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お知らせ

知

募

募

知

夏季休業中の
学校閉庁日について

現在お使いの国民健康保険高齢受給者証の有効期限は7月31日㈬です。新
しい受給者証（うぐいす色）を送付しますので、差し替えをお願いします。

の他／期間内は学校内に日直を含め教

なお一部負担金の割合は、本年度の市民税の課税状況により判定しており、

職員は不在となるほか、児童生徒への

2割または3割です。

補習や保護者への面談、部活動などを

問国保年金課☎37-4833

行いません。社会体育などにおけるグ

集

などで緊急に連絡が必要な場合、日中
は学校教育課、夜間は市役所代表（☎
37-2111）へ連絡をお願いします
問学校教育課☎37-2760 ＦＡＸ36-3205

催
し

ドドライブ事業」
知 「フーにご協力を
▶期間／ 8月1日㈭ ～ 31日㈯

▶と

あい

ころ／磐田市社会福祉協議会（iプラ
ザ1階）前の回収ボックス ▶対象品
目／穀類（米・麺類）、保存食品（缶

ページ番号：1004441

知
物件
番号

ＦＡＸ37-4723

市有地の売却（一般競争入札）
所

在

地目 現況

1-1 中泉字三ノ宮107番1

▶入札日／ 9月6日㈮

面積

宅地 更地

最低売却価格

324.29㎡

15,310,000円

入札保証金
770,000円

▶申込／ 8月1日㈭～ 30日㈮の開庁日午前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（8月30日㈮必着）で資産
経営準備室（〒438-8650

国府台3-1

本庁舎4階）へ

▶その他／申し込

みがない場合は、9月13日㈮から先着受付順で売却
問資産経営準備室☎37-4828

知

ＦＡＸ36-8954

全国家計構造調査へご協力ください

詰・瓶詰）、インスタント食品、調味

▶調査期間／ 8月から11月

料など ▶注意事項／常温で保存が

▶対象／調査区内の全ての世帯を調査員が訪問し、世帯一覧を作成します。

でき、賞味期限が9月末日以降の破損

その中から一定方法により抽出された世帯を対象とします

のない未開封のものに限ります

査区により、基本調査（9地区、8月下旬頃から）と簡易調査（9地区、9月

問福祉課☎37-4797

下旬頃から）に分けて実施します。調査員が調査世帯を訪問し、調査票の配

ＦＡＸ36-1635

▶実施主体／総務省統計局、静岡県、磐田市

布と回収を行います

☎37-9617

帯票」および「年収・貯蓄等」の記入をお願いします

ＦＡＸ37-4866

子犬・子猫をゆずる会

子犬・子猫の譲渡を受けるために
は飼育講習会の受講が必要です。
①子犬

▶とき／ 8月7日㈬、10月2

日 ㈬、12月4日 ㈬、 来 年1月8日 ㈬、
2月5日㈬、3月4日㈬
～ 3時30分

午後1時30分

▶ところ／県動物管理

▶実施方法／調

▶調査票内容／①基本調査：
「家計簿」
（2カ月間）
、
「世

磐田市社会福祉協議会

知

および「年収・貯蓄等」の記入をお願いします

②簡易調査：
「世帯票」

▶その他／個人情報は、統

計法に基づき厳重に保護されます
問総務課☎37-4803 ＦＡＸ37-4829

知

10月20日㈰に乳がん検診を受けませんか

今年も10月の第3日曜日に乳がん検診を実施します。当院は、全国どこで
も乳がん検診ができる環境づくり「J.M.S（ジャパン・マンモグラフィ・サ
ンデー）」を推進している日本乳がんピンクリボン運動に協賛しています。

指導センター（浜松市西区大山町

▶とき／ 10月20日㈰

3551-1） ▶申込／環境課、県西部

合病院健診センター

受付は午前8時15分～ 11時15分
▶定員／先着30人

▶ところ／市立総

▶料金／ 40歳以上（マンモグラ

健康福祉センター（見付3599-4）に

フィ）
5,620円（税抜き）、39歳以下（乳腺エコー）3,500円（税抜き） ▶申込

ある専用往復はがきで申し込み ②

／ 8月1日㈭～ 10月11日㈮に直接または電話で市立総合病院健診センターへ

子猫

問市立総合病院健診センター☎38-5031

講習・譲渡の申

し 込 み は、 随 時 電 話
で県動物管理指導セ

知

ＦＡＸ38-5059

8月は電気使用安全月間

高温多湿の夏場は、1年のうちで感電や電気事故の最も多い季節です。コ

ンターへ
問県動物管理指導センター
☎053-437-0142 ＦＡＸ053-437-9690
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国民健康保険高齢受給者70 ～ 74歳の方へ

▶そ

▶期間／ 8月13日㈫～ 15日㈭

ラウンド使用は可能です。事故や災害

催

知

2019年（令和元年）7月号

ンセントやプラグを定期的に清掃し安全点検をお願いします。
問（一財）中部電気保安協会☎36-5870 ＦＡＸ36-5730

●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。

在宅介護手当の申請

▶対象／介護保険要介護度3以上の方または要介護度2以上で、重度の認知機能の
低下と判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／各20,000

知
とき

円 ▶申請／ 8月上旬に対象になると思われる方宛てに申請書を送付します。9
あい

月30日㈪までに高齢者支援課（ｉプラザ3階）または各支所市民福祉グループへ
問高齢者支援課☎37-4869

いわた夏まつり花火大会の会場が変わります

に順延）

富丘下原公会堂
8月 豊田東交流センター
27日㈫ 赤池公民館

30日㈮

午後7時15分～9時

※少雨決行（荒天の場合は25日㈰

▶ところ／福田漁港特設会場

▶内容／遠州地方の夏を締めくく

る「2019いわた夏まつり花火大会」が今年は会場を変更してリニューアルし
ます。海上に打ち上がる花火の素敵なシチュエーションをお楽しみください
問いわた夏まつり花火大会委員会（磐田市商工会福田支所内）
ＦＡＸ58-0103

募

市民農園の利用者を募集

ページ番号：1002273

12日㈭

13:00 ～ 14:00
14:30 ～ 15:30

東原東公会堂

14:00 ～ 14:30

気賀東公会堂

15:00 ～ 16:00

富岡交流センター

14:00 ～ 15:00
15:30 ～ 16:00

七蔵新田文化センター 14:00 ～ 15:00
池田交流センター

15:30 ～ 16:30

中野戸公会堂

13:30 ～ 14:30

上新屋公会堂

15:00 ～ 16:00

海老塚公会堂

09:00 ～ 10:00

森本上公会堂

10:30 ～ 11:30

一言公会堂

13:00 ～ 14:30

井通交流センター

15:00 ～ 16:00

東原西会館

09:00 ～ 09:30

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

17日㈫ 加茂東公会堂

10:00 ～ 12:00

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

下本郷公民館

14:00 ～ 15:00

る市民農園の空き状況（5月末現在）は下記のとおりです。利用を希望され

宮之一色公民館

14:00 ～ 14:30

森下自治会館

15:00 ～ 15:30

池田交流センター

10:00 ～ 11:30

立野屋台蔵

13:00 ～ 13:30

気子島公民館

14:30 ～ 15:00

豊田支所駐車場

15:30 ～ 17:00

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）

とよおかふれあい農園

上神増

34

35

40

5,140 円

夢農園 RYUYO

駒場

60

31

49

6,170 円

前野

36

33

30

3,000 円

前野

10

31

30

3,000 円

前野ふれあい楽農園
第 1 農園
前野ふれあい楽農園
第 3 農園
コミュニティファーム
百菜倶楽部第 1 圃場
せいしんえん

青心園集い農園

申込先

20日㈮

農林水産課
☎ 37-4813

工藤 裕二
☎ 090-7913-0174

二之宮

11

38

36

大久保

48

34

40

10,000 円 ☎ 090-2948-5883

鈴木 たみ子

下岡田

26

32

63

レンタル農園グリーンテラス

向笠新屋

52

20

40

5,000 円 ☎ 090-8183-5598

富丘農園

富丘

27

33

63

6,000 円 ☎ 090-7957-1460

青島 髙夫
袴田 定男

ＦＡＸ37-1184

核・肺がん検診（胸部レントゲン撮
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 ▶今
後の予定／磐田地区（10月）
問健康増進課☎37-2011 ＦＡＸ35-4586

知

富士山マイカー規制
のお知らせ

と須走口（ふじあざみライン）では

午前10時～午後0時30分（午前9時集合） ▶ところ／

9月10日㈫までマイカー規制を実施

▶

しています。規制期間中はマイカー

内容／ホールのグランドピアノを使って、舞台で本番さながらの演奏をして

通行ができませんので、有料の乗り

みませんか ▶定員／ 25人

換え駐車場を利用し、有料のシャト

ワークピア磐田多目的ホール

▶対象／ 1人でピアノの演奏ができる方

影）
：無料 喀痰検査：700円 ※受

富士宮口（富士山スカイライン）

ピアノDEほっこりコンサート出演者を募集

▶とき／ 9月22日㈰

年齢40歳以上の方 ▶受診費用／結
かくたん

山田 龍次
24,000 円 ☎ 090-1621-0696

下岡田市民農園

募

▶参加費／ 500円

▶申込／ 7月22日㈪午前10

時から申込書（各公共施設設置またはワークピア磐田ホームページからダウ

ルバスやタクシーをご利用ください。

ンロード可）に必要事項を記入の上、直接またはFAXでワークピア磐田へ

問県道路企画課

問ワークピア磐田☎36-8381 ＦＡＸ36-8383

催

▶対象／市内に住所を有する年度末

鮫島 義隆
6,000 円 ☎ 090-1476-4362

問農林水産課☎37-4813

18日㈬

募

し

☎58-0101

10:30 ～ 11:30

催

11日㈬

▶その他／JR磐田駅南口から無料シャトルバスあり

09:00 ～ 10:00

青城交流センター

9月
3日㈫ 匂坂西薬師堂
6日㈮

時間

集

▶とき／8月24日㈯

ところ

知

募

知

ＦＡＸ37-6495

結核・肺がん・大腸がん検診
（豊田地区）

お知らせ

知

☎054-221-3359 ＦＡＸ054-221-3337

2019年（令和元年）7月号

16

●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

募

募

ページ番号：1002902

親子の絆づくりプログラム（BPプログラム）参加者を募集

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

▶対象／小学生～高校生（1人1点、自

り・育児知識の学び」の講座の参加者を募集します。

作のみ） ▶規格／描画材料は自由、

▶とき／ 8月19日㈪・26日㈪、9月2日㈪・9日㈪ 午後1時30分～ 3時30分 ▶と

大きさは画用紙の四つ切・八つ切ま

ころ／ｉ プラザ2階健康づくり室 ▶対象／生後2 ～ 5カ月の第1子とその母親

たはそれに準ずる大きさ ▶応募方

▶定員／ 20人 ▶参加費／ 1,080円（テキスト代） ※初回に集金 ▶持ち物／お

法／作品の裏面右下に学校名、学年、

むつ、授乳用品、バスタオル ▶申込／ 8月8日㈭までに電話でこども未来課へ

氏名（ふりがな）、性別を記入の上、

問こども未来課☎37-2012

集

9月6日㈮までに直接または郵送で
市選挙管理委員会（〒438-8650
府 台3-1

催

催

募

明るい選挙啓発
ポスターを募集

国

本 庁 舎3階 総 務 課 内 ）へ

あい

募

ＦＡＸ37-4631

ジュビロ磐田似顔絵コンテスト作品を募集

▶募集作品／ジュビロ磐田の選手、監督の似顔絵（1 枚につき1 選手）
。応募は 1

し

人 1 点。用紙は、はがきまたは、はがきサイズ。材質、道具は自由

入選作品の版権は主催者に帰属しま

月2日㈪（必着）
までに、作品裏面に選手名、住所、氏名（ふりがな）
、

す。小・中・高校別に入選作品5点

学校名、年齢（学年）
、性別、電話番号を記入し、直接または郵送

を選び、県審査へ提出します

でジュビロ磐田ホームタウン推進協議会事務局（〒438-0078 中泉

問磐田市選挙管理委員会

281-1

☎37-4803

催

磐田商工会議所内）へ

問磐田商工会議所☎ 32-2261

ＦＡＸ37-4829

やさしい健康教室

▶ と き ／ 8月6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／こころの健康を
保つコツ ▶講師／市立総合病院臨床

スポーツ振興課☎ 37-4832

募

参加費／無料

▶持ち物／筆記用具

ＦＡＸ 32-2264
ＦＡＸ 37-5034

防衛省（自衛官）採用試験

募集種目

応募資格

自衛官候補生

問市立総合病院健診センター

18歳以上
33歳未満の方

催

わたしの主張2019
静岡県大会開催

▶とき／8月21日㈬
20分
館

午後1時～4時

▶ところ／竜洋なぎの木会

▶対象／中学生以上の方

▶内

容／県内の中学生が磐田市に集まり、
日常生活で感じていることや考えて

9月23日㈷・28日㈯
10月5日㈯・6日㈰

高卒（見込み含）
海：23歳未満の方
空：21歳未満の方

航空学生

ＦＡＸ38-5059

入隊時期

9月22日㈰

▶申込／不要。当日、直接会場へ
☎38-5031

1次試験期日

一般曹候補生

支援技術科 臨床心理士 川村久子 ▶

▶受付／ 9月6日㈮まで

令和2年3月下旬
～ 4月上旬

9月16日㈷

※自衛官候補生は通年募集

▶試験会場／浜松合

同庁舎、浜松総合庁舎、航空自衛隊浜松基地、静浜基地
4月1日現在

※年齢は令和2年

▶その他／採用上限年齢が33歳未満に引き上げられました

（航空学生を除く）。採用試験について詳しくは、自衛隊袋井地域事務所へ
問自衛隊袋井地域事務所☎･ＦＡＸ43-3717

募

西部地域７大学による共同授業

聴講生を募集

いることを作文にして発表し、広く

▶とき／ 10月5日㈯・12日㈯・19日㈯・26日㈯、11月9日㈯・16日㈯・30日

県民に訴えかけます

㈯、12月7日㈯

▶定員／300

午前9時30分～午後0時40分（初回は午前9時15分から） ▶

人程度

▶申込／不要。当日、直接

ところ／静岡文化芸術大学（浜松市中区中央 2-1-1） ▶講義テーマ／「人

会場へ

▶その他／駐車場の台数に

間と環境」－物理世界を飲み込んだインターネット－

▶聴講料／ 8,000円

限りがありますので、乗り合わせて

▶申込／ 7月26日㈮までに秘書政策課または参加大学にある「共同授業出願

ご来場ください

票」
（静岡文化芸術大学ホームページからダウンロード可）を直接または郵送

問児童青少年政策室

で静岡大学浜松教務課共通教育係（〒432-8561

浜松市中区城北3-5-1）へ

問静岡文化芸術大学地域連携室☎053-457-6105

ＦＡＸ053-457-6123

☎37-2773
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▶応募方法／ 9

▶その他／応募作品は返却しません。

ＦＡＸ36-1517

2019年（令和元年）7月号

介護に興味のある男性向け「ケアメン講座」

自宅で介護をしている男性を対象とした介護に対する知識を深め、介護の

夏休み子ども
図書館クラブ

催

知

悩みなどを共有することができる講座です。

▶とき／ 8月9日㈮

▶とき／ 8月31日㈯

～正午②午後2時～ 4時30分 ▶とこ

午後1時30分～ 3時

▶ところ／特別養護老人ホーム

豊田一空園地域交流室（東原207-1） ▶対象／市内在住で自宅で介護をし

ろ／中央図書館

ているまたは介護に興味のある男性

4 ～ 6年生

／無料

②介護施設職員を交えた座談会

▶持ち物／筆記用具

▶定員／先着20人

▶参加費

▶申込／ 8月23日㈮までに電話で中部地域包
▶その他／介護が必要な家族同伴の場合

▶対象／市内小学

▶内容／いつもは見ら
▶定員

カウンターなどの仕事体験

／ 各 回15人（ 応 募 多 数 の 場 合 は 抽

は、申し込み時にご相談ください

選） ▶参加費／無料 ▶持ち物／図

問高齢者支援課☎37-4831

書館等利用者カード、自分の本2冊

回

心の病を持つ人の「家族による家族学習会」
とき

ところ

学習内容

（表紙が厚いもの）、筆記
㈭午前9時～ 8月1日㈭午

統合失調症を知りましょう

後7時に直接または電子

統合失調症の経過・状態とその対処

申請で中央図書館へ

4 09月15日㈰

13:30～16:30

豊田福祉センター 統合失調症の治療と支援
2階小会議室

住みたい町で暮らし続けるために

5 09月28日㈯

家族自身が元気を保つために

6 10月05日㈯

修了式、茶話会（思いを語り合う）

▲電子申請

問中央図書館☎32-5254 ＦＡＸ32-5154

催

ゆかた着付け教室

▶とき／ 7月26日㈮・27日㈯

午後

▶内容／精神の病（統合失調

1時30分～ 3時（全2日間） ▶とこ

症など）を持つ人の家族がお互いに学び合う、丹誠会主催の学習会です。同

ろ／於保農村婦人の家（大原1654-

じ悩みを持つ人同士で経験を語り合い共有しながら、テキストを活用して正

1） ▶対象／婦人の家で2日間参加

しい知識や当事者との対応の仕方などを一緒に学びます

できる方

▶対象／原則として中遠地域にお住まいの方

たんせいかい

▶定員／先着10

▶内容／自分でゆかたの
▶

人（家族なら2人可） ▶受講料／1,500円（全回分、テキスト代含む） ▶申

着付けができるよう指導します

込／ 8月9日㈮までに電話またはFAXで丹誠会・鈴木定子（☎・FAX0539-62-

定員／先着10人

3075）
、鈴木なほ子（☎・FAX23-5749）
、吉村（☎・FAX35-6127）へ

▶持ち物／ゆかた、帯、帯板、紐2

問福祉課☎37-4919

本

ＦＡＸ36-1635
ページ番号：1007021

催

MONOづくりワークショップ

▶とき／7月28日㈰

午前11時〜午後3時30分

▶ところ／ワークピア磐田

▶内容／小物作り、アロマ体験、造形遊びなど、女性起業家などによるワー
クショップや作品販売
ます

▶参加費／無料。各ブースでの体験料は別途かかり

催

▶申込／電話で於保農村婦人の

家（☎34-4271）へ
問農林水産課☎37-4813 ＦＡＸ37-1184

催

年金セミナー

60歳以降の生活設計に役立つ年
や手続きについてお話しします。

ＦＡＸ36-8383
ページ番号：1007036

はじまりのはじマルシェ 1周年記念拡大版開催！

はじまりのオフィス会員が始めた小さなマルシェ。毎月第1水曜日と第2

▶とき／ 8月25日㈰
午

▶定員／先着40人

料／無料

の8月はいつもと日程も場所も変更。出展数も拡大して開催します。

んきん定期便

▶とき／ 8月20日㈫ 午前11時～午後3時30分 ▶ところ／ワークピア磐田視
聴覚室 ▶内容／パン・日本茶・お菓子の販売、ワークショップや音楽ライブ
など ▶参加費／無料。各ブースでの体験料または材料費が別途かかります
はじまりのオフィス☎・ＦＡＸ30-6255

午前10時〜正

▶ところ／ワークピア磐田視聴

覚室

火曜日にワークピア磐田「はじまりのオフィス」にて定期開催中。1周年目

問ワークピア磐田

▶受講料／無料

金、健康保険、失業保険などの制度

▶申込／不要。当日、直接会場へ

問ワークピア磐田☎36-8381

し

1 08月17日㈯
2 08月24日㈯
3 09月07日㈯

催

▶申込／ 7月25日

用具

催

催

ＦＡＸ37-6495

募

れない図書館内の見学、本の装備や

集

括支援センター（☎37-1060）へ

①午前9時30分

募

設の講話

▶内容／①介護保険制度と介護保険施

お知らせ

催

▶受講

▶持ち物／筆記用具、ね
▶申込／ 8月19日㈪

までに電話で静岡県年金福祉協会へ
（平日午前9時～午後5時）
問（一財）静岡県年金福祉協会
☎054-251-2767 ＦＡＸ054-251-2866

2019年（令和元年）7月号
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お知らせ

知

催

ページ番号：1001167

普通救命講習会

▶とき／ 8月3日㈯、9月14日㈯
前9時～正午

催

午

とき

▶ところ／磐田市消

防署3階会議室

竜洋なぎの木会館

7月31日㈬～ 8月7日㈬

ギャラリー長藤（豊田支所2階）

8月10日㈯～ 13日㈫

磐田市情報館（ららぽーと磐田1階）

8月17日㈯～ 28日㈬
（19日㈪、26日㈪は休館日）

福田中央交流センター

8月30日㈮～ 9月8日㈰
（2日㈪は休館日）

豊岡中央交流センター

▶内容／

普 通 救 命 講 習 Ⅰ（ 心 肺 蘇 生 法・

募

募

AED・異物除去法・止血法） ▶定
員／先着15人程度

集

料

▶受講料／無

▶持ち物／筆記用具、飲み物

▶申込／各回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）

催

催

へ

▶その他／当日は動きやすい服

装で

し

ＦＡＸ59-1766

ひとり親家庭のための
出張個別相談会

生活・就業・法律の相談会を実施

問総務課☎37-4803

催

ＦＡＸ37-4829

ユニバーサルデザイン絵本作成講座

身体や言葉、年齢や文化が違っても、全ての人が楽しむことができるユニ
バーサルデザイン絵本。触ったり動かしたりして楽しむ絵本を作ります。

します。職業紹介や求職登録、弁護

▶とき／ 8月17日㈯

士による養育費などの相談、行政職

対象／小学生から一般

員による生活相談ができます。

芸術大学教授

▶とき／①8月8日㈭②8月20日㈫ 午

物／はさみ、筆記用具、使ってみたい材料

前9時30分～午後4時

▶ところ／①

袋井市役所3階301会議室（袋井市新
屋1-1-1） ② 浜 松 市 役 所 本 館3階32会
議室（浜松市中区元城町103-2） ▶参

▶ところ／中央図書館2階会議室

午後1時～ 4時

※小学3年生以下は保護者同伴

林左和子氏

▶定員／先着10人

▶

▶講師／静岡文化

▶受講料／無料

▶持ち

▶申込／ 7月17日㈬〜8月15日

㈭に、直接または電話で中央図書館へ
問中央図書館☎32-5254

催

ＦＡＸ32-5154

星空の宅配便 in ひと・ほんの庭 にこっと

加費／無料 ▶申込／前日までに電話

▶とき／ 8月10日㈯

で母子家庭等就業・自立支援センター

時30分～ 2時④午後2時30分～ 3時⑤午後3時30分～ 4時⑥午後4時30分～ 5時

①午前11時～ 11時30分②正午～午後0時30分③午後1

へ ※予約優先、当日受け付け可 ▶

▶ところ／ひと・ほんの庭 にこっと2階視聴覚室 ▶対象／①②③未就学児

その他／託児あり ※要予約

親子④⑤⑥小学生以上 ▶内容／移動式プラネタリウム「今宵の星空めぐり

問母子家庭等就業・自立支援センター
☎054-254-1191 ＦＡＸ054-254-0056

催

ヤングアメリカンズ
2019磐田公演

▶とき／ 8月8日㈭

午後6時～ 8時

▶ところ／市民文化会館

▶内容／

《磐田編》」 ▶講師／㈱東京モバイルプラネタリウム
／各回先着30人

▶参加費／無料

天文解説員

▶定員

▶申込／ 7月27日㈯午前9時30分から直

接ひと・ほんの庭 にこっとへ（7月28日㈰以降は電話での申し込みも可）
問ひと・ほんの庭 にこっと☎36-1711

催

ＦＡＸ36-1713

みんなの福祉教育～ひきこもりって～

▶とき／ 8月3日㈯

午後1時30分～ 4時

あい

▶ところ／ｉ プラザ2階ふれあい交

子どもたちとヤングアメリカンズに

流室 ▶対象／市内在住の方 ▶内容／「ひきこもり」をテーマに、偏見をな

▶定員

くし正しく理解するために、専門職の話と当事者の声を聞き、相談窓口の紹介

よる歌とダンスのステージ

▶ 入 場 料 ／ 1,000円

を行う ▶講師／県西部健康福祉センター職員、ひきこもり支援コーディネー

▶その他／チケットの販売は文化振

ター ▶定員／先着100人 ▶受講料／無料 ▶申込／ 7月27日㈯までに電話

興センター（☎35-6861）へ

またはFAX、Ｅメール（tiiki@iwatashakyo.or.jp）で磐田市社会福祉協議会へ

問秘書政策課☎37-4805 ＦＡＸ36-8954

問磐田市社会福祉協議会☎37-9617

／ 先 着50人

19

▶内容／核兵器の廃絶と、世界恒久平和を願う被ばく写真パネル展。広島平
和記念式典小中学生派遣事業の様子も併せて展示します

問警防課☎59-1717

催

ところ

7月17日㈬～ 28日㈰
（22日㈪は休館日）

▶対象／中学生以

上で市内在住・在勤の方

広島・長崎被ばく写真パネル展

2019年（令和元年）7月号

ＦＡＸ37-4866

▶とき／ 8月6日㈫・9日㈮

▶対象／市内小

豊田福祉センター

文化財課企画展＆記念講演会
企画展「～いわたには伝えたいものがある～

午前9

▶ところ／

時30分～午後0時30分

ページ番号：1002023

催

夏休み親子料理教室

▶とき／ 7月27日㈯～ 8月25日㈰
は午後5時まで。月曜日休館

知

磐田百年物語」

午前9時～午後6時

※土・日曜日、祝日

▶ところ／中央図書館1階展示室

▶内容／

史跡や天然記念物などを保存する法律が成立し100年を迎えました。磐田市
にも遠江国分寺跡などの史跡が多く存在しています。今回の企画展では未来

▶講師／いわた食育キッチン豊田支

に伝えなければならない史跡などの磐田の遺産を紹介するとともに、史跡に

▶定員／各日先着12組

部

▶ 申 込 ／ 7月16

関連する遺物を展示し、地域と文化財が共生する社会（生活）を考えます
▶入場料／無料

▶その他／

とじょう

記念講演会「古代遠江と都城のつながり」

日㈫午前10時から直接または電話
で豊田福祉センターへ

集

加 費 ／ 1人500円

▶参

▶とき／ 8月18日㈰

午後2時～

▶ところ／中央図書館2階視聴覚ホール

託児あり（先着6人、予約制）

▶内容／平城京の復元整備にもかかわった古代史研究の第一人者である講師

問豊田福祉センター

が、古代の平城京や遠江の様子をわかりやすくお話しします
ちか

府立近つ飛鳥博物館館長・奈良女子大学名誉教授

ＦＡＸ36-8196

催

▶とき／8月11日㈷
②午後1時30分～
形創造館

▶参加費／無料

問文化財課☎32-9699

①午前10時～

催

加可） ▶内容／虫が閉じ込められた
こはく

▶定員／各回先着20人

▶参加費／1,500円

▶持ち物など

ＦＡＸ32-9764

イベント開催

いろいろな工作教室
▶とき／ 8月4日㈰

午前9時30分～ 11時30分

然材料を使った工作

▶内容／桶ケ谷沼付近の自

▶定員／ 30人

家庭菜園の害虫とスズメバチのお話

琥珀を磨いて100万年前の世界に思い
をはせます

▶定員／先

▶申込／ 7月22日㈪から電話で文化財課へ

桶ケ谷沼ビジターセンター

▶ところ／新造

▶対象／小学生（親子参

舘野和己氏

▶とき／ 8月11日㈷

午前9時30分～ 11時30分

▶内容／家庭菜園の害虫と

スズメバチから身を守るための話

／手拭き用タオル、汚れてもよい服

…………………………………………………………………………………………

装

▶ところ／桶ケ谷沼ビジターセンター

▶申込／事前に電話で新造形創

▶参加費／無料

造館へ

に直接または電話、FAXで桶ケ谷沼ビジターセンターへ

問新造形創造館

生以下は保護者同伴

☎33-2380

催

クレイの不思議で
楽しい世界へようこそ！

▶とき／8月3日㈯～9月1日㈰
日の翌日は休館

▶申込／前日まで
▶その他／小学

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）

ＦＡＸ33-2382

前9時30分～午後5時

午

※月曜、祝

▶内容／ウォルナ
やつぼ

ッツ・クレイワークスタジオの矢壺
智洋氏による、作品の展示とキット
販売 ▶入場料／無料 ▶その他／8

催
▶とき／ 8月1日㈭

寺谷浄水場親子水道教室
①午前10時～正午②午後1時30分～ 3時30分 ▶ところ／

寺谷浄水場（寺谷2258） ▶内容／実験や浄水場見学を通じて水道水ができるまでを
楽しく学べます ▶定員／各回50人程度 ▶参加費／無料 ▶申込／不要。当日、
直接会場へ ▶持ち物／タオル、着替え ▶その他／小学生以下は保護者同伴
問県企業局西部事務所総務課☎38-1271

催

ＦＡＸ38-1275

親子ふれあい木工教室

ページ番号：1006897

月25日㈰に「おもしろ自由研究〜ね

▶とき／ 8月25日㈰ 午前9時～正午 ▶ところ／中遠建築高等職業訓練校（西

んどを動かしてアニメをつくろう！

貝塚784） ▶対象／中遠地区（磐田市・袋井市・森町）在住の小学生とその保

クレイアニメーションワークショッ

護者 ▶内容／指導員に手伝ってもらい、親子でいす、物置台などを作りま

プ」を開催（有料、要電話予約）

す（1家族2つまで） ▶定員／先着50人（1家族3人まで） ▶参加費／ 1家族当

問新造形創造館

たり1,000円 ▶申込／ 8月22日㈭までに、電話で中遠建築高等職業訓練校へ

☎33-2380

ＦＡＸ33-2382

し

着130人

古代恐竜の世界を
感じよう！

たての

催

▶講師／大阪

催

☎36-8195

募

募

▶内容

／食べ物の話、食育ゲーム、調理

学生・年長児とその保護者

お知らせ

催

問中遠建築高等職業訓練校☎・ＦＡＸ34-4862

2019年（令和元年）7月号
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