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●ページ番号検索について
　�各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。
　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。

国民健康保険
被保険者証の更新知

　現在お使いの国民健康保険被保険
者証（藤色）の有効期限は、9月30
日㈪です。新しい被保険者証（うぐ
いす色）は、9月中旬に郵送します。
　10月1日㈫からは、新しい被保険
者証を使用してください。なお、古
い被保険者証は、ご家庭で処分して
ください。
　なお、令和2年度から「国民健康
保険被保険者証」と「国民健康保険
高齢受給者証」を一体化する予定の
ため、有効期限が「9月30日」から

「7月31日」に変更となります。
問国保年金課☎37-4833　ＦＡＸ37-4723

PCB含有安定器
訪問調査のお知らせ知

　昭和32年1月から昭和52年3月ま
でに建築された事業用建物などを所
有する方を対象に、静岡県による
PCB含有安定器の所有者調査が行
われました。県では回答がなかった
方を対象に、業務を委託している㈱
ゼンリン静岡営業所による訪問・聴
き取り調査を10月1日㈫〜 26日㈯に
実施します。詳しくは県廃棄物リサ
イクル課へお問い合わせください。
問県廃棄物リサイクル課
　☎054-221-2424　ＦＡＸ 054-221-3553

宝くじ助成事業で
コミュ二ティ活動備品を整備知

　（一財）自治総合センターの宝く
じ助成事業の補助を受けて、於保地
区自治会はコミュニティ備品（物
置・朝礼台・リヤカー・野外テント・
お座敷イス・メッシュチェア）を整
備しました。
問地域づくり応援課
　☎37-4811　ＦＡＸ32-2353

令和元年度磐田市成人式
の実行委員を募集

　企画・運営に参加して、思い出に
残る成人式をつくってみませんか。
▶活動期間／成人式当日まで（打ち
合わせは全2回程度）　▶対象／新成
人の方（平成11年4月2日〜平成12年
4月1日生）で磐田市成人式に参加予
定の方　▶申込／ 9月13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　▶その他／実行委
員会は式典の開催と同様、5地区に
分かれて実施します

成人式の開催について
▶とき／来年1月12日㈰　午前10時30
分〜（受付は午前10時〜）

地　区 ところ

磐田地区 市民文化会館

福田地区 福田中央交流センター

竜洋地区 竜洋なぎの木会館

豊田地区 アミューズ豊田

豊岡地区 豊岡中央交流センター

▶その他／今年11月1日時点で住民基
本台帳に登録されている方には、11
月下旬に案内状を送付します。登録
していない方で参加を希望する方は、
地域づくり応援課へご連絡ください
問地域づくり応援課
　☎37-4811　ＦＡＸ32-2353

募

全国一斉「子どもの
人権110番」強化週間知

　いじめや体罰、虐待などでお困りの
方、家族からの相談を受け付けていま
す。
▶とき／ 8月29日㈭〜 9月4日㈬　午
前8時30分〜午後7時（土・日曜日は
午前10時〜午後5時）　▶相談先／
電話相談窓口（☎0120-007-110）
問静岡地方法務局人権擁護課
　☎054-254-3555　ＦＡＸ054-205-0373

ページ番号：1007090

令和2年度入学予定児童を
対象とした就学時健康診断知

　来年度、市内小学校へ入学する子
ども（平成25年4月2日〜平成26年4
月１日生まれ）を対象とした就学時
健康診断を、10 〜 11月に各小学校
で実施します。
　詳細は9月以降、郵送で通知しま
す。学校により、実施日や受付時間
などが異なりますので、通知文書を
ご確認ください。日程は、市教育委
員会ホームページをご覧ください。
問学校教育課☎37-4923　ＦＡＸ 36-3205

ページ番号：1007280

いわたゆきまつり2020
実行委員募集説明会

▶とき／①9月5日㈭　午後7時30分
〜 9時　②9月8日㈰　午後3時30分
〜 5時　▶ところ／市役所本庁舎4
階大会議室　▶対象／ 18 〜 35歳の
方（高校生不可)　▶内容／子ども
たちに雪とのステキな思い出をつく
ってもらうイベントのボランティア
募集説明会を開催します　▶その他
／詳しくはいわたゆきまつりホーム
ページをご覧ください
問地域づくり応援課
　☎37-4811　ＦＡＸ 32-2353

募
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●内容の分類について
　�情報BOXは内容により「　お知らせ」「　募集」「　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。
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納税通知書送付用封筒の広告取扱事業者を募集
　令和2年度に使用する市税の納税通知書送付用封筒の裏面に広告を掲載す
る事業者（広告代理店など）を募集します。

封筒の名称 大きさ 枠数 15枠まとめての
最低価格

市民税・県民税納税通知書送付用封筒

65㎠

2枠

473,000円
固定資産税・都市計画税納税通知書送付用封筒 2枠
軽自動車税納税通知書送付用封筒 1枠
市民税・県民税特別徴収関係書類送付用封筒（小） 2枠
市民税・県民税特別徴収関係書類送付用封筒（大） 8枠

▶申込／ 8月30日㈮までに広告掲載申込書（市ホームページからダウンロード
可）に必要事項を記入し、必要書類を添えて直接または郵送で市税課（〒438-
8650　国府台3-1　本庁舎1階）へ
問市税課☎37-3767　ＦＡＸ33-7715

募
ページ番号：1007028

放送大学　2019年度10月入学生を募集
▶対象／ 15歳以上の方　※全科履修生は18歳以上で大学入学資格のある方　
▶募集期限／ 9月20日㈮まで　▶その他／放送大学はテレビやインターネット
などで学べる通信制大学です。静岡産業大学経営学部図書館2階に「放送大学
磐田教室」があります。詳しくはホームページ（https://www.ouj.ac.jp）をご
覧ください。資料請求（無料）は、電話で放送大学浜松サテライトスペースへ
問放送大学浜松サテライトスペース☎053-453-3303　ＦＡＸ053-453-3327

募

東海アクシス看護専門学校　令和2年度社会人入学生を募集
▶募集人数／看護学科（修業年限3年）推薦入試と合わせて30人程度　▶受験資格／
①昭和63年4月2日以降に生まれた方　②管内6市町（磐田市、掛川市、袋井市、御前
崎市、菊川市、森町）に住所を有している方　③平成31年3月以前に管内6市町およ
び浜松市、島田市、牧之原市に所在する高等学校を卒業した方　④入学試験に合格し
た場合、必ず入学する方　⑤卒業後は、管内6市町の医療機関に就業する意志を持つ
方　▶出願期間／ 9月9日㈪〜 25日㈬（午後5時15分必着）　▶試験日／ 10月18日㈮・
31日㈭　▶試験会場／東海アクシス看護専門学校（袋井市上田町267-30）　▶その他
／出願手続きなど詳しくは、ホームページ（https://axis-ns.jp/）をご覧ください
問東海アクシス看護専門学校☎43-8111　ＦＡＸ43-8122

募

東海アクシス看護専門学校�実習指導教員（または看護教員）を募集

職種 受験資格 募集人数

実習指導教員
（または看護
教員）

⑴実習指導教員
　保健師、助産師または看護師として勤務経験が5年以
上（4年制大学卒業者の場合は3年以上）ある方
⑵看護教員
　⑴に加えて、大学において教育に関する科目を履修し
て卒業した方、または大学院において教育に関する科目
を履修した方。厚生労働省認定看護教員養成講習会を修
了または令和2年3月31日までに修了見込みの方

どちらか
1人

▶募集期限／ 10月18日㈮　▶その他／応募条件、応募書類など詳しくは東
海アクシス看護専門学校へお問い合わせください
問東海アクシス看護専門学校☎43-8111　ＦＡＸ43-8122

募

県営住宅の入居者募集
　募集の詳細は、静岡県住宅供給公
社ホームページ（http://www.sjkk.
or.jp）または県内の公営住宅関係
窓口にある「県営住宅のご案内」で
ご確認ください。
問静岡県住宅供給公社西部支所
　☎053-455-0025　ＦＡＸ053-455-2344

募

東京2020オリンピック
静岡県聖火ランナーを募集

　来年6月24日㈬〜 26日㈮に行われ
る東京2020オリンピック聖火リレ
ーの静岡県区間を走る聖火ランナー
を募集します。
▶対象／平成20年4月1日以前に生
まれた方　▶募集締切／ 8月31日㈯
午後11時59分まで　▶申込／静岡
県実行委員会ランナー募集サイトま
たは所定の応募用紙（募集サイトか
らダウンロード）を
郵送で東京2020オリ
パラ聖火リレー静岡
県実行委員会事務局

（ 〒422-8791　 静 岡
南郵便局 私書箱8号）
へ　※締切日必着
問東京2020オリパラ聖火リレー静岡
　県実行委員会事務局
　☎0800-200-7892（8月30日㈮まで
　　の平日午前9時〜午後5時)

募
ページ番号：1007035

看護師等再就業
準備講習会催

▶とき／ 10月1日㈫〜 3日㈭　▶と
ころ／市立総合病院　▶対象／看護
の仕事をしていない看護職免許保有者　
▶内容／最近の看護の動向、看護基
礎技術の演習　▶受講料／無料（託
児費の一部補助あり）　▶申込／申
し込みなど詳しくは、電話または
FAXで静岡県ナースセンターへ　
問静岡県ナースセンター西部支所
　☎053-454-4335　ＦＡＸ053-401-3510

▲募集サイト



●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

催
　
　
し

催

募
　
　
集

募

16� 2019年（令和元年）8月号

第26回静岡産業大学公開講座催
▶とき／ 9月28日㈯、10月5日㈯・19日㈯・26日㈯　午後1時30分〜 3時　▶と
ころ／静岡産業大学磐田キャンパス　▶内容／「Moving＝動き 〜平成から
令和へ〜」をテーマに、日本と静岡における「マネー・経済・観光・ビジネ
ス」の動きについて多元的に論じる　▶定員／先着200人　▶受講料／
3,000円（全4回分）　※受講回指定の場合は1回1,000円　▶申込／ 9月16日
㈷までに住所、氏名、年齢、電話番号、職業、受講希望回を記入し、郵送ま
たはFAX、Ｅメール（sird@ssu.ac.jp）、静岡産業大学ホームページ申込フォ
ームで静岡産業大学総合研究所（〒438-0043　大原1572-1）へ
問静岡産業大学総合研究所☎37-0191　ＦＡＸ36-8800

静岡産業大学経営学部「冠講座」

とき 内容 担当企業など

 毎週火曜日
 13：20 〜 15：00

次の 100 年に向かう土台づくりのため、「チーム
スズキ」と「ものづくりの強化」を目指すスズキ
の具体的な取り組み

スズキ㈱

 隔週水曜日
 9：00 〜 12：30

地方公共団体の現状や役割等について
※施設見学やグループワークに参加できる方 磐田市役所

 毎週水曜日
 10：50 〜 12：30 製造業の基本機能と役割について ヤマハ発動機㈱

 毎週水曜日
 15：10 〜 16：50

食事とスポーツを通した健康増進の基礎知識と
静岡県の取り組み

県経済産業部
新産業集積課

▶開講時期／ 9月〜来年1月の各曜日・時間　全14回（同大学学生とともに
授業を聴講）　▶ところ／静岡産業大学経営学部（磐田キャンパス）　▶対象
／一般市民、学生　▶定員／先着各20人（複数受講可、ただし同大学学生
優先）　▶受講料／無料　▶その他／申し込みなど詳しくは電話またはFAX、
Ｅメール（k-kyoumu@ssu.ac.jp）で静岡産業大学経営学部学務課へ
問静岡産業大学経営学部学務課☎37-3852　ＦＡＸ36-8800

催

外国の子どもの
学習サポーター養成講座催

　公立小学校で学ぶ外国人児童に寄
り添い、授業での日本語や学習を支
援するサポーターを養成します。
▶とき／ 10月30日㈬　午前9時30分
〜 午 後0時30分、11月7日 ㈭・12日
㈫　午前10時〜午後0時30分　▶と
ころ／市役所西庁舎3階303会議室

（第2回以降は市内小学校）　▶対象
／外国人児童の支援に関心のある方　
▶定員／先着6人　▶受講料／無料　
▶申込／ 9月30日㈪までに電話また
はEメール（ice@iwataice.jp）で磐
田国際交流協会（☎37-4988）へ
問学校教育課☎37-4921　ＦＡＸ36-3205

応急手当普及員講習
▶とき／ 10月3日㈭・10日㈭・17日
㈭　午前8時〜午後5時　▶ところ
／福田支所3階大会議室　▶対象／
中学生以上で市内在住・在勤の方　
▶内容／基礎的な知識技能、指導要
領、効果測定、指導内容に関する質
疑への対応　▶定員／先着15人程
度　▶受講料／無料　▶持ち物／筆
記用具、飲み物、弁当　▶申込／ 9
月25日㈬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
問警防課☎59-1717　ＦＡＸ59-1766

催
ページ番号：1006842

市民公開講座・患者サロン～もっと知ろう！肝臓病～催
▶とき／ 9月21日㈯　午前10時〜正午　▶ところ／中遠総合庁舎西館2階
204会議室　▶対象／肝臓病患者やその家族など内容に関心のある方　▶内
容／第1部 市民公開講座：①ウイルス性肝炎について　②肝がんについて　
第2部 交流会（患者サロン）：患者さんやご家族などの交流・情報交換会　
▶講師／①市立総合病院消化器内科部長兼健診センター長兼肝臓疾患センタ
ー副センター長　笹田雄三　②浜松医科大学医学部附属病院肝臓内科診療科
長兼肝疾患連携相談室長　川田一

かずひと

仁氏　▶定員／先着70人　▶参加費／無
料　▶申込／電話で浜松医科大学医学部附属病院肝疾患連携相談室または市
立総合病院肝疾患相談支援センターへ
問市立総合病院肝疾患相談支援センター☎38-5000㈹　ＦＡＸ38-5050
　浜松医科大学医学部附属病院肝疾患連携相談室
　☎053-435-2476　ＦＡＸ053-435-2475
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静岡県介護人材育成事業説明会催
　介護事業所で働きながら資格を取得し、その後直接雇用を目指します。
▶とき／①9月25日㈬　②10月11日㈮　午後1時30分〜　▶ところ／①ワー
クピア磐田視聴覚室　②i

あい

プラザ研修室　▶対象／介護の仕事を希望する介護
資格を持たない求職中の方　▶定員／先着20人　▶参加費／無料　▶その他
／申し込みなど詳しくは、電話で㈱東海道シグマ介護事業部へ　
問㈱東海道シグマ介護事業部☎053-255-4259　ＦＡＸ053-272-1130
　高齢者支援課☎37-4831　ＦＡＸ37-6495

やさしい健康教室
▶とき／ 9月11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／「健康
食」ってどんな食事？　▶講師／市
立総合病院栄養科　管理栄養士　遠藤
由衣　▶定員／ 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　ＦＡＸ38-5059

催

静岡県介護サポーター育成事業説明会催
　介護職員の業務負担を軽減するため、介護の周辺業務を担う介護サポータ
ーが必要です。介護の仕事は初めての方も、介護に関する入門的研修により
介護の基礎を学び、介護事業所への就業につなげます。
▶とき／①9月9日㈪・19日㈭　②10月18日㈮・31日㈭　午前10時〜正午　
▶ところ／①シグマカレッジ浜松駅南校（浜松市中区砂山町353-3）　②浜
北文化センター（浜松市浜北区貴布祢291-1）　▶対象／介護未経験の方　▶
その他／申し込みなど詳しくは、電話で㈱東海道シグマ介護事業部へ　
問㈱東海道シグマ介護事業部☎053-255-4259　ＦＡＸ053-272-1130
　高齢者支援課☎37-4831　ＦＡＸ37-6495

野生鳥獣被害
対策研修会催

▶とき／ 9月19日㈭　午前9時30分
〜正午　▶ところ／豊田東交流セン
ター研修室　▶内容／野生鳥獣の生
態や被害防止対策などの知識・技術
を習得する　▶講師／静岡県農林技
術研究所森林・林業研究センター　
上席研究員　水井陽介氏　▶定員／
先着50人　▶参加費／無料　▶持
ち物／筆記用具、帽子　▶申込／ 9
月2日㈪から13日㈮までに、直接ま
たは電話で農林水産課へ
問農林水産課☎37-4813　ＦＡＸ37-1184

第17回ピアノDE
ほっこりコンサート催

▶とき／ 9月22日㈰　午前10時〜午
後0時30分　▶ところ／ワークピア磐
田多目的ホール　▶内容／グランド
ピアノ「ベーゼンドルファー」で子
どもから大人までさまざまな年齢の
方が腕前を披露する発表会です　▶
入場料／無料　▶申込／不要。直接
会場へ　
問ワークピア磐田
　☎36-8381　ＦＡＸ36-8383

▶とき／ 9月7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／ライフプランに合った働き方が
選べる会社と出合えるお仕事相談会。採用担当者と直接お話しができるチャン
スです。出張ハローワークや就職に役立つミニワークショップも同時開催。シ
ニア世代歓迎求人もあります　▶参加企業／ 10社程度　※詳しくは市ホーム
ページをご覧ください　▶参加費／無料　▶申込／不要。
当日、直接会場へ　▶持ち物／履歴書（無くても可）、登
録カード（ハローワーク登録済の方）　▶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　ＦＡＸ36-8383

第11回パートタイマー就職相談面接会催
ページ番号：1006314

地域の健康づくりのサポーターになりませんか催
　住み慣れた地域で生きがいを持って暮らし続けるために、健康長寿の三要
素である運動・食事・社会参加はとても大切です。その中でも「運動」と「社
会参加」に着目し「地域に貢献したい、仲間をつくりたい」と思っているシ
ニアの皆さんに向けて、アクティブシニアの第一歩となる講座を開催します。
▶とき／ 9月21日㈯、10月19日㈯、11月2日㈯・16日㈯　午後1時30分〜 3
時　▶ところ／豊岡東交流センター、特別養護老人ホーム豊仙苑（敷地
83-9）　▶対象／これから地域デビューをしたいと考えているおおむね60 〜
75歳の方　▶講師／静岡産業大学　舘

た ち と し き

俊樹氏ほか　▶定員／ 30人程度　▶
参加費／無料　▶申込／ 9月13日㈮までに直接または電話で高齢者支援課

（i
あい

プラザ3階）へ
問高齢者支援課☎37-4831　ＦＡＸ37-6495
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オペラ県民講座「楽しく覚えられるオペラ名曲集」催
▶とき／ 10月6日㈰　午後1時30分〜　▶ところ／静岡文化芸術大学講堂（浜
松市中区中央 2-1-1）　▶内容／これまでのコンクールの入選者を招いての
スペシャルレクチャーコンサート（オペラ研究家　岸純

すみのぶ

信氏の解説付き）　
▶出演／鴫

しぎはら

原奈美（ソプラノ）・小堀勇介（テノール）ほか　▶定員／先着
580人　▶入場料／無料　▶申込／ 9月12日㈭までに静岡国際オペラコンク
ール実行委員会ホームページ申込フォームまたは①氏名②郵便番号③住所④
電話・FAX番号⑤同伴者氏名（3人まで）⑥浜松会場希望を記入し、FAX、
往復はがきで静岡国際オペラコンクール実行委員会事務局（〒430-8533　
浜松市中区中央 2-1-1）へ 　▶その他／未就学児入場不可
問静岡国際オペラコンクール実行委員会事務局
　☎053-457-6446　ＦＡＸ053-457-6447

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～
　子育てについて講師の話を聞いたり、リフレッシュできるひとときを過ご
したりして「私と子どものいいところ」を発見してみませんか。
▶とき／ 10月1日㈫、11月5日㈫、12月3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1　▶対象／ 2 〜 6歳のお子さんを育ててい
る保護者　▶定員／先着20人　▶受講料／無料　▶申込／ 9月20日㈮までに
電話でこども未来課へ　▶その他／託児あり（先着10人）
問こども未来課☎37-2012　ＦＡＸ37-4631

催

鳴く虫観察会催
▶とき／ 9月14日㈯　午後5時30分〜
8時　▶ところ／桶ケ谷沼ビジターセ
ンターと桶ケ谷沼周辺　▶内容／コオ
ロギやキリギリスなどの鳴く虫につい
ての話を聞いたあと、夜の桶ケ谷沼周
辺を歩きながら実際に鳴き声を聞いて
観察します　▶参加費／無料　▶持ち
物／ヘッドライト（または懐中電灯）。
野外観察のできる服装　▶申込／前日までに直接または電話、FAX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で
問桶ケ谷沼ビジターセンター☎39-3022　ＦＡＸ39-3023

▲豊かな自然が残る桶ケ谷沼周辺

本のリサイクル市（秋）催
▶とき／ 9月28日㈯〜 10月6日㈰　午
前9時〜午後6時（土・日曜日は午前9
時〜午後5時）※月曜休館　▶とこ
ろ／中央図書館１階展示室　▶内容
／家庭で不用となった本を募り、集
まった本を来館者に提供します（1
人につき、本・雑誌はそれぞれ1日
10冊まで持ち帰り可）　▶その他／
不用本の受け付けは9月6日㈮〜 10
月6日㈰。百科事典、文学全集、漫
画、雑誌、ひどく汚れた本はご遠慮
ください
問中央図書館☎32-5254　ＦＡＸ32-5154

なぎの木ロビーコンサート催
▶とき／ 9月22日㈰　午後2時〜 3時30分　▶ところ
／竜洋なぎの木会館 1階ホールロビー　▶内容／マ
リンバを中心にスチールパンやカホンといった打楽
器の演奏　▶出演／斎藤珠

た ま き

希・長坂萌・川村真隆（パ
ーカッショニスト）　▶定員／ 150人　▶入場料／無
料　▶申込／不要。当日、直接会場へ
問磐田文化振興会（竜洋なぎの木会館内）
　☎59-3232　ＦＡＸ66-7789

かすりの着物で
写真撮影＆町並散策催

▶とき／ 9月29日㈰　①午前9時30
分〜 11時30分　②午後1時30分〜 3
時30分　▶ところ／旧見付学校とそ
の周辺　▶対象／着物は幼児〜小学
生（散策は親子で）　▶内容／かす
りの着物で館内や散策コースを巡り
ながら写真撮影をお楽しみください

（撮影は保護者にお願いします）　▶
参加費／無料　▶申込／不要。当日、
直接会場へ　※着物の枚数に限りが
あるため、待ち時間が生じることが
あります
問旧見付学校☎・ＦＡＸ32-4511
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つながりキャンプ�～ネットをちょっと一休み�新しい自分を探しに～

実施日 キャンプ 実施場所

　9 月 28 日㈯・29 日㈰ プレキャンプ
（1 泊 2 日）

県立焼津青少年の家
（焼津市石津 2259-408）　10 月 12 日㈯〜 14 日㈷ メインキャンプ

（2 泊 3 日）

　来年 1 月 18 日㈯・19 日㈰ フォローアップキャンプ
（1 泊 2 日）

▶内容／ 7日間のキャンプ（集団宿泊体験、自然体験活動など）を通して、イ
ンターネットの使用について自分でコントロールする力を養う　▶対象／ネ
ット依存対策に関心のある中学生・高校生　▶定員／ 15人（応募者多数の
場合は選考）　▶参加費／無料。ただし、食事代などの実費負担あり。交通
費は別途自己負担　▶申込／ 9月13日㈮までに申込書（県ホームページ

（https://pref.shizuoka.jp/kyouiku/kk-080）からダウンロード可）に必要事項を
記入の上、郵送またはEメール（kyoui_shakyo@pref.shizuoka.lg.jp）で県教育
委員会社会教育課（〒420-8601　静岡市葵区追手町9-6）へ
問県教育委員会社会教育課☎054-221-3312　ＦＡＸ054-221-3362

催

naomaria�宇宙の創造展
▶とき／ 9月7日㈯〜 10月6日㈰　午前
9時30分〜午後5時　▶ところ／新造形
創造館　▶内容／着物生地やビーズな
どの素材を使い“制限のない世界”か
ら誕生した新しいアートは「宇宙の創
造」そのもの。新しいアートの可能性
が詰まった不思議な世界をお楽しみく
ださい　▶入場料／無料
問新造形創造館
　☎33-2380　ＦＡＸ33-2382

催

第20回静岡県市町対抗駅伝競走大会選考記録会
　11月30日㈯に開催される「第20回静岡県市町対抗
駅伝競走大会」磐田市チームの選手選考記録会を行い
ます。
▶とき／ 9月14日㈯（受付：午後4時30分〜 5時）・
23日㈷（受付：午後6時30分〜 7時）　▶ところ／磐
田市陸上競技場　▶対象／市内在住・在勤の方　▶
申込／不要。当日、直接会場へ

種目 対象
スタート時間

9月14日㈯ 9月23日㈷

2000 メートル 小学生女子（5 年生以上） 18：00 19：45

2000 メートル 小学生男子（5 年生以上） 18：15 20：00

3000 メートル 中学生男女・高校一般女子
18：15 20：15

5000 メートル 高校一般男子・40 歳以上

問市町対抗駅伝磐田市チーム事務局☎33-3443　ＦＡＸ37-0456

催ラビットマウンテン
（ハンドメイドマーケット）催

▶とき／ 9月8日㈰　午前10時〜午
後3時　▶ところ／ワークピア磐田
多目的ホール・エントランス　▶内
容／ワークピア磐田内のコワーキン
グスペース「はじまりのオフィス」
会員が企画したマーケットです。磐
田市と近隣都市在住のハンドメイド
クラフト作家による雑貨やフードな
どを販売します
問ワークピア磐田　はじまりのオフィス
　☎・ＦＡＸ30-6255

気まぐれシーサーづくり
▶とき／ 9月7日㈯　①午前10時〜　
②午後1時30分〜　▶ところ／新造
形創造館　▶対象／高校生以上　▶
内容／テラコッタ粘土を使い、ユー
モアあふれる素焼きのシーサー（左
右2体）を作ります　▶定員／各回
先着8人　▶参加費／ 1,500円　▶持
ち物／手拭き用タオル、汚れてもよ
い服装　▶申込／直接または電話で
新造形創造館へ
問新造形創造館
　☎33-2380　ＦＡＸ33-2382

催

イベント情報など、磐田市の情報は公式ホームページや SNS におまかせ！
インスタグラム フェイスブックホームページ




