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こ のまちが 、 も っ と 好 きに な る

涼しげな音色でしょ♪
7月29・30日 掛川駅北側の中心市街地で開かれた「掛川納涼祭」。
氷の彫刻「グランドピアノ」で涼しげに演奏!

広報かけがわ電子版

検索

No.205

天守閣や御殿の各部屋に4人のアーティストが作品を展示。
1mを超える大型の絵画作品などを設置します。

大日本報徳社
大講堂、報徳図書館、仰徳記念館に4人のアーティストが
動物の絵画、油絵、映像、3Dプリント作品などを展示します。

竹の丸
竹の丸の離れの1階には1.5m程の大型絵画、2階には人間の型をし
た立体作品や暗室での映像作品を設置します。

we+138、イシバシヤ
広場に茶畑の星と動植物をモチーフにしたすべり台が登場。周辺ビルに
はカラフルな旗がひらめき、ショーウインドウは絵画などで飾られます。

掛川市役所
庁舎内には巨大で不思議なバルーンたちが出現。
屋外には市民のみなさんと一緒に作った「お茶がらレンガ」を
使った「茶室」が造られます。

松ヶ岡

市役所に巨大バルーン
襲来（イメージ）／椿昇

月1回だけ一般公開している掛川藩の御用商人山﨑家住宅「松ヶ岡」を特別公開。11人の
アーティストが、絵画や陶芸など大小さまざまな作品を展示します。

お茶のまち掛川がミュージアムに変わる

掛川城天守閣・御殿

（（日））
開 催

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

19

日

茶草を立体的に組み立てる「かっぽ
し」を期間中に作り、映像を写します。

申 問

11

月

さん ろく

粟ヶ岳山麓の茶草場

（土）
〜

日坂の町並みや歴史的建造物の中など
に、10人のアーティストが立体作品、
写真、書などを展示します。

掛川市で初めて開催する地域芸術祭「かけがわ茶エ
ンナーレ」。開幕まであと50日あまりとなりました。
「茶エンナーレってなに?」という市民のみなさんに、
茶エンナーレの魅力と楽しみ方をお伝えします。

21

日

川坂屋、藤文、萬屋、
本陣跡、山英倉庫、事任八幡宮

月

茶畑を望む土のうソファー（イメージ）
／岡本高幸

茶 エンナーレを楽しむ

かけがわ

10

1

シオーネ

ペットボトルがシオーネを埋め尽くす（イメージ）
／happy unbirthday＋戸井田雄

市民のみなさんから提供していただいたペットボトル約1万本が
ウォーターコートを飾ります。2人のパフォーマーが演じ、来場
者はウォーターコートを歩いて「日常への旅」を体験します。

貞永寺
貞永寺前の白砂が、カラフルな陶器で埋め尽くされます。

アート作品を楽しむ!

日間

30

展示会場は市内全域で50か所以上!
作品展示やパフォーマンスは100プログラム以上!
掛川城御殿や大日本報徳社などの文化財、茶畑や森
林などの自然、商店街や町並みなどふだん見慣れた景
色がアート作品と融合して新たな魅力で輝きます。
期間中はスタンプラリーも開催します。30日間か
けて市内全域をまわって、じっくりとアート作品を
楽しんで、自分のお気に入りを見つけてください。

2

「太陽からの手紙」／中瀬千恵子

さくら咲く学校
旧原泉小学校全体が美術館に。
12組のアーティストが、絵画、写真、茶器、立
体作品などを展示します。

市内全域
子どもたちがベニア板から作った「ベニア人」
が、市内のいろいろな場所に出現します。

そのほか

柴田牧場周辺
原野谷川に生き物のシルエットをあしらったセルロ
イドが飾られ、農機具小屋がカラフルなイラストで
彩られます。

これが「かっぽし」

彗星発見の丘
彗星をテーマにした
「COMET」が再登場。
まちなかエリアのすべり
台と一対の作品として完
成します。
「秋の星空鑑賞会」
オリオン座流星群が極大
となる日、五明のお茶を
飲みながら、茶畑で満天
の星空を眺めます。

原田・原泉エリア
高速

森掛川 IC

新東名

五明エリア
JR 掛川駅
1 号線

掛川 IC

150

号線

大東図書館

清水邸

3

東名高

大東エリア

横須賀エリア

「SPACリーディング・カフェ」
SPAC-静岡県舞台芸術センターの俳優のナビゲートのもと、
演劇台本の読み合わせが体験できます。

10月20〜22日に
開催される「遠州
横須賀街道ちっち
ゃな文化展」の出
展アーティストの
うち14人が、本宅、
蔵、庭園で、クラ
フトや立体作品な
どを週代わりで展
示します。

まちなか
エリア
速

茶畑を見下ろす「彗星発見の丘」

五明茶業組合

東山・日坂
エリア

絵はがきワークショップの作
品や、みなさんが作った紙ね
んどの「お茶のはっぱ」（右
写真）を展示します。
また、白隠の貴重な書などを
特別展示します。

高天神城下池
水辺に建てられた小屋から池を望むと、フレームで切
り取られた風景に出会えます。
トイレットペーパーの芯を使った作品／山田ゆか
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土方周辺の茶畑
小笠山麓から藤原京へ宮仕えした女性「土形娘子（ひじ
かたのをとめ）」を顕彰する人型が茶畑に出現します。

2

アートプログラムに参加して楽しむ!

期間中は、茶エンナーレを盛り上げる多彩なアートプログラムが続々登場!
世界的に活躍するアーティストと交流できるチャンスも。
いろいろ参加して、茶エンナーレをみんなで楽しんでください。
ところ

申込方法★
定員・参加料

区分

とき

イベント名・内容

オープニング
ステージ

10/21（土）
11：00〜12：55

三の丸広場

「WONDER̀69 久保ひとみ&ユーコ・タケダ」
K-mixラジオの出張生放送で、2時間まるごと茶エ
ンナーレ特集!

申込不要
参加無料

定期イベント

期間中の土・日曜日
10：00〜15：00

三の丸広場

「三の丸アートマルシェ」
アートクラフトや地元の特産品などを販売。
飲食ブースや体験ブースも出店。

申込不要
参加無料

アート
アカデミー

10/21（土）
13：30〜

大日本報徳社

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
椿昇さんによるトークセッション。

★定員150人
参加無料

ワークショップ

10/21（土）
10：00〜12：00

二の丸美術館

「花芸 安達流主宰 二代安達曈子氏による
ワークショップ
和の美 〜竹廣泰介氏の花器に花を活けよう〜」

9/17（日）から電話
（☎62-2061）で申し込
み、定員15人（申込順）
3,000円（花代・入館料）

ワークショップ

10/21（土）、
11/5（日）
10：00〜16：00

22世紀の丘公園
たまり〜な

乾久子「くじびきドローイング」
くじに書かれたお題を描いて、自分もお題を残す、
どなたでも楽しめるワークショップ。

申込不要
参加無料

イベント

10/21（土）
19：00〜21：00

五明区の茶畑

五明茶業組合「秋の星空鑑賞会」
彗星発見者の西村栄男さんのお話を聞きながら、
茶畑で満天の星空を鑑賞。

五明茶業組合へ
電話（☎28-0552）、
FAX（29-1151）で
申し込み

ワークショップ

10/22（日）
13：00〜16：00

五明茶業組合

船井美佐「お茶会ごっこ」
ダンボールで「ままごと茶室」を作って飾りつけ、
お茶とお菓子でお茶会ごっこ。

申込不要、参加無料
3歳以上（未就学児は
保護者同伴）

アーティスト
トーク

10/29（日）
13：30〜15：30

大日本報徳社

長谷川愛「アーティストトーク」
掛川市出身のアーティスト長谷川愛さんが、展示中
の作品や過去の作品について直接解説。

★定員20人（事前申
込優先・当日受付可）
参加無料

ワークショップ

10/29（日）
13：30〜15：30

掛川市役所

ギャラリー
トーク

11/5（日）
11：00〜、14：00〜

二の丸美術館

竹廣泰介「竹廣泰介氏と陶芸を語る」
竹廣泰介さんが、展示中の作品について直接解説。

申込不要
200円（入館料）

ワークショップ

11/5（日）
14：00〜16：00

五明茶業組合

SPAC「リーディング・カフェ」
SPACの俳優と一緒に、お茶を片手に『しんしゃく
源氏物語』を声に出して読んで演劇体験。

★定員15人
500円（お茶、お菓子
つき）

ワークショップ

11/12（日）
13：30〜15：30

大日本報徳社

長谷川愛「DNAワークショップ」
お茶や唾液からのDNA抽出を通じて、DNAについ
て知識を深め作品をより理解するワークショップ。

★定員15人
500円

ギャラリー
トーク

11/12（日）
14：00〜

二の丸美術館

大庭大介「大庭大介氏の絵画考 〜関係とプロセス〜」
大庭大介さんが、展示中の作品について直接解説。

申込不要
200円（入館料）

ファイナル
イベント

11/19（日）
10：00〜15：00

三の丸広場

「かけがわ大茶縁会」
ステージイベントやアートパフォーマンスを楽しみ
ながら、みんなでお茶を飲んで「大茶縁会」。

申込不要
参加無料

山口典子「親子でつくろう☆自分で描いた肩のり虫
ししゅう

の刺繍シール!」
虫を描いて刺繍ミシンでワッペンを制作。

★定員5組
500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。

かけがわ茶エンナーレ

検索

4

飲んで、食べて、買って楽しむ!

3

期間中、おいしいお茶を飲んで、食べて、オリジナルグッズで楽しんでください。
詳細は、10月発行の「茶エンナーレ公式ガイドブック」でお知らせします。
●お茶すぽっと …おいしい掛川茶を飲めるお店を認定。スイーツセットも登場。
●掛川茶わらび餅 …市内の菓子店が、趣向をこらしたわらび餅を期間限定で販売。
●茶エンナーレグッズ …お菓子や小物など、ロゴ入りオリジナル商品を販売。

4 お得に楽しむ!

（イメージ）

茶エンナーレパスポート

50か所以上の会場の作品をすべて楽しむことのできる「茶エンナーレパスポート」を
発売します。パスポートには市内飲食店などの割引クーポンもついていて、とってもお
得！しかも有効期限は30日間です。
価格

大人1,000円、小中学生300円
（有料施設への入場は、期間中1施設1回となります。）
前売り価格として、10月1日（日）〜20日（金）は、大人900円で購入できます。
（掛川市役所文化振興課、大東支所、大須賀支所で販売します。）

市民お得情報

5 便利に楽しむ!

（イメージ）

茶エンナーレ無料周遊バス

市内6つのエリアを便利にまわることのできる無料周遊バスを運行します。
期間中は、何回でも、無料で周遊バスに乗車できるので、計画的に市内を周遊して掛川全域のアート作品を楽
しむことができます。
バス運行日

期間中の土・日・祝日
【北ルート】

バスルート

掛川駅南口

【南ルート】
掛川駅南口

↓

吉岡彌生記念館

↓

高天神城下池

↓

シオーネ

↓

↓↑

五明茶業組合

原田・原泉エリア

↓↑

高速

森掛川 IC

新東名

↓

5
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↓↑

さくら咲く学校

まちなかエリア

JR 掛川駅
1 号線

掛川 IC

【東ルート】
東名高

速

↓

掛川駅南口

東山・日坂エリア

五明エリア

貞永寺
清水邸

柴田牧場

掛川駅南口

↓↑
大東エリア

横須賀エリア
150

号線

日坂

↓↑
東山

募集する幼稚園・認定こども園
幼稚園

住所

電話番号

募集定員 ※1

さかがわ幼稚園

伊達方474-1

27-0545

30人 ※2

三笠幼稚園

上西郷4116

28-0659

40人 ※3

土方幼稚園

上土方320-1

74-2083

30人

佐束幼稚園

小貫77

74-2084

30人

中幼稚園

中3124

74-2642

20人

大坂幼稚園

大坂2805

72-3811

40人

千浜幼稚園

千浜5870

72-3783

40人

睦浜幼稚園

三俣239-1

72-4771

30人

大渕幼稚園

大渕5935-6

48-3045

30人

横須賀幼稚園

西大渕1010

48-2349

40人

認定こども園
すこやかこども園

住所
宮脇2丁目6-1

電話番号
62-6110

30

年度

が︑募集定員数を超えた場
合は抽選となります︒
③市立幼稚園同士の併願はで
きません︒また︑すでに
市・私立幼稚園に在籍して
いるお子さんの転園の申し
込みはご遠慮ください︒
④私立幼稚園については各園
へ直接お問い合わせくださ
い︒
⑤︵仮称︶大坂認定こども園
整備のため︑平成 年度か
ら大坂幼稚園と睦浜幼稚園
の在園児は睦浜幼稚園舎に
て合同保育となります︒
30

平成

27

入園申し込みを受け付けます

24

幼稚園・すこやかこども園︵幼稚園利用︶

■受付期間
月2日㈪〜4日㈬
午前 9時〜午後4時
■対象児
平成 年4月2日〜平成
年4月1日に生まれた幼児
■申込方法
印鑑をお持ちのうえ︑対象
のお子さんを必ず連れて希望
する幼稚園にお出かけくださ
い︒
■保育料
保護者の市民税額で算定し
ます︒
■注意事項
①受付期間外の申し込みは原
則受け付けません︒
②市内のいずれの幼稚園にも
入園申し込みが可能です
10

募集定員 ※1
40人 ※4

※1 募集欄の人数は3歳児保育の募集人数です。4・5歳児は定員に満たない
人数を募集します。
※2 日坂・東山・東山口地区を優先
※3 倉真・西郷・原泉地区を優先
※4 西山口・粟本地区を優先

こども希望課
（☎21-1205）

6

28

30

11

29

保育園・認定こども園︵保育利用︶

28

■受付期間

9月 日㈭〜 月 日㈫
午前9時〜午後4時
︻土・日・祝日を除く︼
※申込書も9月 日㈭から配
布します︒
※ 月中の毎週木曜日は︑こ
ども希望課で午後7時まで
受け付けます︒
※平成 年5月以降の入園申
し込みは︑ 月1日㈬から
受け付けます︒
■対象児
原則︑乳幼児︑保護者とも
に市内に住所を有し︑平成
年4月2日以降に生まれた乳
幼児
■申込方法
こども希望課︑南部大東ふ
くしあ︵大東支所︶︑南部大
須賀ふくしあ︵大須賀支所︶
で︑入園申込書︵認定申請書︶
の配布と受け付けを行います︒
︵9月 日㈭・ 日㈮は市役
所4階会議室で受け付けま
す︶
■入園基準
保護者が就労︵月 時間以
上労働に従事する︶などの理
10

10

28

31

64

24

保育園
子育てセンターひだまり保育園部

住所
杉谷南2-1-1

電話番号
23-1771

長谷1687-2

24-2251

掛川聖マリア保育園

中央1-8-1

24-0875

かけがわのぞみ保育園

杉谷南1-1-20

掛川中央幼保園保育園部 ※1

葛ヶ丘保育園

すずかけっこ保育園
城東保育園

千浜保育園

和光2-16-1

葛ヶ丘3-4-1

26-9123

大池2956

61-2505

下土方1152-3
千浜4528-6

大坂保育園

よこすか保育園

おおぶち保育園

掛川あそび保育園
認定こども園

24-5501

大坂2808-1

横須賀1371-3

大渕4385-1
岡津63-2

21-3001

74-2201

72-2400
72-2607

48-2258

48-0707

22-8900
電話番号

掛川こども園

家代の里1-5-1

61-3322

桜木こどもの森

家代1761-1

22-8159

こども広場あんり
くるみ幼稚園（保育利用）※2

子育てセンターとものもり
すこやかこども園

小規模保育園
ちゅーりっぷ

小さなお家

ぽっぽ保育園

本郷623-1

中央2-18-5

大池2305

26-2250

22-5394

25-6800

宮脇2-6-1

62-6110

住所

電話番号

沖之須1894-2

48-6737

本所72-2

29-5760

モコ宮脇保育園

宮脇1-4-2

28-9666

きらきら保育園（分園）

中宿132

21-3013

きらきら保育園（本園）※3

柳町36

29-6336

きよさき保育園

清崎104-1

24-7200

掛川みなみ園

南2-16-12

21-7806

桜木こどものへや

家代1761-1

22-8159

※1 平成30年4月に幼稚園型認定こども園へ移行予定
（土曜日閉園、延長保育なし 開園時間7：30〜18：30）
※2 申し込みは直接くるみ幼稚園にご連絡ください
※3 平成29年度中に私立保育園に移行予定

7
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②次のどちらかにあてはま
り︑平成 年度の入園を希
望する方も︑期間中に必ず
お申し込みください︒
・現在︑入園待機となってい
るお子さん
・平成 年 月以降の入園を
希望し︑すでに申込書を提
出したお子さん

住所

■募集園児数
0〜5歳児︵小規模保育
園・すずかけっこ保育園は0
〜2歳児︶︑各園の実態に応
じて定員に満たない人数を募
集します︒
■保育料
保護者の市民税額で算定し
ます︒
■注意事項
①雇用証明書など書類がそろ
わない場合は︑受け付けで
きません︒

子育てセンターさやのもり保育園部

由により︑家庭でお子さんを
保育できないこと︵求職者含
む︶︒
※保護者の就労状況︑同居親
族の状況により︑入所の優
先度を調整します︒
※希望者多数のため︑希望す
る保育園へ入園できないこ
とがあります︒

募集する保育園・認定こども園

29
11

30

平和の尊さを次の世代へ

教育政策室
（☎21-1109）

昭和

年8月

日の終戦か

年︒戦争体験者が高齢化

絶対に
戦争をしてはいけない
広島では︑国境や都道
府県の枠組みを超え︑平

企画政策課

（☎21-1127）

丸山暢仁さん
（城東中3年）

伝えていきます︒

回学んだことを同世代に

落ちることがないよう今

これから原爆が二度と

した︒

他人事ではないと感じま

歳で被爆した方もいて︑

自分たちと同じくらいの

した︒被爆者の中には︑

の上にあるのだと知りま

となってしまった人たち

平和は原爆によって犠牲

さを学びました︒今ある

私は広島で︑平和の尊

たくさんの犠牲の上に
今の平和がある

広島市平和記念式典に中学生を派遣

ら
とともに減少していく中で︑
平和の尊さや悲惨な戦争の記
和な世界を願うたくさん
の人々の姿を見ることが

憶を次世代に語り継いでいく
ため︑市では昨年度から中学
できました︒みんなが一
つのことを思い︑祈る姿

生を広島市平和記念式典へ派
遣しています︒
に感動しました︒
一瞬にして人々の夢や

今年も3校6人の生徒が広
島の地を訪問︒1日目は︑平

希望を奪った原爆︒この

ま せ ん︒

強く思った こ の 夏 を 忘 れ

争をしてはいけない﹂と

感じました︒﹁絶対に戦

どれだけ幸せかを改めて

事実を知り︑今の生活が

和記念資料館と平和記念公園
を見学し︑戦争体験記や当時
の映像から被爆者たちの思い
を感じとり︑その目に焼き付
けました︒2日目は︑被爆者
や政府関係者︑海外代表者ら
多数とともに式典に参列し︑
平和への祈りを捧げました︒
戦争を知らない子どもたち

か こ

15

が︑被爆地広島で見て︑聞い

高橋佳子さん
（西中3年）

20

て︑感じた思いを紹介しま
す︒

広島市平和記念公園「原爆の子の像」前

平和記念式典に参列

原爆ドーム前

72

「ヒロシマ ピース ボランティア」（右）
から原爆被害の説明を受ける

8

誰もが活躍できる社会へ
３

市は︑性別に関係なく誰も
次の4つを︑重点的に推進し

策を定めました︒その中でも

第

次
男女共同参画
行動計画を推進します

1129︶

が活躍できる男女共同参画社
ていきます︒

生涯学習協働推進課︵

会の実現をめざし︑平成 年

それぞれに合った学習会な

れた性別役割分担やさまざま

は︑高度経済成長期で形成さ

だ十分とはいえません︒これ

重要な場に積極的に参画でき

女性が政策の決定過程などの

況です︒意識の転換を図り︑

女性の参画が進んでいない状

解は違います︒
ど啓発活動を進めていきます︒

な社会制度︑慣行が要因︒こ

るよう進めていきます︒

仕事と生活の調和実現

れらを取り除き男女がともに

働きやすい社会づくりに取り
組みます︒

政策・方針決定過程へ

職場・生活環境づくり

働き方や暮らし方を見直

を感じながら仕事や家庭・地

し︑誰もがやりがいや充実感

男女があらゆる分野で対等

域など社会生活において責任

の女性参画の拡大

に参画し︑その責任を分かち

を果たすよう個人の意識改革

のいずれかの方法でお申し込みください。

合うことは︑活力ある将来を

に記入し、郵送、FAX、メール、窓口持参

を促します︒そして︑事業者

市ホームページ、市役所1階総合案内、

形成していく上で重要なこと

大東・大須賀支所に備えてある寄附申込書

男性中心型労働慣行な

寄附の申し込み方法

に対しても職場環境の整備を

お願いします。

です︒しかし︑さまざまな社

寄附金です。みなさん、積極的なご協力を

どの変革と女性の活躍
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9

市は、男女共同参画の学習会を
行っています。地域の会合など人が
集まる際に、お声かけください。

積極的に働きかけ︑仕事と生

う、協働や共助の取り組みの一環としての

男女共同に関する教育

業、団体と連携して募金活動に取り組んで

④

自分たちの地域は自分たちで守るとい

までの5か年で取り組む﹁掛

間で3億円を目標に、市民、自治会、企

会的要因によって政治・行政

百万円の寄附をいただいています。

川市第3次男女共同参画行動

意識を高めるため、平成25年10月から5年

女性の就業率増加など女性

最終年度を迎え、7月末現在、2億1千6

や学習機会の充実

した対策を推進しています。全市的に防災

活の調和を図っていきます︒

目標額まで残り1億円

計画﹂を平成 年3月に策定

と市は、地震・津波による死者ゼロを目指

分野をはじめ︑地域などでも

① 海岸防災林の強化整備
② 木造住宅の耐震化補助
③ 防災ベッド・シェルター設置補助
④ 家具の転倒防止

21
-

家庭や職場︑性別や世代な

掛川市地震・津波対策寄附金推進委員会

③
④
③

し実行しています︒

2万1千棟が全壊すると想定されています。

どそれぞれの立場によって︑

800人が亡くなり、建物の40%にあたる約

行動計画では︑条例の基本

沿いで巨大地震が発生した場合、市内で約

▲原谷地区で開催した学習会の様子
②
①

①
静岡県第4次被害想定では、南海トラフ

の活躍は進んでいますが︑ま

次の事業などに活用されています

34

死者ゼロを目指して

男女共同に関する考え方や理

危機管理課（☎21-1131・FAX21-1168）
kotu-bosai@city.kakegawa.shizuoka.jp

②
います。

29

寄附をお願いします

理念をもとに9つの基本的施

地震・津波対策への

Information

美

下水整備課
（☎21-1170）

しい水環境は家庭から
下水道接続・浄化槽切り替えを

-

交

掛川観光協会ビジターセンター
「旅のスイッチ」
（☎24-8711）
受付時間 9：00〜17：00

法定検査
年に1回

通規制のお知らせ
掛川祭・駅南地区祭典

■祭典中のバス路線変更
祭典中（6日㈮〜8日㈰、延期の場合は9日（月・祝））は運休せず迂回
します。詳細は各バス会社にお問い合わせください。
●市街地循環バス南回り、東山線、粟本線、居尻線、倉真線、桜木線（満
水線は通常どおりの運行です） 掛川バスサービス㈱（☎24-7331）
●市街地循環バス北回り ジーネット㈱（☎24-2210）
※祭典中、交通渋滞による遅延も予想されますのでご注意ください。

■駐車場のご案内
祭典中（6日㈮は18：00〜21：00、7日㈯〜8日㈰は9：00〜21：00）
は交通規制のため「大手門駐車場」が利用できません。
中心市街地活性化推進室（☎24-1162）

十九首

下俣町

10/ 7（土）
12：50〜15：30

円満寺

中央小

浜

大手町

西掛
川駅

コンビニ●

長谷橋

三谷田橋

逆川

N

中電
中央1
丁目 NTT

亀の甲一丁目
亀の甲二丁目

●
市役所

掛川駅

駅南第2駐車場
● 薬局

あいり〜な

神明町

神明宮

天然寺

道神町

仁藤町

肴町
栄町

駅北駐車場
橘町

旭町

松尾町

連雀

研屋町

郵便局

線

白山神社

掛川城

瓦町

西町 中町

中央2丁目

中央 第一小
図書館

二の丸
美術館

緑町

天

津島
神社

西高

十王

至旧国道1号

消防署

城内
城西

の区域内

生涯学習センター

弥生町
旧国道1号

逆川

浄化槽
管理者

保守点検
4か月に1回以上

祭典期間10/6㈮〜8㈰ 予備日9（月・祝）

橘町
交通規制図
規制実施時間

保守点検
業者

日は﹁下水道の日﹂

37

9月

-

清掃
年に1回以上

指定検査機関

10

◆浄化槽には法律で定めた維
持管理を
浄化槽の機能を十分に発揮
させるため︑浄化槽法に基づ
く保守点検︑清掃︑法定検査
の3つを必ず行いましょう︒

検査機関から法定検査未受
検者へ︑受検案内通知や電話
による啓発を実施していま
す︒お早めに︑受検の申し込
みをお願いします︒
︻法定検査︼
︵一財︶県生活科学検査
センター
☎054 621 5863
︻浄化槽の維持管理全般に関
すること︼
県西 部 健 康 福 祉センター環
境課
2250
☎0538

清掃業者

-

-

1日も早く下水道への接続を!

下水道が使用できるように
なった区域のお宅は︑水洗ト
イレは1年以内︑くみ取りト
イレは3年以内で水洗トイレ
に改造し︑下水道へ接続する
必要があります︒
下水道へ接続すると︑汚水
が速やかに排除され︑蚊︑ハ
エなどの発生や道路側溝など
の臭気を防止できます︒ま
た︑汚水が直接河川に流入し
なくなり︑水質保全につなが
ります︒
下水道にごみや油を流すと
下水道管を詰まらせる原因に
なるほか︑浄化センターの機
能が損なわれます︒ごみ︑油
は流さないでください︒

月1日は﹁浄化槽の日﹂
合併浄化槽への切り替えを!
◆合併浄化槽への切り替えに
補助
単独浄化槽を使用している
お宅はぜひ︑合併浄化槽への
切り替えをご検討ください︒
一定の要件を満たすと補助金
が交付されますので︑浄化槽
設置前に下水整備課へご相談
ください︒
10

●

ホテル
ホテル
●

喜町
塩町

新町

中心市街地交通規制図
規制実施時間
の区域内

10/ 6（金） 18：00〜21：00
7（土） 9：00〜21：00
8（日） 9：00〜21：00

（予備日） 9（月・祝）9：00〜21：00
※予備日は7、8日が中止の場合
の区域内

10/ 7（土） 12：00〜17：00
の区域内

駅南
第1駐車場

10/ 8（日） 18：00〜21：00

南一丁目
南二丁目
東名高速道路

の区域内

10/ 8（日） 12：00〜15：00

10

Information

フェイスブックで﹁掛川 ﹂がより身近に

歳のみなさまへ

掛川市国民健康保険加入の
〜

月までですが︑

月はインフルエンザなど

期間は

〜

の感染症予防で混雑するた

め︑

特定健診は︑高血圧症・糖

尿病・脂質異常症などの生活

します︒なお︑国保ドックを

（単位：人）

月までの受診をお勧め

習慣病の予防を目的とした健

昨年受けたため

次のページも﹁いいね!﹂

11

受診される方は︑特定健診受

その他

掛川市の魅力を広く発信す

12

診です︒

とにかく受診しない

るため︑公式フェイスブック
■掛川観光
ホットNEWS

健康だから

診の必要はありません︒

※受診票を紛失された方は再

発行いたします︒

ペアで受診した方に

ジムやプールの利用券贈呈

少しでも多くの方に健診を

受けていただくため︑今年は

ペア︵2人︶で受診した方を

対象に﹁さんりーな﹂や﹁し

〜すぽ﹂で使用できる利用券

先着順ですので︑ご希望の

をプレゼントしています︒

方は家族や友達を誘ってお早

です︒最も多かったのは﹁忙

健診を勧めた方の未受診理由

提出にご協力をお願いします

勤務先での健康診断結果の

込みください︒

めに健康づくり課までお申し

しい﹂という理由でした︒生

国民健康保険に加入してい

あります︒気がついたら健診

ば分からないことがたくさん

め︑実際に検査を受けなけれ

提出すると︑特定健診を受診

果のコピーを健康づくり課へ

で健康診断を受けた場合︑結

る

歳の方で勤務先など

期 間 が 過 ぎ て し ま った ⁝ と い

でお問い合わせください︒

詳しくは︑健康づくり課ま

したことになります︒

自信がある方も1年に1回の

うことがないように︑健康に

〜

活習慣病は自覚症状がないた

このグラフは︑電話で特定

忙しい

﹁掛川がもっと好きになる﹂
今後は︑市政情報︑イベン
■かけがわ
茶エンナーレ
■掛川市まちづく
り協働センター
■掛川市選挙管理
委員会

40

未受診理由（平成28年度電話勧奨結果）

を開設しました︒
ト情報︑さらに広報紙で紹介
しきれない取材記事など︑さ
まざまな情報をみなさんにお
届けし︑掛川市の魅力を発信
していきます︒﹁いいね!﹂
をすれば︑あなたも掛川の応

■掛川市立図書館

100

80

60

40

20

0

援大使!個人アカウントを
持っている方は︑登録をお願
いします︒
なお︑フェイスブックは︑

年に1度の特定健診

忘

特定健診をお勧めしています︒
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11

74

12

74

登録していない方でも見るこ
とができます︒

ク内
フェイスブッ
わ」
が
け
か
「広報
!
ね
て
し
索
検
で

れていませんか？

健康づくり課
（☎62-6151）

※フェイスブックは︑米国フェイス
ブック社が提供するSNS︵ソー
シャルネットワーキングサービス︶
です︒アプリのダウンロードは無料
ですが︑通信費は利用者負担です︒

公式フェイスブックは上の二次元コードから

10

40

市公式 Facebook※ 開設
「いいね!」であなたも応援大使!

シティプロモーション課
（☎21-1123）

その

89

﹁静岡県製茶指導取締条例﹂
の廃止について

始め︑茶輸出量も年々増加していま

ら︑世界各地で日本の緑茶が浸透し

日本の文化や食への関心の高まりか

す︒さらに︑海外に目を向けると︑

緑茶の楽しみ方が広がり始めていま

新たな飲み方など︑これまでにない

や女性向けのフレーバー茶といった

容器を使った水出し茶の普及︑若者

透してきました︒また︑おしゃれな

持つ健康に対する効能が消費者に浸

る研究成果が明らかになり︑緑茶の

ります︒一方︑緑茶の機能性に関す

棄地の増加といった厳しい状況にあ

共同工場の操業中止︑茶園の耕作放

欲の低下︵高齢化・後継者不足︶や

低迷︑さらにその影響による生産意

全国的な茶の消費量の減少や茶価の

を発表するなど茶振興に追い風が吹

知症になりにくい﹂とする研究結果

チームが﹁緑茶を飲んでいる人は認

老化・神経病態学の山田正仁教授の

ています︒また︑金沢大学大学院脳

賞﹂を連続受賞できるものと確信し

日本一の茶どころを証明する﹁産地

しており︑﹁全国茶品評会﹂でも︑

賞や県知事賞の受賞など上位を独占

で︑掛川茶の生産者が農林水産大臣

や﹁関東ブロック茶の共進会﹂など

として︑今年の﹁静岡県茶品評会﹂

めることとしました︒これらの成果

関係者が一丸となって取り組みを進

の強化

制・マネジメント・マーケティング

くなるお茶づくり

費の拡大

を基本施策として︑茶業

③茶生産の体

②買いたくなる・飲みた

いて︑①需要の把握と創出による消

当ではないか﹂との意見でした︒

がっている︒廃止ではなく改正が妥

の深蒸し煎茶の名声の確保につな

川茶の安心安全は保証され︑日本一

﹁この条例があることによって︑掛

た︒みなさんの意見をまとめると

できないとの意見をいただきまし

のみなさんから市長の見解には納得

商︑農協そして市議会議員など多く

した︒しかし︑消費者︑生産者︑茶

から﹁異論はない﹂とコメントしま

り﹂による消費の拡大を進める方針

たくなる・飲みたくなるお茶づく

意見を求められましたので︑﹁買い

り︑私もこの廃止案に報道機関から

品の開発を奨励したいとのことであ

し︑フレーバー茶のような新しい商

とが廃止の理由でした︒規制を緩和

い︑不良製茶は見られなくなったこ

掛川市を取り巻く茶業の情勢は︑

す︒

年先を

見据えた静岡茶の振興のあるべき姿

年
このようなときに︑県は﹁製茶指

やそのための戦略づくりを早急に進

いずれにしろ︑県が
導取締条例﹂の廃止を公表しまし

め︑その中で︑改めてこの条例の改

いていると感じていました︒
生産地として︑持続的な発展を果た

年に制定さ

このような状況の中︑掛川市が茶
すとともに︑全国や世界の人々にお

た︒この条例は昭和

年が経過しています︒この

31

間︑食品衛生法や食品表示法が整

るとの考えに至った次第です︒

廃について検討することが必要であ

いしい掛川茶の提供を目指して︑昨
画﹂を見直しました︒この計画にお

れ︑

20
年一年前倒しで﹁掛川市茶振興計

10

｜

60

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

ちに生命に関わりかねない危険要因

齢者にとって︑地震などの災害は直

日ごろから介護︑支援の必要な高

袋などにまとめて置いておきましょ

報︵エンディングノート︶などを︑

証︑お薬手帳︑自らの意思を表す情

鏡・補聴器・義歯・薬類︶や︑保険

に顔を合わせてつながりを持ちま

家族やご近所︑友人などと日常的

高齢者の目線で考える地震対策を

です︒また︑元気な方でも︑災害や

う︒日常の使用を問わず︑﹁つえ﹂

しょう︒周りの人が︑高齢者自身の

人のつながり

その後の過酷な避難生活により︑心

があると避難時に役立ちます︒

ことをよく知っていることが︑災害

はいけないことを知っておくことが

自分自身の体や病気のこと︑して

ベッド・耐震シェルター設置補助な

震補助や家具転倒防止事業︑防災

市では︑木造住宅の耐震診断・耐

時も大きな力となります︒

大切です︒人に見せられるように紙

健康管理

身の状態を著しく低下させてしまう
ことがあります︒高齢者の方にはよ
り入念な対策が必要です︒

住まいの安全対策
災害時に建物の倒壊や家具など

ど︑さまざまな事業を行っていま

談しておきましょう︒

1131︶
︒

アマネジャーと︑災害時のことを相

と︑介護サービス利用者は担当のケ

高齢者は地域包括支援センター

しょう︵ 危機管理課☎

す︒有効に活用して︑地震に備えま

に書いておきましょう︒
また︑体操など災害後も続けられ

の転倒で︑けがをしたり閉じ込め
られたりする心配がないように建

る健康法を習慣にしておきましょう︒

自主訓練
今︑災害が起きたらどうするのか
という視点で︑避難経路や避難場
所︑家族との連絡手段︑災害後の生
活などの具体的な方法を想定してお
きましょう︒災害時︑すべては想定
通りいかないにせよ︑気持ちの余裕
を持つことができます︒

21

-

物の強度の確保・家具の固定や配
置をし︑不用品は処分しておきま
しょう︒
また︑火災にいち早く気づき避
難できるように火災警報器を適切
に設置しましょう︒

持ち出し品の準備
すぐに持ち出せるように︑貴重
品のほか︑毎日の生活必需品︵眼
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小笠
医師会
掛川市
介護支援専門員
連絡協議会

掛川市介護支援専門員連絡協議会 その31
事務局（えいせい掛川居宅介護支援事業所・☎20-1613）

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。

10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）

コンシェルジュだより
お散歩の楽しみかた
散歩中一番大切なのは、その人自
身が楽しむことです。
親子で「歩き・眺め・感じる」こ
とで子どもの「言葉 感性」が育ち
ます。子どもが手に取った物を一緒
に「見て・触って・感じる」ことで
親子の会話が豊かになり、子どもの
心を育みます。また、散歩は日々育
児をしているお母さんやお父さんの
気分転換にもなりますので、家族み
んなで気軽に出かけてみましょう。
残暑が厳しいため、出かけるときは涼しい時間帯を選
び、飲み物を忘れずに持っていきましょう。
※詳しくは“子育てコンシェルジュだより9月
号”をご覧ください。

事業名称・受付時間 日 曜

健診・相談・予防接種
説明会

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

3 火 平成29年8月出生児

会場
徳育

9：15〜9：30

6か月児健康相談
9：15〜9：45

11 水 平成29年3月 1日〜15日出生児

徳育

20 金 平成29年2〜3月出生児

大東

23 月 平成29年3月16日〜31日出生児

徳育

1歳6か月児健康診査

10 火 平成28年3月 1日〜15日出生児

2歳2か月児
健康診査

11 水 平成27年7月 1日〜15日出生児

徳育

20 金 平成27年6〜7月出生児

大東

23 月 平成27年7月16日〜31日出生児

徳育

13：00〜13：30 16 月 平成28年3月16日〜31日出生児

13：00〜13：30

3歳児健康診査
13：00〜13：30

13 金 平成26年9月 1日〜15日出生児
17 火 平成26年9月16日〜30日出生児

離乳食教室

（もぐもぐごっくん教室） 25 水 4〜8か月児の親（予約制）

9：15〜9：30

パパママセミナー（絵本・栄養編） 26 木
9：00〜9：30

妊婦
（予約制）
※夫婦での参加も可

徳育

徳育

徳育
中央
図書館

●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。

14
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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

27
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※）
10月の休館日：毎週月曜日、27日（金）

宮部みゆき著『桜ほうさら』
を紹介します。江 戸の 長 屋に
住む若い侍と庶民を描いた人
情あふれる物 語です。宮部な
らではのミステリーの要素も
あり、一挙に読み通したくなり
ますが、本 編と関連する小さ
な事件を解決しながら進むの
で、小分けにしても楽しむこと ▲図書館協議会委員
ど い
ができます。
井弘子さん

10月4日（水）〜12日（木）蔵書点検のため休館します
■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※）
10月の休館日：毎週月曜日、27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※）
10月の休館日：毎週月曜日、26日（木）
※祝日は午後5時まで

ワクワク・ドキドキ♪ 今月紹介する話題の本
風景印大百科
西日本編

（日本郵趣出版）
地域の名所・旧跡・記念物などにち
なむ図柄が描かれた風景印を集めた
本です。東日本編と西日本編の2冊
で昭和6年から86年間に使用された
1万6000種余りを採録。西日本編に
は掛川市内のものも登場します。

催

し物・展示

おいしい根っこ
中野明正/編著
（大月書店）

ひるまのおつきさま
遠藤湖舟/作
（福音館書店）

サツマイモ、ダイコン、ゴボウな
ど、食べられる根っこ、根菜類のこ
とがわかる絵本です。ページが中央
で切れていて、下半分を開くと土の
中の根（実）が見え、上半分を開く
と地上部分の茎や花が見えます。

「ひるま ぼくを みつけてね」月か
ら手紙が届きました。外に出て青空を
見上げると、電車の上や、バスの向こ
う、屋根の上にも、いろいろな形の月
を見つけることができました。昼間の
月が美しい写真絵本です。

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

■（一社）二科会写真部静岡支部選抜
作品展

大須賀

期間：10月5日（木）〜22日（日）
■ちっちゃな図書館

大須賀

※ちっちゃな文化展共催
とき：10月21日（土）午前9時〜午後3時

昨年の選抜作品展の様子

ところ：横須賀高校正門西側（雨天中止）
内容：図書館を飛び出して、よみきかせ・古本市を行います。
■かけがわ茶エンナーレ展示会場

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。

中央

期間：10月21日（土）〜11月19日（日）
図書館も「ミュージアム」の一部に。期間中、アーティスト・
平川恒太さんの絵画が展示されます。

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：10月 1 3日（金）
午前10時30分〜11時
大 東：10月 6 日・ 13日（金）午前10時30分〜11時
大須賀：10月 20日・27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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中

央：10月18日・25日（水） 午後3時〜

北部
おおぞら号

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： 10月14日・28日（土）午後3時〜3時30分
大 東：10月 7日・21日（土）午前10時30分〜11時10分
大須賀： 10月14日・28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：10月20日（金）午前10時30分〜11時

10・11・12月 相談の窓口
相
行

談

政

と

名
相

き

と

こ

ろ

問い合わせ先

10/13・27、11/10、12/8（金）13：00〜16：00 市役所4階会議室4

談

10/27、11/24、12/22（金）13：00〜16：00 大須賀支所1階多目的ホール

シティプロモーション課
（ 21-1123）

こころの健康相談
（予約制）

10/5（木）、11/1、12/6（水）13：20〜16：20 市役所会議室または相談室

福祉課
（ 21-1139）

女

10/3・10・17・24・31、11/7・14・21・28、 電話相談
女性相談室直通（ 21-1119）
12/5・12・19・26（火）
電話10：00〜12：00 面接13：00〜16：00 面接相談（予約制）市役所

生涯学習
協働推進課
（ 21-1129）

性

相

談

結婚相談（登録制） 10/1・15、11/5・12・19、12/3・10・17（日） あいり〜な東館1階
※第2日曜日は女性のみ 13：00〜16：00
開催当日は
（ 23-3036）
（受付15：30まで）

社会福祉協議会
（ 22-1294）

子育て・療育相談

10/24（火）、11/20
（月）、12/26（火）
9：00〜12：00

徳育保健センター

社会福祉協議会
（ 22-1309）

大須賀建築士すまいの
研究会住宅無料相談

10/15、11/19、12/17（日）
10：00〜12：00

清水邸本宅（清水邸庭園東側）

大須賀支所 地域支援係
（ 48-1000）

司法書士無料相談会
（予約制）

10/18、11/15、12/20（水）
15：00〜17：00

市役所4階会議室

福祉課
（ 21-1140）

I T サ ポ ート 相 談
（予約優先）

10/25、11/22、12/13（水）
13：30〜16：00

中央図書館展示スペース

IT政策課
（ 21-1341）

（予約制）

ところ

相談名

掛川市役所

大東支所
10/13、11/10、
12/8（金）
3階ミーティングルーム

10/6・20、11/17、
12/1・8・15（金）
4階会議室

人権身の上相談
13：00〜16：00

大須賀支所

問い合わせ先

10/27、11/24、
12/8・22（金）
1階多目的ホール

福祉課
弁護士会無料法律
（
21-1140）
相 談（ 予 約 制 ） 10/11、11/8、12/13（水） 10/13、11/10、12/8（金） 10/27、11/24、12/22（金）
13：30〜15：30
13：30〜15：30
※市内居住者に限る 13：30〜15：30
4階403会議室
4階会議室
1階相談室
9/22（金）〜予約受付
10/6・20、11/17、
10/13、11/10、12/8（金） 10/27、11/24、12/22（金）
社会福祉協議会
12/1・15
（金）
1階多目的ホール
1階相談室
（
22-1294）
あいり〜な東館1階
大東ふくしあ（ 72-1135） 大須賀ふくしあ（ 48-5531）
開催当日は
（ 23-3036）

心 配ごと相 談
13：00〜16：00

相
青

談

少

教

名

年

育

相
相

と
談
談

き

平日 9：00〜16：00

ところ・問い合わせ先
市教育委員会

（青少年補導センター ☎21-1189）

市教育センター（大東支所4階）

（☎72-1345）

平日 8：30〜16：30

市役所1階家庭児童相談室
大東支所1階相談室、大須賀支所1階相談室

（☎21-1190）

談

月

市役所4階会議室

談

平日 8：30〜17：00

市役所3階産業労働政策課 （消費生活センター ☎21-1149）

平日 9：00〜16：00

市役所1階危機管理課

N P O 法 人 設 立 相 談

平日 8：30〜17：15

市役所3階生涯学習協働推進課 （協働センター ☎21-1129）

犯罪被害者相談（予約制）

平日 8：30〜17：15

市役所1階福祉課

福 祉 相 談・介 護 者 相 談

平日 9：00〜17：00

社会福祉協議会本所

平日 9：00〜17：00

ボランティアセンター（あいり〜な2階

家 庭 児 童 相 談
（大東・大須賀支所は予約制）
内
消

職
費

相

生

活

相

交 通 事 故 相 談（ 予 約 制 ）
高齢者安全運転相談（予約制）

ボ ラ ン テ ィ ア 相 談

9：30〜16：00

（産業労働政策課 ☎21-1125）

（☎21-1131）
（☎21-1140）
（☎22-1294）
24-6263）、各ふくしあ内社協

※相談日が休日と重なる場合、相談はお休みします。内職相談は直後の休日を除く日に実施します。昼休み中の相談は、極力ご遠慮ください。

相

談

名

ふくしあ「医療・保健・福祉・介護」
総
合
相
談

と

き

平日 8：30〜17：15

ところ・問い合わせ先
各ふくしあ（東部 61-2900、中部 28-9713、西部
大東 72-1116、大須賀 48-1007）

29-5977、
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事業名
楽しい教材展
市教育センター
（☎72-1343）

とき・ところ
9/22（金）まで
8：30〜17：15
大東支所1階（三俣）

「松ヶ岡物語（全6回）」
9/9（土）13：30〜15：30
第4回講座
松ヶ岡（十王町）
社会教育課（☎21-1158）

健康ステップアップ教室
健康づくり課
（☎23-8111）

対象・参加料
どなたでも
入場無料

松ヶ岡（旧山﨑家住宅）の歴史を知る講座です。明
どなたでも
治時代に県内屈指の富豪となった山﨑家。掛川の町
70人
のためにと私財を投じた8代目当主で初代掛川町
100円（資料代） 長・千三郎の功績を紹介します。
直接会場へ（先着順）

9/15・29（金）、10/12（木）
・
40〜69歳の方
トランポビクス、コアストレッチウォーキング、栄養
27（金）、11/10・24（金）、
20人（全回参加
講話、調理実習、口腔ケアなど、さまざまな角度から
12/8（金）
できる方優先）
健康に関する知識・技術を学びます。
13：30〜15：30（10/12
500円程度
9/13（水）までに電話で申込
のみ9：30〜）
（材料費）
徳育保健センター（御所原）

はじめてのパソコン講座
9/20（水）9：30〜11：30
IT政策課
市役所4階会議室6
（☎21-1341）

パソコン未経
験者8人
受講無料

9/28（木）15：00〜16：30
ゲートキーパー養成研修会
（受付14：30〜）
どなたでも
県西部健康福祉センター
県中遠総合庁舎西館2階 受講無料
（☎0538-37-2252）
（磐田市）
産後女性のための身体の
セルフケア
中東遠総合医療センター
（☎21-5555）

10/1（日）10：30〜12：00
どなたでも
（受付10：00〜）
100人
中東遠総合医療センター
受講無料
3階大会議室（菖蒲ヶ池）

伝言板

「フーバ」体験会
掛川市フーバ協会・大川
（☎090-2342-0856）
創作紙ねん土展
朝比奈（☎24-6367）

★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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内容・申込方法など
市教育センターで製作した教材25点と、市内各幼稚
園・保育園の自慢の手作り教材60点の写真を展示し
ます。特色ある知育教材の数々をご覧ください。
直接会場へ

とき・ところ

パソコンの電源の入れ方や切り方、マウス・キー
ボードの操作を学びます。初心者・高齢者大歓迎。パ
ソコンは市役所で用意します。
9/14（木）までに電話で申込（申込多数のときは
抽選）
9月10日は世界自殺予防デー。自殺を防止するた
め、話の聴き方やこころの健康について学び、身近
な方の支えになってみませんか。
電話で申込
講師は理学療法士の石井美和子さん
持ち物 筆記用具、動きやすい服装でご参加ください。
メール（名前・電話番号を明記）で申込（申込順）
happymamashizuoka@outlook.jp

対象・参加料

内容・申込方法など

9/7（木）、10/5（木）、11/2（木） 50歳以上の男女 遠州地域で中高年齢層に人気のスポーツ。や
わらかいボールの4人制バレーボールです。
100円/回
12/6（水）19：30〜21：30
第一小学校（掛川）
・さんりーな（大池）（保険料込み） 直接会場へ
9/14（木）〜18（月・祝）
どなたでも
9：00〜17：00（初日のみ12：00〜）
入場無料
生涯学習センター（御所原）

人とのふれあいを大切に愛情込めて作り上
げたねん土作品をご覧ください。
直接会場へ

アンガーマネジメントキッズ ①9/16（土）②10/14（土）
10：00〜11：00
講座（全2回）
山﨑（☎090-1224-7783） ①竹の丸（掛川）
②掛川商工会議所（掛川）

小学2〜6年生
自分の気持ちを上手に伝えられるように、
10人
ワークブックを使って楽しく学びます。
1,000円（2回）、
電話で申込（申込順）
資料200円

フォークソング掛川
9/17（日）15：00〜16：30
富塚（☎090-2924-2001） 竹の丸（掛川）

どなたでも
500円

9/18（月・祝）受付7：30〜
掛川市長杯市民ゴルフ大会
表彰式16：00
大会事務局（静岡よみうり
静岡よみうりカントリークラブ
カントリークラブ☎26-2111）
（家代）

市内在住または プレー代12,286円、セルフプレー代9,586
在勤（同伴者可） 円（飲食代別途）
100人程度
9/8（金）までに電話で申込（空き状況に
2,160円（プレー代別） より前日まで可能）

ギターを弾ける方、大歓迎。80〜90年代の
フォークソングをみんなで歌います。
直接会場へ

来て、見て、知ってほしい！
どなたでも
アレルギーとくらしの情報館 9/24（日）10：00〜15：00
かけがわこどもアレルギーの会・ 生涯学習センター（御所原） 入場無料
徳田（☎090-4085-2298）

アレルギーの基礎知識やアレルギー除去食
品の紹介、スキンケアプチ講座など、アレル
ギーとの付き合い方を紹介します。
直接会場へ

9/25（月）19：30〜21：00
陳式太極拳の会会員募集
（毎月1回月曜日）
内藤（☎・FAX24-1256）
つくし会館（長谷）

太極拳を深く学びたい方、陳式太極拳の剣
と刀を中心にレベルアップしましょう。
電話またはFAXで申込

Kステ・女性創業サロン
9/26（火）10：00〜12：00
掛川商工会議所
（翌年1月まで毎月開催）
（☎22-5151・FAX22-0954）
掛川商工会議所（掛川）
info@kakegawa-cci.or.jp
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一般成人
800円/回

起業を考えている、 創業に必要な知識習得や情報交換を行う女
創業間もない女性 性限定の勉強会。開催日程や講師などは
毎回20人
facebook専用ページに掲載しています。
500円／回
FAXまたはメールで申込（申込順）

事業名

とき・ところ

対象・参加料

内容・申込方法など

10/3〜H30.2.27の火曜日
① 9：00〜10：30
やさしい英会話や海外文化を学ぶクラスです。
各20人程度
英会話教室（全15回）
②10：30〜12：00
一般11,000円 ①初級②入門（①②は日本人講師）、③入門④中級
NPO法人掛川国際交流
③19：30〜21：00
KIC会員9,000円 （③④はネイティブ講師）
センター（☎24-5595）
10/5〜H30.2.22の木曜日
（15回分、
資料・ 持ち物 筆記用具、英和辞書または電子辞書
kic@kakegawa-life.com
④19：30〜21：00
9/4（月）から電話またはメールで申込（申込順）
講師代など）
生涯学習センター（御所原）
不動産無料相談会
県不動産鑑定士協会
（☎054-253-6715）

10/6（金）10：00〜16：00
どなたでも
（受付15：30まで）
相談無料
浜松市役所6階（浜松市中区）

障がい者就職面接会
ハローワーク掛川
（☎22-4185）

10/10（火）13：00〜16：00
（受付12：15〜）
小笠山総合運動公園エコパ
スタジアム1階（袋井市）

鑑定評価、価格、賃料、売買、交換、借地、借
家、相続、贈与などの相談に応じます。
直接会場へ

障がいのある方で 中東遠地域に就業場所がある約35社を予定。障が
就職を希望する方 い者支援機関の相談コーナーなども設置します。
持ち物 履歴書（複数枚ご用意ください）、筆記用具
150人程度
直接会場へ
参加無料

看護職員介護施設等
再就業研修
県ナースセンター
（☎054-202-1761）
kyouiku-sinjin@tokai.or.jp

介護施設などへ
10/13（金）
・18（水）
・26（木）
就職を考えて
9：30〜15：30
いる看護職免許
県看護協会会館（静岡市
保有者
駿河区）
参加無料

ビジネスチャンス相談
産業労働政策課
（☎21-1125）

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
10/14（土）9：30〜16：30 市内在勤（在学）
応じます。
中央図書館（掛川）
の方4人
電話で申込（申込順）
相談無料

秋のイベントデー
吉岡彌生記念館
（☎74-5566）

10/15（日）10：00〜15：30 どなたでも
吉岡彌生記念館（下土方） 参加無料

10/15・22の日曜日
スポーツ吹矢体験教室
14：00〜16：00
大須賀中央公民館
大須賀中央公民館2階
（☎48-1012・FAX48-2024）
（西大渕）

小学生以上
30人程度
未成年700円・
一般1,200円
（全2回）

不登校やニート、ひきこもり
10/21（土）12：30〜15：30
どなたでも
などの悩み相談会
県総合教育センター
参加無料
県教育委員会社会教育課
あすなろ（富部）
（☎054-221-3305）

とき・ところ

館内案内、クイズラリー、バルーンアート、抹茶サー
ビス、足裏や肩などのマッサージ体験など、記念館
ボランティアによるおもてなしイベントです。
直接会場へ
年齢性別を問わず誰でもできるスポーツ吹き矢を、
ゲーム感覚で楽しみます。
持ち物 筆記用具、飲み物
10/8（日）までに参加料を添えて来館で申込（申
込順・月曜休館）
不登校、ニート、ひきこもり、発達障がいなどの相談
を、相談機関、通信制・定時制高等学校、サポート
校、就労支援団体などが個別に対応します。
直接会場へ

対象・参加料

内容・申込方法など

今月のけっトラ市

伝言板

看護職資格を持つ方の現場復帰をお手伝いします。
①介護施設の特徴と看護の役割②高齢者の特徴と
基本的なケア③吸引の技術演習
※託児費の一部を補助します。
9/28（木）までに電話またはメールで申込

10/9（月・祝）
・23、11/6・20の 40歳以上で全4回
そば打ち体験（全4回）
おいしい手打ちそばを作ってみませんか。
月曜日9：30〜11：00
参加できる方12人
小山（☎090-9943-9150）
9/15（金）までに電話で申込（申込順）
生涯学習センター（御所原） 800円/回
え

と

10/10、11/14の火曜日
成人5人程度 温もりのあるちぎり絵で来年の干支を作り
和紙ちぎり絵の会
13：30〜15：00
1,000円/回
ます。
榛葉（☎090-2630-8645）
粟本地域生涯学習センター（初馬）（教材費別途） 電話で申込（申込順）
どなたでも
参加無料

講師は「里山を歩く会」会員。与左衛門池、
ずい どう

ドンドン隧道、マスラノ池周辺で自然観察
直接会場へ

毎週水曜日10：00〜11：45
公認指導員・宇田正邦さんと一緒に正しい
どなたでも
掛川でノルディックウォーキング
（雨天中止）
歩き方を意識しながら歩いてみましょう。
参加無料
飯沼（☎24-4005）
さんりーな第1駐車場（大池） （貸ポール1回500円）
直接会場へ
どなたでも
毎月3回火曜日
未経験者、大歓迎。古流の武術稽古が楽し
3,000円/月
18：00〜20：00
く体験できます。見学は自由です。
桔梗会・中村・重田（☎24-3503） 西南郷地域生涯学習センター（久保） （入会金1,000円） 直接会場へ

すい おう

水鴎流居合剣法掛川支部
ききょう

第20回童謡唱歌フェスティバル
11/25（土）12：00〜
鈴木（☎22-5936 〒436美感ホール（亀の甲）
0073 掛川市金城49-3）

どなたでも
日本伝統の童謡、唱歌を歌い継ごう。
個人2,000円、 10/15（日）までに申込書（市内公共施設
団体3,000円ほか で配布）を鈴木宅へ郵送もしくは直接提出

実行委員会︵☎
1
-162︶
／
午前9時〜 正午

10/22（日）9：00〜12：00
小笠山で自然観察会
小笠山を愛する協議会・中山 富士見台霊園駐車場に8：50
集合（小雨決行）
（☎090-8862-0533）

9

16
（土）

24
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事業名

とき・ところ

内容・申込方法など

健康セミナー
10/28（土）13：30〜15：00 一般の方
「人生はピンピンコロリ」
東京女子医科大学看護学部 100人
吉岡彌生記念館
大東キャンパス（下土方） 300円
（☎74-5566・FAX74-4841）

ピンピンと健康に、最期コロリと死ぬサイエンスの
裏付けを日本薬科大学客員教授の高垣洋太郎さん
がお話しします。
電話またはFAX（氏名、住所、電話番号、講座名
を明記）で申込（申込順）

0〜1歳代の子ども
0〜1歳児向け
の保護者で市内
はじめてママのための
10/31、11/28の火曜日
在住者（2回参加
育児のきほん講座
10：00〜11：30（受付9：30〜）
できる方）
健康づくり課
あいり〜な（掛川）
30人
（☎23-8111 〒436-0068
受講無料
掛川市御所原9-28）

子どもの成長に大事な「食べる・寝る・遊ぶ」
「子ど
もの脳の成長のためにできること」など、子育て中
のお母さんのための講座です。
※託児は3か月〜就園前の子ども（20人まで）
9/20（水）までに官製ハガキ（氏名、住所、電話番
号、お子さんの年齢、参加動機、託児の有無）で申込
（応募多数のときは抽選・決定者には通知でお知らせ）

洋裁教室（全6回）
22世紀の丘公園
（☎24-2722）

10〜12月の金曜日
13：30〜15：30
たまり〜な（満水）

どなたでも12人 初心者歓迎。かっぽう着を作成します。
16,000円
9/1（金）〜30（土）に来館で申込（申込順・火曜
（3か月分）
休館）

「T-1グランプリ」開催
11/3（金・祝）
賞品は大人気ゲーム機!
9：00〜13：00
掛川茶振興協会事務局
大日本報徳社（掛川）
（お茶振興課☎21-1216）

市内小学3〜
6年生100人
参加無料

幼児・小中学生将棋大会
11/4（土）9：00〜17：00
大須賀中央公民館
大須賀支所南館2階
（☎48-1012・FAX48-2024
（西大渕）
〒437-1304西大渕145）

幼児・小中学生の 将棋対戦および自由対局（昼食などは各自用意）
初心者〜上級者
10/29（日）までに官製ハガキまたはFAX（氏名、性別、
くらい
園名・学校名、学年、保護者氏名、住所、電話番号、参加クラ
参加無料
ス（S・A・B・Cのいずれかを選択））で申込（月曜休館）

放課後児童支援員認定
資格研修
県こども未来課
（☎054-221-3546）

優勝者には大人気のゲーム機をプレゼント!お茶の
いれ方など3つの競技で茶ンピオンを決定します。
10/6（金）までに所定の申込用紙に記入し、FAX
（21-1212）で申込（申込多数のときは抽選）

放課後児童クラブの「放課後児童支援員」となるた
12/1（金）
・7（木）
・14（木）
・ 資格取得希望者
めの資格を取得するための研修です。
50人
19（火）9：00〜17：00
県こども未来課のホームページを確認し、10/10
静岡労政会館（静岡市葵区）（受講要件あり）
（火）〜25（水）に申込（申込順）

掛川市民

芸術祭
文化振興課
（☎21-1126）

★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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対象・参加料

開催期間

10：00〜16：00

今年度は「審査部門」に加え、「茶エ
ンナーレ部門」としてお茶に関する作品
も募集。みなさんから寄せられた力作を
会場いっぱいに展示します。
■作品展示
ところ 大日本報徳社（掛川）…【書道】、
大東図書館（大坂）…【写真、絵画、彫
刻・手工芸、お茶に関する作品】

ふくしあ健康相談（10月）
●東部ふくしあ（☎61-2900）
10/18（水） 9：30〜11：30
中央図書館
10/3（火） 10：00〜11：40
●中部ふくしあ（☎28-9713）
10/11（水） 9：30〜11：30
●西部ふくしあ（☎29-5977）
10/3（火） 9：30〜11：30
かけがわ西の市
10/17（火） 9：30〜11：30
●大東ふくしあ（☎72-1116）
10/4（水） 9：30〜11：30
●大須賀ふくしあ（☎48-1007）
10/5（木） 9：30〜11：30
とうもんの里
10/27（金）10：00〜12：00
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9/16㊏〜22㊎

（最終日のみ15：00まで）

■ギャラリートーク参加者募集!
・美術部門 9/17（日） 講師：中嶋明さん
・写真部門 9/18（月・祝）講師：薩川髙宏さん
・書道部門 9/19（火） 講師：田代香桃さん
とき 14：00〜15：30（3部門共通）
ところ 各部門展示会場
対象 どなたでも（参加無料）
9/15（金）までに電話で申し込み

ふくしあスクールで学ぶ健康づくり
地元の医師や専門家が健康に役立つお話をします。
第1部「認知症かも!?と思ったら」
小笠医師会副会長・中島医院 中島洋さん
第2部「みんなで楽しく認知症予防
〜認知症に役立つ運動メニュー〜」
掛川東病院理学療法士 市川真さん
とき 10/5（木）13：15〜15：00（受付13：00〜）
ところ 西部ふくしあ（桜木ホール・下垂木）
対象 どなたでも40人（申込順）
参加料 無料
最寄りのふくしあ（左記参照）へ電話
またはメール（iryou@city.kakegawa.
shizuoka.jp)で申し込み

▲昨年の様子

今回のテーマ

「認知症」

みんなのメダルプロジェクト
小型家電の回収にご協力を
環境政策課（☎21-1145）

東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会の金・銀・銅メダルを、家庭
から集められたリサイクル金属でつく
る国民参加型のプロジェクトです。
携 帯 電 話 などの 使
用済小型家電を回収
ボックスに入れること
で、身近にオリンピッ
クに参加できる取り組
みです。
回収対象 60㌢×30
㌢×15㌢以内の使用済小型家電
回収場所 市役所、大東・大須賀支所
の1階（いずれも開庁時のみ）
※個人情報は各自で消去してください。

資源物の出し方を再確認
環境政策課（☎21-1145）

■ペットボトル
・潰して薄く小さくしてください。
・キャップとラベルはプラスチック製
容器包装として出してください。
■プラスチック製容器包装
・ごみ集積所の青ネットに入れる際
は、レジ袋にまとめたまま入れない
で、必ず袋から出してください。
・レジ袋はしばって入れてください。
・ラップは「燃えるごみ」です。

掛川にやってくる!
東京オリンピック・パラリンピック
フラッグツアーで実物間近に
スポーツ振興課（☎21-1159）

「Photo by Tokyo 2020 / Shugo TAKEMI」

全国各地を巡る「東京2020オリン
ピック・パラリンピックフラッグツアー」
が、ついに掛川市にやってきます。普
段は目にすることのできない旗を、間
近に見ることのできるチャンスです。
ぜひ、ご覧ください。
とき 9月16日（土）午前11時〜18日
（月・祝）午後5時まで
ところ さんりーな（大池）
入場料 無料

農振農用地指定の除外申請
10月2日（月）〜20日（金）
農林課（☎21-1147）

農振農用地区域に指定されている
土地に住宅などを建築する場合には、
農用地区域からの除外が必要です。
申請は、農用地利用計画変更要件
を満たし、ほかの法令と調整可能なも
のに限られます。申請する場合は必ず
事前にご相談ください。

農業用ため池の補 強 工 事を実 施 中
農林課（☎21-1146）／ 県中遠農林事務所（☎0538-37-2295）

東日本大震災では、福島県の農業
用ため池の堤防が壊れ 、下流に死
者・行方不明者を伴う甚大な被害が
発生しました。
このため、県と市が協力して大規
模なため池の耐震対策を行っていま
す。
ご不便をおかけしますが、
ご協力
をお願いします。

池の名称

工事期間（予定）

奥山沢池（遊家）

平成27〜31年度

初馬菖蒲ヶ池（初馬） 平成29〜31年度
宝谷池（初馬）

平成28年度設計着手

居沼池（大坂）

平成29年度設計着手

上内田大谷池（上内田） 平成29年度設計着手
桜木池（上垂木）

平成29年度設計着手

統計調査にご協力を
就業構造基本調査

企画政策課（☎21-1127）

総務省では、10月1日現在で就業構
造基本調査を実施します。この調査
は、15歳以上の国民の就業・不就業の
実態を調査し、雇用施策や経済政策
などの基礎資料として活用されます。
事前準備のため、調査員が8月下旬
から対象となる調査区を訪問し、居住
者の氏名や住所を確認します。また、
一定方法により抽出された世帯は9月
下旬から調査票を配布します。ご協力
をお願いします。

市役所出張所
お休みのお知らせ

市民課（☎21-1141）

掛川祭により、下記の日は市役所出
張所をお休みします。ご理解とご協力
をお願いします。
とき 10月7日（土）
ところ 市役所出張所（連雀）

吉岡彌生記念館
新常設展がスタート!

吉岡彌生記念館（☎74-5566）
「吉岡彌生の多岐にわたる活躍〜
吉岡彌生が与えられた賞〜」が始まり
ます。委嘱状や嘱託状、表彰状などを
展示して、彌生の多岐にわたる活動の
軌跡をたどります。
展示開始 9月12日（火）から
開館 午前9時〜午後5時（入館は午
後4時30分まで）
入館料 高校生以上200円（団体料金
160円）、中学生以下無料
休館日 毎週月曜と第4火曜日（祝日
の場合は開館、翌日休館）

秋の農作業安全運動
農林課（☎21-1147）

9月1日から10月31日までの2か月
間、県内全域で「秋の農作業安全運
動」が行われます。秋は農作物の収穫
期を迎え、農業機械を利用する作業が
多くなります。農作業事故の多くが単
純なミスによるもので、十分注意する
ことで防ぐことができます。
基本的な注意事項を確認し、事故
の原因を一つ一つ取り除き、農作業事
故ゼロを目指しましょう。
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お仕事応援相談会

窓口封筒の無償提供者募集

保育士・幼稚園教諭
の新規・再就職を応援!

窓口で各種証明書の持ち帰り用と
して利用する窓口封筒を無償提供し
ていただける事業者を募集します。
依頼内容 市政情報や民間広告（広
告主募集業務含む）の印刷から納
品までの一切の業務
募集期間 9月1日（金）午前9時〜15
日（金）午後5時
応募方法 市役所1階市民課または
市ホームページ「事業者の皆様」「広告事業」で確認し応募

こども政策課（☎21-1211）

新卒者でも、有資格者でも参加
できる個別相談会です。
市内法人による個別就職相談と
説明、免許更新手続きの相談と説
明を行います。申込不要。直接お
越しください。
とき 10月22日（日）午前10時〜
午後3時
ところ 徳育保健センター（御所原）
対象 大学・専門学校などに在学
中で翌年3月卒業見込みの方、有
資格者ですぐに働きたい方など
募集先 市内保育園、幼稚園、認
定こども園、企業主導型保育施
設など

※会場内で「ファミリー・サポート・セン
ター」提供会員の募集も行っています。

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）
平成29年8月16日現在の申出額

★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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区分

件数

金額（円）

個人

273

7,247,180

法人

392

197,954,650

団体

244

12,176,349

合計

909

217,378,179

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。

2（土）
3（日）
9（土）
10（日）
16（土）
17（日）
18（月・祝）
23（土・祝）
24（日）
30（土）
10/ 1（日）

北

部（掛川区域）
（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
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
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環境政策課（☎21-1145）

「我が社の健康・食べきり宣言in掛
川」を宣言した事業所を、市ホーム
ページなどで紹介します。
取組内容 ①まずは、適量注文②幹
事さんから「おいしく食べきろう」
の声かけ③開始20分、終了10分前
は、料理を食べる時間④食べきれな
い料理は分け合う
申込方法 市役所2階環境政策課へ
「食べ切り宣言書」を提出

認定受けてイメージアップ
「子育てに優しい事業所」募集

子育てと仕事の両立を
社会保険労務士が支援

こども政策課（☎21-1211）

県社会保険労務士会磐田支部
（髙田経営労務管理事務所内
☎0538-32-8773）※掛川市委託事業

子育てと仕事の両立に取り組む「子
育てに優しい事業所」を募集します。
認定されると、市ホームページに紹介
されるほか、イメージアップなどのPR
効果が期待できます。
募集期間 9月1日（金）〜11月30日（木）
認定基準 ①子育てと仕事の両立環
境整備に積極的な取り組みを実施
している②申請時に掛川市に所在
し、かつ1年以上所在する意思があ
る③市税の滞納がない
申請方法 所定の申請書類を市役所
1階こども政策課へ提出

子育てと仕事を両立しやすい職場
づくりを進める市内事業所で、
「職場
環境を改善したいが進め方がわから
ない」
「専門家の助言が欲しい」など
お困りの場合は、市が委託している社
会保険労務士にご相談ください。従業
員からの相談にも応じます。
まずは、電話でお気軽にご相談くだ
さい。

国民健康保険税第3期、
固定資産税・都市計画税第3期
納期限は10月5日（木）

市民・ALT交流会
ホストファミリーを募集します

NPO法人掛川国際交流センター
（☎24-5595）kic@kakegawa-life.com

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。

県内高校ALT（英語指導助手）と遠
州横須賀街道ちっちゃな文化展の散
策や交流を楽しみませんか。
とき 10月21日（土）午前11時〜1泊
募集 5家族程度
申込方法 電話またはメールで申し込み

宅地内の水道修理の連絡先（土・日・祝日）9/2〜10/1
9/

我が社の健康・食べきり宣言
登録事業者を募集します

市民課（☎21-1141）

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

〜納税は口座振替が便利です〜

※宅地内の水道修理は有料です。 水道部
（☎27-0711）

9/

南

2（土）
3（日）
9（土）
10（日）
16（土）
17（日）
18（月・祝）
23（土・祝）
24（日）
30（土）
10/ 1（日）

部（大東・大須賀区域）
（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

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

7/27・28

看護師の気遣い学ぶ
高校生が1日ナース体験

▲看護師（左）から手の洗い方について学ぶ高校生たち

高校生による「1日ナース体験」が中東遠総
合医療センターで2日間行われました。
近隣の高校に通う約60人が参加。生徒たち
は白衣に着替え、各病室や集中治療室など3人
1組に分かれて、血圧や脈の測り方などを学び
ました。掛川西高校2年の大石雅子さんは「患
者とのコミュニケーションや気遣いなど学ぶこ
とが多かった」と話しました。

7/31

130万人突破でセレモニー
森の都温泉「ならここの湯」

▲松井市長（右）から花束を受け取る杉山さんと彩菜さん

原泉地区にある「森の都温泉『ならここの
湯』」が、入館者130万人を突破し記念セレモ
ニーを行いました。
130万人目の来場者は、袋井市に住む杉山多
己子さん。孫の彩菜さんと2人で訪れました。
松井市長から花束やお茶、温泉ペア入湯券など
が贈られると、「いつも利用している。今日は
運がよかった」と笑顔を見せました。

7/24

セーリング日本代表入り
アジア・オセアニア大会へ

▲松井市長に健闘を誓う遠藤さん（左）

9月30日から香港で行われるセーリング「ア
ジア・オセアニア大会」への出場を決めた西中
学校2年の遠藤貫太郎さんが、掛川市役所を訪
れ、松井市長に抱負を語りました。
遠藤さんは「運動能力よりも頭を使って風
向きを読むことで勝負ができる」と魅力を話
し、「良い結果を出せるよう頑張ります」と決
意を述べました。

7/30

理想の園の姿、語り合う
認定こども園ワークショップ

▲グループごとに期待や不安をまとめ合う参加者

横須賀地区の認定こども園化に伴うワーク
ショップが、大須賀市民交流センターで開催さ
れました。保護者や地域役員ら32人が参加。
「安全性の確保が大事」「遊具は年齢に応じた
ものにしてほしい」など積極的に意見を出し合
い、理想の園の姿を語り合いました。
7月23日には城東地区でも同様のワーク
ショップが開催され、38人が参加しました。
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応援大使、新たに3人委嘱
かけがわの魅力を国内外へ発信

7/31

夏場の水難事故に備える
消防署などが合同訓練

掛川市の魅力を国内外に広く発信する「輝
くかけがわ応援大使」に、市にゆかりのある
著名人3人を委嘱し、29人となりました。
ピアニスト
佐藤元洋さん（中央3丁目出身）
佐藤さんは、現在ドイツを拠
点に活躍中のピアニスト。東京
げいじゅつ

藝術大学を昨年3月に卒業し、同
年4月からドイツのベルリン芸術
大学へ留学。数々の大会で入賞
を果たしてきたほか、海外の演
奏会にも出演してきました。
委嘱後、市内で開かれたリサ
イタルでは「大使に委嘱されう
れしい。掛川のPRに努めたい」
と意気込みも披露しました。
（8月4日委嘱）

▲遭難者に見立てた人形を引き上げる参加者

Motohiro Sato

夏場の水難事故に備えるため、市消防本
部、掛川警察署、シーバード掛川から総勢41
人が参加し、国安の菊川河口付近で合同水難救
助訓練を行いました。
訓練は4人乗りのプレジャーボートが転覆し
たという想定。遭難者に見立てた人形を素早く
救助用のゴムボートに引き上げるなど、相互の
役割や連携を確認し合いました。

人間国宝・金工作家
大角幸枝さん（構江出身）
大角さんは、平成27年に女性
の金工作家で初の重要無形文化
財保持者（人間国宝）に認定さ
れました。独自の創意工夫に加
え、現代感覚にあふれた作風が
特徴です。
市内の小学生を対象に金工教
Yukie Osumi
室を開催するなど、伝統工芸の
普及活動にも貢献。平成28年に
は市民栄誉賞が授与されました。
（8月5日委嘱）

8/3

堂々と意見を述べ議論
「かけがわ中学生議会」

ヴァイオリニスト
長尾春花さん（旭ヶ丘出身）

Haruka Nagao
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掛川お茶大使の長尾さんは、
国際的に活躍するヴァイオリニ
スト。昨年、ハンガリー国立歌
劇場管弦楽団コンサートマス
ターに就任しました。
「今後は、引き続き掛川茶の
PRをしていただくとともに掛川
のPRを」と松井市長の期待に、
「身近な共演者からPRしていき
ます」と応えました。
（8月5日委嘱）

▲壇上で意見を述べる生徒たち

中学生が松井市長らと将来のまちづくりや
教育などを議論する「かけがわ中学生議会」
が、市議会議場で開かれました。
生徒たちは「文化の質向上のためコンサー
トホールを新設してはどうか」「観光客を増や
すために私たち中学生や市民の力をどう使って
いくのか」など、堂々と質問。松井市長らと議
論を深め合いました。

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。

8/9

学校内調理場を1か所に集約
新学校給食センターが完成

▲大きな調理釜に興味津々な児童たち

たまり〜な北側に新設された「さかがわ学
校給食センター」の落成式と内覧会が現地で開
かれ、学校関係者や市民ら約550人が見学しま
した。式典では児童代表の中野希望さんが「新
センターで作られる給食を楽しみにしていま
す」とあいさつしました。
夏休み明けの9月1日から掛川区域の15小学
校、1幼稚園に給食を届けます。
のぞみ

8/11

粟ヶ岳からメッセージ
山の日に山頂から風船飛ばす

▲粟ヶ岳山頂からメッセージ付きの風船を飛ばす参加者たち

「山の日」にちなみ、東山地区にある粟ヶ
岳山頂でメッセージを付けた風船を飛ばすイベ
ントが開かれました。主催は山頂の休憩所を運
営する「茶文字の里東山」（田中鉄男社長）。
登山客や市民ら約100人が参加しました。
参加者は長さ20㌢ほどの短冊に「お手紙く
ださい」「いい夏休みを」など、思い思いの
メッセージを書き込み風船を放ちました。

8/5

人間国宝に学ぼう
大角さん金工体験教室

▲木づちでスズの打ち方を指導する大角さん（左）
たん きん

金工の「鍛金」で重要無形文化財保持者に
認定された掛川市出身の大角幸枝さんを講師に
招き、たまり〜な工作室で金工教室が開催され
ました。子どもたちが一流の作家から伝統工芸
を学び、文化に興味や親しみを持ってもらうこ
とを目的に企画。参加者は大角さんから木づち
の使い方など直接指導を受けながら、一流の技
を学びました。

8/10

念願のメダル獲得
アスレT・C全国準優勝報告

▲全国大会で準優勝したアスレT・C中村さん（右）ら

「NPOアスレT・C」の中村若葉さん（西中
学校1年）らが掛川市役所を訪問し「全日本ト
ランポリン競技ジュニア選手権大会11・12歳
の部女子団体競技」での準優勝を松井市長へ報
告しました。
中村さんは「第1演技はうまくいったが、第
2演技はいまひとつ。みんなのおかげでメダル
を獲得できた」と振り返りました。
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7/18

千浜小体育館安全祈願祭
平成30年2月の完成予定

昭和48年に建
設された千浜小
学校体育館の建
て替え工事安全
祈願祭が現地で
行われ、関係者
ら約50人が出席
▲完成イメージ図
しました。
新しい体育館は、鉄骨造り平屋建て。延べ床
面積は約911平方㍍。開口部を大きくし、風と
光を取り入れる構造が特徴です。天井や窓ガラ
ス、照明器具などに落下防止対策などを施すほ
か、停電時は自家発電機を接続することで、最
低限の照明とコンセントを使用できるなど、広
域避難所や防災の機能も確保しています。

防災の話題
災害時に道路や施設を応急復旧
市と原田工務店が災害協定締結

市と原田工務店（初
馬）が7月20日、災害
時における応急対策に
関する協定を締結しま
した。同社は戸建住宅
や共同住宅の建築を中
心に行っており、敷地 ▲認定証を披露する原田社長（右）
を整備したり資機材を
運んだりする重機やダンプを災害発生時などに活用。
道路や公共施設などの応急復旧工事を実施します。

8/15

受け継ぐ平和への思い
戦没者追悼式・平和祈念式

▲平和への思いを書いた作文を朗読する三浦さん

終戦記念日、市生涯学習センターで戦没者
追悼式、平和祈念式が開催され、市民や遺族ら
500人が参列。英霊を追悼し、平和の尊さや悲
惨な戦争の教訓を深く胸に刻みました。
祈念式では、広島市の式典に参加した中学
生6人や昨年「平和を考える自由研究」で市長
賞を受賞した三浦花愛さん（当時桜が丘中学校
3年）が平和への思いを語りました。
か

え

シティプロモーション

8/19

声高らかにCP推進宣言
第1回市民協働会議

災害時にミキサー車で給水支援

市と中東遠生コン組合が災害協定締結
掛川市は7月31日、掛
川・菊川・御前崎市内
の生コンクリート工場6
社で組織する「静岡県
中東遠生コンクリート
協同組合」（岩崎茂雄
代表理事）と、災害時
における応急対策に関する協定を締結。地震や火災な
どの災害時、組合は市の要請に応じ、コンクリートミ
キサー車による給水活動や火災発生時の消火用水の運
搬、生コン工場の砂や土のうの提供などを行います。
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▲CP推進宣言を唱和する参加者ら

市は、シティプロモーションの取り組みの
一環として、第1回市民協働会議を市役所で開
きました。企業や大学、地区まちづくり協議
会、NPOなど総勢約130人が参加。東海大学広
報メディア学科教授の河井孝仁さんによる講義
を受けたほか、「掛川の魅力を発信し自ら価値
を高める」「若者の学びを応援する」などの推
進宣言を全員で唱和しました。

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。

目指すは、東京パラリンピック
属し︑パラ五輪に向けた県の強

パシフィック・ドルフィンに所

田幸仁さん︒現在はNPO法人

東京パラリンピックを目指す粂

ラスで背泳ぎと自由形に挑み︑

しかいない重度障がいのS2ク

と笑顔で話すのは︑日本に2人

﹁私は一番になりたい病です﹂

と本格的に水泳をはじめて

いないと聞き︑泳げたらチャンス

身の障がいの状態では泳げる人は

出場したいと思ったそうです︒自

んは︑自分も水泳でパラ五輪に

もと泳ぐのが好きだった粂田さ

成田真由美さんの講演会︒もと

開 か れ た パ ラ 五輪金メダリスト

歳のときカートレース中の

化 指 定 選 手 に も 選 ば れ て い ま す︒

人であり︑目標﹂と話します︒

年︒今でも成田さんは﹁憧れの

水泳のS2クラスで最初のア

水泳強化のためのトレーニング

いがたくさんあったから今があ

ジア記録を残したのは私ですと

事故でけい髄を損傷し︑首から

る﹂と話します︒体が不自由となっ

胸を張る粂田さん︒﹁何かを成

として︑今では車いすのマラソ

た自分のことを認めてくれる人

し遂げ︑生きている証しを残し

下がまひした粂田さんを支えた

と出会えたこと︒そして︑同じ

たい︒大きい目標を持ち︑挑戦

ン 大 会 へ も 出 場 し て い ま す︒

境遇でも頑張っている人の姿に

することが充実感につながって
いる﹂と声を弾ませます︒東京

刺激を受け︑自分も頑張ろうと
思ったそうです︒

パラ五輪の出場を目指して︑粂
田さんの挑戦は続きます︒

栗山製麩所
大須賀第一地区

▲「生涯現役を目指す」とにこやか
に語る粂田さん（50）。日本身体障
がい者水泳連盟強化指定選手選考に
つながる9月開催のジャパンパラ水
泳競技大会と11月開催の「日本身体
障がい者水泳選手権大会」に向け調
整中です。

粂田さんが水泳に興味を持った
のも一つの出会 い か ら ︒ 市 内 で

▲50㍍背泳ぎに挑む粂田さん

13

29

ふ

きんじろうくん

全国でも珍しいさくら棒の生みの親
手作業で作り出す伝統の味
◀さくら棒は、子
どもと同じくらい
長いよ。白糖を
使っているのは静
岡県だけ。あっさ
りとしていて、食
べやすいのが特徴
だよ。（栗山さん
夫婦とお孫さんた
ち）

（原里）
のが人との出会い︒﹁良い出会
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粂田幸仁さん
県水泳連盟の強化指定選手

お祭りの露店などでよく目にする長

年以上の歴

い棒状の麩菓子﹁さくら棒﹂︒これを

けで︑長さ約

㌢のさくら棒が生まれ

る商品をつくろうと思ったのがきっか

山さんがお客さんにインパクトを与え

んです︒焼き麩の製造を行っていた栗

史をもつ栗山製麩所の二代目栗山清さ

開発したのが創業以来︑

80

盛り上げます︒

の名産物として︑静岡県を

り上げる伝統の味がご当地

掛川の夫婦が手作業で作

てじっくり焼き上げるから︒

れは︑電気釜の温度を下げ

形が残るのが特徴です︒こ

は水につけてもしっかりと

山製麩所で作られる焼き麩

き麩も人気商品の1つ︒栗

また︑創業以来製造し続けている焼

栗山さんは話します︒

県だけで︑県内でも2店舗ぐらい﹂と

業︒﹁さくら棒を作っているのは静岡

塗って仕上げます︒作業は全て手作

妻の光代さんがそれに一本一本砂糖を

清さんが生地をつくり鉄釜で焼き︑

す︒中には︑海外のお客さんも︒

県外のお客さんも増えているそうで

はリピーターも多く︑地元はもちろん

本以上売れるヒット商品に︒お客さん

ました︒物産展に出展したところ︑千

90
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急流コースを果敢に攻める
第 回県民体育大会カヌー競技兼
みちのくひめかゆカップ
第 回県民体育大会カヌー競技兼みちの
くひめかゆカップ2017︵県カヌー協会︑
奥州カヌー愛好会主催︶が7月9日︑奥州
いさわカヌー競技場で開催されました︒昨
年の﹁希望郷いわて国体﹂の開催を機に︑
カヌーの普及などを目的に開かれ︑今年で
スラロームとワイルドウォーターの2種

ボク

スン

2回目になります︒

人がエントリー︒こぎ下りながら設

目に︑県内はもとより東京都や埼玉県など
から
置されたゲートを順番に通過し︑技術とタ
イムを競うスラロームでは︑選手たちは巧
みにパドルを操りコースを読みながらゲー
この日は︑8月開催のカヌージャパンカッ

トを通過していきました︒
人が参加︒真剣

﹁掛川は市民のみなさんが気候
のように温和ですね﹂と︑このま
ち の第一印象を話すのは︑平 成
年 月に姉妹都市提携の協定を締
結した韓国横城郡から来日してい
る 李勝福さん︵ ︶︒昨年に続く職
員交 流 事 業 の 一 環 で ︑ 4 月 か ら 掛
川市役所で仕事に励んでいます︒
研修期間は翌年3 月 日まで︒
配属は生涯学習協働推進課です
が︑今回の研修目的である農業振
興に関する取り組みを学ぶため︑
農林課などさまざまな部署の業務
も体験しながら︑掛川市の行政シ
ステムを学んでいます︒﹁掛川に
は報徳の理念があちらこちらに生
きている︒学んだことを横城郡の
施策に融合させていきたい﹂と意
欲を燃やします︒
寿司と日本酒が好きな李さん︒
﹁横城郡は平昌冬季オリンピック
の隣接市で︑韓牛やツルニンジン
が有名︒ぜひ訪れてもらいたい︒
民間交流が盛んになることを期待
している﹂と笑顔で語りました︒

献血

※使用している薬（外用薬を含む）の名前を伺います。

精神保健福祉総合相談

9・

福祉課（☎21-1140）
と き 9/19（火）、10/17（火）9：15〜16：00
ところ 市役所北側駐車場

月

ごみの休日受け入れ

と

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

広報担当になり4か月︒取材
へ行く機会が増えましたが︑な
かなか良い写真が撮れません︒
特に動く人を撮るのは難しいで
す︒設定を間違えて真っ白の写
真になったり︑きれいな花に見
とれ︑そちらに焦点を合わせメ
インがぼやけてしまったり︒た
くさん撮り︑1枚でも良い写真
があればと連写しています︒
もし︑異様にたくさん写真を
撮る広報マンに出会ったら︑嫌
な顔をせず笑顔の提供よろしく
︵佐︶
お願いします︒

KOHO KAKEGAWA 2017.9
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西部健康福祉センター掛川支所（☎22-3263）
と き 9/26（火）、10/24（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）

10

世帯数

女

男

■市の人口（8月1日現在） 人数世帯数（前月からの増減）

二次元コード
携帯電話webサイト
「モバイル掛川」

59,009人（＋66） 58,855人（−18） 43,980（＋57）
57,198人（＋59） 56,798人（＋ 1） 42,055（＋74）
1,811人（＋ 7） 2,057人（−19） 1,925（−17）

117,864人（＋48）
113,996人（＋60）
3,868人（−12）

住民基本台帳人口
日本人
外国人

15

イ

国横城郡と
職員交流

69

69

17

な面持ちで審判員補助を務めました︒

▲急流コースをこぎ下る選手

農業振興の取り組み学ぶ
李 勝福さん
フ ェ ン ソ ン グ ン

韓

みち のく魅 力 発 信
つ な げ る・つ な が る

プに向けた審判講習会 に

Oshu

岩手県奥州市
姉妹都市

11

48

31

23
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