●ページ番号検索について

 情報の右上に記載されている「ページ番号」は、市ホームページと連携しています。
各
市ホームページの「ページ番号検索」に番号を入力すると、関連情報をご覧いただけます。

ページ番号：1002758

募

健康づくり推進協議会で、意見をい

み

ページ番号：1006577

くりや

御 厨 駅 北口広場ネーミングライツパートナーを募集

市では2020年春に開業予定のJR新駅「御厨駅」の北口広場の愛称を決定
できるネーミングライツパートナーを募集します。
▶対象地／御厨駅北口広場（新貝土地区画整理区域内

ただける委員を募集します。

申込期間／ 4月23日㈫～ 5月28日㈫

▶ 対 象 ／ 満20歳 以 上 で 市 内 在 住・

市ホームページをご覧ください

▶定員／ 3人

応募者多数の場合は選考
2年

※

位置図

※位置図参照） ▶

▶その他／申し込み方法など詳しくは、
知

お知らせ

在勤・在学の方

募

集

健康づくり事業の推進を図るため、

募

募

健康づくり推進協議会
委員を募集

愛称表示設置場所

▶任期／

▶ 申 込 ／ 5月24日 ㈮ ま で に、

郵便番号、住所、氏名、年齢、性別、

御厨駅北口広場

職業、電話番号、小論文「磐田市の
健康づくりを推進するにあたっての
記入の上、直接または郵送、FAX、
国 府 台57-7

あい

iプ ラ ザ3階

Eメ ー

ル：kenko@city.iwata.lg.jp）へ ▶
その他／委員には年2回程度の会議

設置箇所

（広場イメージ図）

問道路河川課☎37-4808

ＦＡＸ32-3948

募

ページ番号：1006568

広報モニターを募集

広報いわたや市のホームページなど広報に関する意見をいただける方を募

に出席していただきます。また報酬

集します。

は市の規定によります

▶対象／満20歳以上で市内在住の方。Eメールで意見票などの送受信ができる

問健康増進課☎37-2011 ＦＡＸ35-4586

方 ▶定員／ 10人 ※応募者多数の場合は選考 ▶任期／来年

ページ番号：1002760

募

磐田市障害者施策推進
協議会委員を募集

市の障害者施策の推進などについ
て協議していただける委員を募集し
ます。
▶対象／満20歳以上で市内在住の方
▶定員／ 2人

※応募者多数の場合

3月末日まで ▶申込／5月15日㈬までに、電子申請で広報広聴・
シティプロモーション課へ ▶その他／モニターには謝礼が支
払われます

▲電子申請

問広報広聴・シティプロモーション課☎37-4827

募

ＦＡＸ32-3946

河川愛護モニターを募集

天竜川のゴミ不法投棄や河川の護岸などに異常を発見したときなど、情報
を報告していただく河川愛護モニターを募集します。

は選考 ▶任期／ 2年 ▶申込／ 5月

▶応募資格／天竜川の河口から飛龍大橋付近にお住まいの20歳以上の方で、

14日㈫までに、住所、氏名、生年月

川に接する機会が多く天竜川に関心のある方

日、職業、電話番号、小論文「障害
者の福祉施策について考えること

し

Eメールで健康増進課（〒438-0077

催

催

提案（様式任意、800字程度）
」を

（予定） ▶定員／ 3人
務所河川管理課へ

▶任期／ 7月1日㈪から1年間

▶申込／ 5月21日㈫までに、電話で浜松河川国道事

▶その他／詳しくは、浜松河川国道事務所ホームページ

（様式自由、400字以内）」を記入の上、 （http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/）をご覧ください
直接または郵送、Ｅメールで福祉課
（〒438-0077 国府台57-7

あい

iプラザ

3階 Eメール：shogaifukushi@city.
iwata.lg.jp）へ ▶その他／委員には
年3回 程 度 の 会

問浜松河川国道事務所河川管理課☎053-466-0118 ＦＡＸ053-466-0122

募
募集種目
一般曹候補生

議に出席してい

防衛省（一般曹候補生）採用試験
応募資格

試験期日

入隊時期

18歳以上33歳未満の方
5月25日㈯ 2020年3月下旬～ 4月上旬
（2020年3月高校卒業予定者を除く）

ただきます。ま

▶受付／ 5月15日㈬まで

た報酬は市の規

目12-4） ▶その他／採用年齢の上限が27歳未満から33歳未満に引き上げら

定によります

れました。詳しくは、自衛隊袋井地域事務所へ

問福祉課☎37-4919

ＦＡＸ36-1635

▶試験会場／浜松合同庁舎（浜松市中区中央1丁

問自衛隊袋井地域事務所☎･ＦＡＸ43-3717
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●内容の分類について

 報BOXは内容により「 募募集」
情
「 知お知らせ」
「 催催し」の3つに分けてあります。
子どもを対象としたものには マークが付いています。

募

募

募

手話奉仕員養成講座
基礎課程受講者を募集

集

水曜日

午後7時15分～ 9時（初回

※全25回（必須講座3回を含む）

お知らせ

あい

▶ところ／ iプラザ2階ふれあい交
流室1

▶対象／市内在住・在勤の

18歳以上の方（高校生を除く）で
入門課程を修了した方

▶内容／厚

生労働省指定のカリキュラム養成講

催

催

座の基礎課程

▶定員／先着20人

▶受講料／無料

▶持ち物／テキス

ト、筆記用具

▶申込／ 5月7日㈫

し

までに、直接または電話、FAXで

職種 募集人数
薬剤師

3人

平成31年度採用の職員募集
受験資格

受付締切

試験日

平成3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2020
5月10日㈮ 5月25日㈯
年3月末日までに行われる国家試験に
より当該資格（免許）取得見込み者

昭和55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2020
看護師
27人程度
5月17日㈮ 6月21日㈯
助産師
年3月末日までに行われる国家試験に
より当該資格（免許）取得見込み者

▶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
問病院総務課☎38-5032

募

ＦＡＸ38-5050
ページ番号：1002242

はじまりセミナー「女性起業家育成講座」受講生を募集

好きなことを仕事にする、子どもが学校に行っている間だけ仕事する、雇

福祉課（iプラザ3階）へ

用されて仕事する、働き方はさまざまです。
“起業”という選択をしたとき

問福祉課☎37-4919

に、何から始めて何をすればいいのか、ワークショップを中心に学びます。

募

ＦＡＸ36-1635

／先着順

▶とき／ 6月8日～ 7月20日の毎週土曜日 午前10時～午後1時（全7回） ▶ところ

市営住宅入居者の
随時募集

▶募集団地／はまぼう団地

／ワークピア磐田1階はじまりのオフィス ▶対象／起業に興味のある女性でパソ
コンなどでのメールのやりとりが可能な方 ※お子さま連れでの受講可能（条件

▶受付

▶申込／直接、建築住宅

付き） ▶講師／はじまり窓口（創業相談）担当者ほか ▶定員／先着16人 ▶受
講料／ 13,000円（全7回分、資料代・はじまりのオフィス会員登録料・消費税込）

課（西庁舎2階）へ。応募資格、提

▶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

出書類など詳しい情報をお伝えしま

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

す

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

※土・日曜日、祝日を除く

問建築住宅課☎37-4851 ＦＡＸ33-2050

知

問ワークピア磐田はじまりのオフィス☎･ＦＡＸ30-6255

知

民生委員・
児童委員の日

農用地除外の申出書類受付

ページ番号：1002272

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、

全国民生委員児童委員連合会では、

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

5月12日を「民生委員・児童委員の

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

日」としています。この日は大正6

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

年に民生委員制度の源になった岡山

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。

県の済世顧問制度設置規程が交付さ

▶書類配布期間／ 5月7日㈫～ 31日㈮

れた日に由来するものです。18日

付期間／ 6月3日㈪～ 28日㈮ ▶ところ／農林水産課（西庁舎1階）

までの1週間を民生委員・児童委員

問農林水産課☎37-4813

の活動を地域の皆さんに知っていた
だくための活動強化週間としていま
す。民生委員・児童委員の活動に、

15

市立総合病院

▶とき／ 5月15日～ 11月6日の毎週
は午後7時から、8月14日は休講）

知

募

知

※必ず事前にご相談ください

▶受

ＦＡＸ37-1184

春の農作業安全運動

5月31日㈮まで、春の農作業安全運動が実施されています。農作業事故の

ご理解とご協力をお願いします。

多くが、単純なミスによるものであり、十分注意することで防ぐことができ

▶ と き ／ 5月12日 ㈰ ～ 18日 ㈯

▶

ます。基本的な注意事項を確認し、事故の原因を一つ一つ取り除き、農作業

活動内容／見守りが必要な世帯への

事故ゼロを目指しましょう。また電気柵を設置している場合は、見えやすい

市内一斉見守り訪問活動など

場所に危険表示がされているかを確認しましょう。

問福祉課☎37-4814

問農林水産課☎37-4813

ＦＡＸ36-1635

平成31年4月号

ＦＡＸ37-1184

●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。

静岡県子ども・家庭110番

「静岡県子ども・家庭110番」は、

ページ番号：1006546

知 「産婦健康診査」費用
を一部補助します

ページ番号：1006520

知

大型連休中の
消費生活相談は☎188へ
い や や

▶対象／ 4月1日以降に出産した市

大型連休中の契約上のトラブルや

緒に考える静岡県設置の電話相談窓

内在住の産婦が産後2週間（5日から

悪質商法などの相談は、消費者ホッ

口です。

21日）に指定医療機関など（国内に

トライン（☎188

▶受付日／平日午前9時～午後8時、

限る）で受けた産婦健康診査（産後

10時～午後4時）をご利用ください。

土・日曜日は午前9時～午後5時（祝

1カ月健診は除く） ▶方法／次の①

▶ と き ／ 4月27日 ㈯ ～ 5月6日 ㉁

日、年末年始を除く） ▶相談ダイ

または②の方法で補助。①母子健康

その他／利用には通話料が掛かります

ヤル／☎053-458-4152（西部地区）

手帳交付時にお渡しする「産婦健康

問市民相談センター

※秘密厳守、匿名での相談可

診査受診票」を医療機関などに提出

問こども・若者相談センター

（3月19日以前に母子健康手帳を交付

知

降の方には、受診票を郵送済）②県

児童福祉週間

知

ＦＡＸ39-2262

磐田文化振興会事務局が
移転しました

コンサートや公演などの企画・運

国では、子どもの健やかな成長な

診した場合、いったん費用を自己負

営を実施している「磐田文化振興

どについて国民全体で考えることを

担し、医療機関などによる記入済み

会」事務局は、4月1日㈪に文化振

目的に、毎年こどもの日から1週間

の受診票などを添えて、直接、こど

興センターから竜洋なぎの木会館へ

を「児童福祉週間」と定め、児童福

も未来課（iプラザ3階）へ。詳しく

移転しました。今後、チケット販売

祉の理念の普及・啓発のための事業

は市ホームページをご覧ください

や各種手続きに関するお問い合わせ

を行っています。

問こども未来課☎37-2012 ＦＡＸ37-4631

は、下記連絡先へお願いします。

▶ と き ／ 5月5日 ㈷ ～ 11日 ㈯

▶

2019年度標語／「その気持ち

誰

かを笑顔にさせる種」
問こども・若者相談センター
☎37-2018 ＦＡＸ37-2812

知

農業用水路に
ついてのお願い

知 「神経内科」を「脳神経内
科」に名称変更しました
市立総合病院では4月1日㈪から、
「神経内科」を「脳神経内科」に名
称変更しました。これは日本神経学
会の意向に沿って、脳・神経の疾患
を内科的専門知識と技術で診療する

▶新事務局所在地・連絡先／〒4380231 豊岡6605-3 竜洋なぎの木会
館内

☎59-3232

ＦＡＸ66-7789 ※月

曜、祝日休館（祝日が土曜または日
曜の場合は、翌火曜以降の平日）
問文化振興課☎35-6861 ＦＡＸ35-4310

骨髄バンク
ドナー登録

知

農業用水路は、皆さんの食を守る

科であることをわかりやすくするも

大切な施設です。水路に捨てられた

のです。診療内容に変更はありませ

▶とき／ 4月11日、5月9日、6月13日、

ごみで施設が破損すると、耕作にも

ん。ご理解とご協力をお願いします。

7月11日、8月8日、9月12日、10月

支障をきたします。ごみの投棄は絶

問病院総務課☎38-5032 ＦＡＸ38-5050

31日、11月28日、12月19日

いず

対にやめてください。また水路内に

HIV・梅毒・肝炎ウイ
ルスなどの検査

れも木曜。受付は午前9時～

※来

は深く、流れの速い場所もあり大変
危険です。水が少ない時期でも、子

知

年1月以降は未定

▶ところ／中遠

総合庁舎検診室（見付3599-4） ▶

どもたちが付近で遊んだり水路内に

▶とき／ 4月～来年3月（第2・第4

対象／ 18歳以上54歳以下の健康な

入ったりしないよう、保護者は十分

木曜日を基本に月2回程度） ▶と

方 で、 体 重 が 男 性45㌔、 女 性40㌔

注意してください。

ころ／中遠総合庁舎検診室（見付

以上、骨髄提供の内容を十分に理解

▶通水期間／ 4月下旬～ 9月下旬

3599-4） ▶内容／ HIV抗体検査、

している方

問農林水産課☎37-4813 ＦＡＸ37-1184

梅毒検査、B型・C型肝炎ウイルス

西部健康福祉センターへ

▶申込／事前に電話で西

▶申込／事前に電話で
▶その他

／ HIV血 液 検 査 日 な ど も 受 付 可。

寺谷用水土地改良区

検査など

☎32-4655

部健康福祉センターへ

登録日程は、相談の上調整可

問西部健康福祉センター（西部保健所）

問西部健康福祉センター（西部保健所）

ＦＡＸ36-0609

磐田用水東部土地改良区
☎42-3175

ＦＡＸ42-3176

☎37-2253

ＦＡＸ37-2224

催

し

外の産婦健診実施医療機関などで受

あい

知

▶

催

された方で、出産予定日が4月1日以

受付時間は午前

お知らせ

☎37-2018 ＦＡＸ37-2812

☎37-4746

集

お子さんや子育てに関する悩みを一

よいこに

募

募

知

☎37-2253



ＦＡＸ37-2224
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募

募

知

結核・肺がん・大腸がん検診
（竜洋地区）

集

とき

ところ
白羽公会堂

5月20日㈪

東平松公民館
竜洋支所駐車場

お知らせ

知

平成31年度（平成30年分）所得証明書発行開始予定日のお知らせ

市県民税の徴収方法により、発行開始日が異なりますのでご注意ください。

時間

徴収方法

発行開始予定日

9:00～ 9:30

給与特別徴収のみの方

5月15日㈬

10:00～10:30

上記以外の方

6月10日㈪

11:00～12:00
13:30～14:30

給与特別徴収のみの方：市県民税の全額を給与から引き落としで納める方（給与
特別徴収で非課税の方を含む） 上記以外の方：市県民税の全額または一部を個

海老島健康広場

9:00～ 9:30

5月21日㈫ 掛塚東町公民館

10:00～10:30

竜洋支所駐車場

11:00～12:00

課税で給与特別徴収のみではない方を含む） ▶とき／①平日午前8時30分～午後

9:00～11:00

5時15分（市税課では木曜日午後7時まで延長）②土・日曜日、祝日の午前9時～

竜洋体育センター

人納付（普通徴収）や公的年金から引き落とし（年金特別徴収）で納める方（非

11:30～12:00

午後5時（12月29日～ 1月3日は除く） ▶ところ／①市税課（本庁舎1階）、各支

掛塚新町公会堂

13:30～14:30

所市民福祉グループ②文化振興センター ▶その他／申請の際、本人確認書類を

西平松公民館

14:00～14:30

5月23日㈭ 飛平松公民館

15:00～15:30

ご提示ください。代理申請の場合は、本人からの委任状が必要です（磐田市に住

5月22日㈬ 内名公会堂

催

催

し

竜洋支所駐車場
西堀公民館
5月28日㈫

16:00～17:30
9:00～10:00

堀之内公民館

10:30～11:30

高木公民館

13:00～13:30

竜洋中島公民館

14:00～14:30

駒場公民館

9:00～10:00

5月29日㈬ 貴船神社駐車場
川袋公会堂

10:30～11:00
11:30～12:00

民票がある同一世帯の親族の方は委任状不要）。今年1月1日に磐田市に住所がな
かった方は証明書を発行できません。所得の申告がない方は先に申告が必要なた
め、証明書がすぐに発行できない場合があります。コンビニ交付サービスは、給
与特別徴収の方も6月10日㈪からの発行開始となりますのでご注意ください
問市税課☎37-3767

知

ＦＡＸ33-7715
ページ番号：1001493

新エネルギー設備および省エネルギー設備普及促進奨励金を支給します

温室効果ガス排出量の削減を図るため、平成31年度に下表の対象設備を

▶対象／市内に住所を有する40歳

設置された方へ奨励金を支給します。

以上の方

▶とき／ 5月7日㈫から（受付は平日午前8時30分～午後5時15分

▶受診費用／結核・肺が

ん検診（胸部レントゲン撮影）：無
料

かく たん

喀 痰 検査希望者：700円

※年末年

始を除く） ▶対象／平成31年度に下表の対象設備を導入し、市税の滞納が

※受

ない方（1世帯あたりそれぞれ1基まで。詳しくは市ホームページに掲載す

診日現在の年齢が75歳以上の方は

る手引きをご確認ください） ▶申込／申請書（市ホームページからダウン

大腸がん検診（検便）希望

ロード可）に必要事項を記入の上、必要書類を添えて直接環境課（西庁舎1

500円

者：500円

▶今後の予定／ 福田地

区（6月 ）
、 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 ＦＡＸ35-4586

知

工業統計調査の
お知らせ

工業統計調査は
我が国の工業の実
態を明らかにする
ことを目的とした
統計法に基づく重

▲工業統計調査キャラク
ター「コウギーくん」

要な統計調査です。5月中旬から統
計調査員が訪問、または調査票が国

17

知

階）へ

▶その他／奨励金は本年度の予算内で支給します

対象設備
規格
支給金額
住宅用太陽光発電 最大出力が10kW未満で住宅の屋根などに設置し、発電
した電気を自家使用し、余剰電力を売電するシステム
システム
20,000円
充電することで蓄えられた電気を分電盤を通して住
家庭用蓄電池
宅の内部で用いる蓄電池
住宅の屋根などへ設置した集熱器で太陽熱エネルギー
住宅用太陽熱利用
を集めて、給湯、冷暖房に利用するシステム（太陽熱
システム
温水器など）
10,000円
家庭用コージェネ 家庭用コージェネレーションシステムに付属する貯
レーションシステ 湯ユニットが組み込まれた給湯器（エネファーム、
エコウィル）
ム付属給湯器

問環境課☎37-4874

知

ＦＡＸ37-5565

緑の募金にご協力をお願いします

地球温暖化が課題となっている中、募金で森林整備と緑化の推進を図り、緑

から直接郵送されますので、調査に

豊かで快適な環境づくりを行います。皆さんのご協力をお願いします。

ご協力をお願いします。

▶募金期間／ 4月15日㈪～ 5月31日㈮

問総務課☎37-4803

問都市整備課☎37-4806 ＦＡＸ37-8690

ＦＡＸ37-4829

平成31年4月号

展示・商談会への出展をサポートします

募

中小企業などが、販路開拓を目的として本年度中に市外で開催される展
示・商談会へ出展する際の経費の一部（小間料など）を補助します。

ていた場合、処罰を受けることがあ

▶対象／①市内の中小企業者または中小企業者が組織する団体②市内の農林

ります。また観賞用として栽培して

漁業者または農林漁業者が組織する団体

いる場合でも、処罰の対象となりま

限10万円、補助率3分の1以内②海外の展示会など：上限30万円、補助率3分

す。自宅や近所の庭、畑などに、不

の1以内

正大麻・けしと疑われるものを発見

事項を記入の上、直接または郵送で産業政策課（〒438-8650

した場合は、最寄りの保健所に連絡

西庁舎1階）へ

してください。

ます

問県西部保健所衛生薬務課

問産業政策課☎37-4904 ＦＡＸ37-5013

とんぼ玉体験

国府台3-1

▶その他／先着順で受け付け、予算がなくなり次第終了し

※利用は1年度あたり1回まで
ページ番号：1001770・1005525

「一般不妊・不育症治療費補助金制度」の一部変更

り出産した後、次のこどもを妊娠するために一般不妊治療や不育症治療を受
けた場合、補助期間（継続する24カ月）
、補助限度額（一般不妊63,000円、

～④2時30分～⑤3時30分～

不育症241,500円）を新たに設定して補助します。ただし、今年4月1日以降

▶とこ

▶対象／小学5

▶内容／春限定のパーツ

でネックレス、バックチャームなど
を作る

▶定員／各回先着4人

▶

受講料／2,100円 ▶持ち物／飲み物、
タオル、上下綿100％の服装

▶申

に受けた治療が対象となります。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問こども未来課☎37-2012

催

ＦＡＸ37-4631
ページ番号：1006514

歴史文書館企画展を中央図書館で開催

第22回企画展「寺谷用水～天竜川下流域の景観を作り出した農業用水～」
▶とき／ 4月20日㈯～ 28日㈰ 午前9時～午後6時（月曜休館。土・日曜日は午

込／事前に電話で新造形創造館へ

後5時まで）▶ところ／中央図書館展示室 ▶内容／先の企画展の内容をより

問新造形創造館☎33-2380 ＦＡＸ33-2382

充実させて開催します ▶その他／歴史文書館職員による説明会を21日㈰・27

催

旧見付学校「昔の授業
体験」参加者を募集

かすりの着物を着て、明治時代の

日㈯の午後2時から行います（30分程度 ※参加無料。申込不要、直接会場へ）
問歴史文書館☎66-9112

催

ＦＡＸ66-9722

ノルディック・ウオーク体験教室

学校の雰囲気を味わってみませんか。

▶とき／ 5月12日㈰・18日㈯・26日㈰

▶とき／①6月16日㈰②6月30日㈰

／ふれあい交流センター（雨天時は体育館） ▶対象／ 18歳以上の方

午前9時～ 11時30分
見付学校

▶ところ／旧

▶対象／小学生（市内外

午前9時～正午（全3回） ▶ところ
▶内

容／ノルディック・ウオーク公認指導員の指導でウオーミングアップ、歩行
練習後、かぶと塚公園まで歩く

▶定員／先着30人

▶参加費／ 300円（全

問わず） ▶定員／先着各25人 ▶参

3回分） ▶持ち物／ポール（ポールが無い方には無料で貸し出します）
、水

加費／ 500円（着物洗濯代。当日集

筒、タオル、帽子

金） ▶申込／希望日、参加者氏名

問ふれあい交流センター☎32-5028

（ふりがな）、性別、学校名、学年、
保護者の住所、氏名、電話番号を明

▶申込／直接または電話でふれあい交流センターへ

催

ＦＡＸ34-2613

減塩みそ造り教室

記し、直接または郵送、FAXで旧見

▶とき／ 6月8日㈯ 午前8時30分～午後3時 ▶ところ／於保農村婦人の家（大

付学校（〒438-0086

見付2452）へ

原1654-1） ▶対象／於保農村婦人の家でのみそ造り未経験の方 ▶内容／ 1日

▶その他／当日の持ち物など、詳細

で無添加・減塩の自家製みそを約5㌔造ります ▶定員／先着10人 ▶受講料

は参加者に郵送でお知らせします

／ 2,800円（材料費） ▶持ち物／三角巾、エプロン、ふきん2枚、弁当 ▶申

問旧見付学校

込／ 5月15日㈬午前8時30分から電話で於保農村婦人の家（☎34-4271）へ

☎・ＦＡＸ32-4511（月曜休館）

し

①

午 前10時 ～ ②11時 ～ ③ 午 後1時30分

年生以上

催

一般不妊治療費補助金または不育症治療費補助金の交付を受けた治療によ

▶とき／ 4月28日㈰、5月6日㉁

ろ／新造形創造館

知

▶申込／必要書類（市ホームページからダウンロード可）に必要

催

知

▶金額／①国内の展示会など：上

お知らせ

催

ＦＡＸ37-2603

集

不正大麻・けしを許可無く栽培し

☎37-2247

募

知

ページ番号：1002229

知

不正大麻・けし
撲滅運動

問農林水産課☎37-4813

ＦＡＸ37-1184
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募

募

催

看護の日・看護週間
記念行事

集

いざという時、あなたもまちの看護師さん
～災害に備えて～
▶とき／5月11日㈯

お知らせ
催

催

やさしい健康教室

▶とき／ 5月10日㈮

催

午後2時～ 3時

し

え

▶ところ／市立総合病院2階講堂 ▶

▶とき／4月27日㈯～5月26日㈰

対象／成人

午前9時30分～午後5時

▶内容／“沈黙する臓

器”肝臓の病気について

▶講師／

祝日の翌日は休館

※月曜、

▶ところ／新造

形創造館ギャラリー

松志都呂（浜松市西区志都呂二丁目

ンター

▶定

家大塚人詩江氏の日常生活が楽しく

37-1） ▶内容／災害に備えたミニ

員／ 90人 ▶参加費／無料 ▶持ち

なる陶器やオブジェなど約60点を

講座、心肺蘇生法実演、健康チェッ

物／筆記用具 ▶申込／不要。当日、

紹介します

ク、健康相談、就業・進路相談、こ

直接会場へ

問新造形創造館☎33-2380 ＦＡＸ33-2382

ども向け写真撮影コーナーなど ▶

内容を変更する場合があります

入場料／無料

問市立総合病院健診センター

▶ところ／イオンモール浜

問静岡県ナースセンター
☎054-202-1761

し

催

竹笛工作教室

～午後3時
上

午前9時30分

▶ところ／桶ケ谷沼ビ

ジターセンター

▶対象／高校生以

▶内容／竹を材料に笛を作る

▶定員／先着10人
円

副病院長

催

小林良正

▶その他／都合により

☎38-5031

ＦＡＸ054-202-1762

▶とき／ 5月26日㈰

催

ＦＡＸ38-5059

がんサロン「なごみ」

▶とき／ 5月24日㈮

午後1時30分

▶ところ／市立総合病

～ 3時30分

▶

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

者や家族が自由に集い、語り合う。
▶申

▶内容／陶芸

▶入場料／無料

竜洋図書館スペシャルな
おはなし会

▶とき／4月27日㈯
分～11時

①午前10時30

②午前11時30分～正午

▶ところ／竜洋なぎの木会館208・
209号室（和室）

▶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

▶内容／「なぎ

の木子どもの本を読む会」による絵

▶参加費／ 500

医療者によるミニレクチャー

▶持ち物／弁当、お持ちの方は

込／不要。当日、直接会場へ

先着30人程度

問市立総合病院がん相談支援センター

▶申込／不要。当日、直接会場へ

横笛（調律・演奏指導あり） ▶申
込／ 5月14日㈫午前9時～ 25日㈯午
後5時に、電話で桶ケ谷沼ビジター
センターへ
問桶ケ谷沼ビジターセンター
☎39-3022

ＦＡＸ39-3023

（受付：午前9時～午後5時）

催

県障害者スポーツ大会
「わかふじスポーツ大会」

☎38-5286

催

本の読み聞かせなど

▶定員／各回

▶参加費／無料

問竜洋図書館☎66-7788 ＦＡＸ66-7902

ＦＡＸ38-5050

本のリサイクル市（春）

催

▶とき／ 5月30日㈭～ 6月5日㈬ 午

親子ふれあい広場
としょかんおたのしみ会

前9時～午後6時（土・日曜日は午前

▶とき／5月25日㈯

9時～午後5時）※月曜休館 ▶とこ

～11時30分

ろ／中央図書館１階展示室

館2階視聴覚ホール

▶内容

午前10時30分

▶ところ／中央図書
▶内容／人形

／家庭で不用となった本を募り、集

劇、腹話術、手遊び、パネルシアタ

まった本を来館者に提供します（1

ーなど

▶とき／ 8月25日㈰～ 9月29日㈰

人につき、本・雑誌はそれぞれ1日

／にんぎょうの会

▶定員／150人

※種目ごとに開催日時が異なります

10冊まで持ち帰り可） ▶その他／

（要入場整理券）

▶参加費／無料

▶ところ／草薙総合運動場（静岡市

不用本の受け付けは5月1日㈷～ 6月

▶申込／5月8日㈬から中央図書館

駿河区栗原19-1）ほか

5日㈬。漫画などはご遠慮ください

で、1人3枚まで整理券を配布

問中央図書館☎32-5254 ＦＡＸ32-5154

問中央図書館☎32-5254 ＦＡＸ32-5154

▶対象／ 4

月1日現在、12歳以上で障害のある
方

▶内容／陸上、卓球、水泳、ボ

ウリング、フライングディスクなど
▶申込／ 5月7日㈫までに、直接ま
あい

催

※変更の場合あり

▶とき／6月16日㈰

午前10時～午後3時30分

▶集合場所／天竜浜名湖鉄

道掛川駅

3階）または各支所市民福祉グルー

の場合は抽選）

プへ

▶申込／5月29日㈬までに電話で天竜浜名湖鉄道㈱営業課へ
ＦＡＸ36-1635

▶対象／20～40歳の独身の方

▶定員／男女各20人（申込多数

▶参加費／男性3,000円、女性1,500円（昼食・保険付）

問天竜浜名湖鉄道㈱営業課☎053-925-2276

お知らせ 「人口と世帯数」
「市税等納期限」
「市民課の時間外窓口」は2ページに移動しました。
平成31年4月号

▶出演

天浜線で行く！遠州旅婚活

たは電話、FAXで福祉課（iプラザ

問福祉課☎37-4919

19

と

大塚人詩江
土のぬくもり展

市立総合病院肝臓内科兼肝臓疾患セ

後5時

知

午前10時～午

催

ＦＡＸ053-925-2277

