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ノロウイルス食中毒を
予防しましょう

　県西部保健所掛川支所
（☎22-3262）

4つのポイントでノロウイルス食中
毒を予防しましょう。
1　食事の前、調理の前、帰宅時、トイ
レの後には、せっけんでしっかり手
を洗いましょう。
2　下痢・おう吐の際は、汚染箇所を
1,000ppmの次亜塩素酸ナトリウ
ムで消毒しましょう。
3　使い捨て手袋、マスクで身を守り
ましょう。
4　食材をしっかり加熱（85～90℃で
90秒間）しましょう。

令和3年度の胃内視鏡検査に
年齢制限

　中東遠総合医療センター
人間ドック・健診センター（☎28-8028）

令和3年度の人間ドックなどで行う
「胃内視鏡検査」に年齢制限を設けま
す。申し込みは、所属の健康保険組
合、事業所、団体が定める期日や申込
方法に従ってください。
また、胃内視鏡検査のみの申し込み

や仮予約は受け付けしていません。
検査対象　40歳以上（昭和56年以前
に生まれた）の方
予約受付　1月20日（水）～

プレミアム付商品券「掛川ささえあ
い応援券」の利用期限は1月31日
（日）までです。期限の過ぎた商品券
は無効となり、現金との引き換えなど
はできませんので、期限までに必ずご
利用ください。
※商品券の販売は終了しました。

水道管の凍結に注意
　 水道課（☎21-1717）

寒さは水道管の大敵です。凍結しな
いよう、毛布や布などの保温材を巻い
て対策をしましょう。屋外の蛇口は凍
結しやすいので、上部まで完全に包ん
でください。さらに上からビニールな
どを巻いて保温材がぬれないように
しましょう。
水道管が破裂した場合は、市ホーム
ページに掲載している市指定の事業
者に修理を依頼してください。

防霜ファンは使用前に点検
　中部電力パワーグリッド㈱
掛川営業所（☎0120-977-230）

大切な茶園を霜から守るための防
霜ファンを使用する前には、施設の点
検や試運転を必ず実施してください。
異常を発見した場合は、直ちに機器

メーカーや電気工事店または中部電
力パワーグリッド㈱へご連絡くださ
い。

こども県議会の動画を公開
　県広聴広報課

（☎054-221-2231）

県が毎年8月21日の県民の日に開
催しているこども県議会では、各市町
を代表するこども議員が県議会本会
議場で知事などと本県の未来や夢に
ついて意見交換をしています。
今年度は新型コロナウイルス感染
症対策のため、こども議員から動画で
意見を寄せてもらい、答弁動画ととも
に特設HPで公開しています。地域を
代表したこども議員が語る
静岡県の未来や夢を、ぜひ
ご覧ください。

眼科受診には紹介状が必要
　中東遠総合医療センター

地域医療支援センター（☎21-5555)

2月1日（月）から、眼科の受診には
紹介状が必要です。受診の際には、必
ず事前に予約してください。

大浜地区のこども園や小中学校、同好会、公民館講
座の作品を展示します。あわせて、千浜地区まちづ
くり協議会の活動も紹介します。
　直接会場へ（月曜休館）

1/12（火）～26（火）
9：00～17：00
千浜農村環境改善セン
ター（千浜）

どなたでも
入場無料

千浜農村環境改善セン
ター公民館まつり
　千浜農村環境改善セ
ンター（☎72-5028）

大規模修復工事が始まった市指定文化財松ヶ岡（旧
山﨑家住宅）。工事の状況と成果を現地で解説しま
す。屋根瓦が撤去された姿など、今しか見られない
光景をご覧ください。
　1/6（水）～電話（申込順）

1/23（土）
11：00～、13：00～、
14：00～（各回３０分程度)
松ヶ岡（十王）

どなたでも
（小学生以下
保護者同伴）
各回15人
参加無料

松ヶ岡保存活用工事
現地説明会
　　文化・スポーツ振興課
（☎21-1158）

多様性豊かな多文化共生の地域づくりを目指して
磐田・袋井・掛川の国際交流団体が初タッグ。各市の
多文化共生の取り組みや国際交流団体の活動紹
介、外国人市民の活躍などを紹介します。
　直接会場へ

1/23（土）・24（日）
10：00～16：00
ららぽーと磐田（磐田
市）

どなたでも
入場無料

地下などの漏水を早期に発見する
ため、調査を行っています。大切な水
資源を有効活用するため、ご協力をお
願いします。1月からは大東区域を主
に調査します。
実施期間　3月31日（水）まで
業務受託者　フジ地中情報㈱
　（☎054-202-8900）
※調査では、道路内のほか宅地内（止
水栓や水道メーター付近）に立ち入
らせていただきます。
※調査員は市発行の「身分証明書・腕
章」を携帯しています。
※調査にかかる費用はありません。

漏水調査実施中
1月から主に大東区域
　　水道課（☎21-1716）

フジ地中情報㈱（☎054-202-8900)

昨年、県内では毎日600件の110番
通報が寄せられましたが、そのうち約
3割は緊急を要しない相談や照会、間
違い電話などでした。
110番は緊急専用電話です。緊急性
のない相談や要望、照会などは、掛川
警察署または、近くの交番・駐在所、県
警ふれあい相談室（プッシュ回線☎
#9110ダイヤル回線☎054-254-9110)
へお問い合わせください。

110番は緊急専用電話
相談・要望は＃9110へ
　掛川警察署（☎22-0110）

カタログポケット
「広報かけがわ」多言語対応　ポルトガル語や英語で読める！聞ける！

■Multilingual  version  of  the  “Public  Information  Magazine  of  Kakegawa”  is  now  available  on  a  “Digital　Book”!
■A  versão  em  português  do  Informativo  de  Kakegawa  se  tornará  “Digital　Book”!
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市公式Facebook市公式Facebook
広報担当が取
材した記事を
中心に更新

市防災メールマガジン市防災メールマガジン
土砂災害警戒情
報や大雨情報な
どメールで受信

市公式Twitter市公式Twitter
市のイベント
や防災情報な
どを発信

子育て情報サイト「かけっこ」子育て情報サイト「かけっこ」
健診・予防接種、イベ
ント、子育てアドバイス
など幅広い情報満載

磐田・袋井・掛川インター
ナショナルフェア2021
　NPO法人掛川国際交流
センター（☎24-5595）
※市委託事業

聖火ランナーの写真やメダルの展示などのオリン
ピック特集のほか、城東地区の保育園・幼稚園、小中
学校、地域のみなさん、各種団体、同好会などの作
品を展示します。
　直接会場へ

1/30（土）・31（日）、
2/6（土）9：30～15：00
2/7（日）9：30～14：00
大東北公民館（下土方）

どなたでも
入場無料

大東北公民館まつり
展示会
　大東北公民館
（☎74-2200）

掛川市消費者協会がごみ問題や契約トラブルなど
を分かりやすく紹介した紙芝居や、暮らしに役立つ
消費者情報を展示します。
　直接会場へ

2/5（金） 13：00～17：00
2/6（土） 9：00～17：00
2/7（日） 9：00～15：00
中央図書館（掛川）

どなたでも
入場無料

ミニ消費生活展
　産業労働政策課
（☎21-1124）

大須賀区域の保育園、幼稚園、小中学校の作品を展
示します。おもと学級、いきいきわくわくクラブ、公
民館で活動している団体や講座受講生の学習成果
の発表もあります。
　直接会場へ

2/6（土）9：00～17：00
2/7（日）9：00～15：00
大須賀中央公民館（西
大渕）

どなたでも
入場無料

金融広報アドバイザーによる解説です。
持ち物　筆記用具、飲み物
　2/12(金)までに電話または来館（申込順・月
曜休館)

2/19（金）13：00～15：00
大須賀中央公民館（西
大渕）

一般
20人
受講無料

金融講座「第3回」
相続・贈与の基礎知識
　　大須賀中央公民館
（☎48-1012）

あなた自身や大切な方のために、病と闘っている患
者と家族の痛みや苦しみに寄り添いサポートする緩
和ケアについて、中東遠総合医療センター緩和ケア
認定看護師の櫻井尚子さんがお話しします。
　電話またはFAX（セミナー名、氏名、住所、電話番
号を明記）（申込順）

3/13（土）13：30～15：00
生涯学習センター（御
所原）

一般
70人
300円/人

健康生活応援セミナー
「知っていますか?緩和
ケア～あなたらしく生
きることを支えます～」
　　吉岡彌生記念館
（☎74-5566・FAX74-4841）

環境省認定の省エネの専門医「うちエコ診断士」が
事前アンケートを基に、住まいやライフスタイルに
合わせた分かりやすい省エネ対策や光熱費の削減
方法を提案します。集合住宅も対象です。
※自宅を訪問することはありません。
　1/14（木）までに電話、FAXまたはメール（氏名、
住所、電話番号を明記）（申込順）

1/27（水）・28（木）
10：00～16：00
掛川市役所4階

市内在住の方
両日5人
参加無料

お財布にやさしい
うちエコ診断
　　環境政策課
（☎21-1218・FAX21-1164）
kankyo@city.kakegawa.
shizuoka.jp

お詫びと訂正　広報かけがわ令和2年12月号の22ページ「高校生が描く掛川」で本文2段目の最後と3段目の最初の行が重複していました。
訂正してお詫びします。

プレミアム付商品券
利用期限は1月31日まで
　産業労働政策課（☎21-1124）

海の「もしも」は118番
　御前崎海上保安署
（☎0548-63-4999）

海上保安庁は海上での事件・事故
の緊急通報用電話「118番」を運用し
ています。また、聴覚や発話に障がい
のある方を対象にスマートフォンなど
を使用した文字チャット方式の緊急時
通報「NET118」を運用しています。
海で事件事故を目撃したら、「い
つ」「どこで」「なにがあったのか」な
どを落ち着いて簡潔に通報してくだ
さい。
海に出かける際は次の3つを心が
け、安全にレジャーを楽しみましょう。
1　ライフジャケットの常時着用
2　防水パック入り携帯電話などの連
絡手段の確保（GPS機能をONに
しておくと迅速な救助につながりま 
す）
3　118番とNET118の有効活用

フェスタおおすか
　大須賀中央公民館
（☎48-1012）
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