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9・10月は、国土交通省が行う自
動車点検整備推進運動の強化月間で
す。車の部品は、走行や時間の経過
に伴い劣化しますが、日頃から細や
かな点検を行えば、運転中のトラブ
ルの多くは回避できます。日常点検
と定期点検をしっかり行いましょう。
問地域づくり応援課
　☎37-4751　℻32-2353

忘れないで！車の愛情点検知

全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間知

夫・パートナーからの暴力やス
トーカーなど女性の人権でお困りの
方は、お電話ください。
▶相談ダイヤル／ 0570-070-810　
▶とき／ 11月13日㈪～ 19日㈰　
午前8時30分～午後7時（土・日曜
日は午前10時～午後5時）　
問静岡地方法務局人権擁護課
　☎054-254-3555　℻054-205-0373

日本赤十字社会費へのご協力
ありがとうございました知

お寄せいただいた日本赤十字社会
費は、災害救護活動や赤十字ボラン
ティア、血液事業、国際救援活動な
どの赤十字活動に活用させていただ
きます。
▶金額／日赤会費：18,351,945円（8
月31日現在）
問福祉課☎37-4831　℻37-6495

障がいのある方向け介護職員初任者研修受講生募集知
▶とき／ 11月21日㈫～来年3月27日㈫　午前9時10分～午後2時50分（土
日、祝日休み）　▶ところ／ TAPアカデミー掛川本部校（掛川市掛川10）　▶
対象／障害者手帳所持者、もしくは医師の意見書を得られる方でハローワー
クに求職申し込みをしている方　▶内容／離職中の障がいのある方を対象に、
就職に必要とされる職業能力を身につけるための職業訓練　▶定員／ 10人　
▶参加費／受講料無料。テキスト代10,040円（税込）、保険料、健康診断料な
どは受講者負担　▶申込／ 11月2日㈭までに電話で県立浜松技術専門校訓
練課へ　▶その他／静岡県が実施する公共職業訓練です
問県立浜松技術専門校（浜松テクノカレッジ）
　☎053-462-5602　℻053-462-5604

介護保険認定調査員を募集知
▶対象／次の全ての要件に該当する方　①介護支援専門員または保健師、看
護師、介護福祉士の資格を有し、3年以上の勤務経験がある方　②来年1月5
日㈮に開催される「認定調査員新任研修」（会場：静岡市）を受講できる方　
③普通自動車免許を有し、自家用車が使用可能な方　④原則として、平日に
午後の調査を含め1日最大3件、月24件以上の調査が可能な方　▶業務内容
／申請者宅や入所施設などを訪問し、要介護認定に必要な調査を実施後、報
告書を作成・提出　▶募集人数／ 2人程度　▶任期／来年2月～　※ 更新の
可能性あり　▶時給／ 1,500円　※別に報告書作成1件当たり2,500 円、通
勤手当などあり。社会保険・雇用保険非適用　▶申込／ 11 月30 日㈭までに
介護保険室（i

あい

プラザ3階）にある履歴書に必要事項を記入の上、直接または
郵送で介護保険室（〒438-0077　国府台57-7）へ
問介護保険室☎37-4769　℻37-6495

認知症家族の交流会（なごみの会）知
認知症の方を介護されている皆さんが、日頃思っていることを話して、気

持ちを楽にしていただける会を毎月1回開催しています。
▶とき／ 11月20日㈪、12月18日㈪、来年1月22日㈪　午後1時30分～ 3
時　▶ところ／ i

あい

プラザ2階ふれあい交流室　▶対象／認知症の方を介護し
ているご家族など　▶申込／不要。当日、直接会場へ　
問介護保険室☎37-4769　℻37-6495

市立総合病院
停電のお知らせ知

▶とき／ 11月5日㈰　午前8時～
午後6時　※悪天候の場合は延期　
▶ところ／市立総合病院　▶内容／
法律に基づく電気設備の点検を行い
ます。点検中は一部の照明が消えた
り、レントゲン撮影ができなかった
りするため、救急業務にも影響が出
ます。救急患者様や入院患者様への
対応は、磐田消防本部や近隣の医療
機関および磐田市医師会の協力のも
と万全を期しておりますので、ご理
解とご協力をお願いいたします
問医療支援課☎38-5000㈹　℻38-5050

（仮称）磐田市文化会館基本設計
業務公開プロポーザル　傍聴者募集知

▶とき／ 11月19日㈰　午前10時～　
▶ところ／西庁舎301、302会議室　
▶対象／市内在住の方　▶定員／
30人（応募者多数の場合は先着順）　
▶申込／ 11月11日㈯までに応募用
紙（文化振興課で配布、市ホーム
ページからダウンロード可）に住所、
氏名、電話番号を記入の上、直接ま
たはFAX、Eメール（bunkashinko@
city.iwata.lg.jp）、郵送（必着）で文化
振興課（〒438-0073　二之宮東3-2）
へ　▶その他／傍聴時の撮影、録音、
発言は禁止
問文化振興課☎35-6861　℻35-4310



●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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平成30年度市費負担教員「ふるさと先生」を募集知
採用職種 採用人員 必要免許状

①小学校教員 10人程度 小学校教諭普通免許状

②中学校教員 10人程度
下記教科の中学校教諭普通免許状
国語、社会、数学、理科、音楽、美術、
保健体育、技術、家庭、英語

小･中学校共通教員 ①②に含む ①の免許状及び②の免許状

▶第１次試験日／12月9日㈯　▶第2次試験日／来年1月27日㈯　▶勤務開始
日／来年4月2日㈪　▶申込／ 11月16日㈭まで（当日消印有効）に、学校教
育課（西庁舎3階）にある採用選考試験志願書（市教育委員会ホームページ
からダウンロード可）に必要事項を記入の上、必要書類を添えて郵送で学校
教育課（〒438-8650　国府台3-1）へ
問学校教育課☎37-2760　℻36-3205

市有地の売却（一般競争入札）知
物件
番号 所 在 地目 現況 面積 最低売却価格 入札保証金

29-2 上大之郷字三月田1番1外3筆 原野他 更地 1,472㎡ 44,160,000円 2,210,000円

29-3 見付字西川尻2898番1外1筆 宅地 更地 1,757.72㎡ 80,860,000円 4,050,000円

▶入札日／ 12月8日㈮　▶申込／ 11月1日㈬～ 30日㈭の開庁日の午前9時～
午後5時に、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、必要書類を添えて、直接または特定記録郵便（11月30日㈭必着）
で物件番号29-2は財政課（〒438-8650　国府台3-1　本庁舎4階）へ。物件
番号29-3は商工観光課（〒438-8650　国府台3-1　西庁舎1階）へ　▶その
他／申し込みがない場合は、12月20日㈬から先着受付順で売却
問財政課☎37-4804　℻37-4876　商工観光課☎37-4819　℻37-5013

1994年頃までに、出産や手術で大量出血などをされた方へお知らせ知
1994年頃までに出産や手術による大量出血などの際に、血液からつくら

れた医薬品（フィブリノゲン製剤、血液凝固第9因子製剤）が使用されたこ
とによって、C型肝炎ウイルスに感染された場合、法律に基づき国を相手と
する裁判を提起し、裁判の中で、①血液からつくられた医薬品が使用された
こと、②その医薬品が使用されたことによってC型肝炎ウイルスに感染した
こと、③慢性肝炎など症状を確認することができれば国と和解した上で給付
金を受け取ることができます。
給付金を受けるためには来年1月15日㈪までに国を相手とする裁判をしな

くてはなりません。出産や手術での大量出血などの際に血液からつくられた
医薬品が使用された方、身に覚えのある方は、まず肝炎ウイルス検査を受け
ましょう。
問厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
　☎0120-509-002（午前9時30分～午後6時　土・日曜、祝日、年末年始を除く）

母子家庭等高等職業
訓練促進給付金制度知

母子家庭の母または父子家庭の
父で、児童扶養手当支給水準の所
得者が就職に役立つ技能や資格の
取得のために１年以上養成機関で
修業する場合に給付金を支給しま
す。
▶対象資格／看護師、准看護師、介
護福祉士、保育士、理学療法士、作
業療法士、歯科衛生士、美容師、社
会福祉士、製菓衛生師、調理師など　
▶支給期間／修業期間の全期間（上
限3年）　▶支給額／市民税非課税
世帯：月額100,000円　市民税課税
世帯：月額 70,500円　※上記のほ
か、養成機関で修業を修了した場合、
修了支援給付金を支給します　市
民税非課税世帯：月額50,000円　
市民税課税世帯：月額25,000円　
▶その他／修業開始前に必ず子育
て支援課までご相談ください
問子育て支援課
　☎37-4896　℻37-4631

市ホームページへバナー
広告を掲載しませんか知

年間約48万件のアクセス数があ
る市ホームページのトップページへ
掲載するバナー広告を募集していま
す。ホームページをお持ちの企業や
事業者、自営業者の方は、ぜひご利
用ください。
▶掲載期間／平成30年3月まで（1
カ月単位で申し込みが可能）　▶掲
載枠数／右上部：5枠、最下部：10
枠　▶画像サイズ／縦40ピクセル、
横160ピクセル　▶掲載料／右上
部：1枠月額20,000円、最下部：1枠
月額10,000円　▶その他／申し込み
方法や掲載基準など詳しくは市ホー
ムページをご覧ください
問広報広聴･シティプロモーション課
　☎37-4827　℻32-3946
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東海アクシス看護専門学校　平成30年度入学生募集（一般入学試験）知
▶募集人数／看護学科（修業年限3年）男女30人程度　▶受験資格／①高等
学校を卒業した方、または平成30年3月に高等学校を卒業見込みの方　②文
部科学大臣が①と同等以上の学力を有すると認定した方
▶出願期間／ 11月27日㈪～ 12月12日㈫（午後5時必着）　▶試験日／学科
試験：来年１月11日㈭、面接試験：12日㈮　▶試験会場／東海アクシス看護
専門学校　▶合格発表／来年1月29日㈪　▶願書請求方法／学校案内と募集
要項の郵送を希望する方は、郵送先の郵便番号、住所、氏名、電話番号を明記
したものに加え、215円分の切手を、過去4年分の問題集も希望する方は350
円分の切手と800円分の郵便小為替を同封して、郵送で東海アクシス看護専
門学校（〒437-0033　袋井市上田町267-30）へ。学校窓口でも配布あり
問東海アクシス看護専門学校☎43-8111　℻43-8122

はじまりのオフィスをご利用ください知
コワーキングスペース「はじまりのオフィス」が、10月1日㈰にオープン

しました。ビジネス交流、セミナー、商談の場所としてぜひご利用ください。
▶利用時間／午前9時～午後9時　※年中無休（年末年始を除く）　▶ところ
／ワークピア磐田1階　▶対象／起業をしたい方、ビジネス交流や商品販売
を積極的に展開したい方　▶その他／利用方法など詳細はワークピア磐田へ
お問い合わせください。Wi-Fiや事務機器などのオフィス備品のほか、大判
プリンターやタッチディスプレイなどの業務用機器も利用可。
問ワークピア磐田☎36-8381　℻36-8383

はじまりキッチン１号店「C
コ

oC
コ

o-L
ラ

AN
ン

K
カ

A」オープン知
ワークピア磐田コワーキングスペース「はじまりのオフィス」内「はじま

りキッチン」で、飲食店起業にチャレンジする第1号店CoCo－LANKAが10
月1日㈰にオープンしました。スリランカ家庭料理であるホッパーをメイン
料理として提供するお店です。ぜひお越しください。
▶営業期間／ 12月28日㈭まで　▶営業時間／月～金曜日　午前10時30分
～午後2時　▶ところ／ワークピア磐田1階　
問ワークピア磐田☎36-8381　℻36-8383

学校給食を試食してみませんか知
とき ところ 参加費

11月16日㈭　10:00～ 12:00 豊田学校給食センター（中田238） 297円

11月22日㈬　11:00～ 12:30 大原学校給食センター（大原2923-1） 297円

11月28日㈫　10:00～ 12:00 豊岡学校給食センター（下神増962-6） 279円

▶対象／市内在住の方　▶内容／学校給食の試食、施設紹介、栄養士講話　
▶定員／各日15人（申し込み多数の場合は抽選）　▶持ち物／箸　▶申込／
11月2日㈭までに、電話で学校給食課へ。同時申し込みは3人まで　▶その
他／抽選結果は、当選者のみ郵送で連絡します
問学校給食課☎37-4780　℻36-1517

公共施設予約システムの
利用者登録の更新知

平成30年1月から新たな公共施設
予約システムに変更します。現在ご
利用の利用者登録（ID番号）は、平
成29年12月受付分の予約まで有効と
なります。新システム導入に伴い、
予約の公平性を保つため、平成30年
1月受付分の予約から有効な新ID番
号の発行を行いますので下記の方法
で登録をお願いします。　
▶方法／市ホームページで平成29年
10月23日㈪から随時、利用者の仮登
録（入力）をした上で、各利用施設窓
口で身分証明書（運転免許証などの
顔写真付きのもの）の提示による本
人確認を経て、本登録が完了となり
ます。インターネットをご利用にな
られていない方は、直接、各利用施
設窓口にて手続きを行ってください　
▶その他／詳細は、総合体育館、ゆ
めりあ球技場、アミューズ豊田、福
田屋内スポーツセンター、竜洋体育
センター、竜洋海洋センター体育館、
竜洋海洋公園テニスコート、豊岡体
育館、ワークピア磐田、i

あい

プラザ（社
会福祉協議会）、文化振興センターの
窓口でご確認ください
問スポーツ振興課
　☎37-4832　℻37-5034

調停委員による
調停相談会（無料）知

　裁判所の民事・家事調停委員（弁
護士など）が身の回りの諸問題（交
通事故、サラ金債務、遺産相続、成
年後見など）の相談に応じます。た
だし、訴訟または調停中の案件や、
電話での相談はできません。
▶とき／ 11月25日㈯　午前10時～
午後2時　▶ところ／ i

あい

プラザ3階　
▶申込／不要。当日、直接会場へ
問静岡地方裁判所浜松支部庶務課
　☎053-453-7155　℻053-458-7458



●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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たのしっぺい♪健
けん

幸
こう

チャレンジ
事業を始めます健

無理のない健康づくりの目標を決
め、チャレンジしながらポイントを
貯めることで、さまざまなサービス
を利用できます。
▶チャレンジシート配布期間／ 11
月 1日㈬～来年2月15日㈭まで　
▶配布場所／健康増進課・国保年
金課・各支所・各交流センター　
▶対象者／ 18歳以上の市内在住ま
たは在勤、在学の方　※平成29年4
月1日現在　▶申込／不要。お近く
の配布場所で、チャレンジシートを
手に入れ、健康づくり目標が決まれ
ば、チャレンジ開始。50ポイントを
貯めてふじのくに健康いきいき
カードと交換　▶その他／健康診
断受診や健康講座受講、スポーツイ
ベントへの参加でもポイントが貯
まります
問健康増進課☎37-2011　℻35-4586

宝くじ助成事業で
コミュ二ティ活動備品を整備知

　㈶自治総合センターの宝くじ助成
事業の補助を受けて、栗下自治会は
コミュニティ備品（エアコン・机・
いす・放送設備・ノートパソコン）
を整備しました。
問地域づくり応援課
　☎37-4811　℻32-2353

地域若者サポートステーション
はままつ　出張相談知

▶とき／ 11月15日㈬　午後1時～
5時　▶ところ／ワークピア磐田第
1会議室　▶対象／就労を目指して
いる15 ～ 39歳までの若者とその家
族（就労中の者、学生を除く）　▶内
容／働くことに悩みや不安を抱えて
いる若者と向き合い、キャリアコン
サルタントや臨床心理士などによる
出張相談を行います　▶参加費／無
料　▶申込／電話で地域若者サポー
トステーションはままつ（☎053-
453-8743）へ　▶その他／予約優先
（予約なしでも相談可）
問商工観光課☎37-4819　℻37-5013

平成30年版農業日誌
などの予約申し込み知

▶販売価格／農業日誌・ファミリー
日誌：1,215 円　新農家暦：416 円　
▶申込／ 11月17日㈮までに、電話
で農林水産課へ　▶その他／申込期
日後は、直接、販売元の（一財）農林
統計協会（☎03-3492-2987）へお申
し込みください　
問農林水産課☎37-4813　℻37-1184

農用地除外の
申出書類受付知

農用地区域（青地）に指定されて
いる農地に分家住宅などを建築する
場合は、農用地区域からの除外が必
要です。申し出は、農用地利用計画
変更要件を満たすものでなければ受
け付けられませんので、必ず事前に
ご相談ください。申出書作成には時
間が掛かりますので、事前の相談は
早めにお願いします。申し出は他の
法令（都市計画法・農地法など）と
の調整可能なものに限ります。
▶受付期間／ 11月1日㈬～ 30日㈭　
▶ところ／農林水産課（西庁舎1階）
問農林水産課☎37-4813　℻37-1184

▶配布予定時期／来年1～ 3月　▶
対象／公園などの公共施設に植える
ことを目的とした団体　▶種類／種
子：コスモス、サルビアなど　球根：
グラジオラス、ゼフィランサスなど　
緑化木：サツキ、ツツジなど　桜：
タイリョウ桜、河津桜など　▶申込
／ 10月27日㈮までに、都市整備課
（西庁舎1階）にある申請書に必要事
項を記入の上、直接、都市整備課ま
たは各支所地域振興グループへ
問都市整備課☎37-4806　℻37-8690

花の種子・球根・苗木を無償配布知

▶とき／ 11月10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／統合
失調症について　▶講師／市立総合
病院精神科　部長　岡田八

や

束
つか

　▶参
加費／無料　▶持ち物／筆記用具　
▶申込／不要。当日、直接会場へ　
問市立総合病院健診センター
　☎38-5031　℻38-5059

やさしい健康教室健

磐田南高校定時制
学校説明会知

▶とき／①11月16日㈭　②来年1
月11日㈭　①②ともに午後6時30
分～ 8時30分　▶ところ／磐田南
高校（見付3084）はぐま会館　▶対
象／社会人、中学3年生、保護者な
ど　▶持ち物／筆記用具　▶申込／
前日までに、電話で磐田南高校定時
制へ（午後2時以降）
問県立磐田南高校定時制
　☎32-7286　℻37-8375

がんサロン「なごみ」健
▶とき／ 11月24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／
がんの治療や療養に必要な情報を集
め、不安や悩みを共有できます　▶
申込／不要。当日、直接会場へ
問市立総合病院がん相談支援センター
　☎38-5000㈹　℻38-5050
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親子の絆づくりプログラム（BPプログラム）参加者を募集学
初めて親になった０歳児のお母さんのための「子育て仲間づくり・親子の

絆づくり･育児知識の学び」の講座の参加者を募集します。
とき ところ 定員 申込期限

12月1日㈮、8日㈮、
15日㈮、22日㈮ 13:30～15:30 子育て支援センター「ニッセの部屋」 先着20組 11月20日㈪

12月4日㈪、11日㈪、
18日㈪、25日㈪ 13:30～15:30 　　i

あい

プラザ 先着20組 11月22日㈬

▶対象／生後2～ 5カ月の第１子とそのお母さん　▶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／申込期限までに電話で発達支援室へ
問発達支援室☎37-4853　℻37-4631

人権講演会学
▶とき／ 12月3日㈰　午後1時30
分～ 3時　▶ところ／ふれあい交流
センター　▶対象／中学生以上　▶
内容／多文化共生社会の実現に向け
て　▶講師／高

たかがい

貝亮（弁護士）　▶
定員／先着50人　▶参加費／無料　
▶申込／直接または電話でふれあい
交流センターへ　▶その他／要約筆
記者の対応あり
問ふれあい交流センター
　☎32-5028　℻34-2613

MONOづくりワークショップ2017開催催
▶とき／ 10月29日㈰　①午前10時～午後0時30分（受付は午前9時45分～
正午）　②午後1時～3時30分（受付は午後0時45分～3時）　▶ところ／ワー
クピア磐田　▶内容／小物づくり、ハンドマッサージなど　▶講師／はれの
ひ（クリエイト作家グループ）、女性起業家育成講座卒業生　▶定員／各ブー
スによる（先着順）　▶参加費／入場無料（各ブースでの体験料１回500円～
2,000円程度）　▶持ち物／作品持ち帰り用のエコバッグ　▶申込／不要。当
日、直接会場へ　▶その他／詳細は、市内施設に配架してあるチラシまたは
市、ワークピア磐田ホームページをご覧ください。全国軽トラ市と同日開催
のため、公共交通機関またはシャトルバスをご利用ください
問ワークピア磐田☎36-8381　℻36-8383　商工観光課☎37-4819　℻37-5013

男のセカンドライフいきいきセミナー参加者を募集学
これまでの経験を生かして「何かをしたい」「地域に貢献したい」「仲間

をつくりたい」と思っている男性シニアの皆さん。実際に活動している方々
をお手本にしてアクティブシニアへの第一歩を踏み出し、地域デビューして
みませんか。

とき 講座内容
11月13日㈪
13:30～16:30

①素敵なシニアライフを目指そう
②趣味・習い事～趣味や習い事を通じて社会とつながるには～

11月20日㈪
13:30～16:30

①自分自身についてもっと知ろう
②就業・起業～シニアにとって自分にあった働き方とは～

11月27日㈪
13:30～16:30

①コミュニケーションについて学ぼう
②地縁活動～仲間の意見をまとめ意思決定するには～

12月 4日㈪
13:30～16:30

①やりたいことを見つけよう
②居場所運営～居場所運営のやりがいとは～

12月11日㈪
13:30～16:30

①まずは最初の一歩を踏み出そう
②市民活動・ボランティア～シニアに最適な市民活動の魅力とは～

▶ところ／豊田支所2階大会議室　▶対象／これから地域デビューを希望す
る男性（概ね60歳～ 75歳）　▶講師／ NPO法人静岡団塊創業塾　原田和正
氏およびNPO法人会員ほか　▶定員／ 30人（応募者多数の場合は調整・抽
選）　▶参加費／無料　▶申込／ 11月1日㈬までに、直接または電話で社会
福祉協議会（i

あい

プラザ1階　☎37-9617）へ
問福祉課☎37-4814　℻36-1635

福祉の就職＆進学フェア
～ふくしの就活カフェ～催

▶とき／ 10月24日㈫　午後1時～ 4
時　▶ところ／アクトシティ浜松（浜
松市中区板屋町111-1）コングレスセ
ンター 31会議室　▶内容／採用担当
者との面接相談や福祉・介護未経験
者への就職相談など　▶参加費／無
料　▶申込／不要。当日、直接会場へ
問県社会福祉人材センター
　☎054-271-2110　℻054-272-8831

コミカレ修了生アフター研修会
＆コミねっと西部支部研修会学

▶とき／ 11月18日㈯　午前10時
～午後3時30分　▶ところ／ワー
クピア磐田　▶対象／地域活動に興
味のある方　▶内容／県西部の地域
活動団体の紹介や「つながる地域活
動　次世代へつなげる地域活動」を
テーマに意見交換などを行います　
▶定員／先着50人（会員以外の方）　
▶参加費／無料（昼食申し込みの方
は700円）　▶申込／ 11月3日㈷ま
でに、氏名、電話番号、当日の参加
人数、昼食の希望の有無を記入の上、
FAX（55-5195）ま た はEメ ー ル
（eabe3112＠outlook.jp）でコミねっ
と磐田（安部）へ　
問地域づくり応援課
　☎37-4811　℻32-2353
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はまぼう公園野鳥観察会催
▶とき／ 11月5日㈰　午前9時30
分～正午　※雨天中止　▶ところ
／はまぼう公園野鳥観察舎（太田川
河口右岸）　▶対象／一般　※小学
生未満は保護者同伴　▶内容／周年
みられるミサゴ、カワウ、サギ類や
シギ・チドリ類が飛来する太田川河
口で、バードウォッチングを一緒に
楽しみましょう　▶講師／県環境学
習指導員　▶参加費／無料　▶持ち
物／双眼鏡　※お持ちの方　▶申
込／不要。当日、直接会場へ
問環境課☎37-4874　℻37-5565

農林大学校「農大祭」催
▶とき／ 11月18日㈯　午前10時～
午後3時　▶ところ／農林大学校（富
丘678-1）　▶内容／各学科パネル展
示、農林畜産物販売、餅まきなど
問県立農林大学校
　☎36-1560　℻34-4445

竜洋図書館　
スペシャルなおはなし会催

「なぎの木子どもの本を読む会」
による絵本の読み聞かせなどを行な
います。いつもよりちょっぴり特別
なおはなし会です。
▶とき／ 11月4日㈯　①午前10時
30分～ 11時　②午前11時30分～
正午　▶ところ／竜洋なぎの木会館　
208・209号室　▶対象／①0 ～ 3
歳くらいの子と保護者　②3～ 6歳
くらいの子と保護者　▶定員／各回
約30人（先着順）　▶参加費／無料　
▶申込／不要。当日、直接会場へ　
問竜洋図書館☎66-7788　℻66-7902

第21回 カリヨン祭開催催
▶とき／ 11月11日㈯　午前10時
～午後3時　※雨天決行　▶ところ
／東海アクシス看護専門学校（袋井
市上田町267-30）　▶内容／看護師
体験、身体計測、車いす体験、スタ
ンプラリーなど　▶入場料／無料　
▶申込／不要。当日、直接会場へ
問東海アクシス看護専門学校
　☎43-8111　℻43-8122

ガラス工芸作家
原田哲治展催

▶とき／ 11月4日㈯～ 26日㈰　午
前9時30分～午後5時（休館日は月
曜、祝日の翌日）　▶ところ／新造
形創造館　▶内容／ガラスの中に絵
が閉じ込められているような印象を
与えるスウェーデン・グラール技法
などを使ったファンタジーの世界　
▶入場料／無料　
問新造形創造館つくるっぺい
　☎33-2380　℻33-2382

豊岡図書館展示
「豊岡の絵図と航空写真」展催

豊岡村史にある絵図や昔の地図、
豊岡地区の航空写真を展示します。
昔の豊岡地区や天竜川の様子を見て
みませんか。
▶とき／ 10月 24日㈫～ 31日㈫　
午前9時30分～午後5時　※月曜
休館　▶ところ／豊岡支所3階　第
2会議室　▶入場料／無料　▶申込
／不要。当日、直接会場へ　
問豊岡図書館
　☎0539-62-3210　℻0539-63-0101

平常展
「磐田発！直虎の時代」催

話題のおんな城主「井伊直虎」が
生きた戦国時代に、遠江の国衆、見
付の町衆は誰に味方をして、どんな
動きをしていたのでしょうか。展示
史料から戦国時代の磐田をたどって
みませんか。
▶とき／ 12月15日㈮まで　午前9
時～午後5時（入場は午後4時30分
まで）　※土･日、祝日は休館　▶
ところ／歴史文書館展示室（竜洋支
所2階）　▶対象／中学生以上　▶
入場料／無料　
問歴史文書館☎66-9112　℻66-9722

袋井特別支援学校
「光る子まつり」催

▶とき／ 11月18日㈯　午前9時30 
分～午後2時　▶ところ／袋井特別
支援学校（袋井市高尾2753-1）　▶
内容／小学部児童による屋台の引き
回しや、中学部・高等部生徒の作業
学習の製品販売、作業実績、作品展
示などを行います。また保護者によ
るバザーや喫茶コーナーなど楽しい
催しをたくさん用意しています。児
童生徒が作ったのぼり旗を目印にし
てぜひお越しください
問県立袋井特別支援学校
　☎43-6611　℻43-6789

獅子ヶ鼻トレッキング
de 婚活第10弾催

獅子ヶ鼻の自然を楽しみながら、
楽しいひとときを過ごし、新たな出
会いのきっかけづくりにしませんか。
▶とき／ 11月12日㈰　午前9時～
午後4時　▶ところ／獅子ヶ鼻ト
レッキングコース　▶対象／ 20 ～ 
40代の未婚の方　▶内容／獅子ヶ
鼻の自然を満喫しながら、山歩き初
心者向けのコースを歩きます。楽し
い婚活を体験してみませんか。毎回
必ずカップルが誕生しています　▶
定員／男女各10人程度　※申込多
数の場合は抽選　▶参加費／男性
5,000円、女性2,000円（2人以上で
申込の方は1人1,500円）　▶持ち物
／軽登山靴、歩きやすい服装　▶申
込／ 10月29日㈰まで
に磐田市観光協会ホー
ムページの申込フォー
ムで必要事項を入力す
るか、電話またはFAX
で観光協会（☎・℻33-1222）へ　
問農林水産課☎37-4813　℻37-1184

▲磐田市観光
　協会HP
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人口と世帯数（8月末現在）

人口・世帯数 前月比
人口 170,529 人 － 26人
男 86,200 人 － 25人
女 84,329 人 － 11人
世帯 66,653 世帯 ＋ 16世帯
※住民基本台帳調べ（外国人市民含む）

市税等納期限

【11月 30 日㈭】
国民健康保険税（5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

キノコ観察会催
▶とき／ 11月26日㈰　午前9時30
分～ 11時30分　▶ところ／桶ケ谷
沼ビジターセンター（岩井315）と
桶ケ谷沼周辺　▶対象／どなたでも　
※小学生以下は保護者同伴　▶内
容／桶ケ谷沼の観察路を散策し、キ
ノコを観察する　▶講師／野

のみ

路
ちの

会
かい

　
大庭俊

しゅん

司
じ

氏　▶参加費／無料　▶
申込／前日までに直接または電話、
FAX、Eメールで、桶ケ谷沼ビジ
ターセンター（Eメール：okegaya-
vc@city.iwata.lg.jp）へ　▶その他／
野外観察のできる服装を着用
問桶ケ谷沼ビジターセンター
　☎39-3022　℻39-3023竜洋図書館おたのしみ会催

▶とき／ 12月2日㈯　午後2時～ 2
時30分　▶ところ／竜洋なぎの木会
館　▶対象／未就学児（3歳以上）　
▶内容／人形劇や絵本の読み聞かせ
など　▶定員／ 30人　▶参加費／無
料　▶申込／入場券を11月2日㈭か
ら竜洋図書館で配布（1人3枚まで）
問竜洋図書館☎66-7788　℻66-7902

第37回磐田ふれあい作品展催
▶とき／ 12月2日㈯～ 10日㈰　午
前9時～午後6時　※月曜休館、土・
日曜日は午後5時まで　▶ところ／
中央図書館　▶内容／障がいのある
方が制作した絵画などを展示します

作品募集
▶募集作品／絵画、書道、工芸など
（1人2点まで）　▶対象／市内在住
または在勤で心身に障がいのある方　
▶申込／ 10月20日㈮までに氏名、
住所、電話番号、応募作品の種類を
電話またはFAXで福祉課へ
問福祉課☎37-4919　℻36-1635

ワークピア磐田講座
「ボトリウム」参加者募集催

▶とき／ 11月26日㈰　午後2時～
4時　▶ところ／ワークピア磐田　
▶内容／小さなボトルの中に水草や
石をレイアウトして水族館を作り、
魚を飼育します。オリジナルのボト
リウムを作ってみませんか　▶講師
／田

た

畑
ばた

哲
てつ

生
お

氏（水草作家）　▶定員
／先着15人　▶参加費／新規：
4,100円（2人以上での申し込みは1
人3,500円）　再受講：3,500円　▶
持ち物／筆記用具、再受講の方はお
持ちのボトリウムセット　▶申込／
10月22日㈰午前10時から参加費を
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

クリスマスリースを作ろう　催
▶とき／ 12月2日㈯、3日㈰　①午
前10時～　②午後1時30分～　▶
ところ／新造形創造館　▶対象／小
学生（低学年は保護者同伴）　▶定
員／各回先着12人　▶参加費／
1,500円　▶申込／直接または電話
で新造形創造館へ
問新造形創造館つくるっぺい
　☎33-2380　℻33-2382

磐田市公営婚活
パン作りでめぐりあい催

磐田市主催の公営婚活を開催しま
す。パン作りをしながら、素敵な出
会いを見つけませんか。
▶とき／ 11月19日㈰　午後1時～ 4
時30分　▶ところ／南御厨交流セン
ター　▶定員／ 20歳以上の独身男女
各9人程度（申込多数の場合は抽選）
▶参加費／ 1,000円　▶持ち物／エ
プロン、三角巾　▶申込／ 10月31日
㈫までに電子申請にて
申し込み。詳しくは市
ホームページで「婚
活」で検索
問秘書政策課☎37-4805　℻36-8954

▲電子申請

第30回子どもと読書講演会催
▶とき／ 11月18日㈯　午後1時30
分～ 4時　▶ところ／中央図書館2
階視聴覚ホール　▶内容／毎年「子
どもにとって読書がいかに大切であ
るか」をテーマに講演会を開催して
います。今年は「わにわに」シリー
ズなどで子どもから大人まで幅広い
ファンを持つ山口マオ氏をお迎えし、
絵本作りの秘密を教えていただきま
す　▶講師／山口マオ氏（イラスト
レーター・絵本作家）　▶定員／先
着130人　▶参加費／無料　▶申込
／ 10月20日㈮午前9時から直接ま
たは電話で中央図書館（見付3599-
5）へ　▶その他／託児あり（先着
20人程度）
問中央図書館☎32-5254　℻32-5154


