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▶配布予定時期／種子：8月下旬　
球根：10月上旬　▶対象／公園や
コミュニティ広場などの公共施設に
植えることを目的とした団体　▶種
類／種子：パンジー、ハナナ、ネモ
フィラ、キンセンカ、ルピナス　球
根：チューリップ、スノーフレーク、
アイリス、シラー・シベリカ、スイ
セン　※変更する場合あり　▶申込
／ 5月31日㈭までに、都市整備課
（西庁舎1階）にある指定の申請書
に記入の上、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・球根を無償配布知

地震に備え家具の
転倒防止の補助知

▶対象／一般世帯、ひとり親家庭、
要配慮者世帯（①～④のいずれかに
該当する世帯　①65歳以上のみの
世帯②身体障害者手帳1・2級をお
持ちの方がいる世帯③療育手帳Aを
お持ちの方がいる世帯④要支援1以
上の要介護認定者がいる世帯）　▶
内容／ A一般世帯：1世帯当たり3
点までの家具を1点につき2,000円で
固定　B要配慮者世帯・ひとり親家
庭：1世帯当たり3点までの家具を
無料で固定　※ABともに3点を超え
る分については、1点当たり4,000円
で固定　▶申込／ 6月1日㈮～ 29日
㈮までに、直接または電話で地域づ
くり応援課（本庁舎2階）へ
問地域づくり応援課
　☎37-4751　℻  32-2353

　静岡県東部地区で、東京2020オリンピック・パラリンピック自転車競技
が開催されます。開催期間中、観戦のために国内外から本県を訪れる方々を
県東部地区（JR東海道線、JR御殿場線、JR伊東線、伊豆箱根鉄道の駅な
ど）でおもてなしするため、都市ボランティアを募集します。
▶対象／①2020年4月1日時点で満18歳に達している方②県が指定するオリ
エンテーション、全ての研修に参加可能な方③大会期間中連続3日間または
5日以上（1日当たり5時間以上）活動できる方　▶申込／ 5月31日㈭までに、
応募申込書（市および県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、郵送またはFAX、電子申請（県ホームページ）で県文化・観光部スポ
ーツ局オリンピック・パラリンピック推進課（〒420-8601　静岡市葵区追手
町9-6）へ　▶その他／詳細は、市役所および県庁舎にある応募要項（市お
よび県ホームページからダウンロード可）でご確認ください
問静岡県文化・観光部スポーツ局オリンピック・パラリンピック推進課
　☎054-221-3657（平日午前9時～午後5時）℻  054-221-2980

東京2020オリンピック・パラリンピック
静岡県都市ボランティア募集知

市立総合病院　平成31年度採用の職員募集知
職種 募集人数 試験日

看護師 35人 6月23日㈯

薬剤師 33人

6月30日㈯
診療放射線技師 31人

臨床検査技師 32人

管理栄養士 31人

▶受付期間／ 6月11日㈪必着　▶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
問市立総合病院病院総務課☎38-5032　℻  38-5050

磐田市水防演習の実施知
　水害からまちを守るため消防団な
ど関係団体が合同で演習を実施しま
す。どなたでも見学できます。
▶とき／6月24日㈰　午前9時～11
時　※小雨決行　▶ところ／豊田天
竜川グラウンド　
問危機管理課☎37-4903  ℻  32-0177

ラグビーワールドカップ2019TM大会ボランティア募集知
　アジアで初開催となるラグビーワールドカップ2019™日本大会の公式ボラ
ンティアを大会公式ウェブサイトで募集しています。
　ボランティアチーム名は「TEAM N

ノ ー サ イ ド

O-SIDE」。世界中から日本を訪れる
全ての方々を温かいおもてなしで迎え、ラグビーの価値と母国の魅力を伝え
る「大会の顔」として活躍していただきます。
▶対象／①ラグビーワールドカップ2019™公式ボランティアプログラムの趣
旨に賛同できる方②2019年3月31日時点で満18歳に達している方③1日当た
り最長8時間の活動に参加できる方　▶定員／全国12開催都市　合計約
10,000人（活動希望の開催都市を選択できます）　▶申込／ 7月18日㈬まで
に、パソコンまたはスマートフォンからオンライン申込（https://www.
rugbyworldcup.com/volunteers）で、公益財団法人ラグビーワールドカップ
2019組織委員会へ　▶その他／各開催都市で実施する面接に参加していた
だきます。また応募状況により面接前に抽選を行う可能性があります
問スポーツ戦略室☎37-2116　℻  37-5034



●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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市民農園の利用者を募集します知
　市民農園は、農業者以外の市民が野菜や花の栽培を通じて土に親しみ、農
作物を育てる楽しさを感じていただく小面積の農園です。市内に開設してい
る市民農園の空き状況（3月末現在）は下記のとおりです。利用を希望され
る方は、直接、各申し込み先へ連絡してください。

名称 所在地 区画数 空き数 面積
（㎡）

利用料金
（年間）

申込先

とよおかふれあい農園 上神増 34 36 40 5,140 円
農林水産課
☎ 37-4813

夢農園 RYUYO 駒場 60 33 49 6,170 円

まちづくり磐田農園 二之宮 17 31 40 5,000 円 芹澤 修　☎ 090-7913-0174

前野ふれあい楽農園
第 1農園 前野 36 31 30 3,000 円 工藤 裕二　☎ 090-7913-0174

コミュニティファーム
百菜倶楽部第 1圃場 二之宮 11 38 36 24,000 円 山田 龍次☎ 090-1621-0696

はまんべのゆかいな農園 浜部 18 38 60 5,000 円 醍醐荘（鈴木）☎ 35-5225

青
せいしんえん

心園集い農園 大久保 48 32 40 10,000 円 鈴木 たみ子☎ 090-2948-5883

下岡田市民農園 下岡田 26 32 63 6,000 円 鮫島 義隆☎ 090-1476-4362

レンタル農園グリーンテラス 向笠新屋 52 35 40 5,000 円 青島 髙夫☎ 090-8183-5598

富丘農園 富丘 27 31 63 6,000 円 袴田 定男☎ 090-7957-1460

問農林水産課☎37-4813　℻  37-1184

「かかりつけ医」を持ちましょう知
　高齢化と人口減少が進む中、医療機関の機能分化と連携が進められていま
す。風邪などの初期治療は「かかりつけ医」が、専門的な治療や高度な検査
は「中核病院」が担当します。まずは「かかりつけ医」にご相談ください。
その後、必要とされれば当院などに紹介されます。
　当院の内科系診療科（糖尿病・内分泌内科、腎臓内科、血液内科、呼吸器
内科、循環器内科、消化器内科、神経内科）を受診する際は、「かかりつけ
医」からの紹介状が必要です。ご理解、ご協力をお願いします。
問市立総合病院病院総務課☎38-5000㈹　℻  38-5050

6月3日㈰は環境美化統一行動の日知
　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。美しく
住みやすいまちにするため、１人でも多くの皆さんの参加をお願いします。
▶とき／ 6月3日㈰　※時間、場所、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　▶服装など／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　▶回収方法／①可燃ごみ（プラスチックごみ類な
どを含む）②埋立ごみ（不燃ごみなど）③資源化するごみ（金物、缶、スプ
レー缶、ペットボトル）の3種類に分けて回収してください　▶その他／事業
所や団体での活動も推進しています。参加する場合は事前に環境課（西庁舎1
階）へご連絡ください
問環境課☎37-2702　℻  37-5565

母子家庭等医療費助成
の更新等のお知らせ知

　現在の受給者証の有効期限は、6
月30日㈯です。受給者の方には6月
中旬に通知しますので、子育て支援
課（i

あい

プラザ3階）で手続きをしてく
ださい。現在未受給の方でも、世帯
全員の平成29年分所得税が非課税
の方や、課税されていても扶養控除
見直し前の計算で非課税となる方は、
7月1日㈰から該当となる場合があ
ります。6月下旬にご相談ください。
問子育て支援課
　☎37-4896　℻  37-4631

日常生活用具給付等
事業で人工鼻を支給知

▶対象／音声機能障害のある方で、
咽頭を摘出している方（医療保険が
適用される場合を除く）　▶内容／
気管孔に取り付ける人工鼻用カセッ
トおよびベースプレートについて、
基準額の範囲内で補助します（5％
の自己負担あり）　▶持ち物／対象
となる障害者手帳、認め印、見積書　
▶申請場所／福祉課（i

あい

プラザ3階）、
各支所市民福祉グループ
問福祉課☎37-4919　℻  36-1635

　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／ 6月1日㈮～ 29日㈮　
▶ところ／農林水産課（西庁舎1階）
問農林水産課☎37-4813　℻  37-1184

農用地除外の申出書類受付知



●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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6月は児童手当支給・現況届提出の月知
▶支給日／ 6月8日㈮　▶支給該当月／児童手当2～ 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

児童手当受給には現況届の提出を
　現況届は、受給者の平成29年分の所得、扶養人数、今年6月1日現在の養育
状況および年金区分を確認し、6月以降の受給が可能かを判断する重要なも
のです。受給者の方には5月末に通知しますので、6月29日㈮までに子育て支
援課（i

あい

プラザ3階）または各支所市民福祉グループへ必ず提出してください。
問子育て支援課☎37-4896　℻  37-4631

U-12国際サッカー大会
ホストファミリー募集知

　7月27日㈮から29日㈰まで市内で
開催される磐田U-12国際サッカー
大会に出場する韓国、中国、タイの
3チームの選手を受け入れるホスト
ファミリーを募集します。
▶とき／ 7月27日㈮～ 29日㈰　※2
泊3日　▶対象／ 11・12歳の子ども
2人の受け入れが可能で試合会場
（ゆめりあまたは竜洋スポーツ公園）
への送迎ができる家族　▶定員／先
着27家族　▶申込／ 6月6日㈬まで
に、電話でスポーツ戦略室へ　
問スポーツ戦略室
　☎37-2116　℻  37-5034

飼い主のいない猫の
不妊･去勢手術費助成知

▶対象／市内にいる飼い主のいない
猫の不妊・去勢手術を行う市内在住
の方　▶補助金額／手術費用の4分
の3以内で雌9,000円、雄6,000円を
上限　▶条件／事前申請、市内の動
物病院で処置、片耳Ｖ字カットに同
意　▶申込／申請書および調査票
（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、直接環
境課（西庁舎1階）へ
問環境課☎37-2702　℻  37-5565

「噛むカムケア8
はちまるにまる

020
コンクール」出場者募集知

▶ と き ／ 6月14日 ㈭、7月12日 ㈭　
午前10時～正午　▶ところ／磐田市
急患センター　▶対象／市内在住の
80歳以上（昭和13年4月1日以前生
まれ）の方で、自分の歯が20本以上
あり、審査に来られる方（治療して
ある歯がある方、昨年表彰された方
も可）　▶定員／各先着10人　▶参
加費／無料　▶申込／電話で磐周歯
科医師会へ　▶その他／審査の結果、
80歳以上で自分の歯20本以上を達成
された方には達成証をお渡しします
問磐周歯科医師会☎・℻  34-8536

『いわた文化財だより
合冊版』販売開始知

　毎月1日発行の文化財情報誌『い
わた文化財だより』101号～ 150号を
まとめた合冊版を刊行しました。発
掘調査情報、遺跡、建造物、民俗な
ど市内のさまざまな文化財を紹介し
ています。
▶販売場所／埋蔵文化財センター、
旧見付学校、歴史文書館（竜洋支所
内）　▶販売価格／ 1冊1,000円（A4
版、216ページ）
問文化財課☎32-9699　℻  32-9764

不正大麻・けし撲滅運動知
　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
ります。自宅や近所の庭、畑などに、
不正大麻・けしと疑われるものを発
見した場合は、最寄りの保健所に連
絡してください。
問県西部保健所衛生薬務課
　☎37-2246　℻  37-2603

自動車税の納付について知
　自動車税の納期限は5月31日㈭で
す。お近くの金融機関、郵便局、コ
ンビニエンスストアで納付してくだ
さい。インターネットバンキングも
利用できます。
問静岡県磐田財務事務所
　☎37-2211　℻  37-2401

パートタイマー就職
相談面接会知

▶とき／ 6月2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　▶内容／ライフプ
ランに応じた働き方を企業採用担当
者と直接面談できます　▶参加企業
／市内企業10社（短時間勤務や育
児・介護休暇制度があるなど働く時
間が選べる企業）　▶対象／パート
勤務希望者　▶参加費／無料　▶持
ち物／登録カード（ハローワークに
登録済みの方）、履歴書（無くても相
談は可能）　▶申込／不要。当日、直
接会場へ　▶その他／託児コーナー
あり（要電話予約）
問ワークピア磐田
　☎36-8381　℻  36-8383

看護学校等
進路説明・相談会知

▶とき／ 6月23日㈯　午後1時～ 4
時　▶ところ／アクトシティ浜松研
修交流センター（浜松市中区板屋町
111-1）　▶対象／高校生、看護職資
格取得を考えている学生および社会
人　▶内容／県内看護学校など18
校による個別説明、看護職・看護学
生の話、県の担当者による支援制度
の説明　▶定員／ 300人程度　▶参
加費／無料　▶申込／不要。当日、
直接会場へ
問静岡県ナースセンター
　☎054-202-1761　℻  054-202-1762
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やさしい健康教室健
▶とき／ 6月12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／胃カメ
ラの検査手順　▶講師／市立総合病
院消化器内科医長　金子雅

まさなお

直　▶定
員／先着90人　▶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

旧豊田図書館についてのお知らせ知
閉館期間の延長と交流センターでの貸し出しについて　

　旧豊田図書館は、子育て支援と図書館の機能を兼ね備えた新たな施設「ひ
と・ほんの庭　にこっと」として生まれ変わるよう改装中です。5月末まで
の閉館予定でしたが、追加工事のため閉館期間を延長し、8月のオープンを
予定しています。閉館期間中の豊田地区5カ所の交流センターでの予約本の
受け取り・返却は、7月28日㈯までで終了となります。ご不便をお掛けしま
すが、ご理解とご協力をお願いします。

「ひと・ほんの庭　にこっと」ロゴ選定アンケートについて
　新施設としてスタートする「ひと・ほんの庭　にこっと」の
イメージロゴの選定アンケートを行います。5月31日㈭までに、
市ホームページからご応募ください。応募者の中から抽選で5名
様にしっぺいグッズをプレゼントします。
問ひと・ほんの庭　にこっと☎36-1711　℻  36-1713

市営住宅の入居者募集知
募集団地 部屋タイプ 戸数 応募可能な世帯人数

北野団地 3LDK 2 3 人以上

二番町団地 33DK 1 2 人以上

再開発住宅 3LDK 1 3 人以上

竜洋豊岡団地 3LDK 1 3 人以上

▶受付期間／ 5月28日㈪～ 6月1日㈮　▶申込／直接、建築住宅課（西庁舎2
階）へ。応募資格や提出書類など、詳しくは建築住宅課へ
問建築住宅課☎37-4851　℻  33-2050

「しずおか市町対抗
駅伝」練習会ス

▶とき／ 6月2日㈯　午後6時30分～
（説明会および練習会）、6月4日～
25日の月曜日、7月～ 11月の月・木・
土曜日　午後7時～ 8時30分　▶と
ころ／陸上競技場（かぶと塚公園
内）　▶対象／小学5年生～一般の
方　▶内容／ 12月1日㈯に開催され
る「第19回しずおか市町対抗駅伝」
に向けた磐田市チームの練習会　▶
申込／不要。参加希望の方は、運動
ができる服装で初回練習会へ　▶そ
の他／選考記録会を8月と9月に計4
回実施予定
問磐田市体育協会事務局
　☎33-3443　℻  37-0456

看護師等再就業準備
講習会学

▶とき／ 6月20日㈬～ 22日㈮　※3
日間　▶ところ／浜松労災病院（浜
松市東区将監町25）　▶対象／現在
職に就いていない看護職免許保有者
▶内容／看護基礎技術の演習など
▶定員／ 20人程度　▶受講料／無
料　▶申込／ 6月10日㈰までに、電
話またはFAXで県ナースセンター
西部支所（☎・℻  053-454-4335）へ
▶その他／託児費一部助成有
問静岡県ナースセンター
　☎054-202-1761　℻  054-202-1762

▲応募ページ

結核・肺がん・大腸がん検診（福田地区）健
とき ところ 時間 とき ところ 時間

6月8日㈮

健康福祉会館(リフレU)  9:00～10:30
6月19日㈫

六社神社  9:00～12:00

新田児童遊園 11:00～12:00 大島公民館 13:30～15:30

昭和公民館 13:30～14:30
6月21日㈭

豊浜交流センター 14:00～15:00

本田公民館 15:00～16:00 福田支所 15:30～18:00

6月11日㈪

石田公民館  9:00～10:00
6月22日㈮

大原公民館 14:00～15:00

福田支所
10:30～12:00 屋内スポーツセンター 15:30～16:30

13:30～15:00
6月25日㈪

雁代公民館 14:00～15:00

6月13日㈬

東小島公民館  9:00～ 9:30 11 番組公民館 15:30～17:00

福田南交流センター 10:00～11:30
7月2日㈪

蛭池公民館 14:00～14:30

豊浜中野公民館 13:00～15:00 一番組公民館 15:00～16:00

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

かく

痰
たん

検査希望者：700円　※受診日現在
の年齢が75歳以上の方は500円　大腸がん検診（検便）：500円　▶今後の予
定／豊岡地区（7月）、豊田地区（9月）、磐田地区（10月）
問健康増進課☎37-2011  ℻  35-4586
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16ミリ映写技術
講習会学

▶とき／ 6月16日㈯　午前9時30分
～正午　▶ところ／中央図書館2階
会議室　▶対象／高校生以上の方　
▶内容／ 16ミリ映写機の操作方法 
（講習と実技）　※受講後に認定証を
交付します　▶定員／先着20人　
▶受講料／無料　▶持ち物／筆記用
具　▶申込／ 5月31日
㈭～ 6月13日㈬に、直
接または電子申請で中
央図書館へ
問中央図書館☎32-5254  ℻  32-5154

焼き肉のタレ作り
料理教室参加者募集学

▶とき／ 6月23日㈯・25日㈪　午前
9時30分～11時　▶ところ／於保農
村婦人の家　▶内容／無添加の焼肉
のタレ作り　▶定員／各先着10人
（初心者優先）　▶受講料／ 500円
（材料費）　▶持ち物／三角巾、エプ
ロン、ふきん2枚、容器（1ℓのペ
ットボトル）　▶申込／ 6月4日㈪か
ら電話で於保農村婦人の家（☎
34-4271）へ
問農林水産課☎37-4813　℻  37-1184

はじまりセミナー「女性起業家育成講座」受講生募集学
　ライフプランに合った働き方の実現を応援する、ワーク中心でわかりやす
い講義です。起業に興味のある女性を募集します。
▶とき／ 6月1日～ 7月20日の毎週金曜日　午前10時～正午（全8回）　▶とこ
ろ／ワークピア磐田1階第1会議室　▶対象／起業を目指す女性でパソコンな
どメールのやり取りが可能な方　※子どもを連れての受講可能（条件付き）　
▶講師／（一社）ハーサイズ代表理事　道

どう

喜
き

道恵氏 ほか　▶定員／先着20
人　▶受講料／ 14,500円（全8回分、資料代・消費税込）　▶持ち物／筆記用
具　▶申込／申込用紙（ワークピア磐田または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、5月31日㈭午後5時までに、FAXまたはEメ
ール（hajimari@cy.tnc.ne.jp）でワークピア磐田はじまりのオフィスへ
問ワークピア磐田はじまりのオフィス☎･℻  30-6255

親子の絆づくりプログラム（BPプログラム）参加者募集学
　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」の講座の参加者を募集します。

とき ところ 定員 申込期限
6月4日㈪・11日㈪・
18日㈪・25日㈪

13:30～15:30
i
あい

プラザ
各先着20組 5月25日㈮

6月6日㈬・13日㈬・
20日㈬・27日㈬

子育て支援センター
「ニッセの部屋」

▶対象／生後2～ 5カ月の第1子とその母親　▶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

男性介護者のための「ケアメン講座」学
　自宅で介護をしている男性向けに、知識を深め介護の悩みなどを共有する
講座です。今回は薬剤師によるお薬の知識や飲み方、副作用についてのミニ
講座と介護に関する座談会を行います。
▶とき／ 6月23日㈯　午後1時30分～ 3時　▶ところ／特別養護老人ホーム
豊田一空園（東原207-1）　▶対象／市内在住で在宅介護をしているまたは
介護に興味のある男性　▶講師／NPO法人磐田薬剤師会　白尾成

あきひと

史氏、村松
弘
ひろなり

也氏　▶定員／先着20人　▶参加費／無料　▶持ち物／筆記用具、お薬
手帳（希望者のみ）　▶申込／ 6月13日㈬までに電話で豊岡地域包括支援セ
ンター（☎0539-63-0500）へ　▶その他／介護が必要な家族と同伴の場合は、
申し込み時に相談ください
問福祉課☎37-4814　℻  36-1635

にこにこ子育て教室～幼児のためのペアレントプログラムエッセンス編～学
▶とき／ 6月5日㈫、7月3日㈫、8月7日㈫　午前9時30分～ 11時　▶ところ
／ i
あい

プラザ2階ふれあい交流室　▶対象／ 2～ 6歳の子どもがいる保護者　▶
内容／発見！私と子どものいいところ　▶定員／先着20人（託児先着10人）　
▶受講料／無料　▶申込／ 5月25日㈮までに、電話で発達支援室へ
問発達支援室☎37-4853　℻  37-4631

普通救命講習会学
▶とき／ 6月16日 ㈯、7月21日 ㈯　
午前9時～正午　▶ところ／磐田市
消防署3階会議室　▶対象／中学生
以上で市内在住・在勤の方　▶内容
／普通救命講習Ⅰ（心肺蘇生法、
AED）　▶定員／各先着15人程度　
▶受講料／無料　▶持ち物／筆記用
具　▶申込／講習会3日前までの平
日午前8時30分～午後5時15分に、
直接または電話で警防課（福田支所
3階）へ　▶その他／当日は動きや
すい服装で
問消防本部警防課
　☎59-1717　℻  59-1766

▲電子申請
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天浜線フェスタ2018催
▶とき／ 5月26日㈯・27日㈰　午前
10時～午後3時30分　※荒天中止　
▶ところ／天竜浜名湖鉄道天竜二俣
駅構内　▶内容／転車台乗車体験、
車両下廻り見学ツアー、運転席記念
撮影など　▶入場料／大人300円、
子ども150円　（天浜線をご利用の
方は無料）　▶申込／不要。当日、
直接会場へ　
問天竜浜名湖鉄道㈱営業課
　☎053-925-2276　℻  053-925-2277

子育て支援講演会「頑張らなくてもええんやで」催
▶とき／ 7月7日㈯　午後2時～3時30分（午後1時30分開場）　▶ところ／ア
ミューズ豊田ゆやホール　▶内容／ 11人出産した助産師の笑って泣ける命
や子育ての話　▶講師／助産院ばぶばぶ　院長　HISAKO氏　▶定員／先
着300人　▶参加費／無料　▶申込／ 6月1日㈮～ 22日㈮に電子
申請で発達支援室へ　▶その他／託児希望（先着20人）の方は、
電話で発達支援室へ
問発達支援室☎37-4853　℻  37-4631

世界に一つだけ、父の日プレゼント作り催
▶とき／ 6月9日㈯・10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）　▶内容／アルミ缶
を溶かしてネクタイピンを作ります　▶定員／各回先着6人　▶参加費／
1,000円（ギフトBOX付）　▶申込／事前に電話で新造形創造館へ　▶持ち
物／ 350㎖のアルミ缶3個、軍手、帽子、手拭き用タオル、汚れてもよい服装
問新造形創造館☎33-2380　℻  33-2382

アメリカザリガニの調査会催
▶とき／ 6月24日㈰　午前9時30分～ 11時30分　▶ところ／桶ケ谷沼周辺　
▶内容／講義後、現地調査　▶対象／一般（小学生以下は保護者同伴）　▶
講師／NPO法人桶ヶ谷沼を考える会　保崎有香氏　▶参加費／無料　▶持
ち物／帽子、野外活動のできる服装、靴、メモ用紙など　▶申
込／前日までに、直接または電話、FAX、電子申請でNPO法人
桶ヶ谷沼を考える会（☎37-3888　℻  37-3897）または桶ケ谷沼
ビジターセンターへ　
問桶ケ谷沼ビジターセンター☎39-3022　℻  39-3023

▲電子申請

防災管理新規講習学
▶とき／ 7月12日㈭　午前9時～午
後4時　▶ところ／磐田市消防署3
階大会議室　▶定員／先着80人　
▶受講料／ 2,200円　▶申込／ 6月
12日㈫午前9時～（土・日曜日を除
く）、消防本部または消防署、分遣
所にある受講申込書（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、受講料を添えて消防本
部予防課（福田支所3階）へ　
問消防本部予防課
　☎59-1718　℻  59-1766

ラグビーワールドカップ2019TMキャンプ地内定
　来年開催されるラグビーワールドカップ2019™日本大会の１次リーグ公認キャンプ地として、磐
田市が内定しました。県内では浜松市など5市4カ所が選定され、磐田市は共同応募した掛川市と
ともに選ばれました。
　磐田市・掛川市へは、アイルランド、ルーマニア、オーストラリアの3カ国が滞在します。この

3チームは2019年9月28日㈯、10月9日㈬・11日㈮にエコパスタジアムで試合を行うチームです。大会はまだ少し先
ですが、今から楽しみですね！

▲アイルランド代表 ▲ルーマニア代表 ▲オーストラリア代表

▲電子申請
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市民課の時間外窓口 人口と世帯数（3月末現在）

人口・世帯数 前月比

人口 169,931人 －245人

男 85,836人 －143人

女 84,095人 －102人

世帯 66,839世帯 ＋124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 2日㈪】

市県民税（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
※旅券業務など一部取り扱いできません
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

磐田市人権教育講演会催
　歌と語りを交えたコンサートのよ
うな講演会です。「音楽の魔法で生
き返った」と感じた体験から、人と
の繋がりや命の大切さを伝えます。
▶とき／ 6月16日㈯　午後1時30分
～ 3時30分（午後1時開場）▶とこ
ろ／アミューズ豊田ゆやホール　▶
出演／シンガーソングライター　　
う～み氏　▶定員／先着300人　▶
参加費／無料　▶申込／不要。当日、
直接会場へ　▶その他／要約筆記、
手話通訳あり。託児（先着10人）
あり　※託児希望の方は、5月31日
㈭までに電話で福祉課へ申し込み
（保険料100円）
問福祉課☎37-4814　℻  36-1635

天竜浜名「恋」鉄道で、めぐりあい催
▶とき／ 7月29日㈰　午前9時～午後4時　▶集合場所／ JR磐田駅北口また
はi
あい

プラザ　▶対象／ 20 ～ 39歳の独身男女　▶内容／天浜線列車内での交
流タイム、ソーセージ作り体験、昼食など　▶定員／男女各20人程度（申
込多数の場合は抽選）　▶参加費／男性3,500円、女性1,500円　▶申込／ 7
月1日㈰までに電話またはFAX、Eメール（info@tenhama.co.jp）で天竜浜名
湖鉄道㈱営業課（☎053-925-2276　℻  053-925-2277）へ
問秘書政策課☎37-4805　℻  36-8954

発達支援講演会：ともに生きる家族のこれから催
▶とき／ 7月14日㈯　午後2時～3時30分（午後1時30分開場）　▶ところ／ i

あい

プラザ2階ふれあい交流室　▶内容／障がいのある子どもの家族支援などに
ついて　▶講師／明星大学人文学部福祉実践学科教授　吉川かおり氏　▶定
員／先着100人（未就学児は不可）　▶参加費／無料　▶申込／
6月7日㈭～ 29日㈮に電子申請で発達支援室へ　▶その他／託児
希望者（先着5人）は、電話で発達支援室へ
問発達支援室☎37-4853　℻  37-4631 ▲電子申請

イワスタグラム フォト ギャラリー

Iwastagram photo Gallery

　写真・動画投稿 SNS「磐田市公式インスタグラム」に掲載した
市内の「笑顔」や「美しい風景」の一部をご紹介します。ぜひ、「磐
田市公式インスタグラム」をフォローしてください。

▶ https://www.instagram.
　com/iwatacity_official/


