●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：1001773

お知らせ

知

知

母子家庭等高等職業
訓練促進給付金制度

令和2年度軽自動車税（種別割）のお知らせ
バイク・軽自動車などの廃車・譲渡の手続きはお早めに

▶対象／母子家庭の母または父子家

軽自動車税（種別割）は、毎年4月1日現在の所有者に対し、定置場（保管

庭の父で、児童扶養手当支給水準の

場所）のある市町村が課税します。4月2日以降に廃車または名義変更をしても、

▶対象資格／看護師、准看

所得者

護師、介護福祉士、保育士、理学療

募

募

ページ番号：1001424

知

月割り計算の還付はなく、その年度の税金は全額納めていただきます。
廃棄・盗難・譲渡などにより車両を所有していない場合は、車種に応じて

法士、作業療法士、歯科衛生士、美

各機関の廃車や名義変更の手続きを3月末までに行ってください。

容師、社会福祉士、製菓衛生師、調

①原動機付自転車（125㏄以下）・小型特殊自動車

集

理師など

▶支給期間／修業期間の

全期間（上限4年） ▶支給額／市

内容

必要なもの

廃車（転出）

民 税 非 課 税 世 帯： 月 額100,000円
市民税課税世帯：月額70,500円

催

催

修

名義変更

学期間の最後の1年間は、上記の金
額 に そ れ ぞ れ4万 円 を 増 額 し ま す

し

※上記のほか、養成機関で修業を修
了した場合、修了支援給付金を支給
市民税課税世帯：25,000円

円

▶

その他／修業開始前に必ずこども未
来課までご相談ください
問こども未来課
☎37-4896

知

②軽四輪車・125㏄超の二輪車など
内容

▶とき／ 2月16日㈰
～ 3時頃

午後1時30分

手続き先

軽自動車（三輪・四輪）

軽自動車検査協会静岡事務所浜松支所
浜松市東区貴平町563 ☎050-3816-1777

静岡運輸支局浜松自動車検査登録事務所
125㏄超の二輪車、浜松ナ
浜松市東区流通元町11-1 ☎050-5540-2052
ンバーの小型特殊自動車
※県外転出などで登録抹消した場合は市税課へ届出が必要

三輪以上の軽自動車の税率に関するお知らせ

ＦＡＸ37-4631

ふれあい交流センター
利用者説明会

①ナンバープレート（標識を変更する場合）
②はんこ ③本人確認書類（※）
④譲渡証明書 ⑤標識交付証明書

グリーン化特例が2年延長され、一定の環境性能を有する車両の税率が軽
減されます。対象は平成31年4月1日から令和2年3月31日までに新車登録し
た車両で、令和2年度に限り、性能に応じて特例の適用を受けます。なお平
成31年度に軽減を受けた車両は、令和2年度の軽減はありません。

▶ところ／ふれあい交流

最初の登録から13年を経過した車両（電気自動車などを除く）には重課

▶対象／利用を

税率が適用されます。令和2年度に重課税率の対象となるのは、自動車検査

センター大会議室

希望する団体の代表者

▶内容／利

証（車検証）に記載されている初度検査年月が平成19年3月以前の車両です。
ご注意ください

用者説明と団体登録および調整会
▶申込／不要。当日、直接会場へ
問ふれあい交流センター
☎32-5028

知

ＦＡＸ34-2613

2 月は「北方領土返還
運動全国強調月間」

2月は「北方領土返還運動全国強
調月間」です。

使用していない原動機付自転車や公道を走行しない小型特殊自動車（小型
フォークリフト・農耕作業用トラクターなど）を所有の場合は、届け出が必
要です。未登録の方は市税課や各支所市民生活課市民福祉グループで手続き
をしてください。
問市税課☎37-3767

知

ＦＡＸ33-7715
ページ番号：1001780

児童扶養手当の支給は年６回です

児童扶養手当は、制度改正により令和元年11月から年6回（1・3・5・7・9・

ろ

1855年に日魯 通好条約が調印さ

11月）の支給になっています。

れ た こ と に ち な み、2月7日 は「 北

▶支給日／支給月の11日（支給日が土・日曜、祝日の場合は直前の平日） ▶

方領土の日」になっています。

支給該当月／支給月の前月までの2カ月分（支給月が1月の場合は前年の11月、

これを機会に北方領土問題への関

15

市税課（本庁舎1階）
または
各支所市民生活課
市民福祉グループ

※本人確認書類とは、有効期限内の官公庁発行の顔写真付き証明書など(運転免許証など）
です。代理の方が手続きする場合は、委任状が必要です

市民税非課税世帯：50,000

します

手続き先

①ナンバープレート ②はんこ
③本人確認書類（※）④標識交付証明書

12月分） ▶支給方法／指定口座へ振り込み（支給日の午後4時以降に入金を

心と理解を深めましょう。

ご確認ください） ▶その他／現況届の提出時期は８月で変更ありません

問総務課☎37-4803

問こども未来課☎37-4896

ＦＡＸ37-4829

2020年（令和2年）1月号

ＦＡＸ37-4631

●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。

ページ番号：1003505

新造形創造館「貸館」のご案内

「ものづくり」に関連した作品展示・販売、会議、ワークショップが行え
る講座室・工芸室・木工室の貸し出しを行っています。

講座室1

50人

講座室2

50人

講座室3

30人

木工室1

10人

工芸室1

10人

午前

陸・海・空自衛官候補生（任期制

基本料金
午後

自衛官）の採用試験をお知らせしま

1日

す。

※採用年齢の上限が33歳未

満に引き上げられました
500円

1,200円

1,500円

▶受付期間／通年

男女

浜松基地：3月7日㈯

▶入隊／ 3月

下旬～ 4月上旬

～午後5時（月曜日、祝日の翌日は休館） ▶その他／木工室、工芸室の設備、

問自衛隊袋井地域事務所

す。申し込みなど詳しくは、新造形創造館へ

知
ページ番号：1002261

静岡県特定最低賃金が改正されました

▶ と こ ろ ／ 福 王 寺（ 城 之 崎

4-2722-1） ▶内容／不慮の事故や病
気などで亡くなった犬猫などの小動

額）
」が改正されました。
▶発効日／令和元年12月21日㈯

▶とき／ 2月14日㈮ 午後1時30分～
2時

静岡県内、下記5つの産業の労働者に適用される「特定最低賃金（時間

小動物慰霊祭のお知らせ

▶対象産業・最低賃金（時間額）／タイヤ・

物の慰霊

▶申込／不要。当日、直

チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業：897円、鉄鋼、

接会場へ ▶その他／お布施は不要

非鉄金属製造業：935円、はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器

問環境課☎37-2702

具、輸送用機械器具製造業：950円、電子部品・デバイス・電子回路、電気
▶

機械器具、情報通信機械器具製造業：919円、各種商品小売業：886円

その他／令和元年10月４日改正の「静岡県最低賃金」と今回の「特定最低
賃金」の両方が適用される場合には、各発効日時点における最低賃金額の高

ＦＡＸ37-5565

ページ番号：1003146

知

市立総合病院内
簡易郵便局閉鎖

市立総合病院内の簡易郵便局は令

い方が適用となります。詳細は静岡労働局ホームページをご覧ください

和元年12月27日をもって営業を終

問静岡労働局賃金室☎054-254-6315 ＦＡＸ054-221-7038

了いたしました。

知

ページ番号：1006970

コンビニ・文化振興センターの証明発行を一時休止

市ではマイナンバーカードを利用して、コンビニでの証明発行サービスを
行っています。また文化振興センターでは毎週土・日曜日、祝日の午前9時
から午後5時まで証明発行を行っています。
ネットワーク更新作業のため、2月22日㈯は終日全ての証明書交付サービ
スを停止します。ご理解とご協力をお願いします。
問市民課☎37-4816

知

証明書コンビニ交付サービスや確定申告に利用できる便利なマイナンバー

問病院総務課☎38-5032 ＦＡＸ38-5050

知

エコパアリーナ
利用停止

▶とき／ 2月21日～ 3月13日の毎週金曜日

午前10時～午後2時

▶ところ

▶持ち物／マイナンバー通知カード

確認書類（運転免許証、健康保険証など）

停止します。ご理解とご協力をお願
いします。なお、トレーニングルー
ムは利用できます。利用の問い合わ
せは、エコパアリーナ（☎41-2700）

カードの出張申請サービスを実施します。

ＦＡＸ37-2871

した。

園内にあるエコパアリーナの利用を
ページ番号：1001342

確定申告の待ち時間にマイナンバーカードが申請できます

問市民課☎37-4816

長年のご利用ありがとうございま

改修工事に伴い小笠山総合運動公

ＦＡＸ37-2871

／文化振興センター 1階ロビー

し

ＦＡＸ33-2382

催

☎・ＦＡＸ43-3717

催

電動工具などの利用はできません。利用内容などによって料金が加算されま

知

▶試験期

日／静浜基地：2月2日㈰・15日㈯、

▶場所／新造形創造館（講座室・工芸室・木工室） ▶開場時間／午前10時

問新造形創造館☎33-2380

募

▶応募資格／ 18歳以上33歳未満の

集

利用定員

知

募

部屋名

防衛省（自衛官候補生）
採用試験

知

お知らせ

知

本人

まで。
▶とき／令和2年9月～令和3年10月
問静岡県公園緑地課
☎054-221-3495 ＦＡＸ054-221-3493

2020年（令和2年）1月号
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●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。

お知らせ

知

ページ番号：1002293

募

令和2年度広報いわた有料広告の広告主を募集

広報いわた4月～来年3月号へ掲載する有料広告の広告主を募集します。

▶支給該当

ください。

指定口座へ振り込み（支給日の午後

募

表4広告

規格

掲載位置

縦132㎜×横178㎜
4色（CMYK）
縦297㎜×横195㎜
4色（CMYK）

表3
（裏表紙裏）
表4
（裏表紙）

枠数
各号2枠
各号1枠

集

▶申込／ 2月14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）に必要事項を記入の上、必要書類を添えて、直接または郵送（2月
3-1

本庁舎2階）へ

国府台

▶その他／広告原稿は広告主の責任・負担で作成。掲

問こども未来課
☎37-4896

募

催

くか広報広聴・シティプロモーション課へ

ページ番号：1001506

し

募集団地

部屋
タイプ

戸数

応募可能
世帯人数

北野団地

3LDK

5

3人以上

※1LDK

1

1人以上

3DK

1

2人以上

募

2LDK

1

2人以上

東大久保
団地

ＦＡＸ32-3946

中央図書館展示室の利用者を募集
展示期間

ＦＡＸ37-4631

市営住宅の入居者を募集

載には審査、条件などがあります。詳しくは、市ホームページをご覧いただ
問広報広聴・シティプロモーション課☎37-4827

▶支給方法／

4時以降に入金をご確認ください）

掲載料
1枠につき
50,000円
1枠につき
200,000円

14日㈮必着）で広報広聴・シティプロモーション課（〒438-8650

竜洋豊岡
団地

展示室

展示期間

展示室

07月15日㈬～ 07月21日㈫

Ⅱ

令和3年1月12日㈫～ 1月17日㈰

Ⅰ

08月26日㈬～ 08月30日㈰

Ⅱ

1月20日㈬～ 1月26日㈫

Ⅰ

12月12日㈯～ 12月17日㈭

Ⅱ

2月16日㈫～ 2月21日㈰

Ⅰ

12月24日㈭～令和3年1月6日㈬

Ⅰ

2月23日㈷～ 2月28日㈰

Ⅱ

※東大久保団地1LDKについては、

3月16日㈫～ 3月21日㈰

Ⅰ/Ⅱ

申込者もしくは同居者の中に、足が

※展示室全室は22ｍ×8ｍ
Ⅰは全室の2/3、Ⅱは全室の1/3

▶開場時間／火～金曜日

▶受付期間／ 1月27日㈪～ 31日㈮
▶申込／直接、建築住宅課（西庁舎
2階）へ

▶その他／応募資格や提

出書類など詳しくは建築住宅課へ

不自由で、身体障害者手帳（1 ～ 4

午前9時

級）をお持ちか、または、介護認定

▶条件／①公共性の高いもので、市内に活動拠点を置く団体で

（要介護1 ～ 5）を受けているいず

あること②芸術・文化の振興に寄与する内容であること③展示室のスペース

れかの方が含まれている世帯のみ申

を効果的に使用して展示できること④複数の異なる団体の共同使用は不可⑤

し込み可能

公序良俗に反しないものであること⑥営利目的でないこと⑦宗教活動および

問建築住宅課☎37-4851 ＦＡＸ33-2050

～午後5時

政治活動でないこと

午前9時～午後6時、土・日曜日、祝日

▶募集枠／各期間各室1団体

▶使用料／無料

込／電話で事前連絡後、2月9日㈰までに直接、中央図書館へ
の場合は2月16日㈰に中央図書館で抽選

▶申

※申込多数

▶その他／展示品などの搬入・搬

募

ページ番号：1007712

統計調査員を募集

世帯・事業所などの現状を把握す

出は、展示期間の前後（日程によっては期間内）
。詳しくは中央図書館へ

るための各種統計調査に従事する統

問中央図書館☎32-5254

計調査員を募集します。

募

ＦＡＸ32-5154

いわた大祭り遠州大名行列 メイク＆着付けスタッフを募集

▶登録要件／①20歳以上の方②責
任を持って調査事務を遂行できる方

▶対象／大名行列の衣装の着付けに興味がある方（初心者歓迎） ▶応募資

③秘密を保持できる方④税務、警察、

格／ 4月25日㈯（雨天時26日㈰）に参加できる方で1月31日㈮、2月29日㈯、

選挙に直接関係のない方

3月10日㈫・26日㈭、4月8日㈬・17日㈮

約3 ～ 6万 円（ 調 査 の 内 容、 期 間、

午後1時～ 3時30分に見付交流セ

ンターで行う着付け練習会に複数回参加できる方

件数によって異なります） ▶申込

▶その他／メイクス

／直接または電話で総務課（本庁舎

タッフも同時募集。詳しくはメイク担当・松井（☎36-0045）まで

3階）へ

問経済観光課☎37-4819

問総務課☎37-4803

ＦＡＸ37-5013

2020年（令和2年）1月号

▶報酬／

▶申込／電話で着付け担

当・鈴木（☎32-5936）または小幡（☎35-8579）へ
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▶支給日／ 2月10日㈪
月／ 10月～ 1月分

表3広告

催

ページ番号：1001779

2月は児童手当支給の月

毎月約6万部を発行する「広報いわた」を利用した会社やお店のPRをご検討
種類

募

知

※随時募集しています
ＦＡＸ37-4829

ページ番号：1001655

募

▶練習日／主に毎月第2・第4土曜
午 後1時30分 ～ 3時30分

▶練

習場所／アミューズ豊田和室

▶対

日

象／令和2年度の小学4・5年生

ページ番号：1002902

地域福祉推進会議
委員を募集

募

ている会議の委員を募集します。

の「子育ての仲間づくり・親子の絆

▶募集人員／ 3人

づくり・育児知識の学び」の講座の

▶対象／令和2

年1月1日 現 在、 満20歳 以 上 で 市 内
に在住、在勤、在学の方

▶定員／ 50人程度

1年2カ月

▶参加費／年

▶任期／

▶内容／年４回程度の

参加者を募集します。
▶とき／ 3月2日～ 23日の毎週月曜
日

午前9時30分～ 11時30分

▶と

こ ろ ／ ｉ プ ラ ザ2階 健 康 づ く り 室

よび地域福祉活動計画の策定につい

▶対象／生後2 ～ 5カ月の第1子とそ

に市内小学校へ配布する入団申込書

て意見を伺います

▶申込／ 2月7

の母親 ▶定員／先着20人 ▶参加

に必要事項を記入の上、直接または

日㈮までに福祉課（iプラザ3階）ま

費／ 1,100円（テキスト代） ※初回

FAXで自分の通う市内小学校また

たは市ホームページで配布する申込

に集金

▶その他／

用紙に必要事項を記入の上、小論文

品、バスタオル

は文化振興センターへ

（テーマ：「地域で誰もが幸せに暮ら

▶持ち物／おむつ、授乳用

㈮までに電話でこども未来課へ

演奏会などへの出演あり

し続けるために大切なこと」
、400

問こども未来課

問文化振興課☎35-6861 ＦＡＸ35-4310

字程度）を添えて直接または郵送で

☎37-2012

ページ番号：1001654

募

福 祉 課（ 〒438-0077 国 府 台57-7）

なぎの木金管バンド
団員を募集

へ

習場所／竜洋なぎの木会館

募

▶練

午 後1時30分 ～ 3時30分

ＦＡＸ36-1635

▶対象

市立総合病院
臨床心理士を募集

▶募集職種／臨床心理士 1人

ＦＡＸ37-4631
ページ番号：1007662

東京2020パラリンピック
静岡県聖火ランナーを募集

募

ページ番号：1007692

▶練習日／主に毎月第2・第4土曜
日

▶その他／委員報酬あり

問福祉課☎37-4814

▶申込／ 2月21日

8月18日㈫に行われる東京2020パ
ラリンピック聖火リレーの静岡県区
間（熱海市・静岡市・御前崎市・菊

▶

川市・浜松市）を走る聖火ランナー

受験資格／昭和58年4月2日以降に生

を募集します。走行は一人当たり約

▶定員／ 70人

まれ、指定大学院修士課程を修了し、

200ｍです。

▶参加費／無料（教材費など

臨床心理士・公認心理師（いずれか、

▶対象／ 2008年4月1日以前に生ま

実費負担あり） ▶申込／ 2月14日

あるいは両方）の資格を有する方、

れた方

㈮までに、直接竜洋なぎの木会館ま

または資格取得見込みの方 ▶受付

県実行委員会による選考あり） ▶募

たは自分の通う市内小学校へ

／令和2年度の小学4 ～ 6年生(6年生
は原則、経験者)

▶内容／金管楽

器などの演奏練習
程度

▶定員／ 24人程度（静岡

※竜

締切／ 1月24日㈮ ▶試験日／ 2月1

集締切／ 2月15日㈯午後11時59分ま

洋なぎの木会館は電話申し込み可

日㈯ ▶その他／応募条件、応募書

で

▶その他／会館が所有する楽器を使

類など詳しくは、市立総合病院ホー

ナー募集サイトに掲載の募集要項を

用。演奏会などへの出演あり

ム ペ ー ジ（http://www.hospital.

確認の上、同サイトまたは所定の応

問竜洋なぎの木会館

iwata.shizuoka.jp/）をご覧ください

募用紙（同サイトからダウンロード

問病院総務課☎38-5032 ＦＡＸ38-5050

可）を郵送で静岡県

☎66-1111

募

ＦＡＸ66-7789

JA遠州中央海老芋部会担い手講習会 参加者を募集

農業に従事したい若者や会社を退職された方など、海老芋の生産販売を行

▶申込／静岡県実行委員会ラン

オリパラ聖火ランナ
ー 募 集 事 務 局（ 〒
422-8791

静岡南郵

っていただける方を対象とした栽培講習会を開催します。

便局私書箱8号）へ

▶とき／ 4月～ 8月、11月、12月の毎月1回

※当日消印有効

▶参加費／無料

▲募集サイト

▶対象／海老芋生産に興

問東京2020オリパラ聖火リレー静岡県

▶申込／ 4月3日㈮までに電話

実行委員会聖火ランナー募集事務局

遠州中央本店（見付3599-1）ほか
味のある方

▶ところ／ JA

でJA遠州中央園芸課（☎36-7018）へ

☎0800-200-2950（2月14日㈮まで

問農林水産課☎37-4813

の平日午前9時～午後5時)

ＦＡＸ37-1184

し

文化振興課が所有する楽器を使用。

催

催

会議に出席し、主に地域福祉計画お

申込／ 2月14日㈮までに、1月中旬

集

あい

額1,000円（傷害保険料を含む） ▶

あい

募

募

内容／金管楽器・打楽器の演奏練習

知

初めて親になったお母さんのため

地域福祉の推進を図るために設け

▶

親子の絆づくりプログラム
（BPプログラム）参加者を募集

お知 ら せ

募

アミューズ Jr.
ブラス団員を募集
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お知らせ

知

催

『心のバリアフリー・電動アシスト車いす』コンセプトモデル展示

創業当初からデザイン重視の商品開発に取り組むヤマハ発動機㈱が、出か
ける意欲を掻き立てる『電動アシスト車いす』のコンセプトモデルの展示を

募
集
催

催

催

ライフスタイルに合った働き方が

通して「心のバリアフリー」を目指すモノ・コトデザインを紹介します。

選べる会社と出会えるお仕事相談

▶とき／ 2月8日㈯～ 3月1日㈰

会。採用担当者と直接話せます。シ

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

募

ページ番号：1006314

問新造形創造館☎33-2380

催

▶入場料／無料

ニア世代歓迎の求人もあります

ＦＡＸ33-2382

いわた茶会 in 見付西光寺

ページ番号：1006404

恋愛のパワースポットとして知られる西光寺で、6種類のいわた茶飲み比

▶とき／ 2月1日㈯

午前10時～午

▶ところ／ワークピア磐田

後2時

多目的ホール

▶対象／パート勤務

希望の男女

▶ 参 加 企 業 ／ 17社

べや茶生産者との会話などをお楽しみください。住職の講話もあります。

※詳しくは市ホームページへ ▶参

▶とき／ 2月9日㈰

加費／無料

午前10時～午後3時

▶ところ／西光寺（見付3353-1）

▶申込／不要。当日、

▶参加費／ 500円（豆茶碗・お菓子付き） ▶申込／不要。当日、直接会場へ

直接会場へ ▶持ち物／履歴書（無

問農林水産課☎37-4813

くても可）
、ハローワーク登録済み

し

催

ＦＡＸ37-1184
ページ番号：1006271

UIJ ターン就職を応援！魅力発見フェア in 名古屋

▶とき／ 2月13日㈭

▶ところ／ミッドランドホール

午後1時～ 4時30分

の方は登録カード ▶その他／託児
コーナーあり ※ 要電話予約
問ワークピア磐田

（名古屋市中村区名駅4-7-1） ▶対象／ 2021年3月卒業予定の大学（院）生、
短大生、専門学生など

▶内容／県西部地域の企業30社と磐

くらす魅力」を発信します

▶参加費／無料

▶申込／専用サ

イト（http://iwata-de.com/）から申し込み
経済観光課☎37-4819

ＦＡＸ053-456-2159

ＦＡＸ37-5013

催
3階会議室

午前9時～正午

講習I（心肺蘇生法・AEDなど） ▶定員／先着15人程度
▶持ち物／筆記用具

午前9時30分～

▶ところ／桶ケ谷沼ビジター

正午

▶対象／一般

センターとその周辺

▶内容／普通救命
▶受講料／無料

▶その他／当日は動きやすい服装で
ＦＡＸ59-1766
はちまるにまる

一生自分の歯でかもう～ 8020達成にむけて～

80歳で自分の歯が20本以上残っている8020達成者は近年多くなっていま
す。訪問歯科診療の経験豊富な歯科医師が健康な歯を残すために役立つ話を

▶参加費／無料

FAXで桶ケ谷沼ビジターセンター
へ

※受付は午前9時～午後5時

問桶ケ谷沼ビジターセンター
☎39-3022

ＦＡＸ39-3023
ページ番号：1007388

催

はまぼう公園野鳥観察会

▶とき／ 2月15日㈯
～正午

午前9時30分
▶ところ／は

※雨天中止

まぼう公園野鳥観察舎（太田川河口
右岸） ▶対象／一般

▶とき／ 2月16日㈰

下は保護者同伴

▶ところ／メロープラザ1階多機能ホ

ール（袋井市浅名1027） ▶定員／先着200人

▶講師／奥山秀樹氏（佐久

▶申込／

2月1日㈯までに、直接または電話、

します。
午後2時～ 4時

▶内容

／桶ケ谷沼周辺で越冬している昆虫
の観察

▶申込／講習会3日前までに、直接または電話で消防

問消防本部警防課☎59-1717

催

ページ番号：1001167

▶ところ／磐田市消防署

▶対象／中学生以上で市内在住・在勤の方

本部警防課（福田支所3階）へ

冬の昆虫観察会

※小学生以下は保護者同伴

普通救命講習Ⅰ

▶とき／ 2月15日㈯、3月14日㈯

ＦＡＸ36-8383

▶とき／ 2月2日㈰
▲専用サイト

問㈱東海道シグマ浜松支店☎ 053-424-5121

☎36-8381

催

田・浜松・湖西市役所が出展し、静岡県西部地域で「はたらく・

※小学生以

▶内容／干潮の時

刻にエサを求めて集まる海辺の鳥を

市立国保浅間総合病院

歯科口腔外科

観察します

部長） ▶参加費／無料

▶申込／不要。

導員

▶講師／県環境学習指

▶参加費／無料

▶持ち物／

当日、直接会場へ

双眼鏡（お持ちの方） ▶申込／不

問磐周歯科医師会☎・ＦＡＸ34-8536

要。当日、直接会場へ

健康増進課☎37-2011
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第13回パートタイマー
就職相談面接会

ＦＡＸ35-4586
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問環境課☎37-4874

ＦＡＸ37-5565

袋井特別支援学校「袋特市」

▶とき／ 2月22日㈯

中学部：午前10時30分～ 11時、高等部：午前10時30

催

いわたインターナショ
ナルフェア2020

分～ 11時30分（受付は9時30分～） ▶ところ／袋井特別支援学校（袋井市

▶とき／ 2月16日㈰

高尾2753-1） ▶内容／中学部・高等部生徒が手作りした作業製品の販売会

後4時

問県立袋井特別支援学校☎43-6611

11時10分 ▶ところ／竜洋なぎの木

～ 3時

午後1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

多言語絵本読み聞かせ、民族衣装体
験、物販など

▶申込／不要。ドキ

絵本の読み聞かせなど。簡単な工作

や家族が自由に集い、語り合う場で

40人 ）
。 前 日 ま で に、 電 話 ま た は

▶定員／ 30人（要入

す。アロマハンドクリーム作りもあ

FAXで磐田国際交流協会へ

も行います

場整理券） ▶入場料／無料

▶入

ります

▶参加費／無料

▶申込／

不要。当日、直接会場へ

館で1人3枚まで配布

問市立総合病院がん相談支援センター

問竜洋図書館☎66-7788 ＦＡＸ66-7902

☎38-5286

ページ番号：1007661

催

高校生と企業を結ぶ
合同企業説明会

催

高校生が地元企業から「企業の魅

ＦＡＸ38-5050

講演会「アルコール
問題を抱える方へ」

アルコール問題を抱える家族への

問磐田国際交流協会
☎・ＦＡＸ37-4988

催

し

場整理券／ 2月7日㈮から竜洋図書

ゴキブリ団子作り

▶とき／ 2月22日㈯

午前9時～ 10

時30分 ▶ところ／於保農村婦人の
家 ▶内容／春先に置くと効果大の
ゴキブリを撃退する団子を作ります
▶定員／先着15人

▶参加費／ 450

力」や「求める人材」などを直接聞

講演会を開催します。

くことができる『合同企業説明会』

▶とき／ 3月12日㈭

に参加する高校生を募集します。

～ 4時30分

▶とき／ 3月19日㈭

午後1時30分

舎2階204会議室（見付3599-4） ▶

▶ところ／袋井市総合セン

講師／長坂和則氏（静岡福祉大学社

農林水産課☎37-4813 ＦＡＸ37-1184

ター（袋井市新屋1-2-1） ▶対象／

会福祉学部教授） ▶定員／先着60

ページ番号：1006237

～ 4時

2021年3月卒業予定の高校生
加費／無料

▶参

▶申込／ 2月21日㈮ま

でに住所、氏名、学校名、電話番号
を電話で袋井市産業政策課へ

▶参加費／無料

▶申込／ 2月

25日㈫までに氏名、電話番号、居
住市町を電話またはFAX、Eメール
（mental@pref.shizuoka.lg.jp）で県

問袋井市産業政策課
☎44-3136

人

午後1時30分

▶ところ／中遠総合庁

ＦＡＸ44-3179

円

▶申込／ 2月5日㈬から、直接

または電話で於保農村婦人の家へ
問於保農村婦人の家☎34-4271

催

天浜線で素敵な
出会い旅・婚活

▶とき／ 2月23日㈷
あい

北口またはiプラザ

問県精神保健福祉センター

39歳の独身の方

☎054-286-9245 ＦＡＸ054-286-9249

アンケートにご協力をお願いします

ページ番号 1007698

午前9時～午

後4時30分 ▶集合場所／ JR磐田駅

精神保健福祉センターへ

経済観光課☎37-4819 ＦＡＸ37-5013

▶対象／ 20 ～
▶内容／天浜線
ニ コ エ

列車内での交流タイム、n icoeでの
和菓子作り、ランチなど ▶定員／
男女各20人（申込多数の場合は抽

市では磐田市の魅力を多くの方に感じてもらい、愛着を持ってもらえるよ

選） ▶参加費／男性3,500円、女性

うシティプロモーションの取り組みを行っています。今後この事業を進めて

1,500円（昼食・保険付） ▶申込／

いくために、皆さんが思う磐田市についてのアンケートを実施しています。
アンケートは市ホームページまたは電子申請から回答できます。

☎ 37-2275

竜浜名湖鉄道㈱営業課へ

2月14日㈮ まで

問広報広聴・シティプロモーション課
ＦＡＸ 32-3946

2月2日㈰までに、電話またはFAX、
Eメール（info@tenhama.co.jp）で天

ぜひご協力をお願いします。

実施期間

催

催

ュメンタリー上映のみ要申込（先着

▶内容／ストーリーテリングや

象／がん患者や家族

▶対

ワールドステージ、子ども絵画展、

▶内容／患者

生

募

ュメンタリー「こんばんはⅡ」上映、

集

▶とき／ 2月29日㈯

▶対象／小学

よる日本語スピーチ、夜間中学ドキ

休日がんサロン

▶とき／ 3月7日㈯ 午前10時30分～
会館208・209号室

▶ところ／ららぽーと磐田

（高見丘1200） ▶内容／外国人に

ＦＡＸ43-6789

催

竜洋図書館おたのしみ会

午前11時～午

募

催

知

お知 ら せ

催

問天竜浜名湖鉄道㈱営業課
▲電子申請

☎053-925-2276 ＦＡＸ053-925-2277
秘書政策課☎37-4805 ＦＡＸ36-8954
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