
●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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▶対象／市内の団体やグループが行
う男女共同参画を推進する事業　▶
補助額／対象経費内で上限5万円　
▶申込／ 7月14日㈮までに、地域づ
くり応援課（本庁舎2階）にある申
請書（市ホームページからダウンロ
ード可）に記入の上、必要な書類を
添えて直接、地域づくり応援課へ
問地域づくり応援課
　☎37-4811　℻32-2353

男女共同参画推進支援事業
に補助金を交付します知

在宅介護手当の申請知
▶対象／介護保険認定審査で要介護3
以上と認定された方を一定期間在宅
で介護している方など　▶支給額／
要介護者1人に付き20,000円　▶その
他／7月上旬に対象になると思われる
要介護者本人宛てに申請書を送付し
ますので、8月31日㈭までに福祉課
（i
あい

プラザ3階）または各支所市民福祉
グループで申請をお願いします
問福祉課☎37-4831　℻37-6495

市消防職員を募集（平成30年4月1日採用）知
採用職種 採用予定人員 受験資格

消防吏員 4人程度

次の要件のいずれかに該当する方
ア　 平成 4年 4月 2日以降に生まれた方で、大学卒業もしく
は平成 30 年 3月末日までに卒業見込みの方

イ　 平成 6年 4月 2日以降に生まれた方で、短期大学卒業も
しくは平成 30 年 3月末日までに卒業見込みの方

ウ　 平成 6年 4 月 2 日から平成 12 年 4 月 1 日までに生まれ
た方で高等学校卒業もしくは平成 30 年 3 月末日までに
卒業見込みの方、または高等学校卒業と同等の資格があ
ると認められる方

試験 試験日 試験内容

第 1次試験 　 8 月 25 日㈯ 教養試験・適性検査・作文試験
第 2次試験 　 8 月 26 日㈯ 体力試験
第 3次試験 　 9 月上旬～中旬 集団面接・個別面接
第 4次試験 　 9 月中旬～下旬 個別面接

▶試験案内・申込書配布場所／消防本部消防総務課（福田支所4階）および
市消防署　※市ホームページからダウンロード可　▶申込／ 7月7日㈮～ 21
日㈮に採用試験申込書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて直接（土・
日曜日、祝日を除く）または郵送（7月21日㈮消印有効）で、消防総務課
（〒437-1292　福田400）へ　
問消防総務課☎59-1119　℻59-1777

介護保険料「納入通知書」・
「特別徴収決定通知書」の送付知

　介護保険第1号被保険者（65歳以上
の方）を対象に、市民税を基に算出
した本年度の介護保険料の通知書を7
月中旬に送付します。算出方法など
詳しくは、同封のパンフレットまた
は市ホームページをご覧ください。
問介護保険室☎37-4769　℻37-6495

介護保険施設入所者の
負担限度額認定申請知

　特別養護老人ホームなどの介護保
険施設に入所した場合（短期入所も
含む）、世帯の全員（住民票上の世帯
が異なる配偶者を含む）が市民税非
課税であり、かつ、一定額以上の預
貯金をお持ちでない方（預貯金など
が単身1千万円以下、夫婦2千万円以
下）などの要件を満たす方は、認定
を受けると利用者負担額が減額とな
ります。
　利用者負担段階の判定に用いる収
入には、非課税年金（遺族年金と障
害年金）収入も含めて判定すること
になります。本年度の市民税非課税
世帯で介護保険施設に入所した方
（短期入所も含む）は、減額の手続
きをお願いします。
　すでに負担限度額認定証を交付さ
れている方は、7月末で有効期間が終
了しますので、申請をお願いします。
問介護保険室☎37-4869　℻37-6495

　市では、地球温暖化対策の一つと
して環境省による「CO2削減／ライ
トダウンキャンペーン」に賛同し、
6月21日㈬（夏至）と7月7日㈮（七
夕）の午後8時～ 10時の2時間、業
務や安全に支障のない範囲で、施設
や各家庭などに一斉消灯を呼び掛け
ていきます。ご協力をお願いします。
問環境課☎37-4874　℻37-5565

CO2削減／ライトダウン
キャンペーン知

　地域福祉の推進を図るために設け
ている会議の委員を募集します。
▶募集人員／ 3人　▶対象／平成29
年5月1日現在、満20歳以上で市内
に在住、在勤、在学の方　▶任期／
2年　▶内容／年４回程度の会議に
出席し、主に地域福祉計画および地
域福祉活動計画の策定について意見
を伺います　▶申込／ 7月3日㈪ま
でに福祉課（i

あい

プラザ3階）または市
ホームページで配布する申込用紙に
必要事項を記入の上、小論文（テー
マ：「地域の見守りやボランティア
活動で日ごろ感じていること」、400
字程度）を添えて直接または郵送で
福祉課（〒438-0077 国府台57-7）
へ　▶その他／委員には委員報酬が
支払われます
問福祉課☎37-4814　℻36-1635

地域福祉推進会議委員
を募集知



●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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平成29年度教科書展示会
▶とき／7月2日㈰まで（月曜日および6月23日㈮を除く）　▶ところ／磐田教科
書センター（中央図書館内）　▶内容／平成30年度から小学校で使う道徳の教科
書（検定済み）を展示します。展示期間中は、意見箱を設置します
問学校教育課☎37-4921　℻36-3205

知

農地の適正管理の
お願い知

　市農業委員会では農地法に基づき
市内農地の利用実態を把握するため、
6月から8月に各地区の農業委員お
よび協力員が農地の巡回調査を行う
「利用状況調査」を実施します。
　調査の結果を踏まえ、耕作や管理
がされていない農地には適正管理の
お願いと今後の利用意向の確認をさ
せていただきます。雑草などが繁茂
すると近隣農地や住宅などへの影響
が懸念されます。草刈、耕うんなど
の適正管理をお願いします。
問農業委員会事務局（農林水産課内）
　☎37-4813　℻37-1184

静岡県下水道排水設備
工事責任技術者試験知

▶とき／ 10月18日㈬　▶ところ／
静岡商工会議所（静岡市葵区黒金町
20-8）　▶受験資格／ 20歳以上で学
歴に応じた実務経験を有する方　▶
受験料／ 4,000円　▶願書配布／ 7
月3日㈪から下水道課（福田支所2
階）で　▶申込期間／ 7月18日㈫～
31日㈪　▶その他／ 9月15日㈮に
受験に関する講習会を静岡商工会議
所で開催します（参加は任意）
問下水道課☎58-3282　℻58-3271

国民健康保険税
納税通知書の送付知

　本年度の納税通知書を7月中旬に
送付します。納税通知書には、年間
の保険税額、納付方法や各期別にお
支払いいただく額などが記載してあ
りますのでご確認ください。
　国民健康保険税は、世帯単位での
課税のため、納税義務者は世帯主と
なります。世帯内で国民健康保険に
加入されている方の所得や資産の内
容に応じて保険税額を算出し、世帯
主の方に通知します。 
　本年度から国民健康保険税の限度
額が、医療分は52万円から54万円、
後期高齢者支援金分は17万円から
19万円に引き上げられました。介
護分は16万円で変更ありません。
問国保年金課☎37-4863　℻37-4723

　ひとり親家庭の経済的負担を軽減
するため、次の事業を利用した場合、
利用料の2分の1を助成します。
▶対象事業／①病後児保育②延長保
育③休日保育④ファミリー・サポー
ト・センター事業　▶対象者／ひと
り親家庭で、児童扶養手当を受給し
ている方（全部支給停止の方は除
く）または児童扶養手当を受給して
いる方と同等の所得水準にあると市
長が認めた方　▶申請方法／必要書
類を事前に電話で確認の上、子育て
支援課（i

あい

プラザ3階）へ　
問子育て支援課
　☎37-4896　℻37-4631

ひとり親家庭の
子育て支援制度知

浜松市浜北区にある医療機関で予
防接種を受ける場合、これまで事前
申請が必要でしたが、5月1日から、
協力医療機関（市ホームページに掲
載）においては事前申請が不要にな
りました。
予防接種を受ける際は、予診票と

母子健康手帳（子どもの場合）を持
参の上、協力医療機関で接種してく
ださい。協力医療機関によっては、
事前予約が必要な場合もありますの
で、ご注意ください。
問子どもの予防接種：子育て支援課
　☎37-2012　℻37-4631
　成人の予防接種：健康増進課
　☎37-2011　℻35-4586

浜北区にある医療機関
での予防接種の受け方知

弾道ミサイル発射直後の情報伝達
　弾道ミサイルは、発射から極めて
短時間で着弾します。ミサイルが日
本に落下する可能性がある場合は、
全国瞬時警報システム（Jアラート）
を活用して、同報無線でサイレン音
とともにメッセージを流すほか、緊
急速報メールなどにより緊急情報を
お知らせします。
メッセージが流れた直後に取るべき行動
　屋外にいる場合：近くのできるだ
け頑丈な建物に避難してください。
近くに建物がない場合は、物陰に身
を隠すか、地面に伏せて頭部を守っ
てください。屋内にいる場合：でき
るだけ窓から離れ、できれば窓のな
い部屋へ移動してください。
問危機管理課☎37-2114　℻32-0177

弾道ミサイル落下時の
行動について知

県介護支援専門員
実務者研修受講試験知

▶とき／ 10月8日㈰　午前10時～正
午　▶ところ／静岡県立大学（静岡
市駿河区谷田52-1）ほか　▶試験
案内配布期間／ 7月10日㈪まで　▶
配布場所／市介護保険室（i

あい

プラザ3
階）または各支所市民福祉グループ
▶申込／ 7月10日㈪までに簡易書留
による郵送で県介護保険課（〒420-
8601　静岡市葵区追手町9-6）へ
問県介護保険課　
　☎054-221-2317　℻054-221-2142
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磐田市都市計画マスタープランなどの地域別説明会知
　市の都市計画に関する基本的な方針を定めた「都市計画マスタープラン」
の改定と、人口減少・少子高齢社会に対応したまちづくりの指針となる「立
地適正化計画」を策定するため、計画について地域別説明会を開催します。

とき（7月） ところ 説明する地区名

  4 日㈫ 豊岡支所　3階　第 1会議室 豊岡
  5 日㈬ 御厨交流センター　1階　会議室 1 田原・御厨・西貝・南御厨
  6 日㈭ 見付交流センター　2階　大会議室 見付
11 日㈫ ワークピア磐田　2階　視聴覚室 中泉・今之浦
12 日㈬ 福田中央交流センター　2階　大会議室 福田
13 日㈭ 南交流センター　2階　会議室 天竜・長野・於保
19 日㈬ 富岡交流センター　研修室 1 豊田北部
20 日㈭ 井通交流センター　2階　会議室 3 豊田南部
25 日㈫ 竜洋交流センター　2階　会議室 1 竜洋
26 日㈬ 大藤交流センター　1階　視聴覚室 岩田・大藤・向笠

▶とき／午後7時～ 8時頃　▶申込／不要。当日、直接会場へ
問都市計画課☎37-4907   ℻36-2459

女性が働きやすい企業のパート就職面接会知
▶とき／7月12日㈬　午前10時～午後2時　▶ところ／ワークピア磐田多目的ホ
ール　▶対象／パート勤務希望の方　▶内容／ママ世代の女性の働きやすさに
配慮した企業8社が出展。採用担当者と直接面談でき、仕事内容、時間、時給な
どが確認できます。履歴書の書き方などを学ぶコーナーあり　▶参加企業／㈱
スマートアグリカルチャー磐田、㈱光素、㈱エル・ティー・シー、㈱プラミック、
佐川急便㈱、㈲中津川化成、浜松光電㈱、㈱住まいるリフォーム　▶参加費／
無料　▶持ち物／履歴書　▶申込／不要。当日、直接会場へ　▶その他／託児
コーナーあり（要予約）
問ワークピア磐田☎36-8381　℻36-8383

平成29年度銃砲刀剣類
登録審査会（西部地区）

知

▶とき／ ①7月25日㈫　②来年1月
16日㈫（銃砲が登録できるのは②の
み）　午前9時30分～ 11時30分（審
査は午後になる場合あり）　▶とこ
ろ／県浜松総合庁舎9階（浜松市中
区中央1丁目12-1）　▶その他／登録
申請者は原則として銃砲刀剣類所有
者本人。新規登録の際の持参物は県
文化財保護課へ問い合わせ。登録希
望件数が10件以上の場合は、前日ま
でに県文化財保護課へ連絡すること
問県教育委員会文化財保護課
　☎054-221-3158　℻054-250-2784

東海アクシス看護専門学校 
オープンキャンパス知

▶とき／①8月4日㈮　午前9時30分
～正午（受付午前9時～）、午後1時
30分～ 4時（受付午後1時～）　②8月
6日㈰　午前9時30分～正午（受付午
前9時～）　▶ところ／東海アクシス
看護専門学校（袋井市上田町267-
30）　▶対象／入学希望者（保護者
同伴可）　▶内容／学生による体験
発表など　▶申込／ 7月1日㈯～ 27
日㈭に、参加希望日、住所、氏名、
ふりがな、電話番号、学校名、学年、
職業、保護者同伴人数を記載の上、
電話（平日のみ　午前8時30分～午
後5時15分）またはFAX、ホームペ
ージ（http://axis-ns.jp）で東海アク
シス看護専門学校へ　※先着順
問東海アクシス看護専門学校総務課
　☎43-8111　℻43-8122　

防衛省（自衛隊）
採用制度説明会知

　防衛省（自衛隊）採用制度説明会
を開催します。
回 と　き
第1回 7月15日㈯ 13:00～17:00
第2回 7月22日㈯ 10:00～12:00
第3回 7月29日㈯ 13:00～17:00
第4回 8月 5日㈯ 10:00～12:00

▶ところ／ワークピア磐田　▶対象
／ 18歳以上27歳未満の一般の方
（中学卒業以上）、大学生、高校生、
中学生（男子のみ）、その他興味・
関心のある方　▶内容／自衛隊採用
制度の概要および質疑応答　就職的
コース（一般自衛官）：航空学生（パ
イロット要員）、一般曹

そう

候補生、自
衛官候補生（任期制）　進学的コー
ス：防衛大学校、防衛医科大学校医
学科学生、防衛医科大学校看護学科
学生、高等工科学校（中学生対象）
問自衛隊袋井地域事務所
　☎・℻43-3717

指定管理者募集日程知
下記の指定管理者を更新するため、

以下の日程で募集要項の配布などを
行いますのでお知らせします。
No. 施設名

1 福田屋内スポーツセンター
外8施設

2 磐田市香りの博物館外1施設

3 磐田市福田健康福祉会館

4 磐田市老人ホーム楽寿荘

▶募集要項配布日／6月20日㈫～7月
10日㈪　※配布先はお問い合わせく
ださい　▶現地説明会／7月中旬　
▶申請受付／8月4日㈮～14日㈪
問秘書政策課☎37-4805　℻36-8954
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結核・肺がん・大腸がん検診
（豊岡地区）健

とき ところ 時間

7月
18日㈫

松之木島下区公会堂 14:00 ～15:00
下神増公会堂 15:30 ～16:30

21日㈮
促進住宅駐車場 14:00 ～14:30
豊岡東交流センター 15:00 ～15:30

24日㈪
壱貫地公会堂 14:00 ～14:30
合代島下公会堂 15:00 ～16:00

28日㈮
平松公会堂 14:00 ～15:00
社山公会堂 15:30 ～16:00

31日㈪

大平集落センター 13:30 ～14:00
家田公会堂 14:30 ～15:00
敷地駅前駐車場 15:30 ～16:00
豊岡支所駐車場 16:30 ～18:00

8月
2日㈬

豊岡中央交流センター 14:00 ～15:00
神増公会堂 15:30 ～16:30

7日㈪
栗下公会堂 14:00 ～14:30
本村公会堂 15:00 ～15:30
上神増公会堂 16:00 ～17:00

▶対象／市内に住所を有する年度末
年齢40歳以上の方　▶受診費用／
胸部レントゲン撮影（結核・肺がん
検診）：無料　喀

かく

痰
たん

検査：700円　※
受診日の年齢が75歳以上の方は500
円　大腸がん検診（検便）：500円　
問健康増進課☎37-2011　℻35-4586

▶とき／ 7月28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　▶対象
／がん患者や家族　▶内容／情報交
換、ミニレクチャー　▶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

がんサロン「なごみ」健

やさしい健康教室健
▶とき／ 7月12日㈬　午後2時～ 3
時　▶ところ／市立総合病院2階講
堂　▶対象／成人　▶内容／入院中
のリハビリ（お見舞いでできるこ
と）　▶講師／市立総合病院リハビ
リテーション技術科副技師長　内山
恵
けい

典
すけ

、作業療法士　馬場博
ひろ

規
のり

、言語
聴覚士　鈴木寿

じゅ

奈
な

　▶定員／先着
90人　▶参加費／無料　▶申込／
不要。当日、直接会場へ　▶その他
／内容を変更する場合あり
問市立総合病院健診センター
　☎38-5031　℻38-5059

タニタの健康セミナー健
▶とき／ 7月8日㈯　午後2時～ 3時
45分　▶ところ／ i

あい

プラザ2階　▶内
容／アンチエイジングの食事法と健
康美人の作り方　▶講師／㈱タニタ
ヘルスリンク　管理栄養士　▶定員
／先着80人　▶参加費／無料　▶
申込／電話でライフサポートセンタ
ーしずおか中東遠事務所へ
問ライフサポートセンターしずおか
中東遠事務所

　☎33-3715　℻32-5544

▶とき／ 7月22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
産後の育児力アップを目指すノウハ
ウを伝えます　▶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／ 7月14日㈮
までに電話で発達支援室へ
問発達支援室☎37-4853　℻37-4631

わくわくパパママ講座学

▶とき／ 7月14日・21日、8月4日・
18日　いずれも金曜日　午前10時～
正午　▶ところ／中央図書館2階会
議室　▶対象／全4回受講できる方
で、受講後は図書館の音訳ボランテ
ィアとして活動できる方　▶内容／
対面朗読や録音図書制作について　
▶講師／県視覚障害者情報支援セン
ター奉仕員　▶定員／先着15人　▶
参加費／テキスト代500円（全回分）
▶持ち物／筆記用具など　▶申込／
6月20日㈫午前9時から、電話または
直接中央図書館へ。定員を超えた場
合は初心者の方が優先になります
問中央図書館☎32-5254　℻32-5154

音訳ボランティア養成講座学

磐田薬剤師会
無料お薬相談健

▶とき／ 7月24日㈪　午後2時～ 4
時　▶ところ／磐田市急患センター
2階磐田薬剤師会事務室　▶対象／
市内在住の方　▶申込／不要。当日、
直接会場へ　
問磐田薬剤師会
　☎ 32-9989　℻ 32-8199

男性介護者のための
ケアメン講座学

▶とき／ 7月8日㈯　午前10時～ 11
時30分　▶ところ／ i

あい

プラザ2階　
▶対象／市内在住で自宅で介護をし
ているまたは介護に興味のある男性　
▶内容／①排泄ケアの講話　②グル
ープ毎に介護に関する座談会　▶講
師／おむつフィッター　髙木久治氏　
▶定員／ 16人　▶参加費／無料　
▶持ち物／筆記用具　▶申込／ 6月
30日㈮までに電話で竜洋地域包括
支援センター（☎66-9221）へ　▶
その他／介護が必要な家族同伴の場
合は申し込み時にご相談ください
問福祉課☎37-4814　℻36-1635

大切な方を自死で
亡くされた方へ健

　大切な方を自死で亡くされた方を
サポートするため面接相談を行って
います。
▶とき／毎月第1・3水曜日　午後1
時～ 4時　▶ところ／第1水曜日：県
精神保健福祉センター（静岡市駿河
区有明町2番20号）　第3水曜日：県
内各　健康福祉センター（西部は12
月）　▶その他／電話相談も随時受付
問県精神保健福祉センター
　☎054-286-9245　℻054-286-9249
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桶ケ谷沼ビジターセンター
イベント

魚類観察会
▶とき／ 7月16日㈰　午前10時～正
午　▶ところ／桶ケ谷沼ビジターセ
ンターとその周辺　▶内容／桶ケ谷
沼に住む魚類の話を聞いて、桶ケ谷
川で捕獲し観察　▶講師／魚類研究
家　野澤利

とし

治
はる

氏　▶持ち物／泥水に
濡れてもよい服装、長靴またはサン
ダル、網、バケツ
自由研究のヒントをさがそう

▶とき／ 7月15日㈯、22日㈯　午前
9時30分～午後4時　▶ところ／桶
ケ谷沼ビジターセンター視聴覚室　
▶対象／小・中学生　▶内容／理科
の自由研究のヒントになる展示やイ
ベント、自由研究の相談　※2日と
も同じ内容になります　▶持ち物／
筆記用具、メモ用紙　▶その他／継
続研究の場合は、申し込み時に研究
作品をお持ちください
…………………………………………
▶参加費／無料　▶申込／前日まで
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　▶その
他／小学生以下は保護者同伴　
問桶ケ谷沼ビジターセンター
　☎39-3022　℻39-3023
　受付時間：午前9時～午後5時

催

ふるさと歴史たんけん隊　参加者募集催
回数 とき ところ 内容

1   7月29日㈯　
9：30～ 11：30 埋蔵文化財センターほか 国分寺を知ろう（企画展見学）、旧赤松家記念館を見学しよう

2   8月 下旬の平日
9：30～ 11：30 遠江国分寺跡ほか 国分寺跡たんけんしよう　ほか

3   9月  2日㈯　
9：30～ 11：30 埋蔵文化財センターほか 見付宿を知ろう（企画展見学）、花押（サイン）を作ってみよう

4 11月  3日㈷　
9：30～ 11：30 埋蔵文化財センター オリジナル土器を作ってみよう

5 12月  9日㈯　
9：30～ 11：30 埋蔵文化財センター 自分だけの勾玉を作ってみよう

▶対象／市内小学5・6年生（なるべく全回参加をお願いします）　▶定員／
先着25人　▶参加費／ 1,000円（全回分）　▶申込／ 6月26日
㈪から7月5日㈬までに電子申請または電話で文化財課へ　
▶その他／詳細は追って参加者へ通知します。天候など
により、日程・活動内容などを変更することがあります
問文化財課☎32-9699　℻32-9764　

▲電子申請

旧見付学校「昔の授業体験」催
　かすりの着物を着て明治時代の学校の雰囲気を味わってみませんか。
▶とき／7月22日㈯、8月4日㈮　午前9時～11時30分　▶ところ／旧見付学校　
▶対象／小学生　▶定員／各先着25人　▶参加費／500円　▶申込／参加希望
日、参加者氏名、ふりがな、性別、学校名、学年、保護者の住所、氏名、電話
番号を記入の上、郵送またはFAXで旧見付学校（〒438-0086　見付2452）へ
問旧見付学校☎・℻32-4511（月曜休館）

▶とき／ 7月27日㈭　午後6時～ 8
時　▶ところ／市民文化会館　▶内
容／子どもたちとヤングアメリカン
ズによる歌とダンスのイベント　▶
定員／先着50人　▶入場料／ 1,000
円（観覧用）　▶申込／文化振興セ
ンターでチケット販売　▶その他／
チケットの問い合わせは文化振興セ
ンター（☎35-6861）へ　
問秘書政策課☎37-4805　℻36-8954

ヤングアメリカンズ
2017磐田公演催

静岡産業大学パソコン講座　受講生を募集学
コース名 と　き 内　容

Word応用
（中級編）

7月29日㈯

  ・30日㈰

8月 5日㈯

  ・  6日㈰

（4日間、

各日2時間）

13:00 ～
15:00

①見栄えのする文書を作る　②表を使った文書の作成
③年賀状を作成する　④文書のレイアウトを整える

Excel応用
（中級編）

15:20 ～
17:20

①基本操作　②書式設定　③関数の利用　
④クイック分析

PowerPoint
活用

13:00 ～
15:00

①基本操作　②視聴覚資料で説得力向上　
③アニメーションの設定　④配布資料作成

iPad・
iPhone活用

15:20 ～
17:20

①基本操作　②写真や動画を撮影、加工する　
③生活に役立つアプリ活用　④趣味活用

▶ところ／静岡産業大学経営学部　▶対象／各講座全回出席できる方、
Word・Excel・PowerPointコースは基本操作や文字入力ができる方　▶定
員／各コース先着30人　▶受講料／各コース4,000円（テキスト代別途）▶
申込／7月20日㈭までに住所、氏名、職業、年齢、電話番号、コースを記入
の上、はがきまたはFAX、静岡産業大学ホームページ専用フォームで静岡
産業大学経営学部パソコン講座事務局（〒438-0043　大原1572-1）へ　
問静岡産業大学経営学部パソコン講座事務局☎ 37-0191　℻ 36-8800
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市民課の時間外窓口 人口と世帯数（4月末現在）

人口・世帯数 前月比
人口 170,580人 ＋150人
男 86,186人 ＋161人
女 84,394人 －11人
世帯 66,463世帯 ＋307世帯
※住民基本台帳調べ（外国人市民含む）

市税等納期限

【7月 31 日㈪】

固定資産税（2期）
国民健康保険税（1期）

　納付には、コンビニが便利です。
また、税金の納付は便利で安心な
口座振替をご利用ください。

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

遠州灘沿岸
大人の社会見学ツアー

▶とき／7月13日㈭　午前9時30分
～午後1時30分　▶集合場所／福田
支所駐車場　▶対象／成人　▶内容
／バスで防災施設や海岸の浸食対策
施設を巡ります　▶見学コース／竜
洋防潮堤－サンドバイパス－津波避
難タワー－渚の交流館（昼食自由
食）　▶定員／先着20人　▶参加
費／無料。食事代は実費　▶申込／
6月30日㈮～7月6日㈭に電話で産業
政策課へ
問産業政策課☎37-4904　℻37-5013

催

大塚製薬袋井工場見学
磐田市民優待デー

　平成28年11月に磐田市と包括協
定を結んだ大塚製薬㈱で、磐田市
民向けの工場見学会を行います。
▶とき／7月27日㈭午前9時～、10
時30分～、午後1時～、2時30分～、
4時～　計5回（所要時間各60分）　
▶ところ／大塚製薬㈱袋井工場(袋
井市愛野2402-1)　▶対象／市内在
住、在勤の方　▶内容／工場見学
と熱中症予防のお話　▶定員／各
回先着30人　▶参加費／無料　▶
申込／7月7日㈮～14日㈮の午前9時
～午後4時30分に電話またはFAX、
Eメールで大塚製薬㈱浜松出張所
（☎053-463-1611　℻053-465-
4709　Eメール：oshimaj@otsuka.
jp）へ
問健康増進課☎37-2011　℻35-4586

催

▶とき／ 8月3日㈭、9日㈬　午前9
時30分～午後0時30分　▶ところ／
豊田福祉センター　▶対象／市内
小学生とその保護者　▶内容／食
べ物の話、食育ゲーム、調理（両
日同レシピ）など　▶定員／各日
先着12組　▶講師／磐田食育キッ
チン豊田支部　▶参加費／ 400円
（親子で800円）　▶持ち物／エプロ
ン、三角巾、布巾3枚、手拭きタオ
ル、筆記用具、上履き（小学生）　
▶申込／ 7月10日㈪午前10時から
直接または電話で豊田福祉センタ
ーへ　▶その他／託児あり（先着6
人、予約制）
問豊田福祉センター
　☎36-8195　℻36-8196

夏休み親子料理教室催

▶とき／ 8月8日㈫、24日㈭　午後2
時～ 5時　▶ところ／豊浜交流セン
ター調理実習室　▶対象／小学4年
生～中学生とその保護者　▶内容／
渚の交流館店舗の職人から魚のさば
き方を習い、自分で作ったオリジナ
ル海鮮丼などを食べる　▶定員／各
日先着10組　▶参加費／ 1組1,000
円（材料費、保険料）　▶持ち物／
エプロン、三角巾、布巾3枚　▶申
込／ 7月4日㈫～ 21日㈮に直接また
は電話で豊浜交流センターへ　
問豊浜交流センター
　☎30-6628　℻30-6627
　産業政策課☎37-4904　℻37-5013

親子魚のさばき方教室催

図書館の仕事を体験しよう
▶とき／ 7月26日㈬　午前8時15分
～正午　▶ところ／中央図書館2階
会議室　▶対象／市内小学4～ 6年
生　▶内容／いつもは見られない図
書館内の見学、開館前の準備や本の
装備など図書館の仕事を体験　▶定
員／ 10人（申込多数の場合抽選）　
▶参加費／無料　▶持ち物／図書館
利用者カード、自分の本1冊（表紙
が厚いもの）、筆記用具、▶申込／
7月5日㈬午前9時～ 11日㈫午後7時
に直接または電話で中央図書館へ　
問中央図書館☎32-5254　℻32-5154

夏休み子ども図書館
クラブメンバー募集催

▶とき／8月25日㈮（順延の場合は
9月2日㈯）、10月7日㈯、11月11日
㈯、12月2日㈯、10日㈰（全5回）　
午前9時30分～11時30分　※小雨決
行　▶集合場所／竜洋交流センター　
▶対象／市内小学5・6年生、保護
者（見学希望者）　▶内容／野菜の
植えつけ・収穫、お弁当づくり、軽
トラ市出店（予定）など　▶定員／
先着20人　▶参加費／1,000円（全
5回分、材料費込み）　▶持ち物／
初日に軍手、水筒、汚れてもよい服
装で　▶申込／6月28日㈬から直接
または電話で竜洋交流センター（☎
66-9103）へ
問農林水産課☎37-4813　℻37-1184

野菜を育てて、味わおう！
地産地消こども講座催


