度知
　主にひとり親家庭の方が医療機関で
受診した費用のうち、窓口で支払う保険
診療の自己負担額（入院時食事標準
負担額分を除く）を助成する制度です。
▶対象／ひとり親家庭などの20歳未満
の児童とその養育者（所得制限あり）
▶申込／子育て支援課（i

あい

プラザ3階）
で受給資格などの確認をした後、必要
書類を添えて申請　※手続きは全て申
請者本人が行ってください
問子育て支援課☎37-4896　℻  37-4631

市役所のお仕事説明会（2019年卒対象）知
　磐田市職員としての仕事のやりがいや、地元で働くことの喜びなどを知っ
ていただくため、現役職員がさまざまな仕事を紹介します。
▶とき／ 1月4日㈭　①午後1時30分～3時　②午後3時30分～5時　▶と
ころ／市役所本庁舎4階大会議室　▶対象／平成30年度に就職活動を予定
している学生（家族も可）　▶内容／市役所の仕事（事務職員、土木・建築技
術職員、幼稚園・保育園職員）について、部局ごとにブースを設け、説明しま
す。　※一部局の説明時間は15分程度　▶定員／各回50人　※申込多数の
場合抽選　▶申込／ 12月26日㈫までに市ホームページ（http://www.city.
iwata.shizuoka.jp/about/saiyou/）の申込用フォームに必要事項を入力　▶そ
の他／この説明会は採用選考活動ではありません
問職員課☎37-4807　℻  37-4829



●電話番号表記について
　 旧磐田市・旧福田町・旧竜洋町・旧豊田町の市外局番「0538」の表記は
　省略し、旧豊岡村の「0539」については表記しています。
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磐田薬剤師会の
無料健康医療相談健

▶とき／ 1月15日㈪　午後2時～ 4時　
▶ところ／磐田市急患センター（上
大之郷51）　▶対象／市内在住の方　
▶内容／お薬相談　▶定員／先着3
人　▶相談料／無料　▶申込／不要。
当日、直接会場へ　▶その他／お薬
出前講座は随時受け付けています
問磐田薬剤師会
　☎32-9989　℻  32-8199

がんサロンなごみ健
▶とき／1月26日㈮　午後1時30分～
3時30分　▶ところ／市立総合病院
周産期母子医療センター講堂　▶対
象／がん患者や家族　▶内容／患者、
家族の交流や情報交換、医療者によ
るミニレクチャー　▶参加費／無料
▶申込／不要。当日、直接会場へ
問がん相談支援センター
　☎38-5286　℻  38-5050㈹

高齢者のための健康講座健
▶とき／ 1月19日㈮・26日㈮・2月
23日㈮　午後2時～ 3時30分　※全
3回（1回のみの参加可）　▶ところ／
豊田支所2階大会議室　▶対象／ 60
歳以上の方　▶内容／健康を意識し
た簡単な体操や運動を実施。講義で
は運動面から健康について学びます　
▶定員／先着30人　▶参加費／無料　
▶持ち物／飲み物、汗拭きタオル、動
きやすい服装、運動靴　▶申込／ 1
月5日㈮までに電話でシルバー人材
センター（☎37- 0055）へ
問福祉課☎37-4831　℻  37-6495

低線量肺がんCT検診
はじめました健

▶対象／40歳以上の方、喫煙指数600
以上の方（喫煙指数＝1日喫煙本数×
喫煙年数）、受動喫煙の心配がある方、
血縁者に肺がんの人がいる方など　
▶料金／10,800円（税込）　▶その他
／低線量肺がんCT検診単独での受診
は不可。1日ドックなどとのオプショ
ンとなります。詳しくは、市立総合
病院ホームページをご覧ください
問健診センター
　☎38-5031　℻  38-5059

キンボール教室・
大会参加者を募集ス

　キンボールは4人1組の3チームが
コートに入り、直径122㎝、重さ約
1㎏の大きなボールをヒット、レ
シーブして行うスポーツです。

キンボール教室
▶とき／①1月27日㈯　②2月3日㈯
③2月25日㈰　①②午後7時～ 9時　
③午前9時30分～ 11時30分　▶とこ
ろ／竜洋体育センター　▶対象／市
内在住・在勤・在学の小学3年生以
上の方　▶講師／磐田市スポーツ推
進委員　▶参加費／ 1回100円　▶
持ち物／体育館シューズ　▶申込／
不要。当日、直接会場へ

キンボール大会
▶とき／ 3月11日㈰　午前9時～正
午　▶ところ／竜洋体育センター　
▶対象／市内在住・在勤・在学の小
学3年生以上　※1チーム4人以上
（個人での参加も可）　▶参加費／ 1
人100円　▶持ち物／体育館シュー
ズ　▶申込／ 2月1日㈭～ 28日㈬に
スポーツ振興課（本庁舎2階）にあ
る参加申込書（市ホームページから
ダウンロード可）に必要事項を記入
の上、直接または郵送、FAXでスポ
ーツ振興課（〒438-8650　国府台
3-1）へ
問スポーツ振興課
　☎37-4832　℻  37-5034

ひめトレポール体験講座ス
　お腹を引き締める、姿勢改善に効果
のあるひめトレを体験してみませんか。
▶とき／1月19日㈮、2月5日㈪　午前
9時30分～10時30分　▶ところ／渚の
交流館和室　▶対象／女性の方（初
心者歓迎）　▶講師／ひめトレ公認講
師　▶定員／先着10人　▶参加費／1
回500円　▶持ち物／タオル、飲み物、
ヨガマット（あれば持参）、動きやす
い服装（スカート、ジーンズ不可　
※更衣室はありません）　▶申込／直
接または電話、FAX、Eメール（iwata-
nagisa@do-spot.net）で渚の交流館へ
問渚の交流館☎30-7091　℻  30-7093

わくわくパパママ講座学
▶とき／1月20日㈯　午後2時30分～4
時（受付午後2時～）　▶ところ／ i

あい

プ
ラザ2階　▶対象／市内在住で初めて
出産をされる方とその夫（夫婦で参加
できる方）　▶内容／簡単なゲームを
通して夫婦の絆を強め、出産後の育児
力UPを目指します　▶講師／臨床心
理士　白井博美氏　▶定員／先着20組
▶参加費／無料　▶申込／1月12日㈮
までに電話で発達支援室へ
問発達支援室☎37-4853　℻  37-4631

家事援助ヘルパー研修学
　家事援助ヘルパーは、調理や買い
物、掃除、洗濯などの軽度な支援が
必要な方に対して家事援助を行いま
す。あなたの経験を生かして訪問介
護事業所で働いてみませんか。

と　き 種別
1月23日㈫ 10:00 ～ 15:10

講義1月25日㈭ 10:00 ～ 15:40
1月30日㈫ 10:00 ～ 16:10
2月31日㈭ 10:00 ～ 15:40
2月2日㈮～19日㈪の中で4時間 現場実習
2月20日㈫ 10:00 ～ 12:00 閉講式

▶ところ／ i
あい

プラザ3階会議室ほか　▶
対象／就労意欲があり全日程を受講で
きる方　▶定員／20人　※申込多数の
場合抽選　▶受講料／500円（資料・保
険代）　▶申込／市ホームページで実施
要領を確認の上、1月16日㈫までに直接
または電話で福祉課（iプラザ3階）へ
問福祉課☎37-4814　℻  36-1635
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人口と世帯数（10月末現在）

人口・世帯数 前月比

人口 170,465 人 － 58人

男 86,158 人 － 47 人

女 84,307 人 － 11人

世帯 66,690 世帯 － 30世帯
※住民基本台帳調べ（外国人市民含む）

市税等納期限

【1月31日㈬】
市県民税（4期）

国民健康保険税（7期）
　コンビニまたは金融機関で納付で
きます。口座振替も便利です。

問収納課☎ 37-4810　℻   33-7715

【市役所本庁舎】
毎週木曜日午後 5時 15 分～ 7時
毎月第 2日曜日午前 8時 30 分～正午
※マイナンバーカードの交付も行います
問市民課☎ 37-4816　℻   37-2871

【文化振興センター（市民文化会館西側）】
土・日曜日、祝日午前 9時～午後 5時
※証明書発行（一部）のみ

問文化振興課☎35-6861　℻   35-4310

市民課の時間外窓口

いわたインターナショナルフォーラム2018～世界が集うみんなのいわた～催
▶とき／ 2月11日㈷　午前10時～午後4時　▶ところ／ワークピア磐田　▶
内容／多文化教育フォーラム、世界の料理（有料）、ワールドステージ、団
体活動紹介・体験など　▶参加費／無料　▶申込／不要。当日、直接会場へ
問いわたインターナショナルフォーラム2018実行委員会事務局☎37-4988　℻  34-2496

健幸アンバサダー養成講座学
▶とき／①2月2日㈮　午後1時30分
～ 4時30分　②2月3日㈯　午前9時
～正午　▶ところ／①磐田市消防署
②i
あい

プラザ2階　▶対象／市内在住ま
たは在勤の方　▶内容／健康に関す
る知識を学び、家族や知人に伝え、
健康活動などに参加する健康口

くち

コミ隊
の養成（修了者には認定証を交付）
▶定員／各先着50人　▶参加費／無
料　▶申込／ 1月4日㈭～ 26日㈮に
電話またはFAXで健康増進課へ
問健康増進課☎37-2013　℻  35-4586

植樹祭 参加者を募集催
▶とき／2月24日㈯　午前9時～ 11時
（受付午前8時30分～）　▶ところ／海岸
防潮提（スズキテストコース南側）　▶
対象／企業・市民の方　※中学生以下
は保護者同伴　▶定員／500人　※申
込多数の場合調整　▶持ち物／防寒具、
軍手、運動靴、タオル、スコップ　▶
申込／1月15日㈪までに代表者名・住所・
連絡先・参加人数を電話またはFAXで
農林水産課へ　▶その他／駐車場あり
問農林水産課☎37-4813　℻  37-1184

野鳥観察会催
▶とき／1月14日㈰　午前9時30分～正
午　▶ところ／桶ケ谷沼ビジターセン
ターとその周辺　▶対象／一般　※小
学生以下は保護者同伴　▶内容／野鳥
の解説と水鳥の観察　▶講師／北川
捷
かつ

康
やす

氏（NPO法人桶ケ谷沼を考える
会）　▶参加費／無料　▶持ち物／防
寒着、双眼鏡　※お持ちの方　▶申込
／1月13日㈯までに、直接または電
話、FAX、Eメール（okegaya-vc@city.
iwata.lg.jp）で桶ケ谷沼ビジターセン
ターへ　※受付は午前9時～午後5時
問桶ケ谷沼ビジターセンター
　☎39-3022　℻  39-3023

マシュマロフォンダント
でバレンタイン催

▶とき／1月27日㈯　午前10時～正
午　▶ところ／ワークピア磐田　▶
対象／一般・小学3年生以上（保護
者同伴の場合は小学1年生以上）　
▶内容／溶かしたマシュマロを使っ
て華やかなスイーツを作る　▶定員
／先着8人　▶参加費／2,000円 （材
料費込）　▶持ち物／エプロン、ふ
きん1枚、手拭きタオル、手提げ袋
（持ち帰り用）　▶申込／12月23日
㈷午前10時～1月20日㈯に参加費を
添えて、直接ワークピア磐田へ
問ワークピア磐田
　☎36-8381　℻  36-8383

ホールでピアノを
弾いてみよう♪催

▶とき／ 2月4日㈰　午前9時～午後
9時　▶ところ／市民文化会館大ホ
ール　▶対象／市内在住・在勤・在
学の方　※営利目的での使用はでき
ません　▶内容／練習形式でスタイ
ンウェイを1人1時間以内で使用　
▶定員／先着12人（希望する時間
帯を先着順により決定）　▶使用料
／ 1人1,000円　▶申込／ 1月7日㈰
午前9時から、使用料を添えて直接
文化振興センター（二之宮東3-2　
月曜休館）へ　※申込者は使用者本
人でなくても可。一度に2枠以上の
申し込みは不可　▶その他／舞台の
設営・照明は変更不可
問文化振興課☎35-6861　℻  35-4310

親子の絆づくりプログラム
（BPプログラム）学

　初めて親になったお母さんのため
の「子育ての仲間づくり・親子の絆づ
くり･育児知識の学び」の講座です。
▶とき／ 1月16日㈫・23日㈫・30日
㈫、2月6日㈫　午後1時30分～ 3時
30分　▶ところ／竜洋交流センタ
ー　▶対象／生後2 ～ 5カ月の第1
子とそのお母さん　▶定員／先着
20組　▶参加費／ 864円（テキスト
代実費のみ）※初回に集金　▶持ち
物／おむつ、授乳用品、バスタオル
▶申込／ 1月5日㈮までに、電話で
発達支援室へ
問発達支援室☎37-4853　℻  37-4631


