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全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間知

夫・パートナーからの暴力やス
トーカーなど女性の人権でお困りの
方は、お電話ください。
▶相談ダイヤル／☎ 0570-070-810　
▶ と き ／ 11 月 18 日 ㈪ 〜 24 日 ㈰　
午前8時30分〜午後7時（土・日曜
は午前10時〜午後5時）　
問静岡地方法務局人権擁護課
　☎054-254-3555　ＦＡＸ054-205-0373

市立総合病院
停電のお知らせ知

▶とき／ 11 月 3 日㈷　午前 8 時〜
午後 6 時　※悪天候の場合は延期　
▶ところ／市立総合病院　▶内容／
法律に基づく電気設備の点検を行い
ます。点検中は一部の照明が消えた
り、レントゲン撮影ができなかった
りするため、救急業務にも影響が出
ます。救急患者様や入院患者様への
対応は、磐田消防本部や近隣の医療
機関および磐田市医師会の協力のも
と万全を期しておりますので、ご理
解とご協力をお願いします
問病院総務課☎38-5000㈹　ＦＡＸ38-5050

富岡地区の小学校
通学区域の変更知

富岡地区のお子さんが通学する小
学校は、令和2年度までは豊田東小
学校、ながふじ学府一体校開校の令
和3年度以降は豊田北部小学校とな
ります。

対象となる世帯には、教育委員会
から9月末に案内が配布されていま
すので、通学区域外の学校への通学
を希望する場合は、案内に従って手
続きをしてください。
▶対象地区／上気賀（住所が富里）、
匂坂下（住所が東名）、気賀東地区
問学校教育課☎37-2760　ＦＡＸ36-3205

グリーンバンク　花の種子・球根・苗木を無償で配布知
▶配布予定時期／来年1 〜 3月　▶対象／地域の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：コスモス、サルビア、
マリーゴールド、ヒマワリ　球根：グラジオラス、ゼフィランサス、リアトリ
ス　緑化木：サツキ、ツツジ、サザンカ、ツバキ　桜：タイリョウ桜、河津桜
など　▶申込／ 10月31日㈭までに、申請書に必要事項を記入の上、都市整
備課（西庁舎1階）または各支所地域振興グループへ
問都市整備課☎37-4806　ＦＡＸ37-8690

就活ガイドブック（保護者向け）が完成知
　学生の就職活動の状況やポイント、保護者への就活サポートQ&Aなど、保
護者向けの情報をまとめました。　
▶配布場所／経済観光課（西庁舎1階）、各支所、各図書館など　▶対象／就
活中の大学生などの保護者　▶その他／郵送を希望の方は電話またはFAX
で㈱東海道シグマ浜松支店（☎053-456-8633　ＦＡＸ053-456-2159）へ
問経済観光課☎37-4819　ＦＡＸ37-5013

令和2年版農業日誌
などの販売開始知

▶販売価格／農業日誌・ファミリー
日誌：1,540 円　新農家暦：550 円
▶申込／直接最寄りの書店へ（今年
度から市では取りまとめしません）
問農林水産課☎37-4813　ＦＡＸ37-1184

●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。

募知 催

令和2年度就学援助知
　小・中学校に就学するお子さんが
学校生活を円滑に送れるよう、学校
で必要な費用などでお困りの世帯に、
その費用の一部を援助します。
▶対象／児童扶養手当を受給してい
る世帯、市民税の非課税・減免を受
けている世帯、そのほか生活保護に
準ずる程度に経済的に困っている世
帯など　▶補助内容／学用品費、学
校給食費など　▶申込／各学校にあ
る申請書に必要事項を記入の上、学
校へ　※継続希望の方も学校指定
期日までに申請書を提出
問教育総務課☎37-4821　ＦＡＸ36-1517

ページ番号：1001782

静岡県の最低賃金が
改正されました知

　静岡県内の事業場で働く（パート、
アルバイトなど含む）全ての労働者
に適用される「静岡県最低賃金」が
改正されました。
▶最低賃金／時間額885円（令和元
年10月4日発効）　※特定の産業に
は特定最低賃金が定められています
問静岡労働局賃金室
　☎054-254-6315　ＦＡＸ054-221-7038

花
はなさき

咲ミニドック（75歳
以上健診）を新設知

　75歳以上の方のための新しい健
診コース「花咲ミニドック」ができ
ました。体に負担が少ない受診しや
すい健診です。
①Ａコース（税込34,810円）
Cコースと胃カメラ、腹部エコー
②Ｂコース（税込21,580円）
Cコースと腹部エコー
③Cコース（税込15,750円）
内科診察、身体測定、血圧、心電図、
眼底、視力、聴力、胸部Ｘ線、血液、
尿、便潜血
▶その他／ 12月〜来年3月の健診
実施分の予約を受け付けます。申し
込みは電話で市立総合病院健診セン
ターへ
問市立総合病院健診センター
　☎38-5031　ＦＡＸ38-5059

ページ番号：1002261
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親子の絆づくりプログラム
（BPプログラム）参加者募集募

　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／ 11月29日〜 12月20日の毎
週金曜日　午後1時30分〜 3時30分　
▶ところ／ｉ

あい

プラザ2階はあと　▶
対象／生後2 〜 5カ月の第1子とそ
の母親　▶定員／ 20人　▶参加費
／ 1,100円（テキスト代）　※初回
に集金　▶持ち物／おむつ、授乳用
品、バスタオル　▶申込／ 11月19
日㈫までに電話でこども未来課へ
問こども未来課
　☎37-2012　ＦＡＸ37-4631

知事広聴「平太さんと語ろう」の傍聴者募集募
　川勝平太知事が地域の持つ「場の力」について、磐田市で活躍されている6
人の方と意見交換をしますので、傍聴してみませんか。
▶とき／ 11月13日㈬　午後1時30分〜 3時30分（開場は午後1時）　▶ところ
／文化振興センター 2階大会議室　▶定員／先着150人　▶参加費／無料　
▶申込／ 11月6日㈬までに氏名、住所（市町名）、電話番号を電話または
FAX、Eメール（kenminnokoe@pref.shizuoka.lg.jp）で県知事戦略局広聴広
報課県民のこえ班へ
問県知事戦略局広聴広報課県民のこえ班☎054-221-2235　ＦＡＸ054-254-4032

ページ番号：1002902

●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。

令和2年度中遠オープンガーデンガイドブック掲載花壇募集募
　ふじのくに花の都しずおか中遠地域推進協議会（事務局：静岡県中遠農林
事務所企画経営課）では、中遠オープンガーデンガイドブックに掲載を希望
する一般公開可能な家庭の庭や団体の花壇を募集します。
▶掲載期間／来年4月1日㈬〜再来年3月31日㈬　▶対象／中遠地域内の基
準を満たす庭、花壇（詳細は実施要領をご覧ください）　▶掲載内容／庭や花
壇の写真や地図などの情報　▶申込／ 10月31日㈭までに応募用紙に必要事
項を記入し、全景写真を1枚添付の上、直接または郵送で県中遠農林事務所
企画経営課（〒438-8558　見付3599-4）へ　▶その他／実施要領および応募
用紙は、県中遠農林事務所で配布するほか、同事務所ホームページ（http://
www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-760/）からダウンロード可
問県中遠農林事務所企画経営課☎37-2272　ＦＡＸ37-2280

静岡県労働相談および
あっせん制度知

　弁護士相談や県労働委員会のあっ
せん制度の紹介など、労使間のトラ
ブル解決に向けたお手伝いをします。
▶受付時間／平日　午前9時〜正午、
午後1時〜 4時　▶ところ／西部県
民生活センター（浜松市中区中央
1-12-1）　▶費用／無料
問西部県民生活センター
　☎053-452-0144　ＦＡＸ053-452-2376

磐田市プレミアム付
商品券購入引換券の申請知

　非課税者対象の磐田市プレミアム
付商品券の購入には、購入引換券の
交付申請が必要です。購入希望者は
早めの申請をお願いします。
▶受付期間／ 11月29日㈮まで　▶
対象／本年度の住民税非課税者の方

（課税者の扶養親族などは除く）　※
小さな乳幼児のいる子育て世帯の方
は申請不要です　▶その他／申請に
ついて詳しくは、専用コールセン
ター（☎39-6010）へ　
問福祉課☎37-4814　ＦＡＸ36-1635

市有地の売却（一般競争入札）知
物件
番号 所 在 地目 現況 面積 最低売却価格 入札保証金

1-2 国府台字大院488番1 宅地 更地 1,120.16㎡ 34,510,000円 1,730,000円

1-3 豊浜字苗代2921番2 宅地 更地 2,228.35㎡ 16,470,000円 830,000円

▶入札日／ 12月6日㈮　▶申込／ 11月1日㈮〜 29日㈮の開庁日の午前8時30
分〜午後5時15分に、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（11月29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、12月13日㈮から先着受付順で売却
問資産経営準備室☎37-4828　ＦＡＸ36-8954

ページ番号：1004441

再生可能エネルギー発電設備の設置に関する条例（案）の意見募集募
▶募集期間／ 11月15日㈮まで　▶閲覧場所／環境課（西庁舎1階）または市
ホームページ　▶対象／市内在住・在勤の方、市内に事業所を有する方　▶
内容／再生可能エネルギー発電設備の設置に関する条例制定のための意見募
集　▶提出方法／環境課にある意見用紙（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、直接またはFAX、Eメール（kankyo@city.
iwata.lg.jp）、郵送で環境課（〒438-8650　国府台3-1）へ
問環境課☎37-4874　ＦＡＸ37-5565

ページ番号：1007473

ページ番号：1006900

ページ番号：1002261



●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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弁護士会ウィーク出張一般無料法律相談催
　弁護士と身近に接してもらうため「弁護士会ウィーク」を開催し、期間中
に県弁護士会浜松支部所属弁護士による無料相談会を実施します。
▶とき／ 11月6日㈬　午後1時〜 4時　※1人30分間　▶ところ／市民相
談センター（本庁舎1階）　▶定員／先着6人　▶申込／ 10月28日㈪から電
話で市民相談センターへ　
問市民相談センター☎37-4746　ＦＡＸ39-2262チャイルドシートの

取り付けアドバイス催

　大切な子どもの命を守るため、 
JAFのインストラクターが安全・快
適な使い方をアドバイスします。
▶とき／ 11月19日㈫・21日㈭・22
日㈮　午前8時30分〜正午　▶とこ
ろ／青城小学校東側駐車場　▶定員
／各日先着7人　▶参加費／無料　
▶持ち物／チャイルドシートの取扱
説明書　▶申込／ 11月11日㈪まで
に電話で日本自動車連盟（JAF）静岡
支部事業課磐田市チャイルドシート
アドバイス係（☎054-654-1515）へ
問地域づくり応援課
　☎37-4751　ＦＡＸ32-2353

東海アクシス看護専門学校
「第23回�カリヨン祭」催

▶とき／ 11月9日㈯　午前10時〜
午後3時　※雨天決行　▶ところ／
東海アクシス看護専門学校（袋井市
上田町267-30）　▶内容／妊婦体験、
身体計測、車いす体験、スタンプラ
リー、模擬店など　▶入場料／無料　
▶申込／不要。当日、直接会場へ
問東海アクシス看護専門学校
　☎43-8111　ＦＡＸ43-8122

地域若者サポートステーションはままつ　出張相談催
▶とき／ 11月13日㈬　午後1時〜 4時　▶ところ／ワークピア磐田2階視
聴覚室　▶対象／就労を目指している15 〜 39歳までの若者とその家族（就
労中の者、学生を除く）　▶内容／働くことに悩みや不安を抱えている若者
と向き合い、専門スタッフによる出張相談を行います　▶参加費／無料　▶
申込／電話で地域若者サポートステーションはままつ（☎053-453-8743）へ　
▶その他／予約優先（予約なしでも相談可）
問経済観光課☎37-4819　ＦＡＸ37-5013

第9回産業振興フェア
inいわた催

　ものづくり企業180社が一堂に会
し、ビジネスマッチングを行います。
2日目には高校生・大学生など学生
への開放を行い、進路選択に役立て
てもらう機会を設けます。
▶とき／ 11 月 8 日㈮　午前 9 時〜
午後5時、9日㈯　午前9時30分〜
午後3時　▶ところ／アミューズ豊
田メインアリーナほか　▶入場料／
無料　▶その他／ JR豊田町駅から
アミューズ豊田間を無料シャトルバ
スが運行
問経済観光課☎37-4819　ＦＡＸ37-5013

ページ番号：1006047

男女共同参画講演会「人脈をつくるカラーコーディネート」催
　2014年スティービーアワード「ビジネス女性賞」をニューヨークで受賞し
た目黒潤さんを講師に迎え、似合う色をシチュエーションに応じて使いこな
すポイントをお伝えします。
▶とき／ 11月20日㈬　午後2時〜 4時　▶ところ／文化振興セ
ンター大会議室　▶定員／先着100人　▶参加費／無料　▶申込
／前日までに電話または電子申請で地域づくり応援課へ
問地域づくり応援課☎37-4811　ＦＡＸ32-2353

大学の授業を一般公開します催
▶とき／ 11月9日㈯　午前9時30分〜午後0時40分　▶ところ／静岡文化
芸術大学南176大講義室（浜松市中区中央2-1-1）　▶内容／「人間と環境」
－物理世界を飲み込んだインターネット。サイバー・フィジカル・フュージョ
ン時代の法制度とは、ポストサイバー法を考える　▶講師／㈱KDDI総合研
究所　アソシエイト　加藤尚

なおのり

徳氏　▶定員／ 100人　▶受講料／無料　▶申
込／不要。当日、直接会場へ　
問静岡文化芸術大学地域連携室☎053-457-6105　ＦＡＸ053-457-6123

ファミリー・サポーター養成講座�受講生募集募
　地域で育児の援助を受けたい人と支援したい人（おまかせ会員）が助け合
う事業です。「おまかせ会員」として子育て家族のお手伝いをしてみませんか。
▶とき／ 11月18日㈪〜 21日㈭　午前9時〜正午　▶ところ／急患センター
2階会議室（上大之郷51）　▶対象／子育てのお手伝いをしたい方　▶定員／
先着20人　▶受講料／無料　▶持ち物／筆記用具、飲み物　▶申込／ 11月
11日㈪までに、電話またはFAXで子育て支援総合センター「のびのび」へ　
▶その他／託児あり（申し込み時にお子さんの名前、年齢をお伝えください）
問子育て支援総合センター「のびのび」☎37-4102　ＦＡＸ37-4103

▲電子申請
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高齢者のための
料理講習会催

▶とき／ 11 月 14 日㈭　午前 10 時
〜午後1時　▶ところ／文化振興セ
ンター 2階調理室　▶対象／市内在
住の55歳以上の方　▶内容／健康
的で彩りも良い食事について一緒に
学びましょう。シルバー会員と共に
講義後、調理実習し試食します　▶
講師／栄養士（杏林堂薬局）　▶定
員／先着15人程度　▶参加費／無
料　▶持ち物／エプロン、三角巾、
手拭きタオル、筆記用具、清潔で作
業しやすい服装　▶申込／ 10月28
日㈪〜 11月1日㈮に電話で磐田市
シルバー人材センター（受付は午前
9時〜午後5時）へ
問磐田市シルバー人材センター
　☎37-0055　ＦＡＸ37-1513

▶とき／ 11月14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／慢性
腎臓病について　▶講師／市立総合
病院腎臓内科　部長　深澤洋

ひろ

敬
たか

　▶
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

やさしい健康教室催 第12回パートタイマー就職相談面接会催
　ライフスタイル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します。
▶とき／ 11月16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　▶参加企業／ 15社程度（詳しくは市ホームページでご確認
ください）　▶対象／パート勤務希望者、シニア世代歓迎求人もあります　
▶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　ＦＡＸ36-8383

ページ番号：1006314

歴史文書館第23回企画展催
第23回企画展「鉄道と磐田　－駅・東西路と南北路の交差－」

▶とき／ 11月5日㈫〜 12月20日㈮まで　午前9時〜午後5時（入場は午後4時
30分まで、土・日曜日、祝日は休館）　▶ところ／歴史文書館展示室（竜洋
支所2階）　▶内容／東海道本線中泉駅（現JR磐田駅）の開業130周年と来年
のJR御厨駅開業を記念して「鉄道と磐田」の関わりを当館所有の文書をも
とに紹介します　▶入場料／無料　▶その他／来年1月に中央図書館で展示
及び学習会を開催します
問歴史文書館☎66-9112　ＦＡＸ66-9722

袋井特別支援学校「光る子まつり」催
▶とき／ 11月16日㈯　午前9時30分〜午後2時　▶ところ／袋井特別支援
学校（袋井市高尾2753-1）　▶内容／屋台引き回し、作業製品販売、作品展示、
カフェ、バザーなど　▶入場料／無料
問袋井特別支援学校☎43-6613　ＦＡＸ43-6789

第39回磐田ふれあい作品展開催と作品募集催
▶とき／ 12月4日㈬〜 12日㈭　午前9時〜午後6時　※月曜休館、土・日
曜日は午後5時まで　▶ところ／中央図書館　▶内容／障害者週間に合わせ
て、障がいのある方が制作した絵画や書などの作品を展示します

展示作品を募集します
▶募集作品／絵画、書道、工芸など（1人2点まで）　▶対象／市内在住また
は在勤で心身に障がいのある方　▶申込／ 10月31日㈭までに氏名、住所、
電話番号、応募作品の種類を電話またはFAXで福祉課へ
問福祉課☎37-4919　ＦＡＸ36-1635

がんサロン「なごみ」催
▶とき／ 11月22日㈮、来年1月24
日 ㈮　 午 後 1 時 30 分 〜 3 時 30 分　
▶ところ／市立総合病院周産期母子
医療センター講堂　▶対象／がん患
者や家族　▶内容／患者さんやご家
族が自由に集い、語り合う場。医療
者によるミニレクチャーもあります　
▶参加費／無料　▶申込／不要。当
日、直接会場へ
問市立総合病院がん相談支援センター
　☎38-5286　ＦＡＸ38-5050

ページ番号：1007472

ちあふるマルシェ催
　「女性起業家サポートセミナー」の受講生などが、学びを試すきっかけとし
てお菓子やお惣菜、ハンドメイド小物などのさまざまなお店を出店します。
▶とき／ 11月17日㈰　午前11時〜午後3時　▶ところ／ワークピア磐田
多目的ホール　▶入場料／無料
問ワークピア磐田はじまりのオフィス☎・ＦＡＸ30-6255

ページ番号：1007468
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古典文学講座「万葉集の名歌を楽しむ�－万葉の恋歌－」催
▶とき／ 12月14日㈯　午後2時〜 3時30分　▶ところ／中央図書館2階視
聴覚ホール　▶対象／高校生以上　▶内容／万葉集で最も多く詠まれている
相
そう

聞
もん

歌
か

。誰かを想う心とそれに応える心を伝え合う相聞歌を、恋歌を中心に
取り上げ、当時の人々の想いを読み解きます　▶講師／万葉学会「美

み

夫
ふ

久
く

志
し

会」会員　三上達郎氏　▶定員／先着90人　▶受講料／無料　▶持ち物／
筆記用具　▶申込／ 11月1日㈮から直接または電話で中央図書館へ
問中央図書館☎32-5254　ＦＡＸ32-5154

就活生対象「いわた・ふくろい業界研究フェア」催
▶とき／ 12月14日㈯　午後1時〜 4時　▶ところ／ワークピア磐田多目的
ホール　▶対象／ 2021年3月卒業予定の大学3年生
など　▶内容／袋井市との広域連携により初開催。冬
季インターンシップの申し込みが可能な企業20社が
出展し、学生と面談を行います　▶参加費／無料　▶
申込／不要。当日、直接会場へ
問経済観光課☎37-4819　ＦＡＸ37-5013

あたまイキイキ
音読教室催

　音読には脳の活性化や認知症予防
など、いつまでもイキイキ過ごすた
めの効果があるといわれています。

「劇団たんぽぽ」の団員を講師に迎
え、発声のコツを教わります。おな
じみの名文などを声に出して読んで
みましょう。
▶とき／ 12 月 11 日㈬　午前 10 時
〜 11時30分　▶ところ／中央図書
館2階会議室　▶講師／劇団たんぽ
ぽ団員　▶定員／先着20人　▶参
加費／無料　▶申込／ 11月8日㈮
から直接または電話で中央図書館へ
問中央図書館☎32-5254　ＦＡＸ32-5154

初開催！高校生対象の市内企業見学バスツアー催
▶とき／ 12月23日㈪　正午〜午後5時　▶ところ／㈱スカイ、㈱クレオ、
ヤマハ発動機㈱　▶対象／高校1・2年生および教諭　▶内容／会社の雰囲
気や実際に働く様子を見学します　▶定員／ 20人程度（申込多数の場合は
抽選）　▶参加費／無料　▶持ち物／筆記用具、私服可（スニーカー着用）　
▶申込／ 11月15日㈮までに学校にある申込書（市ホームページからもダウ
ンロード可）に氏名、住所、電話番号などを記入し、直接またはFAX、郵送で
経済観光課（〒438-8650　国府台3-1）へ　
問経済観光課☎37-4819　ＦＡＸ37-5013

ページ番号：1002263

里親相談会催
　さまざまな事情によって家庭での
養育ができなくなった子どもたちを
迎え入れ、養育する「里親」につい
ての相談会です。
▶とき／ 11月27日㈬　午後2時〜
4時　▶ところ／ｉ

あい

プラザ3階こど
も・若者相談センター前　相談ス
ペース　▶対象／里親になることに
興味がある方　▶申込／不要。当日、
直接会場へ（事前予約も可能）
問県西部児童相談所
　☎37-2852　ＦＡＸ37-2841

ページ番号：1007403

ナースのお仕事フェア催
▶とき／ 11月30日㈯　午後1時〜
3 時 30 分　▶ところ／東海アクシ
ス看護専門学校（袋井市上田町267-
30）　▶対象／就職または転職を考
えている看護職免許保有者、看護学
生、看護職を目指している高校生　
▶内容／医療機関の仕事内容紹介、
魅力発信、ナースカフェなど　▶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　ＦＡＸ054-202-1762

調停委員による調停相談会（無料）催
　裁判所の民事・家事調停委員（弁護士など）が身の回りの諸問題（交通事故、
多重債務、離婚、親子関係、遺産相続、成年後見など）について無料で相談に
応じます。ただし、訴訟または調停中の案件や、電話での相談はできません。
▶とき／ 11月30日㈯　午前10時〜午後2時　▶ところ／ i

あい

プラザ3階　▶
申込／不要。当日、直接会場へ
問静岡地方裁判所浜松支部庶務課☎053-453-7155　ＦＡＸ053-458-7458

がん患者と家族のためのサロン「ぬくもりの会」催
▶とき／ 11月30日㈯　午前10時〜正午　▶ところ／中東遠総合医療セン
ター 3階大会議室（掛川市菖蒲ヶ池1-1）　▶対象／がん患者や家族　▶内容
／患者さんやご家族が集まり、がんの悩みや体験などを語り合い交流します。
今回のテーマは「食事と栄養Part2」　▶参加費／ 100円（資料代）　▶申込
／前日までに直接または電話で中東遠総合医療センターへ　
問中東遠総合医療センター がん相談支援センター
　☎0537-28-8159　ＦＡＸ0537-28-8971（受付：平日午前9時〜午後4時）

ページ番号：1007051
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№21+1�
安藤正義作陶展催

　地元向笠に築
ちくよう

窯し制作に取り組む
陶芸家、安藤正義氏による展示。
　オブジェや茶具、花器、日用食器
などを通して、土と炎が織りなすさ
まざまな表情をご紹介します。
▶とき／ 11月2日㈯〜 24日㈰　午
前9時30分〜午後5時（月曜日、祝
日の翌日は休館）　▶ところ／新造
形創造館　▶入館料／無料　
問新造形創造館
　☎33-2380　ＦＡＸ33-2382

キノコ観察会催
▶とき／ 11月10日㈰　午前9時30
分〜 11時30分　▶ところ／桶ケ谷
沼ビジターセンター（岩井315）と
桶ケ谷沼周辺　▶対象／どなたでも　
※小学生以下は保護者同伴　▶内
容／桶ケ谷沼の観察路を散策し、キ
ノコを観察する　▶参加費／無料　
▶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／野外観察ができる服
装でご参加ください
問桶ケ谷沼ビジターセンター
　☎39-3022　ＦＡＸ39-3023

天竜川クリーン作戦催
▶とき／ 11月10日㈰　午前8時30
分〜 10時30分　※小雨決行　▶と
ころ／天竜川下流部の河川敷　▶内
容／河川清掃　▶参加費／無料　▶
申込／不要。当日、直接会場へ　▶
その他／汚れても良い服装でご参加
ください。詳しくは浜松河川国道事
務所ホームページ（http://www.cbr.
mlit.go.jp/hamamatsu/index.html）を
ご覧ください
問国土交通省浜松河川国道事務所
　☎053-466-0118　ＦＡＸ053-466-0122

竜洋図書館　
スペシャルなおはなし会催

「なぎの木子どもの本を読む会」
による絵本の読み聞かせなどを畳の
部屋で行います。家族や友達と一緒
に、ゆったり絵本を楽しみましょう。
▶とき／ 11月2日㈯　①午前10時
30 分〜 11 時　②午前 11 時 30 分〜
正午　▶ところ／竜洋なぎの木会館　
208・209 号室　▶対象／① 0 〜 3
歳くらいの子と保護者　②3 〜 6歳
くらいの子と保
護者　▶定員／
各回先着30人程
度　▶参加費／
無料　▶申込／
不要。当日、直接
会場へ　
問竜洋図書館☎66-7788　ＦＡＸ66-7902

獅子ヶ鼻
「親子でトレッキング」催

▶とき／ 11月30日㈯　午前9時〜
正午　※小雨決行　▶ところ／獅
子ヶ鼻トレッキングコース　▶対象
／小学生の子と親　▶内容／トレッ
キングコース散策と記念植樹　▶定
員／先着7組　▶参加費／無料　▶
持ち物／動きやすい服
装　▶申込／ 11月15日
㈮ ま で に 電 話 ま た は
FAX、電子申請で農林水
産課へ
問農林水産課
☎37-4813　ＦＡＸ37-1184

はまぼう公園野鳥観察会催
▶とき／ 11月23日㈷　午前9時30
分〜正午　※雨天中止　▶ところ／
はまぼう公園野鳥観察舎（太田川河
口右岸）　▶対象／どなたでも　※
小学3年生未満は保護者同伴　▶内
容／観察舎から水辺の鳥や川岸のワ
シ・タカ類を観察します。周辺を散
策しながら野鳥観察が楽しめます　
▶講師／県環境学習指導員　▶参加
費／無料　▶持ち物／双眼鏡　※あ
るとより楽しめます　▶申込／不要。
当日、直接会場へ
問環境課☎37-4874　ＦＡＸ37-5565

ページ番号：1007388

「わくわくドキドキ森だくさん」秋の森づくり県民大作戦催
▶とき／ 11月24日㈰　午前10時〜午後2時　▶ところ／獅子ヶ鼻公園下
屋外ステージ　▶対象／小学生以下の子と親　▶内容／ネイチャーゲーム

（丸太切りタイムトライアル、木のジャングルジム）、クラフト（お箸づくり
など）、イノシシ汁の試食など　▶定員／先着80人　▶参加費／無料　▶持
ち物／昼食、動きやすい服装　▶申込／ 11月15日㈮までに電話またはFAX、
Eメール（nourin-chuen-shinrin@pref.shizuoka.lg.jp）で中遠農林事務所森林
整備課へ
問中遠農林事務所森林整備課☎37-2301　ＦＡＸ37-2305

旧赤松家記念館
かすりの着物で写真撮影催

▶とき／ 11月16日㈯　午前9時30分
〜 11時30分、午後1時30分〜 3時30
分　▶ところ／旧赤松家記念館　▶
対象／幼児〜小学生　▶内容／かす
りの着物で施設内を回りながら好き
な場所で写真撮影　※撮影は各自　
▶参加費／無料　▶申込／不要。当
日、直接会場へ　▶その他／着物の
枚数に限りがあるので、待ち時間が
生じる場合があります
問旧赤松家記念館
　☎・ＦＡＸ36-0340（月曜休館）

▲電子申請




