●ページ番号検索について
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各
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お知らせ

知

知

結核・肺がん・大腸がん検診
（福田地区）

とき

ところ

時間

健康福祉会館

9:00～10:30

(リフレU)

募
集

6月10日㈪

催

6月12日㈬

るように、配偶者控除・配偶者特別控除が見直されました
▶改正内容／①配偶者特別控除対象の配偶者の合計所得金額の上限が引き上
げられました。②納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が変わりました。
詳しくは市ホームページをご覧ください

13:30～14:30

問市税課☎37-4826

本田公民館

15:00～16:00

石田公民館

9:00～10:00

福田支所

10:30～12:00
13:00～15:00
9:00～ 9:30

福田南交流セン
10:00～11:30
ター
豊浜中野公民館

し

6月20日㈭

今年度からの住民税は、働きたい人が就業調整を意識せず働くことができ

11:00～12:00

東小島公民館

催

昨年度と送付月が異なりますのでご了承ください。また、医療費通知の再発
行は行っていませんので、確定申告などの医療費控除に使われる方は、大切
に保管してください。

豊浜交流センター 14:00～15:00
15:30～18:00

大原公民館

14:00～15:00

6月25日㈫

7月1日㈪

雁代公民館

14:00～15:00

11番組公民館

15:30～17:00

六社神社

9:00～12:00

送付月

診療年月

1 回目

8月上旬

平成 31 年 1月～ 2月

2 回目

9月上旬

平成 31 年 3月～ 4月

3 回目

10月上旬

令和元年 5月～ 6月

4 回目

11月上旬

令和元年 7月～ 8月

5 回目

来年 1月上旬

令和元年 9月～ 10月

6 回目

来年 3月上旬

令和元年 11月～ 12月

問国保年金課☎37-4833

知

ＦＡＸ37-4723

ページ番号：1001521

飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金の助成

大島公民館

13:30～15:30

蛭池公民館

14:00～14:30

▶対象／市内に生息する飼い主のいない猫の不妊・去勢手術を行う市内在住

一番組公民館

15:00～16:00

の方

▶補助金額／手術費用の4分の3以内で雄6,000円、雌9,000円を上限

▶対象／市内に住所を有する40歳

▶条件／事前申請、市内動物病院で処置、片耳V字カットに同意 ※手術後

以上の方

に飼う場合は対象外

▶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

※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）希望

者：500円

▶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

知

▶今後の予定／ 豊岡地

ＦＡＸ37-5565

はかりの定期検査を
実施します

知

緑のカーテン設置用の
種を無料配布

今年は2年に1度のはかりの定期

緑のカーテンは、直射日光を遮り

地区（10月）

検査の年です。取引や証明にはかり

周囲の温度上昇を抑える効果があり

問健康増進課☎37-2011 ＦＡＸ35-4586

を使用している事業者や個人の方は、

ます。皆さんも地球温暖化の対策と

必ず受検してください。対象者には

して、緑のカーテンに挑戦してみま

検査日の約１週間前に「計量器定期

せんか。

検査通知書」というはがきが送付さ

▶ と き ／ 5月24日 ㈮

午 前9時 ～

です。

れますので確認をお願いします。

▶対象／市内在住の方

▶ところ／

▶納付場所／金融機関、郵便局、コ

▶ 実 施 期 間 ／ 6月10日 ㈪ ～ 7月4日

環境課および各支所地域振興グルー

ンビニエンスストア、インターネッ

㈭

プ

トバンキング

指定されます。必ずはがきをご確認

ウマメどちらか1袋（1袋10粒程度）

問磐田財務事務所

ください

を配布

問経済観光課☎37-4819 ＦＡＸ37-5013

問環境課☎37-4874 ＦＡＸ37-5565

区（7月 ）
、 豊 田 地 区（9月 ）
、磐田

知

自動車税の納期限

自動車税の納期限は、5月31日㈮

☎37-2211

15

国民健康保険の医療費通知

今年度の医療費通知の発送予定をお知らせいたします。改元対応のため、

13:00～15:00

福田支所

ＦＡＸ33-7715

知

6月21日㈮ 屋内スポーツセン
15:30～16:30
ター東側駐車場
6月24日㈪

今年度の住民税（個人市県民税）の主な改正

昭和公民館

6月 7日㈮ 新田児童遊園

募

ページ番号：1006331

知

ＦＡＸ37-2401

2019年5月号

▶その他／検査日や検査場所は

▶内容／フウセンカズラ・チョ
※種がなくなり次第終了

●内容の分類について

 報BOXは内容により「 知 お知らせ」
情
「 募 募集」
「 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。

ページ番号：1001860

知

改元に伴う文書の取り扱い

知

5月1日から元号が「平成」から「令和」に改元されたことに伴い、5月1
日以後に市から発送する文書については、原則として「令和」を用いていま

ならではの「コツ」や「知識」を無

す。ただし、情報システムなどの事務処理の関係上、
「平成」の元号によっ

料で市民に教えるミニ講座「まちゼ

て表記されている文書もあります。これらの文書は、法律上の効果が変わる

ミ」の参加店舗を募集します。

ものではありませんので「令和」に読み替えてください。ご理解とご協力を

▶対象／ 8月16日㈮～ 9月30日㈪の

お願いします。

期間中に最低1回の講座を開催でき

問総務課☎37-4803

ＦＡＸ37-4829

知

花の種子・球根を無償配布

集

▶参加費／ 1講座につき
▶申込／ 6月3日㈪までに、

5,000円

申込書（市ホームページからダウン

▶配布予定時期／種子：8月下旬

ロード可）に必要事項を記入の上、

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

直接または郵送、FAXで経済観光

パンジー、ハナナ、ネモフィラ、キンセンカ、ルピナス

課（〒438-8650

プ、スノーフレーク、アイリス、シラー・シベリカ、スイセン

西庁

場合あり

▶対象／公園やコミュ
▶種類／種子：
※変更する

▶申込／ 5月24日㈮までに、都市整備課（西庁舎1階）にある指

で希望があれば、直接詳細を説明に

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

伺います

問都市整備課☎37-4806 ＦＡＸ37-8690

問経済観光課☎37-4819 ＦＡＸ37-5013

募

読み聞かせボランティア

養成講座参加者を募集

知

6月は児童手当支給・現況届提出の月

▶支給日／ 6月10日㈪
指定口座へ振り込み

日㈭・11日㈭

▶支給該当月／児童手当2 ～ 5月分

▶支給方法／

※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

▶とき／ 6月20日㈭・27日㈭、7月4
分

午前10時～ 11時30

現況届は、受給者の平成30年分の所得、扶養人数、今年6月1日現在の養育

▶ところ／中央図書館2階視聴

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

覚ホール

▶対象／図書館や学校な

のです。受給者の方には5月末に通知しますので、6月28日㈮までにこども未
あい

どで読み聞かせボランティアを希望

来課（i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。

する方

問こども未来課☎37-4896

▶講師／市立図書館職員

▶定員／ 30人（4回とも出席できる
方） ▶参加費／無料
筆記用具

▶持ち物／

▶申込／ 5月22日㈬午前

ＦＡＸ37-4631

ページ番号：1003347

知

渚の交流館DCフェア
&新テナントオープン

知

ページ番号：1001767

母子家庭等医療費助成

現在の受給者証の有効期限は、6月

静岡デスティネーションキャンペ

30日㈰です。受給者証をお持ちの方に

たは電話、電子申請

ーン（DC）の特別企画「アッパレ

は更新案内などのお知らせを送付しま

で中央図書館へ

▶

元気フェア」と題して、6月30日㈰

すので、こども未来課（iプラザ3階）で

その他／託児あり

まで特別メニューを提供します。館

手続きをしてください。

9時～ 6月12日㈬午後5時に、直接ま

（先着10人程度）

▲電子申請

問中央図書館☎32-5254 ＦＡＸ32-5154

催

球根：チューリッ

し

▶その他／初参加店舗

球根：9月下旬

催

舎1階）へ

国府台3-1

募

募

市内の商店主が講師となり、プロ

る商店主

お知らせ

募

第13回まちゼミ参加
店舗を募集

あい

内テナント「漁師のどんぶり屋」で

現在ひとり親で受給者証をお持ち

は「漁師のどんぶり屋自慢の二色し

でない方も、世帯全員の平成30年

らす丼」、「幸の字」では「ふくで自

分の所得税が非課税の方や、課税さ

慢の日の丸しらす丼」を提供します。

れていても扶養控除見直し前の計算

ま た、4月17日 ㈬ に 新 テ ナ ン ト

や寡婦(夫)控除のみなし適用をした

「焙煎珈琲と炭火焼バーガーAO」が

結果、受給対象者となる場合があり

オープンしました。和牛100％パテ

ます。6月中旬以降に、こども未来

を使ったハンバーガーや本格焙煎珈

課窓口へご相談ください。

琲をぜひご堪能ください。

問こども未来課

あ お

問渚の交流館☎30-7091 ＦＡＸ30-7093

☎37-4896 ＦＡＸ37-4631

2019年5月号
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●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。

お知らせ

知

募

ページ番号：1006666

U-12国際サッカー大会ホストファミリーを募集

7月25日㈭から28日㈰まで市内で開催される「2019磐田U-12国際サッカ

ち・ひと・しごと創生総合戦略に関

ファミリーを募集します。
▶とき／ 7月26日㈮午後5時頃～ 28日㈰午前8時頃

募

は竜洋スポーツ公園）への送迎ができる家族

※2泊3日

▶対象／子

集

問スポーツ戦略室☎37-2116

募

催

催

▶対象／市内に在住する20歳以上

▶定員／先着27

▶その他／後日受け入れ説明会を開催します

ツ戦略室へ

（平成31年4月1日現在）の方

部屋タイプ

▲電子申請

員／若干名

ページ番号：1001506

▶任期／委嘱から2年

6月17日㈪までに、秘書政策課で配
布する応募用紙（市ホームページか

戸数

世帯人数

らダウンロード可）に必要事項を記

し

北野団地

3ＬDK

6

3 人以上

入の上、
「私の考えるこれからの磐

二番町団地

3DK

1

2 人以上

田市のまちづくり」というテーマの

東大久保団地※

１ＬDK

3

1 人以上

小論文（400字程度）と併せて直接

東大久保団地

３DK

1

2 人以上

または郵送、Eメールで秘書政策課

竜洋豊岡団地

２ＬDK

1

2 人以上

（〒438-8650

国府台3-1

本庁舎4

※東大久保団地1LDKのうち1部屋は、世帯員に足が不自由で身体障害者手

階 Eメ ー ル：kikaku@city.iwata.

帳（1 ～ 4級）をお持ちか、または介護認定（要介護1 ～ 5）を受けている

lg.jp）へ ▶選考／書類審査により

いずれかの方が含まれている世帯のみ申し込みができます

決定 ▶その他／会議は年４回程度

▶申込／ 5月27日㈪～ 31日㈮に直接、建築住宅課（西庁舎2階）へ

▶その

問建築住宅課☎37-4851 ＦＡＸ33-2050

募

を予定。委員報酬あり
問秘書政策課☎37-4805

他／応募資格や提出書類など、詳しくは建築住宅課へ

2020竜洋海洋フェスタの検討会メンバーを募集

募

メンバーを募集します。竜洋を盛り上げるイベントを企画してみませんか

ＦＡＸ36-8954

ファミリー・サポ―ター

養成講座参加者を募集

地域で育児の援助を受けたい人

一緒に2020年度の新しい竜洋海洋フェスタを検討していくプロジェクト

（おねがい会員）と、行いたい人（お

▶対象／市内在住・在勤・在学で新フェスタの企画立案に携わることができ、

まかせ会員）が育児を助け合う事業

次の①②の条件を満たす方

です。
「おまかせ会員」として、子育

①竜洋地区を中心にイベントを通じて竜洋地区

のプロモーションをしたいという方

②イベント実施に積極的な意見をお持

ちで、2020年のイベント実施時に運営メンバーとして携わっていただける
方

▶定員／若干名

（☎66-2524

▶申込／電話またはメールで磐田市商工会竜洋支所

募

て家族のお手伝いをしてみませんか。
▶ と き ／ 6月17日 ㈪ ～ 20日 ㈭
前9時～正午

午

▶ところ／急患セン

ター 2階会議室（上大之郷51番地）

Eメール：info@sci-iwata.or.jp）へ

問竜洋支所市民生活課☎66-9100

▶対象／子育てのお手伝いをしたい

ＦＡＸ66-2139

はちまるにまる

噛むカムケア8020コンクール出場者を募集

方

▶定員／先着20人

／無料

▶受講料

▶持ち物／筆記用具、飲み

▶とき／ 6月20日㈭、7月4日㈭ 午前10時〜正午 ▶ところ／急患センター

物

▶対象／市内在住の80歳以上（昭和14年4月1日以前生まれ）の方で、自分の

またはFAXで子育て支援総合セン

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

ター「のびのび」へ

された方も可） ▶定員／各先着10人

児あり

▶参加費／無料

▶申込／電話で磐

▶申込／ 6月7日㈮までに電話
▶その他／託

※申し込み時にお子さんの

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

名前、年齢をお伝えください

成された方には達成証をお渡しします

問子育て支援総合センター「のびのび」

問磐周歯科医師会☎・ＦＡＸ34-8536
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▶定

間（8月以降に委嘱予定） ▶申込／

ＦＡＸ37-5034

市営住宅の入居者を募集
募集団地

する施策の進捗管理や評価について、
調査と審議を行います。

▶申込／ 6月7日㈮までに、電話または電子申請でスポー

家族

磐田市行政経営審議会
委員を募集

市の総合計画、行財政改革、ま

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

ども2人または3人の受け入れができ、試合会場（ゆめりあまた

募

募

2019年5月号

☎37-4102

ＦＡＸ37-4103

▶とき／ 6月1日㈯

午後6時30分～

ページ番号：1005816

催

ホールでピアノを
弾いてみよう♪

▶とき／ 6月15日㈯

午前9時〜午

ページ番号：1003347

催

渚の交流館3周年祭

▶とき／ 5月26日㈰

午前10時～午

▶ところ／渚の交流館

後3時

知
▶

▶ところ／市民文化会館ホ

内容／渚の交流館が3周年を迎えま

は午後6時）
、6月3日～ 24日の月曜

ール

▶内容／グランドピアノ（ス

す。今年の周年祭はパンフェスタ!!

日、7月～ 11月の月・木・土曜日

タインウェイ）を1人1時間以内で

パンを中心に雑貨や飲食のお店が

午後7時～ 8時30分

使用できます

▶定員／先着12人

20店舗前後、交流館東側駐車場に

（希望する時間帯を先着順により決

テントやキッチンカーで大集合。ぜ

※受付

▶ところ／陸

上競技場（かぶと塚公園内） ▶対
▶内容

定） ▶使用料／ 1人1,000円

▶申

込／ 5月15日㈬午前9時から使用料

回記念静岡県市町対抗駅伝競走大

を添えて直接、文化振興センターへ

会」に向けた磐田市チームの練習会

※申し込みは使用者本人でなくても

▶申込／不要。運動ができる服装で

可。 た だ し、1度 に2枠 以 上 の 申 し

初回練習会へ

込みは不可

▶その他／選考記録

▶その他／詳細は申し

ひ遊びに来てください
問渚の交流館☎30-7091 ＦＡＸ30-7093
ページ番号：1001167

普通救命講習会Ⅰ・
応急手当普及員再講習

催

▶とき／①普通救命講習Ⅰ：6月15

会を8月と9月に計4回実施予定

込み時にお尋ねください

日㈯

問磐田市体育協会

問文化振興課☎35-6861 ＦＡＸ35-4310

普 及 員 再 講 習：7月20日 ㈯

催

ＦＡＸ37-0456

やさしい健康教室

▶とき／ 6月6日㈭

午後2時～ 3時

催

第112回市民公開講座

▶とき／ 6月22日㈯
～ 4時30分

午後1時30分

▶ところ／磐田グラン

午前9時～正午

時～正午

②応急手当
午 前9

▶ところ／磐田市消防署

3階会議室

▶対象／①中学生以上

で市内在住・在勤の方

②応急手当

普及員認定証を交付されていて失効

▶ と こ ろ ／ 市 立 総 合 病 院2階 講 堂

ドホテル3階 平安の間

▶内容／そ

していない方

▶対象／成人

の時あわてないために

～学んでお

法・AED・異物除去法・止血法

▶内容／健（すこ）

やかに生き、穏（おだ）やかに逝く

こう！おなかの病気の最新情報～

▶講師／市立総合病院緩和医療科
部長

中澤秀雄

▶参加費／無料

▶ 定 員 ／ 90人
▶持ち物／筆記用

具

▶申込／不要。当日、直接会場

へ

▶その他／都合により内容を変

更する場合があります
問市立総合病院健診センター
☎38-5031

催

ＦＡＸ38-5059

焼き肉のタレ作り
料理教室

▶とき／ 6月28日㈮・30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

演題

講師

知っていればこわくな 竹内 裕也 氏
い、食道がんの予防 （浜松医科大学第二
と治療
外科教授）
山田 貴教
知れば検査を受けた
（市立総合病院消化
くなる、大腸がんにつ
器内科部長兼消化
いてのお話
器内視鏡室長）
小林 良正
肝 臓 病 の 新 時 代：
（市立総合病院副病
知っていれば予防で
院長兼肝臓内科部
きる肝臓がんのお話
長）
岩泉 守哉 氏
知って安心、遺伝性 （浜松医科大学附属
の消化器がんのお話 病院遺伝子診療部
助教）

▶内容／①心肺蘇生

②救命に必要な応急手当の指導要領
▶定員／先着15人程度
／無料
物

▶受講料

▶持ち物／筆記用具、飲み

▶申込／各回3日前までに、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
問警防課☎59-1717

催

ＦＡＸ59-1766

はじめての手話講座

▶とき／ 7月5日㈮
7月17日㈬
あい

ころ／ iプラザ2階
室1・2

午後7時～ 9時、

午前10時～正午

▶と

ふれあい交流

▶対象／市内在住で手話

に興味のある方

▶内容／あいさつ

などの初心者向け手話を学びます

タレ作り ▶定員／各先着10人（初

▶定員／先着250人

心者優先） ▶受講料／ 500円（材料

料

費） ▶持ち物／三角巾、エプロン、

参加人数を電話またはFAX、Eメー

無料

ふきん2枚、容器（1ℓのペットボト

ル（byoin-kanri@city.iwata.lg.jp）

▶申込／ 6月3日㈪～ 28日㈮に直接

ル） ▶申込／ 6月5日㈬から電話で

で市立総合病院地域連携室へ

または電話で福祉課障害福祉グルー

於保農村婦人の家（☎34-4271）へ

問市立総合病院地域連携室

プ（iプラザ3階）へ

問農林水産課☎37-4813 ＦＡＸ37-1184

▶参加費／無

▶申込／住所、氏名、電話番号、

☎38-5545

ＦＡＸ38-5549

し

☎33-3443

催

催

／ 11月30日㈯に開催される「第20

集

象／小学5年生～一般の方

募

募

後9時

8時（説明会および練習会

お知らせ

催

第20回静岡県市町対
抗駅伝競走大会練習会

▶定員／先着各30人

▶参加費／

▶持ち物／筆記用具、飲み物

あい

問福祉課☎37-4919

ＦＡＸ36-1635

2019年5月号
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お知らせ

知

募

募

催

磐田市人権教育講演会

▶とき／ 6月15日㈯ 午後1時30分～ 3時30分 ▶ところ／アミューズ豊田ゆ

▶とき／ 6月16日㈰

やキリマンジャロ登頂に挑戦した経歴を持つ講師が、
「さらなる一歩を踏み

～ 11時30分

出そう！」と題してトーク＆コンサートを行います ▶講師／シンガーソン

周辺

グライター

生態について講義を聞いた後、桶ケ

立木早絵氏

▶定員／先着300人

▶参加費／無料

▶申込／

午前9時30分

▶ところ／桶ケ谷沼

▶内容／アメリカザリガニの

集

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

谷沼で調査を行います

10人） ※託児希望の方は5月31日㈮までに電話で福祉課へ（保険料100円）

般（小学生以下は保護者同伴） ▶

問福祉課☎37-4814

参加費／無料▶持ち物／帽子、野外

催

催

ホール

ＦＡＸ36-1635

ページ番号：1006667

第10回パートタイマー就職面接相談会

▶対象／一

活動のできる服装、靴、メモ用紙な
ど

▶申込／前日まで

午前10時～午後2時

▶ところ／ワークピア磐田多目的

に 直 接 ま た は 電 話、

▶対象／パート勤務希望の男女

▶内容／ライフプランに合った働

FAXで桶ケ谷沼ビジタ

し

き方が選べる会社と出会えるお仕事相談会。採用担当者とざっくばらんに話

ーセンターへ

してピッタリの仕事を見つけましょう！シニア世代歓迎求人もあります

▶

問桶ケ谷沼ビジターセンター

参加企業／ 10社程度

▶

※詳しくは市ホームページへ

申込／不要。当日、直接会場へ

▶参加費／無料

▶持ち物／履歴書（無くても可） ▶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

催

ＦＡＸ36-8383

午前9時30分〜正午

▶対象／高校生以上の方
▶受講料／無料

▶内容／16ミリ映写機の操作方法（講

▶持ち物／筆記用具

▶申込／ 5月22日㈬午前

▶ところ／新造形創造
▶内容／書見台、万

理箱などの心豊かな知的生活を演出
する木製クラフト商品を紹介します

とき

▶対象／各コース2日間出席できる方、

Excel・PowerPointは基本操作や文字入力ができる方

▶入場料／無料
問新造形創造館
☎33-2380

内容

・表作成の基本、数式と関数の活用
Excel実践コース 7月20日㈯ 9：00 ～
・入力の省力化とデータの整理
21日㈰ 12：00
（中級）
・グラフの作成 など
・プレゼンテーション資料作成
PowerPoint実践 7月20日㈯ 13：00 ～ ・魅せる図式や写真の入れ方
・動きで伝える資料作成術
21日㈰ 16：00
コース（中級）
・スライドデザインを楽しむ など
・基本的な操作、文字入力の方法
iPhone・iPad活用 7月20日㈯ 9：00 ～ ・アプリの基本と追加
・WiFiの基本と仕組み
21日㈰ 12：00
コース
・使える動画編集 など

着30人

翌日は休館

午前9

※月曜、祝日の

ウオッチボックス、木製バック、整
▲電子申請

第23回静岡産業大学パソコン講座

▶ところ／静岡産業大学経営学部

豊岡クラフト展

年筆ケース、タブレットスタンド、

問中央図書館☎32-5254 ＦＡＸ32-5154

コース名

～暮らしに木のぬくもりを～

館ギャラリー

▶定員／先着15人

9時～ 6月12日㈬午後5時に、直接または電子申請で中央図書館へ

催

催

ＦＡＸ39-3023

時30分～午後5時

▶ところ／中央図書館2階会議室

習と実技） ※受講後に認定証を交付します

☎39-3022

▶とき／6月1日㈯～30日㈰

16ミリ映写技術講習会

▶とき／ 6月15日㈯

▶定員／各コース先

▶受講料／各コース3,000円（テキスト代別途） ▶申込／ 7月5日

催

ＦＡＸ33-2382

フラワーオブジェ
をつくろう！

▶とき／6月8日㈯・9日㈰
時～、午後1時30分～
新造形創造館

午前10

▶ところ／

▶対象／小学生（低

学年は保護者同伴）

▶内容／流木

や自然の材料を組み合わせてかわい
いフラワーオブジェを作ります
参加費／800円

▶

▶定員／各回8人

㈮までに住所、氏名、職業、年齢、電話番号、希望コースを記入の上、はが

▶持ち物／手拭き用タオル、汚れて

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

もよい服装

営学部パソコン講座事務局（〒438-0043

問新造形創造館

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
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アメリカザリガニの
調査会

やホール ▶内容／全盲でありながら「24時間テレビ」で、トライアスロン

▶とき／ 6月1日㈯

催

催

2019年5月号

ＦＡＸ 36-8800

☎33-2380

ＦＡＸ33-2382

