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この ま ち が、 も っ と 好 き になる
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ラグビー旋風を巻き起こせ！
9月17日にさんりーなで行われた「市民スポーツ交流フェスティバル」。
ラグビー元日本代表 小野澤宏時さん指導のもとタグラグビーを体験。

広報かけがわ電子版

検索

1 0 月2 1日〜1 1 月1 9日開 催
いよいよ開幕!!

かけがわ 茶エンナーレ

茶エンナーレ公式ガイドブック

市役所など公共施設や︑茶エンナーレ展
示会場で無料配布します︒
◆各エリアの展示会場︑出展アーティス
ト︑作品について紹介しています︒
◆地図︑交通案内︑タイアップ商品など
茶エンナーレ情報を掲載しています︒

事前申込が必要な講座やイベントもあり
ますので︑早めに申し込みください︒
募集情報は︑﹁広報かけがわ﹂︑ホー
※
ムページ︑チラシなどをご覧ください︒

茶エンナーレパスポート

通常料金よりお得に入館できて︑さらに
市内施設や店舗のクーポン付き︒
期 間 中 の 日 間 利 用 で き ま す ︵ １施 設 １
回の入場となります︶︒
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大 木 敏 行

あらゆる年代の方が楽しめる
未来志向の地域芸術祭に
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かけがわ茶エンナーレ実行委員会
委員長

資生堂企業資料館・資生堂アートハウス
マネージャー

﹁かけがわ茶エンナーレ﹂は︑掛川市内の文化施
設や茶畑などで︑現代アーティストの作品展示など
アート活動を展開する地域芸術祭です︒日常生活の
中にある景観や文化にアートを組み入れることで︑
それらに注目し︑その魅力を再発見する機会にした
いと思っています︒
市外の方へのアピールも大切ですが︑それ以上に
市民の皆様に︑ふだん見慣れている美しい茶畑や茶
工場︑掛川市が誇る歴史的建造物︑ふだん飲んでい
るおいしい掛川茶やその生活文化など︑地元の良さ
を改めて知って欲しい︑感じて欲しいと思います︒
ただのイベントで終わらせることなく︑茶エン
ナーレを通して感じたことや気運が意識の中に息づ
き︑最終的には日常の中にアートが溶け込み︑新し
い豊かなライフスタイルを創造することが理想です︒
今回は初めての開催となりますので︑市民の皆様
と一緒に考え︑楽しみ︑そしてあらゆる年代の方が
楽しめる未来志向の芸術祭にしたいと思っています︒
多くの皆様のご参加をお待ちしています︒

（イメージ）

かけがわ茶エンナーレ実行委員会事務局／文化振興課（☎21-1126・FAX21-1165）
E-mail：chaennale@city.kakegawa.shizuoka.jp
かけがわ茶エンナーレ
検索
申 問

お 茶 の ま ち 掛 川 が ミュ ー ジ ア ム に 変 わ る 30日 間
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原田・原泉エリア

〔里山の風景と廃校で アートが地域をつなぐ〕

さくら咲く学校（萩間423） 申 問（☎25-2580：平日9：00〜16：00）

「オープニングイベント」

シャボン玉アートのショーと音楽のコラボレ
ーションで、1か月の開幕にふさわしい初日を
飾ります!
10/21（土） 10：30〜 シャボン玉のショー
11：10〜 魔法のシャボン玉を
飛ばそう!

「ドローンで
VR（バーチャルリアルティ）体験」
鳥の目線で原泉地区を見てみよう!
10/21（土）13：00〜
11/12（日）11：00〜、14：00〜
（参加料500円/約5分）

「桜を巡る記憶の旅」★

震災後の福島の桜を撮影した「福島桜紀行」の
上映と、桜の掛川茶と花の香りのお菓子を楽し
む桜薫るお茶会を行います。
10/28（土）・29（日）
10：30〜12：00、14：30〜16：00
申 電話で申し込み（参加料500円）

そのほか、プログラム盛りだくさん!
・原泉の土を使った陶芸教室 ★
・アーティストのトークセッション
・鉛筆画教室 ★
・里山ガイドツアー ★
・ケータリング飲食販売
・アートグッズ販売 など

「〜縁側カフェでほっこり秋時間〜
五感で感じる! 粟ヶ岳山麓 里山めぐり」★

東山・日坂エリア

さんろく

（東山・日坂・倉真地区）
NPO法人時ノ寿の森クラブ、旅ノ舎 申 問 ☎28-0082

そう ぼく きんじゅう

「草木禽獣」

木下琢朗 × HAL × 東山地区茶生産青年部
ワークショップで作った茶草の塔に、多様な生物の
命の躍動を映し出すプロジェクションマッピング。
と き 11/4（土）・18（土） 19：00〜21：00
ところ 富士東製茶組合（東山）付近の茶畑

エリアのお茶農家などの縁側カフェ、体験プログ
ラム、レンタサイクル、倉真温泉入浴など、たく
さんのメニューから自分の好きなものを選べる
「里山めぐりパスポート」を販売。詳しくは、お
問い合わせください。

たいむえみっと

「TIMEEMIT LIVE in 東山」

ライトペイントの光の中で、2 人のパフォーマーがリズムを刻む !
と き 11/11（土）17：00〜18：30
ところ 東山茶業組合茶工場・茶畑など

★申込必要

︵前売り
文化振興課︑大東・大須賀支所︶

月 日 〜 月 日
販売期間
︵前売り
月１日 〜 日 ︶
販 売 場 所 え き な か 案 内 処 ︵ ＪＲ 掛 川駅
南口︶︑まちなか案内処︵こだわりっ
ぱ内︶︑吉岡彌生記念館

料
金
大人１０００円︑小中学生３００円
︵前売り 大人９００円︶
対象施設
掛川城・御殿︑二の丸美術館︑大日本
報徳社︑竹の丸︑吉岡彌生記念館︑
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松ヶ岡︵茶エンナーレ期間中は水〜日曜日開館︶

茶エンナーレ総合案内処

えきなか案内処︵ＪＲ掛川駅南口︶
まちなか案内処︵こだわりっぱ内︶

KOHO KAKEGAWA 2017.10

茶エンナーレ無料周遊バス

ルート・バス停
①北ルート
↓五明茶業組合 ↑
↓柴田牧
掛川駅南口 ↑
↓さくら咲く学校
場↑
②東ルート
↓日坂↑
↓東山
掛川駅南口↑
③南ルート
掛川駅南口↓吉岡彌生記念館↓高天
神 下 池↓シ オ ー ネ↓貞 永 寺↓清 水 邸
↓掛川駅南口
時刻表 ﹁茶エンナーレ公式ガイド
ブック﹂をご覧ください︒

茶エンナーレレンタサイクル

電動アシスト付き自転車
※
料
金 ５００円／日︵保険料含む︶
取扱場所 えきなか案内処
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※詳しくは、それぞれお問い合わせください。
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10
21

（土）
（日）
11
20
19
（金）
（日）

大東エリア

〔参加する・対話する・変えていく〕

アートとは、「今のわたし」が、まだわからないことを受け入れること。

「日常への旅」★

アーティスト トーク

ペットボトルの作品を「歩く」ことで非日常を体験。
と き
10月21日（土）・22日（日）
11：00、11：30、14：00、14：30
ところ
大東図書館入口集合
申込方法 10月16日（月）締切（小学生以上、定員7人）

10/22 happy unbirthday+ 戸井田雄
15：30〜16：30（文化会館シオーネ）
11/3 音羽晴佳

13：30〜14：30（吉岡彌生記念館）

11/4 大橋史人

「ナイトウォーク+デイウォーク」★

13：30〜14：30（大東図書館）

人工的ではない、自然の闇そのものを体験します。
と き
ナイトウォーク： 11月11日（土）18：30〜20：00
デイウォーク： 11月12日（日） 9：30〜11：00
ところ
小笠池駐車場集合
申込方法 10月24日（火）締切（定員15人）

11/5 前田直紀

16：00〜17：30（貞永寺）

11/11 中野純

16：00〜17：30

（上土方コミュニティセンター）

★申込必要

11/18 奥野晃士 + 佐々木裕一★
16：00〜17：00（貞永寺）

※記載のないものは申込不要、参加無料

申 茶エンナーレ事務局（文化振興課・☎21-1126）

山内一豊は、徳川家康が掛川を訪れた際、
「わらびもち」とお茶でもてなしたと伝えられています。

アートといっしょに「掛川茶わらび餅」
（茶エンナーレ タイアップ商品）

きっさこ

全ての人をおもてなしする「喫茶去」の精神で、
茶エンナーレ中にお楽しみいただけます。

①やまざき製菓舗
（富部300-6・☎22-4345）

⑤山本屋商店
（日坂51-2・☎27-1018）

原田・原泉エリア

③大竹屋菓子店
（柳町32・☎22-2494）

五明エリア

① ② ③
JR 掛川駅

⑤

⑥

掛川 IC

④もち金
（塩町3-13・☎22-2694）

東名高

速

横須賀エリア
⑧

まちなか
エリア

④
⑦

1 号線

②たこ満秋葉通り店
（大池556-2・
☎23-8880）
⑦たこ満掛川本館
（南西郷458-7・
☎22-7288）
⑨たこ満大東総本店
（大坂419-1・
☎72-2553）

東山・日坂
エリア

高速
新東名

森掛川 IC

⑨
150

大東エリア

号線

⑥ダニューブ洋菓子店
（緑ヶ丘2-5-9・☎24-1624）

⑧菓子司しみづ
（横須賀1395-3・
☎48-2179）
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アートプログラム

参加者募集中!

NPO法人掛川の現代美術研究会「掛川のためにつ
くられた七つの現代アート茶道具と現代アート茶会
<喫茶去>」現代アート作品による呈茶と、作家と
の語らいの時間を楽しむ。

申込不要
定員30人
お茶券代1,000円
☎22-3225

茶会

①10/21（土）
・22（日）
11/18（土）
・19（日） ①二の丸茶室
②11/4（土）
・5（日） ②竹の丸
③永福寺
③11/12（日）
9：30〜16：00

茶和の会「姉妹都市との共演茶会」
掛川市の海外姉妹都市（コーニング、ユージン、横
城郡、ペーザロ）と掛川市の陶芸家作品を使った一
風変わったしつらえの茶会。

20人以上のみ電話で申
込①☎23-1199
②☎22-2112
③☎72-2527
①510円②③500円

ワークショップ

10/21（土）〜
Ivy Pottery
11/19（日）の
土日（11/4 は除く） （上張920）
10：00〜15：30

Ivy Pottery「掛川茶入り!陶器の箸おきをつくろう!」
ゆうやく
掛川茶の葉などを灰にして作ったオリジナルの釉薬
「掛茶釉」を使って、粘土で自由に形を作りマイ箸
おきを2個作製。

電話（☎050-71103508）で申込
定員5人
500円

アート
アカデミー

10/28（土）
13：30〜

榛村純一・椿昇「報徳とアートとまちづくりを語る」
大日本報徳社社長の榛村純一さんと出展アーティス
トの椿昇さんによるトークセッション。
※「広報かけかけわ9月号」で10/21（土）開催と
掲載しましたが、10/28（土）開催となります。
お詫びして訂正します。

◆定員150人
参加無料

音楽

10/28（土）
雨天順延 10/29（日） 駅前通り
15：00〜20：00

カケガワバンドフェスティバル2017実行委員会
「Kakegawa Band Festival
〜茶タデーナイトフィーバーハロウィン☆〜」
4つのステージで20団体がパフォーマンス。

申込不要
参加無料
☎24-0711

ワークショップ

10/28（土）
11/12（日）
13：30〜15：30

中央図書館

おん・ぱーぱす・コーチング「
『茶』ぴねすワーク
ショップ〜お茶で幸せ ! ハピネスのワークショップ」
発酵という切り口で掛川深蒸し茶、紅茶、プーアル茶
たの
にアプローチしてお茶を愉しむ。

電話（☎22-4067）で
申込
定員20人
材料費1,000円

イベント

10/29（日）
16：00〜18：00

掛茶料理むとう
（上張830）

あいさプロジェクト「乾杯!プロジェクト〜掛川茶
と焼酎のおいしい関係〜」
いろいろなお茶屋さんのお茶で焼酎を割って、自分
にぴったりの「お茶割り」を発見。

電話（☎050-52412285）で申込
定員40人
1,500円

鑑賞

11/3（金・祝）〜19（日）
9：00〜17：00
大東図書館
（木曜は19：00
まで、月曜休館）

「白隠展」
没後250年を迎える白隠禅師。貞永寺所蔵の貴重な
白隠の書を期間限定で特別公開。

申込不要
入場無料
☎72-1143

11/3（金・祝）〜12（日）
9：30〜12：00
大東図書館
13：00〜16：30
（月曜休館）

尾崎弘子「つながる〜1枚のハガキから〜」
お茶にまつわる景色や思いなどを自分や大切な人に
宛てて1枚のハガキに書や絵で自由に表現し、自ら
壁面の別のハガキにつなげて大きなアート作品に。

申込不要
参加無料
※展示は11/3（金・
祝）〜19（日）

駅前通り

掛川おかみさん会「かけがわチョークアートフェス
ティバル&おかみ茶屋〜茶エンナーレ編〜」
通りがチョークアートで「お茶色」に。おかみ茶屋
のおいしいお茶を飲みながらアートを楽しむ。

申込不要
参加無料
☎22-3225

掛川城御殿

掛川茶振興協会「春と秋、満月の饗宴 第八夜 月
夜の煎茶会」
たしな
春の満月の夜に摘まれた新茶を秋の満月に嗜む煎茶
会。フルートとピアノの演奏で幻想的な雰囲気に。

事前申込については
17ページを参照
300円、当日500円
☎21-1216

茶会

10/21（土）〜
11/18（土）の土日
11：00〜14：00

ワークショップ

イベント

11/3（金・祝）
9：30〜14：00

大国屋本店
茶室空間
（駅前5-12）

大日本報徳社

きょう

茶会

11/3（金・祝）
18：00〜20：45

ワークショップ

①説明：掛川駅
11/4（土）
北口広場
①9：00〜9：30
②答え合わせ：
②17：30〜19：00
掛川市役所4階

平川恒太「画家の目、君の目、私の目」
平川さんが描いた市内の風景の場所を探して歩き、
写真に収めて、夕方から掛川茶を飲みながら答え合
わせ。上位者には平川さんの原画贈呈。

◆定員30人
500円（お茶・お菓子
つき）

ワークショップ

11/4（土）〜19（日） ①清水邸
②原田園
の該当日

文化実践集団すずやカメラ「茶エンナーレ!美エン
ナーレ!撮りエンナーレ!」
撮影ワークショップ（どんなカメラでも）：②11/4（土）
写真展：①11/4（土）〜12（日） ②11/11（土）〜19（日）

電話（☎090-81386698）で申込
定員15人
1,000円

◆は、茶エンナーレ事務局（文化振興課）へ電話、FAX、Eメールで事前に申し込み（定員になり次第締め切り）
※内容は予告なく変更となる場合があります。
※内容や申込方法など詳しくは、茶エンナーレホームページ、掛川市役所などに配架してあるチラシなどをご覧ください。
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愛する地域のために
できることがある

消防団員募集

消防本部消防総務課
（☎21-6102）

水防訓練

花火教室

消防団員はどのような人?

消防団員は︑﹁自分たちの

まちは自分たちで守る﹂とい

う郷土愛の精神で︑地域の安

全と安心を守る非常勤特別職

の地方公務員です︒

普段は仕事などに従事しな

がら火災や地震などの災害時

に活動します︒

﹁いざ﹂というとき︑大切

な地域・家族を守る力や知識

を身につけることができ︑退

団後もその経験は生涯にわ

たって役立ちます︒

近年は女性の消防団への参

加も増加しています︒

消防団員の活動内容

地域に密着し︑住民の安全

と安心を守るというやりがい

のある活動を行っています︒

火災時の消火活動はもちろ

ん︑幼稚園・保育園などへの

防火指導︵花火教室︶や地区

内の夜間パトロール︑台風時

の水防活動などを行っていま

す︒

また︑災害に備え倒壊家屋

からの救出を想定した訓練や

救急法講習などを受講してい

ます︒
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活動が自分の
成長へとつながる
倉真分団
班長
児玉太輝さん（倉真）
消防団員になって4年目。入団前は、活動が厳し
いのではないかという不安もありましたが、仕事
や家庭とも両立でき、先輩方も親切に指導してく
ださるので入団して本当によかったと思います。
また、団員として地区行事などに参加する機会も
増え、地域の方との交流も深まりました。消防団
活動を通して得た貴重な経験が自身を成長させてく
れたのだと感じています。

活動を通して
地域貢献できます
予防指導隊
隊長
石山亜希子さん（上西郷）
消防団の中には、女性が活躍する「予防指導
隊」があります。火災予防や防災について学び、
幼稚園・保育園などで安全な花火の使い方教室
や、津波への備えを説明するための寸劇などを
行っています。参加者が真剣に話を聞いている姿
を見ると、学んだ知識が地域の方のために役立っ
たことを実感でき、大変うれしい気持ちになりま
す。団員全員が、この活動に誇りを持っています。
倒壊家屋を想定した救出訓練

方面

10

掛川市消防団の特徴

市消防団は︑1本部

30

分団で構成され︑団員定数

台︑水槽付

29

は803人︑車両は︑指揮車

2台︑ポンプ車

ポンプ車1台を所有していま

す︒

本市は北部に森林地帯︑中

央部に小笠山丘陵︑南部に遠

州灘海岸をもち︑火災のみな

らずさまざまな自然災害が予

想されます︒そのような中

で︑それぞれの分団がその地

域特性によって生じる災害を

想定しながら日々訓練に励ん

でいます︒

入団条件

市内に居住または勤務する

歳以上の健康に自信のある

方であれば︑男女を問わずど

なたでも入団できます︒

興味のある方は消防総務課
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までお問い合わせください︒

消防団員の処遇

・活動に必要な被服一式を貸

与します︒

・公務災害補償︑退職報償

金︑報酬︑手当などの制度

があります︒

7

18

すてきな出会い を図書館で

かけがわ図書館フェスティバル2017 10/28（土）〜11/5（日）

フェスティバル

イベント一覧

中央図書館（☎24-5921）

■印は直接会場へ、★印は申し込みが必要

中央図書館イベント

10/28（土）

10/ 29（日）

11/ 1（水）

11/ 2（木）

10：00〜15：00

（☎24-5921）

本との出会い
人との出会い
そして、新しい自分との出会い

■音訳ボランティアサークル声
広報かけがわ公開録音

13：30〜15：00 ■大人のビブリオバトル
10：00〜11：30

■おはなしのたね掛川
ストーリーテリング

14：00〜16：00 ■名曲鑑賞会
13：30〜15：30

ハイレゾ特集

★手作り講座「フェルトで作る
クリスマスオーナメント」

15：00〜16：00 ■ひまわり よみきかせ会・工作

図書館が
さまざまな「すてきな出会い」の場になるよう
秋の読書週間に合わせて、10月28日から11月5
日まで「かけがわ図書館フェスティバル2017」
を開催します。

10：00〜14：40 ■名作映画劇場
13：30〜15：30

■古典を学ぶ会
公開講座「おくのほそ道」

こどもとしょかんまつり

11/ 3（金・祝）10：00〜14：30 ■名作映画劇場
10：00〜14：40 ■名作映画劇場
11/ 4（土）

10：30〜11：00 ■掛川西高校演劇部 よみきかせ
13：30〜16：30 ■いちご句会 公開俳句会
15：00〜15：30 ■ポラリス ブラックシアター

10/28（土）〜11/ 5（日）

俳句会の作品展示・雑誌リサイクル市

大東図書館イベント
10/26（木）
10/ 29（日）
11/ 2（木）

（☎72-1143）

9：00〜19：00 ★ぬいぐるみのおとまり会
16：00〜17：00

■夕やけコンサート

13：30〜15：30

★手作り講座「牛乳パックで作る
かわいい布箱」
みちくさ句会短冊展
こどもおたのしみコーナー

11/ 3（金・祝）〜11/19（日）

茶エンナーレ関連特別展「白隠展」

大須賀図書館イベント
10/29（日）

市民グループのみなさんが、さまざまな
催し物を用意してお待ちしています。ご家
族でどうぞ。
スケジュールは図書館のホームページを
ご覧ください。

10：30〜11：00 ■「おにのパンツ」のおはなし会

10/28（土）〜11/5（日）

10/28（土）

と き 10月28日（土）12：00〜16：00
ところ 大東図書館
〈内容〉 よみきかせ、工作、人形劇、パネ
ルシアターなど

10：30〜11：00

（☎48-5269）

「ぴょんがえる」を作る子どもたち

■若草「牛をつないだつばきの木」
の朗読会

講演会
ひとりひとりがみんなたいせつ
〜子どもの心に気づくとき〜

9：00〜17：00 ■図書館職員と作る「かざぐるま」

10/29（日）

10：30〜11：15 ■こすもすの会 人形劇ほか

11/ 2（木）

10：00〜10：30 ■エルの会 朗読劇「注文の多い料理店」

10/10（火）〜11/5（日）

みんなで貼り絵を完成させよう

10/27（金）〜11/4（土）

大須賀書道連盟作品展

10/27（金）〜11/5（日）

このゆびと〜まれ 展示「絵本のある情景」
本のリサイクル市
今日一句会短冊展

10/28（土）〜11/5（日）

としょかんたんけんクイズ
おはなしや・ひとりでちょうせん

11/ 4（土）〜11/5（日）

大須賀郷土研究会 郷土史料展
※最終日は午後3時まで展示します

講

師

児童文学作家
くすのき しげのり さん
11月5日（日）13：30〜15：30
中央図書館会議室B
先着100人（電話で申し込み）
10月11日（水）9：00〜

と き
ところ
定 員
申込み
〈内容〉
絵本「おこだでませんように」などでお
なじみ「くすのき しげのり」さんの講演
会です。※託児あり（要予約）

8

胃がん

ところ

市内指定医療機関

乳がん

中東遠総合医療
センター
検診車

10/31（火）
まで
※無料クーポンの対象者は
H30/1/31（水）
まで

10/26（木）〜12/14（木）
※完全予約制

H30/1/31（水）
まで
※11/30（木）
までに予約

10/26（木）〜12/14（木）
※完全予約制

※詳しくは受診票に同封した案内をご覧ください。

-

23

8111︶

検診車

受診期間

10/31（火）
まで
※予約は9月末で終了

受診しない場合はご連絡を

中東遠総合医療
センター

30

健康づくり課︵☎

【検査容器購入方法】
肺がん・結核検診会場受付、胃がん検診会場受付および
掛川医療センターで11/30（木）
まで購入できます（容器代
410円）。
【提出場所】
○12/8
（金）16：30までに掛川医療センター（玄関前専用ポ
スト）
、大東支所、大須賀支所
○肺がん・結核検診会場
（受付時間内）

受診票をお持ちの方で受
診しない場合は︑その理由
と来年度の受診票送付希望
の有無をご連絡ください︒

子宮頸がん

13：00〜14：00

11

だ受診されていない方は︑
期間内に受診しましょう︒
なお︑今年度の検診申し
込み受け付けは終了しまし
た︒来年度の検診申し込み
は平成 年1月から受け付
けを開始します︒

検診名

ところ

①11/1（水）
①12：00〜13：30 徳育保健センター
②11/7（火）
② 9：00〜10：30 （予備日）
11/2（木）
・ 7（火）
・
10（金）
・14（火）
・20（月）
・ 8：30〜9：30
21（火）
・24（金）
・29（水）
掛川医療センター
（御所原）
11/10（金）
・22（水） 13：00〜14：30

前立腺がん
肝炎ウイルス
骨粗しょう症 11/6（月）
終了しました
歯周疾患

大腸がん

受付時間

環境政策課︵☎
-

21

1145︶

被害が確認されています︒

自治会へ映像記録用
カメラの貸し出し

不法投棄防止とごみの適正
な処理を確保するため︑自治
会へ映像記録カメラを貸し出
しています︒詳しくは︑環境
政策課へお問い合わせくださ
い︒
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持ち去りを目撃した場合

9

目撃した場合︑行為者との
接触や車両の制止は危険です
のでおやめください︒身の危
険を感じた場合は︑ただちに
警察へ通報してください︒

▲資源物の持ち去りを防
止するため看板を作製し
ています。環境政策課・
大東支所・大須賀支所で
配付しています。自治会
でご活用ください。

資源物の持ち去りは禁止です

缶類などの資源物持ち去り
が全国的に発生しています︒
これを防ぐため︑平成 年4
月に﹁掛川市廃棄物の処理お
よび清掃に関する条例﹂を一
部改正し︑ごみの持ち去りを
禁止しました︒
ごみ集積所に出された缶類
などの資源物は︑市もしくは
市の委託を受けた者以外が収
集運搬することはできませ
ん︒
市では︑早朝パトロールや
啓発看板を配付するなどし︑
資源物の持ち去り防止に努め
ていますが︑条例改正から3
年が経過した今でも持ち去り
26

がん検診 受け忘れていませんか？

肺がん・結核

日程

6月から行われている市

検診名

の検診は︑ 月に終了しま
す︵一部婦人科検診および
特定健診・がん検診同時実
施を除く︶︒受診票︵大腸
がん検診の場合は検査容器︶
をお持ちの方で︑今年度ま

がん検診一覧表

12：20

16：00

10：50

15：30

12：40

16：30

11：10

16：00

13：00

17：00

●静岡県おもと名品展同時開催
●来場者プレゼントもあります（数量限定）
●特別講演会「花緑を育てるボランティア活動のすすめ」
講師 田島和子さん（ボランティア団体代表）

募集しています!
寄せ植え体験希望者︑当日
の運営ボランティアなどを募
集しています︒詳しくは市
ホームページをご覧くださ
い︒

雨天決行

﹁掛川市フラワーフェス
ティバル2017﹂は︑市
民・企業・行政の協働による
花のイベントを通じて①市民
の憩いの場づくり②花緑の知
識 や 技 術 の 向 上 ③﹁花 の ま ち
掛川﹂の発信につなげること
を目的に開催しています︒
花好きの方はもちろん︑こ
れから花のある暮らしを始め
たい方にもお勧め︒見て︑体
験して︑買って自宅で楽しめ
るイベントです︒家族や友達
を誘ってご来場ください︒

■展示コーナー
催し物広場中央展示︑ミニ
ガーデン︑コンテナガーデニ
ング︑盆栽・水石︑生け花︑
フラワーアレンジメント︑フ
ラワーボトル︑プリザーブド
フラワーなど

生涯学習センター（御所原）

入場無料

■体験コーナー
花苗の寄せ植え︑生け花︑
押し花︑フラワーアレンジメ
ント︑こけ玉︑鉢へのお絵か
きなど

■販売コーナー
花苗︑鉢花︑切り花︑園芸
雑貨・用品︑果物︑野菜など

11/11（土）9：00〜16：00
・12（日）9：00〜15：00

つなげよう笑顔の和
広げよう花の輪

フ
掛川市フラワーフェスティバル
実行委員会
主催

く︑常連の方はより深く︒作

15：00

ラワーフェスティバル
維持管理課（☎21-1154）

家さんとの再会も楽しい文化

10：30

▲

掛川駅南口発 大須賀支所発

展に︑ぜひお越しください︒

15：40

横須賀で
アートと交流

11：10

ア ー ト と い う と 敷 居 が 高い

14：40

と感じているみなさん︒遠州

10：10

横須賀街道の普通の民家が作

15：00

品の展示会場となる﹁ちっ

10：20

ちゃな文化展﹂で︑その敷居

14：00

を越えてください︒

9：30

会場延べ100人の作家

14：30

さんによる催しのため︑絵画

10：00

や版画のような親しみやすい

13：40

作品もあれば︑一見何か分か

9：10

らない展示までジャンルは豊

14：00

富です︒会場では作家さんが

9：40

お出迎え︒作品の解説を聞き

13：10

ながら︑気軽にアートとトー

8：50

クが楽しめます︒

13：40

このスタイルでファンをつ

9：20

かみ 回目を迎えた文化展は︑

掛川駅南口⇔大須賀支所

にぎわう遠州横須賀
街道の様子

12：00

すっかり秋の風物詩として定

無料シャトルバス時刻表

▲ロートアイアン作品

8：30

68

10/20（金）13：00〜17：00
・21（土） 9：00〜21：00
・22（日） 9：00〜17：00

着しています︒初心者に優し
運行日：21・22日、所要時間約40分

町並み美術展で人情にふれよう

主催 遠州横須賀倶楽部
掛川観光協会大須賀支部

19

州横須賀街道ちっちゃな文化展
掛川南部観光案内処（☎48-0190）
9：00〜16：00 水・木曜日休館

遠

Information

10

茶エンナーレの掛川で
感性豊かな子育てを
﹁かけがわ教育の日﹂は︑
○世界一短いメッセージ優秀

ン﹁大東ふるさと太鼓﹂

○オープニングアトラクショ

作品の発表・表彰

︻第二部︼ ︵午前 時 分〜︶

30

ポンプ車︑水槽車︑救助工

掛川市消防本部では︑秋季 ■楽しみ方
月9 ︻見る!︼

火災予防運動期間中︵

日㈬︶のイベン

作車︑救急車などの消防車両

月

トとして︑楽しみながら学べ

防火ポスター展︑火災予防映

画の上映など

放水体験など盛りだくさん︒

救助服を着てミニレス

日㈯
時〜午後

など

キッチンカーによる軽食販売

遊具︑焼き鳥︑わたがし︑

ミニ消防車乗車︑ふわふわ

︻遊ぶ・味わう!︼

生体験など

験︑煙体験︑AEDと心肺蘇

験︑地震体験車による地震体

キュー︑防火衣を着て放水体

■とき
月

午前

▲

■参加料
無料

■対象
どなたでも

来場ください︒

※当日は駐車場から徒歩でご

生涯学習センターの
駐車場をご利用ください︒

■ところ
中央消防署︵掛川︶

時

ミッションをクリアせよ！

■キャッチフレーズ
君も消防隊員になりきって

い︒

ぜひ︑ご家族でお越しくださ

ない︑ミニレスキュー体験や ︻体験する!︼

普段は経験することのでき

今年も開催します︒

の展示︑救助隊の訓練披露︑

日㈭〜

11

る﹁消防フェア2017﹂を

15

︻第一部︼︵午前9時〜︶

市民一人ひとりに教育の大切
さを考えてもらい行動する
学校と地域が連

携した文化・芸術活動の実

○実践発表

や地域︑学校が強い絆と深い
践紹介﹁大浜中ギャラリー

きっかけとして︑また︑家庭
信頼で結ばれ︑市民総ぐるみ
○市町対抗駅伝出場者壮行会

について﹂

年度

で掛川市の教育を考えていた
だく契機として︑平成
はかけがわ茶エンナーレの開

から開催しています︒今年度
催に合わせて︑﹁文化・芸術

︵静岡文化芸術大学名誉教

熊倉功夫さん

○基 調 講 演

授・前 学 長 ︑ M I H O

に家族・地域ぐるみで楽しむ
ことの大切さ﹂をテーマとし

MUSEUM館長︶
○かけがわお茶の間宣言唱和

熊倉功夫さん

熊倉さんは︑茶道の歴史
や和食など日本文化につい
て研究をされています︒
第二部で︑子どもたちが

2

19

ました︒多くのみなさんのご

日㈯
分

参加をお願いします︒
■とき
月
時

11

■ところ
文化会館シオーネ︵大坂︶

午前9時〜

18

11
10 11

20

文化・芸術に触れることの
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11

11

10

大切さについてお話します︒

▲防火衣を着て放水体験をする子どもたち

消防への理解を深めよう

か

けがわ消防フェア2017
消防本部予防課
（☎21-6104）

11

けがわ教育の日

お茶の間で文化・芸術を語ろう

教育政策室
（☎21-1109）

か
Information

その

90

域完結型医療体制の整備や地域包括

私もパネラーとして︑掛川市の地

日に愛知県産業労働セン

の医療とまちづくりシンポジウム﹂

いました︒また︑討論に先立って主

めるのか﹂などについての討論を行

寿社会のために︑行政は何をどう進

のようなイメージなのか﹂﹁健康長

﹁今後の医療と健康長寿社会とはど

パネルディスカッションでは︑

ない﹂ということと理解していま

域コミュニティを育てなければなら

めには︑私たちは互いに支え合う地

﹁幸せな健康長寿社会を実現するた

意見や考え方もあると思いますが

統合医療については︑いろいろな

病気になりにくく︑健康寿命が延び

ケアシステムの構築などの取り組み

催者から﹁﹃統合医療﹄とは医療モ

す︒今回のシンポジウムに参加を求

境﹂の3つの日本一を目指して市民

について︑①全国初の自治体病院同

デルと社会モデルがあり︑医療モデ

められましたのも︑﹁ふくしあ﹂の

︵一社︶MOAインターナショナ

士の統合となる﹁中東遠総合医療セ

ルはハイテク技術にできるだけ頼ら

官民による多職種連携の支援体制

生活の質は高くなることなどが分

②急性期病院の後

ず︑さまざまなな方法を組み合わせ

や︑市民・企業・行政が協働してま

とともに﹁協働のまちづくり﹂を進

ンター﹂の開設

て治療効果と生活の質の向上を目指

ちづくりを進める取り組みが統合医

ル︑︵一財︶MOA健康科学セン

方支援機能を高めることを軸に︑医

します︒社会モデルは︑コミュニ

療の社会モデルの取り組みにつな

かってきました﹂という趣旨の解説

療︑保健︑福祉︑介護︑教育の中核

ティが主体となって互いのセルフケ

がっているからではないかと感じま

めることができる根幹には︑﹁報徳

ゾーンとして旧病院跡地に﹁希望の

アを支え合い︑健康の社会的格差

した︒超高齢社会では︑これまで家

ターが主催し︑厚生労働省や環境

③在宅生活を総合的に

︵収入︑地域などによる差︶の是正

族が果たしてきた役割を地域コミュ

があり︑これらを背景に昨年︑厚生

支援する地域拠点として市内5か所

を目指します︒そして医療モデルと

と生涯学習﹂という理念や活動があ

に地域健康医療支援センター﹁ふく

丘﹂を整備

を紹介しました︒

ニティが担わなければならない時代

省︑消費者庁︑愛知県︑名古屋市な

しあ﹂を設置

社会モデルは互いに補い合って健康

になります︒﹁地区まちづくり協議

労働省内に﹁統合医療企画室﹂が設

市民の健康を守るため︑これらが連

長寿社会の実現を目指します︒互い

会﹂のさらなる活躍に期待します︒

ることも紹介しました︒

携して連続性のある健康医療支援体

に支え合うコミュニティ︵ソーシャ

｜

ターで開催されました︒
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置されたとのことでした︒

制の整備を進めていることや︑﹁教

ル・キャピタルの豊かな地域︶では

が︑9月

育・文化﹂﹁健康・子育て﹂﹁環

ど多くの官庁が後援する﹁これから

﹁これからの医療とまちづくりシンポジウム﹂
について

▲掛川市の取り組みを紹介する松井市長

12

中東遠総合
医療センター

小笠袋井
薬剤師会
小笠掛川
歯科医師会

みなさんは弱視をご存じですか?

就学児健診で発見できないと治療で

児健診や保育園などでの視力検査︑

シールで隠し︑弱視眼の視力をのば

ない場合は︑視力の良い方の目を

させます︒眼鏡だけで視力が改善し

子どもに起こる眼の病気﹁弱視﹂

小児期に視力が獲得できず︑視力が

きる年齢を過ぎてしまう恐れがあり

すアイパッチ︵健眼遮蔽︶を併用す

しま模様への反応をみることで大ま

ちゃをしっかり見られるか︑また︑

測定することが難しいため︑おも

それ以下の年齢では︑正確な視力を

査ができるようになってきますが︑

近くの眼科にかかりましょう︒

で視力不良が疑われた場合は︑一度

や保育園などでの検査︑就学児健診

ことがとても大事です︒3歳児健診

早期発見し︑早く治療を開始する

早期発見・早期治療を

要です︒

見つかった場合は︑早急な治療が必

視の原因となるような眼内の病気が

ることもあります︒また視覚遮断弱

しゃ へい

不良な状態を弱視といいます︒生後

ます︒

検査は︑特殊な点眼薬で目の調節

検査で確認

2か月から8歳ころまでの間を﹁視
覚感受性期間﹂といい︑視力が獲得
されていく大事な時期になります︒
ことによって︑視覚中枢が発達し視

機能をまひさせて屈折検査や視力検

この期間に網膜に鮮明な像が映る
力が上がっていきます︒反対にこの

査を行います︒

弱視の原因は︑①屈折異常

かな視力を判断します︒そして︑点

3歳以上になると︑通常の視力検

時期に何らかの原因によって網膜に
鮮明な像が結ばれないと︑視力が獲

弱視②不同視弱視③斜視弱視

眼薬を用いて︑瞳孔を大きく開く散

得されずに弱視となります︒

④形態覚遮断弱視などさまざ

瞳検査を行い︑眼の中に病気が隠れ

弱視の原因と症状

まで︑その原因によって重症

ていないことも確認します︒

まずは適切な眼鏡を装用し︑網膜

治療方法

度が変わります︒
片目が弱視であっても︑も
う一方の目が見えていると︑
ため︑周りから気付くことが

に鮮明な像を映すことで視力を改善

生活に不自由することがない
難しくなります︒また︑3歳

KOHO KAKEGAWA 2017.10
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小笠
医師会
掛川市
介護支援専門員
連絡協議会

中東遠総合医療センター その11

（☎21-5555）

平日夜間・休日の救急診療はまず

N

小笠掛川急患診療所

掛川駅

受診前に
連絡を!

希望の丘内・中部ふくしあ2階（入口別）
（ところ：杉谷南1-1-30、☎61-1299・FAX61-1400）

東名掛川IC
東名高速道路

※急病以外は、通常の診療時間内に開業医を受診してください。
※急患診療所では、交通事故と労災の診察をお受けできません。

月〜金曜日（平日夜間）●受付時間 19：00〜21：30

東名掛川IC

診療科：内科、小児科

土曜日

希望の丘

県立掛川特別支援学校
掛川東
病院

※急患診療所は休み・市内の開業医へ

診療案内 中央消防署（☎21-0119）、市役所日直（☎21-1111）

広場

保育園

日曜日・祝日 ●受付時間 9：00〜11：30、13：00〜16：30
診療科：内科、小児科、外科、歯科（午前のみ）

小笠掛川急患診療所

各医療機関の診療案内は平成29年7月号折り込みの「保存版」または
市ホームページ「救急医療」で検索

静岡こども救急電話相談

＃8000

急な発熱や病気、けがで夜間または休日に受診を迷った
とき、まずはお電話を。保健師や看護師が相談に応じます。

特別養護
老人ホーム

（受付2階）

■固定電話（プッシュ回線）・ 携帯電話 ⇒☎#8000
■固定電話（ダイヤル回線）・IP電話 ⇒☎054-247-9910
平日 18：00〜翌朝8：00／土曜 13：00〜翌朝8：00
日･祝 8：00〜翌朝8：00

※中東遠総合医療センター（☎21-5555）の救急医療は、入院や手術の必要な重症患者を中心に行っています。

11月の子育て・健康案内
・健診、講座の問い合わせ
健康づくり課（☎23-8111）
・子育てコンシェルジュへの相談 こども政策課（☎21-1211）

保健師・栄養士だより
減塩を心がけましょう
厚生労働省は生活習慣病予防の
ため、日本人の1日の食塩摂取目
標量を男性8㌘未満、女性7㌘未
満に抑えるよう定めています。
平成25年度の県民健康基礎調査
によると、平均食塩摂取量は男性10.1㌘、女性8.6㌘
と、目標量を上回っている状況です。
食塩の取り過ぎは、脳血管疾患や心臓病などの生活習
慣病のリスクを高めます。普段の生活から減塩を心がけ
ましょう。
塩分を控える食べ方の工夫
・めん類を食べるときは汁を残す
・刺身や寿司にはしょうゆを付けすぎない
・揚げ物はソースなどを直接かけず、小皿にとり、付
けて食べる
・汁物は具だくさんに
まずは、食べ方から見直してみましょう。

事業名称・受付時間 日 曜

健診・相談・予防接種
説明会
9：15〜9：30

6か月児健康相談
9：15〜9：45

1歳6か月児健康診査
13：00〜13：30

2歳2か月児健康診査

徳育：徳育保健センター（御所原）
大東：大東保健センター（三俣）
対

象

2 木 平成29年 9月出生児
8 水 平成29年 4月 1日 〜15日出生児
13 月 平成29年 4月16日 〜30日出生児
7 火 平成28年 4月 1日 〜15日出生児

13：00〜13：30

離乳食教室

（もぐもぐごっくん教室）

9：15〜9：30

徳育
徳育
大東

17 金 平成28年 4月16日 〜30日出生児

徳育

8 水 平成27年 8月 1日 〜15日出生児

10 金 平成26年10月 1日 〜15日出生児
14 火 平成26年10月16日〜31日出生児

徳育

徳育

20 月 平成26年 9〜10月出生児

大東

15 水 生後4〜8か月児の親（予約制）
29 水 29日は託児なし

徳育

パパママセミナー（両親育児編） 30 木
13：15〜13：30

徳育

16 木 平成28年 3〜4月出生児

13：00〜13：30 13 月 平成27年 8月16日〜31日出生児

3歳児健康診査

会場

出産を控えた夫婦
（予約制）

徳育

●各健診とも、上記日程で都合のよい日に受けてください。
●赤ちゃんの身体測定は、徳育保健センターの開館日午前9時〜午後4時
に、いつでも身長や体重を測ることができます。
※転入された方へ 高校3年生以下の子どもがいる保護者で、まだ予防接種
の手続きが済んでいない場合は、母子健康手帳を持っ
て徳育保健センターへお越しください。
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図書館へ行こう

市立図書館

お薦めの1冊を
紹介します

28
BooKリレー○

■中央図書館（☎24-5921）
午前9時〜午後5時（水・木曜日は午後7時まで※）
11月の休館日：毎週月曜日、24日（金）

『のろまなローラー』はいつ
でもゆっくり。何台もの車に追
い越され邪魔者扱いされます
が、でこぼこ道をていねいに平
らにして、最後はみんなから感
謝されます。子どものころに読
んでもらった絵本の中で一番
心に残っています。もう少しし
たら、初 孫に読 んであげたい
と思います。

■大東図書館（☎72-1143）
午前9時〜午後5時（木曜日は午後7時まで※）
11月の休館日：毎週月曜日、23日（木・祝）、24日（金）
■大須賀図書館（☎48-5269）
午前9時〜午後5時（金曜日は午後7時まで※）
11月の休館日：毎週月曜日、23日（木・祝）、30日（木）
※祝日は午後5時まで

▲子ども読書活動推進会
議委員・中村千里さん

ワクワク・ドキドキ♪ 今月紹介する話題の本
新版クラシックで
わかる世界史

ほんはまっています
のぞんでいます

西原稔/著
（アルテス
パブリッシング）
宗教改革から第一次世界大戦まで、
激動のヨーロッパを作曲家たちはど
う生き抜いたのか。音楽を歴史の視
点から考察した本です。名曲が生ま
れた背景を知ることで、より音楽を
楽しめるのではないでしょうか。

催

し物・展示

かこさとし/作・絵
（復刊ドットコム）
あなたは本が好きですか?本を無理
に読むことはありません。でも、本
はあなたがそばに来て、読んでくれ
るのをいつでも待っています。本が
読みたくなったらどうしたらいいか
を分かりやすく伝えます。

10月28日（土）〜11月5日（日）

オーシル・カン
スタ・ヨンセン/作
ひだにれいこ/訳
（福音館書店）
丸太の男の子キュッパは、いろいろ
なものを集めるのが大好き。集めた
ものを分類して整理しましたが、箱
も引き出しもいっぱいになってしま
いました。そこでキュッパは博物館
を開くことにしたのです。

市内34か所へ！ 移動図書館

★は各館へ申し込み、■は直接会場へ

図書館フェスティバル2017

キュッパの
はくぶつかん

※詳しくは
8ページ参照

■夕やけコンサート 大東
とき：10月29日（日）午後4時〜5時
内容：歌や昔話のタペストリーシアターなどをお楽しみください。
■かけがわ茶エンナーレ作品展示 大東
期間：11月3日（金・祝）〜11月19日（日）
内容：見学者が参加するアート「つながる」、現代作家の陶芸作品展
「掛川で生まれたモノたち」の会場となります。また名僧
「白隠」
の貴重な作品を展示します。

小学校、公民館、農協などを巡回しま
す。日程は図書館へ問い合わせるか、
図書館ホームページをご覧ください。

■福島の今を知る写真展 中央
期間：11月22日（水）〜12月3日（日） ※初日は午後1時から

絵

本のよみきかせと楽しい手遊び

対 象：乳幼児と保護者
中 央：11月 3日（金・祝）
・10日（金）午前10時30分〜11時
大 東：11月 3日（金・祝）
・10日（金）午前10時30分〜11時
大須賀：11月 17日・24日（金）
午前10時30分〜11時
※
のおはなし会では子育てコンシェルジュが
育児相談などを行っています。

よみきかせ会 ひまわりのおはなし会
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北部
おおぞら号

■福島の今を知る講演会 中央
とき：11月26日（日）午後1時30分〜3時30分

中

央：毎週水曜日 午後3時〜

南部
コスモス号

絵本のよみきかせと簡単な工作
対 象： 幼児から小学校低学年
中 央： 11月11日・25日（土）午後3時〜3時30分
大 東：11月 4日・18日（土）午前10時30分〜11時10分
大須賀： 11月11日・25日（土）午後3時〜3時30分

おすすめ絵本の紹介「え（ほ）んむすび」
対
中

象：家庭でよみきかせをしたい方
央：11月17日（金）午前10時30分〜11時

事業名

とき・ところ

対象・参加料

内容・申込方法など

どなたでも
季節の変わり目に
10/12（木）10：30〜12：00
15人
5歳若返る美肌講座
竹の丸（掛川）
1,000円
竹の丸（☎22-2112）

第1部は洗顔でできる美肌づくり講座、第2部はお茶
を飲みながら肌の悩みにお答えします（自然素材の
石けんサンプルと竹の丸カフェのケーキ付き）。
電話で申込（申込順）

海岸防災林をみんなで育成 10/14（土）8：30〜10：30
しお さい
もり
どなたでも
①国安地内
潮騒の杜育樹祭
参加無料
維持管理課（☎21-1154） ②沖之須地内

持ち物 帽子、タオル、軍手、飲み物、草刈り道具（草
刈り機は使用できません）※雨天決行
直接会場へ

動物愛護ボランティア
意見交換会
環境政策課
（☎21-1145）

犬・猫が好き
な方
10/16（月）13：30〜
中遠総合庁舎西館（磐田市） どなたでも
参加無料

県動物愛護管理推進計画の状況、犬・猫の新しい飼
い主を探す取り組みの推進について意見交換をし
ます。興味のある方はご参加ください。
10/10（火）までに電話で申込

ローマ字入力と タイピングの基礎とインターネット検索の方法につ
やさしいパソコン教室
10/18（水）9：30〜11：30 マウスの操作が いて学びます。パソコンは市役所で用意します。
IT政策課（☎21-1341） 市役所4階会議室6
できる方8人
10/13（金）までに電話で申込（申込多数のとき
参加無料
は抽選）
お茶屋さんのお茶いれ方
講座と和風アフタヌーン 10/21（土）11：00〜14：00
竹の丸（掛川）
ティー
竹の丸（☎22-2112）
創業支援セミナー
「先輩創業者から学ぶ
創業のポイント」
産業労働政策課
（☎21-1125）

講師は茶審査技術8段を持つ市内お茶屋さん。おい
どなたでも
しいお茶 の い れ 方 講 座 の 後 、和 風アフタヌーン
15人
2,500円（点心・ ティーをいただきます。
スイーツ付き） 10/10（火）から電話で申込（申込順）
講師は日本リバース静岡院プレイン院長の石川茂
樹さん。ビジネスチャンス相談を利用し創業した石
川さんの体験談から、創業・創業直後の疑問点や悩
みを解決していきましょう。
電話で申込（申込順）

10/21（土）13：30〜15：30 どなたでも
（受付13：00〜）
30人
中央図書館（掛川）
参加無料

①掛川市将棋交流大会
10/21（土）
②将棋講座&指導会
①9：30〜15：00
文化振興課
（☎21-1126・FAX21-1165） ②13：00〜15：00
日本将棋連盟掛川支部・中山 たまり〜な（満水）
（☎090-5869-6505）

①一般2,000円、
高校生以下
1,200円（昼食
代含む）
②小中高生30人
参加無料

①A〜C級、初級の全4クラスで開催します。②講師
わたる

は神谷広志八段、八代弥六段、中尾敏之五段
①②10/12（木）までに申込書を市役所3階文化
振興課へ直接提出または郵送（〒436-8650長谷
1-1-1）、FAX、メール（culture@city.kakegawa.
shizuoka.jp）で申込（申込順）

お昼のピアノミニコンサート
10/23（月）12：30〜13：00 どなたでも
文化会館シオーネ
市役所1階ロビー
入場無料
（☎72-1234）

ピアニストの柴田典子さんとチェロ奏者の石田聖子
さんによる、心地よい音色をお楽しみください。
直接会場へ

ウッドアミューズメント
木の遊びがたくさんあるよ
親子50人
10/28（土）10：00〜12：00
県中遠農林事務所
（20組程度）
掛川市森林組合（大和田）
（☎0538-37-2301・
参加無料
FAX0538-37-2305）

鉛筆作り、木のジャングルジムなど、木を使った遊び
を通して森と触れあってみませんか。イノシシ汁の
試食もあります。
FAXまたはメール（nourin-chuen-shinrin@pref.
shizuoka.lg.jp）で申込（申込順）

ふくしあ健康相談（11月）
●東部ふくしあ（☎61-2900）
11/15（水） 9：30〜11：30
道の駅掛川
11/ 1（水）10：00〜11：40
●中部ふくしあ（☎28-9713）
11/ 8（水） 9：30〜11：30
●西部ふくしあ（☎29-5977）
11/ 7（火） 9：30〜11：30
●大東ふくしあ（☎72-1116）
11/ 1（水） 9：30〜11：30
●大須賀ふくしあ（☎48-1007）
11/ 2（木） 9：30〜11：30

みんなで楽しくNEWスポーツ!
スポーツ振興課（☎21-1159）

掛川市スポーツ推進委員が主催するスポーツ体験講座です

ラケットテニス体験教室

健康な体の作り方講座

スポンジボールを使った体育館で
行うテニス。初心者でも楽しめます。
運動不足を解消しましょう。

体のゆがみを整える体操です。自
宅で行えるよう、実技を中心にスポー
ツ推進委員が指導します。

■あいり〜な会場（体育館）
とき 毎月最終金曜日 19：30〜
■し〜すぽ会場
とき 毎月最終火曜日 19：30〜
対象 どなたでも
参加料 100円（保険料など）
申込方法 直接会場へ

とき 10月15日（日）10：00〜11：30
（受付9：40〜）
ところ 大須賀老人福祉センター
対象 どなたでも
定員 40人
参加料 100円（保険料など）
申込方法 電話で申込（申込順）
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事業名

とき・ところ

対象・参加料

11/3（金・祝）
着物で秋の掛川城を散策
11：00〜14：00
竹の丸（☎22-2112）
竹の丸（掛川）
11/3（金・祝）〜5（日）
9：00〜16：00
掛川城公園菊花展
維持管理課（☎21-1154）（最終日は15：00まで）
三の丸広場（掛川）

どなたでも
入場無料

市民のみなさんが丹精込めて育てた満開の菊の花
をお楽しみください。菊花の即売もあります。
直接会場へ

どなたでも
500円/人
（事前申込者
300円/人）

新茶の呈茶、最高級深蒸し茶「天葉プレミアム」の
氷出し茶、お茶鑑定、音楽鑑賞を楽しめます。駐車
場は中央図書館をご利用ください。
直接会場へ（事前申込は代表者の氏名、住所、電
話番号、参加人数をFAXまたはメールで申込）

浜松医科大学公開講座
11/4（土）14：00〜16：10 社会人、学生
浜松医大発 最新医療の話
（開場13：30〜）
250人
浜松医科大学学務課
浜松医科大学（浜松市東区） 受講無料
（☎053-435-2202）

①「お子さんお孫さんのための食物アレルギー予

フェスタおおすか
大須賀中央公民館
（☎48-1012）

11/4（土）9：00〜16：00 どなたでも
大須賀中央公民館（西大渕） 入場無料

大須賀区域の講座や教室などの活動の成果を、作品
展示などで発表します。無料映画鑑賞もあります。
直接会場へ

e〜ら、ふるさとinおおすか
実行委員会事務局
（JA遠州夢咲大須賀支店
☎48-3211）

11/5（日）9：00〜16：00
大須賀市民交流センター・ どなたでも
大須賀中央公民館・支所 入場無料
敷地内（西大渕）

大須賀区域で活動する各種団体の展示・体験・販売
コーナー、もち投げ、ステージ発表など子どもから
大人まで楽しめる盛りだくさんの内容です。
直接会場へ

どなたでも
〜スキンシップのすゝめ〜 11/6（月）10：00〜12：00 130人
生涯学習センター（御所原）
こども希望課
受講無料
（☎21-1205）

講師は桜美林大学教授の山口創さん。演題は「子育
ての基礎 愛着関係を育む」。具体的な展開方法を
学ぶ講演会で、子育て中の方などにおすすめです。
10/31（火）までに電話で申込（託児希望者は
10/16（月）までに申込）
（申込順）

第八夜 月夜の煎茶会
掛川茶振興協会事務局 11/3（金・祝）
（お茶振興課内☎21-1216・ 18：00〜20：45
掛川城御殿（掛川）
FAX21-1212）
ocha@city.kakegawa.shizuoka.jp

あま ね

子どもの心の育ちを学ぶ講演会
す す め

ビジネスチャンス相談
産業労働政策課
（☎21-1125）

11/11（土）
・19（日）
9：30〜16：30
中央図書館（掛川）

★事業の詳細は︑各連絡先にお問い合わせください︒

伝言板

おさむ

防法」小児科学講座 夏目統さん ②「救急災害医
療とドローンの活用」救急部副部長 齊藤岳児さん
FAX（053-435-2233）などで申込（申込順）

市内在住または
起業を考えている方、経営でお悩みの方の相談に
市内在勤（在学）の方
応じます。
4人
電話で申込（申込順）
相談無料

11/11（土）10：00〜12：00
医療市民講座
どなたでも
中東遠総合医療センター 中東遠総合医療センター
受講無料
（菖蒲ヶ池）
（☎21-5555）

17

内容・申込方法など

どなたでも
着物を着て、もみじ弁当とお抹茶をいただきます。初
15人
めての方でも大丈夫。着物の着付けを補助します。
2,000円（弁当・
電話で申込（申込順）
呈茶付き）

とき・ところ

①「（仮）動脈硬化から身を守ろう」
②「前立腺がんのお話〜その特徴から最新治療まで〜」
中東遠総合医療センターの医師がお話しします。
直接会場へ

対象・参加料

内容・申込方法など

10/11・25、11/8・22、12/6・20 月齢3か月〜1歳 楽器や小道具を使ってさまざまな音楽を赤
0歳児のための音楽教室
の水曜日 9：45〜10：30
3か月の親子15組 ちゃんと一緒に体感しよう。
マンマ・ミュウ・サローネ
大庭（☎090-4853-1388） 生涯学習センター（御所原） 4,200円（6回分） 10/1（日）から電話で申込（申込順）
ひ もん や ぼり

第7回碑文谷彫習作展
大東碑文谷彫の会・宮本
（☎22-5288）

10/14（土）〜22（日）
9：00〜17：00
大東図書館（大坂）

街なか歴史めぐりウォーク
掛川遊歩会・浅岡
（☎080-1600-6955）

10/15（日）8：30〜12：00
掛川駅周辺の歴史散策ウォーク。直虎ゆか
一般の方
掛川駅北口サンクン広場集合・ 300円（資料代 りの地など約8㌔を予定しています。
出発
電話で申込
ほか）

子育てコーチング講座
お母さん応援クラブ・西﨑
（☎23-1240）

お母さん
10/25（水）10：00〜12：00
20人
生涯学習センター（御所原）
500円

特別講演会「脳と身体がイキ
10/29（日）14：00〜16：00
イキする生活習慣」
シオーネ（大坂）
実行委員会事務局
（☎63-2314）
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どなたでも
入場無料

一般市民
入場無料

板や箱を彫って、彩色するめずらしい工芸
絵画です。60点を展示します。
直接会場へ

子育ての悩み解決。自立した子どもをはぐ
くむためのコーチング講座です。
電話で申込（申込順）
（福）大東福祉会設立40周年を記念し講演
会を開きます。講師は国立青少年教育振興
機構理事長の鈴木みゆきさんです。
電話で申込

事業名

とき・ところ

対象・参加料

内容・申込方法など

11/11（土）10：00〜15：00
第21回カリヨン祭
※雨天決行
どなたでも
東海アクシス看護専門学校
東海アクシス看護専門学校 入場無料
（☎0538-43-8111）
（袋井市）

ナース体験、身体計測、車いす体験、手浴体験のほ
か、盲導犬のデモンストレーション、フランクフルト
などの模擬店、スタンプラリーなどが楽しめます。
直接会場へ

①11/12（日）10：00〜15：00
行政書士無料相談会
どなたでも
中央図書館（掛川）
静岡県行政書士会掛川支部・
②11/26（日）9：30〜13：30 相談無料
榛葉（☎23-9380）
大東市民交流センター（三俣）

相続、遺言、遺産分割、成年後見、農地転用、土地境
界、建設業許可、産業廃棄物許可、帰化許可、在留
資格変更届、会社設立など、ご相談ください。
直接会場へ

ふれあいフェスタ
掛川特別支援学校
（☎29-6791）

11/18（土）10：00〜14：00
どなたでも
掛川特別支援学校
入場無料
（杉谷南）

児童生徒による学習発表会や作業製品販売を行い、
日ごろの成果を発表します。また、バザーや掛川東高
校吹奏楽部によるコンサートなども予定しています。
直接会場へ

光る子まつり
袋井特別支援学校
（☎0538-43-6611）

11/18（土）9：30〜14：00
どなたでも
袋井特別支援学校
入場無料
（袋井市）

小学部児童による屋台の引き回しや、中学部・高等
部生徒の作業学習の製品販売、作業実演、作品展示
を行います。バザーや遊びコーナーもあります。
直接会場へ

音楽会の日
吉岡彌生記念館
（☎74-5566）

11/23（木・祝）
①小学生10人 ①段ボールで打楽器「カホン」づくりにチャレンジ
・コントラバス・カホンで構
①10：00〜11：30
保護者付添い可 ②フルート・ヴァイオリン
バ ブ
②14：00〜15：00
②どなたでも25人 成されたユニット「BAB」のコンサート
吉岡彌生記念館（下土方） 参加無料
電話で申込（申込順）

おもてなし料理教室
11/25（土）9：30〜12：00 一般20人
「ちょっとごちそう」おもてなし料理を学びます。
千浜農村環境改善
千浜農村環境改善センター 1,400円（参加料・
11/1（水）から電話で申込（申込順・月曜休館）
材料費）
センター（☎72-5028） （千浜）
五輪柔道金メダリスト
野村忠宏さん講演会
産業労働政策課
（☎21-1125）

どなたでも
11/28（火）18：30〜
入場無料
（開場18：00〜）
生涯学習センター（御所原）（要整理券）

主催は東遠地域労働者福祉協議会。オリンピック柔
道3連覇の野村忠宏さんによる講演「折れない心」
10/30（月）以降、市役所3階産業労働政策課で
整理券配布（申込順・整理券枚数制限あり）

7歳以上（6歳まで 火を使わない作業のため、やけどの心配はありませ
の子どもは保護者 ん。1作品を3人で作ることもできます。
同伴）
10/8（日）9：00〜11/19（日）21：00までに、受講
1,620円/1作品 料を添えて来館で申込（申込順・火曜休館）

クリスマス・キャンドル
作り教室
22世紀の丘公園
（☎24-2722）

12/2（土）
①13：30〜14：30
②15：00〜16：00
たまり〜な（満水）

クリスマス・ランタン
作り教室
22世紀の丘公園
（☎24-2722）

小学5年生以上
出来上がった作品でクリスマスをお楽しみください。
12/9（土）9：30〜11：00 （小学1〜4年生
10/8（日）9：00〜11/26（日）21：00までに、受講
は保護者同伴）
たまり〜な（満水）
料を添えて来館で申込（申込順・火曜休館）
1,620円/1作品

伝言板

とき・ところ

講師は新潟大学創生学部教授の渡邊洋子さん。彌
生先生を通して、女性医師の歩みと「医師が女性で
あること」の現代的意義をお話しします。
電話またはFAX（氏名、住所、電話番号、事業名
を明記）で申込（申込順）

対象・参加料

「乳幼児子育て応援」
うたとよみきかせ（全2回）
今関（☎26-3059）

11/1・8の水曜日
10：30〜11：30
たまり〜な（満水）

掛川工業高校文化祭「葛川祭」
11/3（金・祝）9：00〜14：30
掛川工業高等学校
掛川工業高等学校（葵町）
（☎22-7255）

内容・申込方法など

①茶菓子付き。煎茶と抹茶を選べます。国
の重要文化財で茶会をお楽しみください。
②1人2句、当季雑詠
③文化展は華道や盆栽、俳句・短歌など、芸
10
術祭は舞踊や銭太鼓などの舞台芸術
①③は直接会場へ②は10/20（金）まで
21
に郵送（〒436-0342上西郷2092文化協会 （土）
事務局宛）で申込

3歳までの子ど 歌と絵本で親子の絆をはぐくみましょう。
もと保護者30人 1回のみの参加でも大丈夫です。
電話で申込（申込順）
参加無料
どなたでも
入場無料

展示、招待試合、ステージ発表など。駐車場
なし。公共交通機関でお越しください。
直接会場へ

実行委員会︵☎
1
-162︶
／
午前9時〜 午後1時

①10/29（日）10：00〜15：00 ①一般市民
掛川市文化協会
（入場14：30まで）
茶券1,300円
①市民茶会
掛川城御殿（掛川）
（3枚付き）
②第27回俳句のつどい
②11/21（火）12：30〜
②どなたでも
③文化展・芸術祭
中央図書館（掛川）
1,000円（80歳
①茶道部・小平（☎22-9778）
③文化展11/1（水）〜3（金・祝）、 以上、障がい者無料）
②俳句部・岡上（☎24-5094）
芸術祭11/3（金・祝）
③どなたでも
③芸能部・山崎（☎24-3407）
生涯学習センター（御所原） 入場無料

今月のけっトラ市

特別講演会「医師・教育者
12/9（土）13：30〜15：00
一般100人
としての吉岡彌生先生」
東京女子医科大学看護学部
受講無料
吉岡彌生記念館
大東キャンパス（下土方）
（☎74-5566・FAX74-4841）

24
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かかりつけ医で事前予約を!
高齢者インフルエンザ
予防接種はじまる
健康づくり課（☎23-8111）

★事業の詳細は︑各連絡先にお問い合わせください︒

19

高齢者はインフ
ルエンザにかかる
と、肺炎などの合併
症を引き起こし、重
症になりや す いと
い わ れ て い ます 。
早めに予防接種を受けましょう。
※肺炎球菌予防接種とは異なります。
助成対象 ①65歳以上の市民②60
歳以上65歳未満の市民で、心臓・腎
臓・呼吸器の機能障害、HIV（ヒト免
疫不全ウイルス）の免疫機能障害
で身体障害者手帳1級および同等
以上の方
※入院・入所中の方は主治医と相談の
上、予防接種を受けてください。
自己負担 1,600円（助成は年度内1回。
2回目以降は全額自費）
※生活保護世帯の方は、接種前に福
祉課（☎21-1140）へ申請が必要
持ち物 ①自己負担金1,600円②免
許 証 などの 身 分 証 明 書 ③ 予 診 票
（ある方のみ・予診票は指定医療機
関で配布・個別郵送なし・シニアクラ
ブ会員へは別に配布）④身体障害
者手帳または診断書（60歳以上65
歳未満の方）⑤予防接種実費不徴
収証明書（生活保護受給世帯の方）
申込方法 かかりつけの医療機関へ
事前に予約。掛川市の指定医療機
関でない場合は、事前に健康づくり
課までお問い合わせください。
接種期間 10月1日（日）〜平成30年
1月31日（水）

伝言板

講座
「みんなで支える認知症」
天竜厚生会さやの家
（☎21-1340）

障がい者に準ずる方は申請を
高齢者の障害者控除認定

10月13日（金）に振り込み
6〜9月分の児童手当

障害者手帳を持たない65歳以上の
方で障がい者に準ずると認められる
場合は、障がい者と同様に所得税など
の控除を受けることができます。
認定を希望する方は、福祉課または
大東・大須賀支所内「ふくしあ」へ申
請してください。後日、本人との面接
を行います。
障がい状況に変化がある場合を除
き、既に認定を受けている方は、改め
て申請する必要はありません。

児童手当受給者に、平成29年6月〜
9月分の児童手当を振り込みます。児
童手当は届け出のあった金融機関に
振り込みますので、振込日以降にお確
かめください。

福祉課（☎21-1139）

下記対象者のお宅を民生委員が訪
問し、実態把握調査を行います。
生活状況を伺いながら、救急医療
情報キットの配布と地域見守り活動へ
の意思確認を行います。
期間 10月〜11月末
対象 昭和11年4月2日〜昭和12年4
月1日生まれの独居・高齢者のみの
世帯（施設入所者は除く）

①11/7（火）19：00〜20：30
介護事業所・宮脇の家（宮脇） 高校生以上
②11/18（土）14：00〜15：30 受講無料
介護事業所・さやの家（長谷）

県警察音楽隊の演奏と
11/9（木）14：30ころ〜
カラーガードの演技披露
一般市民
掛川市シルバー人材センター 生涯学習センター（御所原） 入場無料
（☎22-0088）

15,000円/月

3歳〜小学校修了前
（第1子、第2子）

10,000円/月

3歳〜小学校修了前
（第3子以降）

15,000円/月

中学生

10,000円/月
5,000円/月

※高校卒業前の子どものうち、年長者
から第1子と数えます。

健康長寿課（☎21-1142）

対象・参加料

0歳〜3歳未満

所得制限額以上

民生委員が戸別訪問
高齢者の実態把握調査

とき・ところ

こども希望課（☎21-1144）

子ども医療費受給者証・
児童手当の更新はお早めに

こども希望課（☎21-1144）

更新手続きが済んでいない方は、
早めに申請してください。詳しくは
6月中旬に送付した通知をご確認くだ
さい。
■子ども医療費受給者証の更新
申請がない場合、10月1日（日）から
の受給者証が発行されません。
対象 平成14年4月2日〜平成29年
4月1日生まれの子
■児童手当の更新
申請がない場合、10月の支給はさ
れません。
対象 平成29年6月1日に掛川市に住
んでいた児童手当受給者

内容・申込方法など
「一人で抱え込まないで」。認知症を知り、
みんなで支えあいましょう。
担当（稲葉・鈴木・酒井）へ電話で申込
シルバー人材センター30周年を祝う式典の
後、県警察音楽隊とカラーガードによるアト
ラクションを一般公開します。
10月20日（金）までに電話で申込

個人10㌔・5㌔、 詳細は大会ホームページにて。収益は子ど
チャリティマラソンin彩の郷
11/18（土）10時開始
家族・男女ペア もの夢をかなえる活動費に充てられます。
メイク・ア・ウィッシュオブ
（受付8：45〜）雨天決行
3㌔
10/20（金）までに大会ホームページを確認
ジャパン静岡支部
つま恋リゾート彩の郷（満水）
要参加費
の上申込（https：//ssl.mawj.org/sainosato）
（☎080-5181-4113）
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労使間トラブルでお悩みの方
解決をお手伝いします

静岡県最低賃金の改定
時間額 832円

中東遠総合医療センター
電気設備点検で停電

県労働委員会は、労働条件をめぐる
労 使 間 のトラブ ル を 解 決 するた め
「あっせん」の制度を実施していま
す。公益代表、労働者代表、使用者代
表の3人の委員が、公正な立場で話し
合いによる解決をお手伝いします。
まずはご相談ください。

社員、臨時、パート、アルバイトなど
の名称にかかわらず、県内事業場で働
く全ての労働者に適用される最低賃
金が改定されます。
10月4日（水）から適用されます。

電気設備法定点検のため停電しま
す。救急診療は通常通り行いますが、
検査機器やエレベーターなどの使用
が一部制限されます。通常よりお待た
せすることがありますので、ご理解を
お願いします。
とき 10月22日（日）午前10時〜
午後3時（予備日11月12日（日））

西部県民生活センター
（☎053-452-0144）

知っていますか?建退共制度
（独）勤労者退職金共済機構
建設業退職金共済事業本部
（☎03-6731-2866）

建退共制度は、中小企業退職金共
済法に基づき、建設現場労働者の福
祉の増進と建設業を営む中小企業の
振興を目的に創設された退職金制度
です。
労働者が建設業界で働くことを辞
めたとき、建退共から退職金が支払わ
れます。掛金は事業主負担ですが、法
人は損金、個人では必要経費として扱
われ、税法上全額非課税です。
加入できる事業主 建設業を営む方
対象の労働者 建設業の現場で働く方
掛金 日額310円

10月16日〜22日
行政相談週間

シティプロモーション課（☎21-1123）
国の仕事や手続き、雇用、年金、登
記、河川、道路などのサービスについ
て、行政相談員が相談に応じます。秘
密厳守、相談無料です。
10月相談日（午後1時〜4時）
・13日（金） 市役所4階会議室
・27日（金） 市役所4階会議室
大須賀支所1階（西大渕）

伝言板
やさしい書道教室
窪野（☎23-6678）
ドイツリートコンサート
実行委員会・鷲見
（☎080-1559-8520）

静岡労働局労働基準部賃金室
（☎054-254-6315）

中東遠総合医療センター管理課
（☎21-5555）

はかりの定期検査

産業労働政策課（☎21-1149）
計量法により、取引・証明に使用され
る計量器は、2年に1度の定期検査（有
料）が義務づけられています。下記期
間中に必ず検査を受けてください。
受検者には、検査日の約1週間前に
計量協会から通知が送られます。新規
に事業を始めた方やハガキが届かな
い方はお問い合わせください。
対象となるはかり（例）
・商店や工場などで取り引きに使う
もの
・薬局などで薬剤調合用に使うもの
・荷物運送業など荷物の料金を決め
るもの
・農業などの生産者が売買や出荷な
どに使うもの
期間 11月13日（月）〜30日（木）
※検査日程は市ホームページ内でも
紹介しています。

22世紀の丘公園「たまり〜な」
館内点検で3日間休館
たまり〜な（☎24-2722）

館内定期点検のため、下記期間は
休館します。
期間 10月16日（月）〜18日（水）

掛川城グリーンライトアップ
10月は臓器移植普及推進月間
（公財）静岡県腎臓バンク
（☎053-435-3175）

移植医療への理解を深めるため、
10月中の1か月間、掛川城をイベント
カラーの「グリーン」でライトアップし
ます。

市県民税第3期・
国民健康保険税第4期
納期限は11月6日（月）
納税課（☎21-1206）

市役所、支所、市指定金融機関など
のほか、コンビニエンスストアで納付
できます。また、口座振替の方は口座
残高をご確認ください。
〜納税は口座振替が便利です〜

とき・ところ

対象・参加料

毎週木曜日（月3回）
一般
9：30〜11：30
2,000円/月
生涯学習センター（御所原）
11/26（日）
13：30開場・14：00開演
シオーネ（大坂）

一般
入場無料

内容・申込方法など
初級から上級者まで、書道に親しみましょ
う。書道用具一式をお持ちください。
電話で申込
「『詩人の恋』
に恋して」。シューマン・ブラー
ムスのドイツ歌曲コンサートです。
直接会場へ
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公共職業訓練
介護科の受講生募集

10月は里親月間
一日里親イベント参加者募集

県が実施する公共職業訓練（職場
実習付訓練）の訓練生を募集します。
訓練期間 11月21日（火）〜平成30年

児童施設の子どもたちとの交流を
通して、里親制度への理解を深めて
いただくイベントです。子どもたちは、
温かい家庭生活の体験の機会を提供
してくれる里親を求めています。
とき 10月29日（日）午前10時〜午後
3時30分
ところ 磐田市総合体育館（磐田市）
内容 レクリエーションなどを予定。
イベント終了後、希望者を対象に里
親会員などとの座談会もあります。
興味のある方はご参加ください。
費用 参加無料（昼食付き）
申込方法 10月13日（金）までに電話
で申し込み
里親とは さまざまな事情によって家
庭で養育されることが難しい子ど
もを自分の家庭に迎え入れ、温かい
愛情と正しい理解をもって養育す
る方

県立浜松技術専門校訓練科
（☎053-462-5602）

3月27日（火） ※土・日・祝日休み
午前9時10分〜午後2時50分
ところ TAPアカデミー掛川本部校
（掛川）
募集期限 11月2日（木）
対象 障害者手帳をお持ちの方、もし
くは医師の意見書を得られる方で
ハローワークに求職申し込みをし
ている方
定員 10人
費用 受講料は無料。ただし、テキス
ト代10,040円、保険料、健康診断料
などは受講者負担

地震・津波対策寄附金
多くのご支援
ありがとうございます
危機管理課
（☎21-1131）

県西部児童相談所（☎0538-37-2852）
こども希望課（☎21-1144）

★事業の詳細は︑各連絡先にお問い合わせください︒
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件数

個人

274

7,259,180

法人

394

198,654,650

団体

249

12,238,321

合計

917

218,152,151

1（日）
7（土）
8（日）
9（月・祝）
14（土）
15（日）
21（土）
22（日）
28（土）
29（日）
11/ 3（金・祝）
4（土）
5（日）

北

部（掛川区域）
（有）
諸星配管
（株）
トダックス
（有）
松井管工
（株）
マツイ健設
協和水道
（株）
（株）
巧栄水道
（株）
掛川水道設備
（株）
まつだ配管
（株）
浅岡工業
（有）
諸星配管
（株）
トダックス
（有）
松井管工
（株）
マツイ健設
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中東遠総合医療センター
病院ボランティア募集

中東遠総合医療センター管理課
（☎21-5555）

活動内容 車いす介助や院内案内
※職員や経験者がサポートします。
活動時間 月〜金曜日の午前中（1回
につき2時間程度）
対象 ①心身ともに健康②患者さん
のプライバシーを守れる③月2回以
上活動でき長期間継続できる
応募方法 電話で申し込み

掛川駅へ 予約不要

掛川駅

空港へ 予約制

静岡空港

静岡空港シャトルタクシー 検索
運賃 片道1,000円/人（3歳未満は無料）
時刻表 ホームページ参照
予約 空港行きの予約は電話（☎22-3610）、またはホームページから申し込み
※乗車日の2日前までに予約が必要です。
※時間外キャンセルは電話（☎22-3231）で申し込み

宅地内の水道修理の連絡先（土・日・祝日）10/1〜11/5
10/

子どもが高校、大学などに入学予定
のひとり親家庭を対象に、無利子の資
金を貸し付けます
（保証人不要）。
資金種別 就学支度資金・修学資金
申込期限 11月22日
（水）
応募方法 市役所1階こども希望課
で申請書類を配布します。

観光交流課（☎21-1121）※予約方法などは下記のとおり

金額（円）

みなさんからいただいた寄附
金の最新情報などは、二次元
コードもしくは市ホームページ
下部の「注目ページ」からご覧
いただけます。

こども希望課（☎21-1144）

静岡空港シャトルタクシー
10月29日（日）から運行時刻が変わります

平成29年9月8日現在の申出額

区分

母子父子寡婦福祉資金
貸し付けの募集

（☎22-2975）
（☎26-2161）
（☎23-0581）
（☎23-8691）
（☎26-1331）
（☎24-7661）
（☎24-8055）
（☎26-3261）
（☎24-2611）
（☎22-2975）
（☎26-2161）
（☎23-0581）
（☎23-8691）

※宅地内の水道修理は有料です。 水道部
（☎27-0711）

10/

南

1（日）
7（土）
8（日）
9（月・祝）
14（土）
15（日）
21（土）
22（日）
28（土）
29（日）
11/ 3（金・祝）
4（土）
5（日）

部（大東・大須賀区域）
（有）
林配管
（有）
豊設備
（有）
浅岡管興
エイケイ赤堀工事
（有）
（有）
大城配管
（有）
大澄設備
（有）
北端工務店
（有）
三久配管
シンワ設備
（株）
（有）
静管興業
（有）
土屋設備
綱取管興
（有）
林配管

（☎72-5515）
（☎72-5630）
（☎48-4221）
（☎74-3340）
（☎72-4685）
（☎48-4476）
（☎74-2445）
（☎72-7223）
（☎24-3322）
（☎72-4705）
（☎48-2093）
（☎48-2004）
（☎72-5515）

8/20

親子で竹とんぼ作り学ぶ
人間国宝と伝統工芸体験

▲人間国宝・藤沼さん（右）から直接指導を受ける児童ら

竹工芸の重要無形文化財保持者（人間国
宝）藤沼昇さんを講師に迎え、伝統工芸体験教
室が大坂小学校体育館で開かれました。
主催は市伝統工芸体験教室実行委員会と
市。同校で参加を希望した5・6年生の親子14
組28人が、一流の竹工芸家からナイフで削る
角度や軸のバランスなど、直接手ほどきを受け
ながら竹とんぼ作りを学びました。

ち

8/22

千唐流空手大会で世界一
山本さんら喜びを報告

8月に開催された「第12回千唐流 国際空手
道選手権大会宗家杯」で好成績を残した山本
ね

音々さん（原野谷中3年）、山本銀次郎さん、
山田通さんが市役所を訪れ、松井市長に喜びを
報告しました。音々さんはJr.C女子個人形と組
手の部両方で優勝。銀次郎さんはJr.B男子個人
形で準優勝。山田さんは一般男子有段-75㌔個
人組手の部で3位に輝きました。

地域の魅力出し合う
延べ120人が意見交換

▲地域の魅力などを確認しあう参加者ら（原野谷中エリア）

中学校区のまちづくり方針を考えるワーク
ショップが市内9か所で開かれ、地区まちづく
り協議会や幼稚園などの保護者、消防団員ら延
べ120人が地域の魅力などの意見を出し合いま
した。これは、「都市計画マスタープラン」の
改定と、居住、福祉、医療、商業施設などの立
地を適正に誘導する「立地適正化計画」の策定
に生かすために開かれたものです。

とう

▲左から音々さん、銀次郎さん、通さん

ね

8/19〜9/10

8/21・22

にぎわいをもう一度
地域おこしイベント開催

▲参加者でにぎわう金西寺

かつて旧東海道を往来した人々に親しまれ
こん さい

でら

ていた領家区の金西寺で、「カン寺ール」と題
した地域おこしイベントが開催されました。
地域住民らでつくる「旧東海道あいのしゅ
く原川お薬師さんの会」が、当時のにぎわう様
子を再現し歴史を継承しようと企画。約500人
が訪れ、地元の「人と環境に優しいコーヒー」
やストリートライブなどを楽しみました。
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8/23

ピアノの音色で祝福
中央小学校新校舎完成

▲今田さん（左）の伴奏で校歌を歌う参加者

中央小学校の落成式が現地で行われ、関係
者ら約80人が参加。児童代表5人が建築に関
わった人たちに感謝の気持ちを伝えました。
新校舎は鉄筋コンクリート造3階建て。県産
の木材を多く使い、開放的な空間が特徴です。
式典後、国際的に活躍する同校出身のピア
ニスト今田篤さんが演奏を披露し、校歌を一緒
に歌うなどして新校舎の完成を祝いました。

9/3

入館者10万人達成
ステンドグラス美術館

▲松井市長（右）から花束を受け取る井上さん家族

平成27年6月に開館した掛川市ステンドグラ
ス美術館が、入館者10万人を達成し、記念セ
レモニーを開催しました。10万人目の来館者
は岐阜市から観光で訪れた井上昇平さん家族。
セレモニーでは、お祝いのくす玉を割った後、
松井市長などから花束や図録、入館招待券など
が贈られました。昇平さんは「いい思い出に
なった」と笑顔で話しました。
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8/23

郷土の歴史を学ぶ場へ
吉岡大塚古墳を復元・公園化

かりぞめ

▲安全祈願祭で刈初の儀を行う松井市長（右）

国の史跡に指定されている「和田岡古墳
群」の保存と活用を図るため、市は5つの古墳
の一つ「吉岡大塚古墳」の復元・公園化に向け
た工事の安全祈願祭を現地で行いました。
式には地元区長ら古墳群整備委員会メン
バー約40人が参加。工事の安全を祈りまし
た。完成後は、文化遺産を直接見て、学び、歴
史を身近に感じる場として活用されます。

9/2

忍者からのプレゼント
観光案内処完成

▲感謝状を掲げる服部さんと掛川城戦国おもてなし隊のみなさん

観光ボランティアとして掛川城を案内する
へい だ

ゆう

「掛川城戦国おもてなし隊」忍者の服部平太夫
（本名非公表）さんが天守閣南側に観光案内処
を建設し市に寄贈しました。
今後は掛川市全体をアピールできるイン
フォメーションセンターの機能を持つ観光案内
の窓口や、ボランティアの休憩所として活用さ
れます。

広報かけがわ電子版では、フォトニュースをカラーでご覧いただけます。

9/7

ステンドグラスをより身近に
名誉館長から魅力を学ぶ

▲鈴木さん（左）からステンドグラスの魅力を教わる児童たち

横須賀小学校6年生が、市ステンドグラス美
術館名誉館長の鈴木政昭さん（横須賀）を講師
に迎え、ステンドグラスの魅力を学びました。
図工科の授業の一環で、美しいものを感じ取る
感性を磨いてもらおうと企画されました。
児童らは、積極的に鈴木さんへ質問した
り、光輝く本物のステンドグラス作品を鑑賞し
たりして、その魅力を身近に感じました。

9/10

みせた! 掛川の火消し魂
県大会で小型ポンプ操法3位

▲3位入賞を果たした小笠支部代表（倉真分団）の選手たち

第36回静岡県消防操法大会が静岡市で開催
されました。小型ポンプ操法の部には、県内
10支部の消防団代表が参加しました。小笠支
部の代表として倉真分団の児玉太輝さん・松浦
まさ たか

和輝さん・橋本将卓さん・岡田友亮さん・児玉
拓郎さんが出場。日ごろの訓練の成果を発揮
し、見事3位入賞を果たしました。また、松浦
さんは1番員として最優秀者賞も受賞しました。

9/3

大きくなって戻ってきてね
国安海岸でウミガメ放流

▲アカウミガメの赤ちゃんとふれあう家族

掛川総合スポーツクラブが主催するウミガ
メ放流体験が、国安海岸で行われました。
同スポーツクラブ会員と市内家族連れ103人
が参加。1人ひとりにアカウミガメが手渡さ
れ、名前をつけたり観察したりして交流を楽し
んだ後、並んで一斉に放流しました。海に向か
うカメの姿を見て「大きくなって戻ってきて
ね」などの声援が送られました。

9/7

来庁者や職員200人が祝福
市役所deウエディング

▲多くの来庁者や職員から祝福を受ける新郎新婦

掛川市役所で、この日婚姻届を提出した赤堀
邦彦さんと村松とみ江さんをモデルにして、模
擬結婚式「市役所deウエディング」が行なわれ
ました。
これは、婚活支援を行う市民活動団体「ラ
ブ&リアン実行委員会」が、結婚への機運を高
めようと初めて企画したもの。邦彦さんがプロ
ポーズを再現すると、来庁者や職員ら約200人
から大きな拍手が送られました。
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防災の話題
災害時の体制強化に向け研修

9/10

子どもたちの笑顔いっぱい
ふれあい広場

災害時応援事業所連絡会で情報共有
市は9月6日、災
害時の防災・減災
対策の情報を共有
し、体制の強化を
図るため「災害時
応援協定締結事業
所連絡会」の研修
▲熱心にメモを取る参加者ら
を掛川市役所で開
きました。災害時における応援や復旧活動などの協定
覚書を締結している企業など51団体約80人が参加。
企業防災の考え方や備えについて確認しました。
市危機管理課長が南海トラフ巨大地震の被害想
定、避難のタイミング、医療体制など市の防災体制
や企業の防災活動などを紹介。続いて、スルガ銀行
危機管理対策部長の山口正彦さんが、災害時のBCP
（事業継続計画）の必要性を説明しました。

ノウハウ生かし福祉避難所を開設
市と和松会が災害応援協定締結

市は社会福祉法人和松
会と9月4日、災害時にお
ける福祉避難所の開設に
関する協定を締結しまし
た。同法人は、希望の丘
（杉谷南）で重度の障が
いのある方を対象とした
ありうみ
生活介護施設「ぴの ほー ▲認定書を受け取る有海理事長（右）
ぷ」の運営を行っています。その施設とノウハウを活
用して、災害時に福祉避難所を開設します。

▲ポニーの乗馬体験を楽しむ参加者

東遠学園に通う障がいのある子どもたち120
人が、「つま恋彩の郷」で行われた掛川ロータ
リークラブ主催のふれあい広場に招待され、宝
探しなどを楽しみました。なかでもポニーの乗
馬体験は大人気。かわいいポニーとふれあい、
笑顔がはじけていました。
この活動は同クラブの奉仕活動の一環で、
今回22回目の開催となります。

9/14

特別支援学校生が避難誘導
「希望の丘」で初の連携訓練

緊急支援物資の一時保管など支援

市と日東工業がパートナーシップ協定
市と日東工業（領家）が
8月30日、防災・減災対策
に関する「かけがわ防災
パートナーシップ協定」を
締結しました。南海トラフ
巨大地震などの災害に備え
▲認定書を受け取る飯田執行役員 るため、緊急支援物資の一
時保管場所として同社の敷地を提供するほか、防災機
器の広報協力として発災後の通電火災を防止する「感
震ブレーカー」の周知活動などを推進します。
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▲園児の手を引き避難所へ誘導する特別支援学校の生徒（右前）

「希望の丘」（杉谷南）で、敷地内にある
障がい者施設、学校、保育園の3施設が、災害
を想定した訓練を行いました。これは、掛川特
別支援学校が中心となり、事業所間の連携強化
や同校高等部生徒に園児らの避難サポートを任
せることで防災意識を高めようと初めて企画し
たもの。訓練では、生徒が園児らの手を引くな
どし、素早く避難所へ誘導していました。

広報かけがわ電子版では、フォトニュースをカラーでご覧いただけます。

視覚障がいのある方の
目となり情報を伝えるのが
私たちの役目

柳原秀子さん（家代の里）

「音訳ボランティア サークル声」4代目
代表。音訳とは、視覚障がいのある方のた
めに、文字や写真などの情報を音声にして
伝えること。昭和53年に発足し、会員は現
在6人。広報かけがわや図書館の本などを、
視覚障がいのある方の目となって伝える活
動を行う。永年にわたる社会奉仕活動がた
たえられ、平成26年に緑綬褒章を受章。

体調を崩したときに多くの方にお世話にな

り︑﹁元気になったら人のためにできること

をしたい﹂と思っていたところ︑出会ったの

が視覚障がいのある方と交流をするボランティ

アでした︒そこで︑点字が難しく情報を得る

ことに苦労している方が多いと知り﹁サーク

ル声﹂に参加しました︒7年前︑録音媒体の

切り替えをきっかけに︑先輩方の﹁正確な情

人︒

報 を 伝 え 続 け る こ と が 大 切 ﹂ と い う 思すい を 引

き継ぎ代表になりました︒

現在︑音訳ボランティアの利用者は

市の広報紙をはじめ︑ごみの出し方マニュア

ルや防災マップなど生活に欠かすことのでき

ない情報を提供しています︒市は︑写真や絵

などを活用し︑読むことができる方に分かり

やすい刊行物を作ります︒その写真や絵の情

報を言葉で説明しながら︑視覚障がいのある

方に分かりやすく伝えることが私たちの役目

で す ︒ 目 で 見 て 得 ら れ る 情 報 を 全 て 言 葉 にし

て伝えることは容易なことではありません︒し

かし︑利用者から﹁声の広報のおかげで申請

をすることができた﹂などの感謝の声を聞く

とうれしくなり︑これからも頑張ろうという

気持ちになります︒また︑私たちは利用者と

の交流を﹁声見知り﹂と呼び大切にしていま

す︒お互いを知り︑助け合うことで信頼関係

が生まれます︒利用者から相談があれば音訳

に関わらず︑できる限り協力しています︒

この活動は︑途絶えさせてはなりません︒

今年から家事や仕事と両立できるように土曜

日にも活動日を設けました︒私たちと一緒

に︑情報を届ける仲間を募集しています︒

今後は︑さらに多くの方に会の存在を知っ

てもらい︑まだこのサービスを利用していな

い方にも︑ぜひ利用していただきたいです︒
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検索

KAKEGAWA WAY

平成26年4月、人物を通じて掛川市を紹介する冊子「KAKEGAWA WAY 2014」
を作成しました。広報かけがわでは、
これに続く方々を定期的に紹介していきます。
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描く未来をリンゴに寄せて
Ｔｒｙ ！キッズパーク
子どもたちの体験広場﹁Try!キッズ
パーク﹂が8月6日︑江刺区の蔵町モール
で開催されました︒市の市民提案型協働支
援事業の認定を受けたこのイベント︒参加
した子どもたちは︑消防無線機を使った通
信やスコップ三味線での演奏︑足が速くな
るキッズコアトレなど市内で活躍する大人
たちとさまざまな体験をしたほか︑木工ジ
オラマやTシャツのタイダイ染めなどで夏
休みの工作や自由研究の題材を見つけるこ
併催されたOneLoveフェスタの会

とができました︒
場に飾られた共同アート﹁ぼくらのドリー

第

回全国茶品評会が9月5

〜8日︑長崎県大村市で行われ︑
深蒸し煎茶の部で東山地区の山東
茶業組合︵平井寿博代表理事︶が
回目の

2年連続5回目の農林水産大臣賞
に︑掛川市が2年連 続
産地賞に輝きました︒

点のうち9点で市

消費拡大を図って

販路開拓を含め︑

契機に︑海外での

の︒今回の受賞を

ンドの礎となるも

という掛川茶ブラ

が最高品質である

﹁産地賞は掛川茶

た︒松井市長は

喜びに沸きまし

横断幕を掲示し︑

日︑職員らがテラスに受賞を祝う

この一報を受けた市役所では8

を収めました︒

川﹂の名を裏付ける圧倒的な成績

内生産者が入賞︒﹁お茶のまち掛

蒸し茶上 位

た︒また︑今回の品評会では︑深

う﹁三冠﹂の快挙を達成しまし

国内三大品評会全てで大臣賞とい

品評会でも大臣賞を受賞︒今年の

ブロック共進会︑8月の静岡県茶

山東茶業組合は今年7月の関東

20

いきたい﹂と話し

精神保健福祉総合相談

・

月

西部健康福祉センター掛川支所（☎22-3263）
と き 10/24（火）、11/28（火）13：30〜（事前予約制）
ところ 西部健康福祉センター掛川支所（金城）

献血

福祉課（☎21-1140）
と き 10/17（火）、11/21（火）9：15〜16：00
ところ 市役所北側駐車場

ごみの休日受け入れ

と

環境資源ギャラリー（☎23-2273）
き 10/14（土）
・22（日）、11/11（土）
・26（日）
9：00〜11：30

﹁お茶のまち掛川﹂の実力を
全国に発信していただいた生産
者のみなさん︑受賞おめでとう
ございます︒これを強みにあち
らこちらでPRしていきます!
と︑ここで小話︒数年前︑毎
年通う長野県の宿にお茶を持参
し﹁おいしいお茶を入れますか
ら︑急須を貸してください﹂と
頼んだらさあ大変︒代用品で出
てきたのが﹁とうじそば﹂で
しゃぶしゃぶするかごでした︒
お茶を土産にするときは︑急須
セットがお勧めですよ︒ ︵湯︶
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※使用している薬（外用薬を含む）の名前を伺います。

10

世帯数

女

男

■市の人口（9月1日現在） 人数世帯数（前月からの増減）

ムリンゴ﹂には︑子どもたち一人ひとりの

掛川が産地賞・山東「3冠」
深蒸し煎茶の部で上位独占

第71回全国茶品評会

71
▲市役所に横断幕を掲げ受賞に沸く職員ら

将来の夢やなりたい職業が描かれ︑フェス
タのテーマ﹁一体感﹂を会場全体が味わっ

▲小さなリンゴに描いたそれぞれの夢やなりたい
職業は、大きなリンゴのアートになった

10

ました︒

KOHO KAKEGAWA 2017.10

27

ていました︒

Oshu

みち のく魅 力 発 信
つ な げ る・つ な が る

二次元コード
携帯電話webサイト
「モバイル掛川」

59,003人（− 6） 58,843人（−12） 44,004（＋24）
57,190人（− 8） 56,767人（−31） 42,060（＋ 5）
1,813人（＋ 2） 2,076人（＋19） 1,944（＋19）

117,846人（−18）
113,957人（−39）
3,889人（＋21）

住民基本台帳人口
日本人
外国人

岩手県奥州市
姉妹都市
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