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こ のまちが 、 も っ と 好 き に な る

梅の実
が
い
っ
ぱ
い
！
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横須賀幼稚園の園児たちが
横須賀城跡公園で梅を収穫

シティプロモーションはじまる

みんなでシティプロモーション

掛川ってどんなところ？
市内外にまちの魅力を発信し、未来の掛川を創っていく取り
組み「シティプロモーション」（以下「CP」）を始めまし
た。
問 シティプロモーション課（☎21-1123）

﹁このまちの好きなところ・い
いところを教えて﹂

発信し︑まちづくりを進めるこ

とが掛川への人の動きをつくる

ことにつながります︒

人口減少・少子高齢化が進む

中︑大都市と地方の格差の拡大

いしいものがたくさん︑伝統文

い︑海がある︑自然が豊か︑お

い︒お茶がおいしい︑星がきれ

掛川にはいいところがいっぱ

掛川市では今年度︑シティプ

な事業への取り組みが必要です︒

都市となるためには︑さまざま

にわたって発展し続けていける

な社会構造の中にあって︑将来

など︑地方を取り巻く環境は厳

化が受け継がれている︑お城が

ロモーション課を設置︒市の地

もし︑みなさんがこのように

３ つもある︑子育て支援が充実

域資源を再発見し︑その魅力を

しさを増していると言われてい

している︑誇れるお祭りがある︑

磨き上げ︑市民や国内外に発信

聞かれたら︑どのように答えま

人情味がある︑交通の便が良い

す るＣ Ｐ の 仕 組 み づ く り に 取 り

ます︒東京一極集中という極端

など︑当たり前すぎて気づかな

組んでいます︒

すか？

い魅力がいっぱいあります︒

この事業は︑移住・定住・交

流人口を増やす重要施策の一つ

として位置づけています︒この

たち自身が気づき︑楽しまなけ

掛川の魅力を︑住んでいる私

しょう︒

一 緒 にＣ Ｐ に 取 り 組 ん で い き ま

をもっと増やしていくために︑

まちが好きだという掛川ファン

れば︑市外・県外・海外の方に
よろこ

は伝わりません︒

﹁近きもの悦べば︑遠き者来

たらん﹂︵近くにいる人が喜び

寄ってくる︶の故事のとおり︑

ている掛川市︒このまちに根づ

﹁協働のまちづくり﹂を進め

楽しんでいれば︑遠くから人が

住んでいる市民が楽しんで情報
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掛川がもっと
好きになる

掛川市の好きなところ
左から堀井聡さん・いちか
ちゃん・亜由美さん（五明
）

く ﹁報徳の精神﹂﹁生涯学習の

理念﹂を基盤とした︑市民との

協働力を生かした取り組みを展

ロモーションを力強く推進する

今年６月には市役所全体でプ

を委嘱し︑国内外への幅広い情

援大使﹂に掛川ゆかりの著名人

から新設した﹁輝くかけがわ応

ＣＰ 活動の一環として︑今年

た め ︑ 市 長 を 本 部 長 と し た ﹁Ｃ

報発信を目指しています︒

開していきます︒

Ｐ 推 進 本 部 会 議 ﹂ を 設 置 ︒Ｃ Ｐ

これと同時進行で各企業や大

いたみなさんも︑これからは応

さと親善大使﹂として活躍して

また︑これまで﹁掛川市ふる

学︑まちづくり協議会︑ＮＰＯ

援大使として︑引き続き掛川の

戦略計画を策定しています︒

な ど で 構 成 す る ﹁Ｃ Ｐ 市 民 協 働

魅力発信にご尽力いただきます︒

Ｃ

会議﹂を立ち上げ︑オール掛川

で魅力を創生・発信し︑戦略的

に掛川ファンを増やしていきま
す︒

みなさんも一緒に︑掛川を盛
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Ｐ市民協働会議の趣旨
に賛同し︑参加いただ
ける企業や団体を募集
しています︒詳しくはシティプ
ロモーション課まで︒

6月1日、26人目となる「輝くか
けがわ応援大使」に、元日本代表
で現在オランダ1部リーグで活躍中
のプロサッカー選手・小林祐希さ
ん（25）を委嘱しました。海外移籍
直前の半年間、掛川に住んでいた
小林さんは「掛川は第2のふるさと。
掛川の顔として世界にPRしていき
たい」と意気込みを示しました。

り上げましょう︒

応援大使に元ジュビロ磐田
の小林祐希さんを委嘱

ろ
なとこ
の好き
掛川市
り
丘）
まさの
（旭ヶ
徳さん
小崎将

掛川市

の好き
なとこ
ろ
横須賀
高校3年
生
青島弘
騎さん
（大坂
松下亜
・右）
美さん
（大坂
・左）

ころ よしこ
好きなと
掛川市の
子さん
右）・良
（
ん
）
さ
（青葉台
宮本琢哉

写真：今秋開催「かけがわ茶エンナーレ」プレイベント。長野県ステンレス彫刻家の作品と茶園のコラボレーション（東山ビューポイント）

農業産出額が５年で

億円の減

掛川市は︑旧東海道の真ん中にあり︑
文化・経済が交わる宿場町として古く
から栄えてきました︒緑茶︑メロン︑
イチゴなど魅力ある特産品がたくさん
ありますが︑農林水産省﹁農林業セン
年の約１

サス﹂をみると農業産出額は︑平成
年の約２０１億円から平成
４３ 億６千万円に大きく下落していま
す︒
また︑市内の休日滞在人口に対し︑
市外の方の滞在人口割合は３ ・５％︒
外部からの交流人口も少ないのが現状
です︒
都市と地方の格差が拡大していると
言われる中︑この状況を打開し︑掛川
の地域産品の認知度向上や販路拡大︑
交流人口の増加を目指していくことが
必須と言えます︒

東京一極集中から地域間交流へ
東京一極集中が加速し︑どれだけ東
京から人や物︑お金を引っ張ってこれ
るのかという議論になりがちな中︑民
間同士でお互いの地域にないものを発
信・消費し合う地方創生の取り組み
﹁互産互消﹂が注目を浴びています︒

静岡県

その土地の食材と食べ合わ
せると、お茶がよりおいし
くなることがある。お互い
の食を組み合わせることで、
豊かな食生活をもたらす。

掛川市

北海道

十勝地域/豊頃町
昔ながらで新しい、地方創生の新たな取り組みに注目

互産互消

17

掛川市をはじめ︑同市の観光協会や

能登地域/輪島市

22

民間事業所︑市民団体では︑それぞれ

京丹後市

岩手県

奥州市
仙北市

北海道で流通するキウイは
外国産が中心。掛川産キウ
イを十勝地方ならではの貯
蔵施設「雪室」で熟成させ
たスノーキウイは試験販売
で完売。手ごたえ十分。
京都府

秋田県

東京をはじめとした大都市圏に依存しない地方創生を民間同
士の地域間交流で実現するため、掛川市はお互いの地域にあ
るもの・ないものを発信・消費し合う「互産互消」の考え方
を総合計画に盛り込み、取り組んでいます。
掛川市が中東遠地域の軸となり、地方都市間のネットワーク
を形成することで、経済・観光・定住の流れを創出していき
ます。
石川県
問 農林課（☎21-1147）

北海道

札幌市

58

岐阜県

多治見市

ビジネスチャンスは
地方にありました！
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めてきました︒

間の人的・物産的交流を積極的に進

が連携して交流型ツーリズムや地域

道で自転車のガイドツアーを楽しむ

い静岡で︑逆に暑い夏は涼しい北海

取り組んでいます︒寒い冬には暖か

を活用した観光商品の共同開発にも

特産品の相互販売をはじめ︑自転車

ものを補完してきました︒

みを交換し合うことでお互いに無い

かつての日本は︑海の恵み︑山の恵

﹁山の物を海に︑海の物を山に﹂︒

﹁ローカル﹂がかっこいい！

ジェクト﹂では︑掛川市︑秋田県仙
など︑富士山静岡空港を活用した人

年に始まった﹁茶文化プロ

北市︑岩手県奥州市︑岐阜県多治見
的な相互交流も広がりをみせていま

る﹁地産地消﹂を大切にしながら︑
お互いの地域にないものを消費し合

平成

市の４ 市が緑茶文化の継承や︑さら
す︒

その地の食材を地域の方が消費す

なる普及を目指して連携︒各地域の
これからの産品の販路拡大や交流

かば

お茶に関連する製品︵樺細工の茶筒︑

い︑魅力を生かし合う互産互消をつ
くり出そうと︑平成

人口の増加は︑これまでのようにつ
ながりに根づいた地道な取り組みが

方創生交付金を受けて

南部鉄器︑美濃焼き︑深蒸し茶︶の

生かされるとき︒大都市では見つけ

体・２ 個人が合同会社﹁互産互生機

年度に国の地

また︑二宮尊徳の孫である二宮尊

られない地方の﹁本物文化﹂は︑交

構﹂を市内に立ち上げました︒

相互販売などが続いています︒
親が開拓し︑報徳思想を広めた北海

流の中で認め合うことで見つけるこ

社・１団

道豊頃町とは︑報徳思想の総本山・

都道府
社にまで広がりをみせています︒
掛川市から富士山静岡空港まで車
分︒北は北海道︑南は沖縄ま

ってきたのかもしれません︒

ル﹂がかっこいい！そんな時代がや

ーションとも重なります︒﹁ローカ

市の風土を知らしめるシティプロモ

域経済を活性化しながら全国に掛川

でローカルをつなぐ互産互消は︑地

で約

県

引する生産者や販売者は︑

のを掘り起こし商品交流へ︒現在取

人的交流からストーリー性のあるも

姉妹都市や歴史上ゆかりのある土地︑

扱う特産品や交流型ツーリズムは︑

新しい価値を創り上げていきます︒

ローカルをつなぎ︑民間ならではの

同機構では︑ローカル︵地方︶と

７

15

〒436-0091
掛川市城下5-10
電話 22-0654

中田繁之さん

28

互産互生機構

し合う喜びは互産互消の醍醐味。緑茶文化のな
い北海道十勝や沖縄でお茶が飛ぶように売れた
ように、国内・地方を点と点で結べば、きちん
とマーケットはあります。
小さな単位で経済を回す、まさに永続性のあ
る地方創生のモデルではないでしょうか。

機構の基幹店として交流商品
を扱う「これっしか処」店長

40

30

合同会社

だいごみ

とができます︒

■世界農業遺産セット
石川県能登半島の輪島
市と掛川市は、ともに
「世界農業遺産」認定地。
輪島市の棚田で作られた
お米と、静岡の茶草場農
法で作られたお茶とを組
▲世界農業遺産セット
み合わせた世界農業遺産
セット商品が生まれた。

うるま市/那覇地域

沖縄県
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▲互産互消セット

■互産互消セット
「茶文化プロジェクト」
で連携する姉妹都市・岩
手県奥州市の南部鉄器と
秋田県仙北市の樺細工、
深蒸し掛川茶を組み合わ
せたセットは、欠品にな
るほどの人気に。

www.localtolocal.jp

大都市での商売は売る先が見えにくく、商流
も太くなりません。大きな池にスポイトで水滴
を落とすようなものですから、結果何も残らず、
永続性も期待できません。
機構を立ち上げ半年。地方同士がつながり、
隠れた食材とも出会いました。無いものを補完

「地方を点と点で結べば
ちゃんと需要はある！」

25

ゆかりと互いの魅力を組み合わせることで新しい
食スタイルを提案することもできる。互産互生機
構では「ふるさと納税」のセット商品を開発。掛
川市の返礼品として、豊かな食文化を届けている。

大日本報徳社が掛川市にある縁から︑

ふるさと納税返礼品にも互産互消

あなたの家は大丈夫?
特定空家ゼロのまちを目指します

となる恐れのある状態
恐れのある状態

・衛生上︑著しく有害となる

・適切な管理が行なわれず︑

著しく景観を損なっている
状態

・その他周辺の生活環境の保

全を図るために放置するこ
とが不適切な状態

市が義務者にかわって処理

き家を適切に管理する責任と

管理者または所有者には︑空

空き家は個人資産であり︑

報酬︑資材費︑第三者に支払

ほか作業員の賃金︑請負人の

求されます︒代執行手数料の

合︑全ての費用が義務者に請

を行う代執行措置を行った場

義務があります︒瓦や外壁が

う補償料なども含まれ︑多額

管理をする責任と義務

落下︑崩れるなどして他人が

の金額が請求されます︒

置が適用されていましたが︑

した住宅用地に対して軽減措

固定資産税は︑条件を満た

大幅な固定資産税の
増税につながる

けがをした場合︑空き家の所
有者の責任となり損害賠償を
問われる可能性があります︒

年5月から︑﹁空家

多額の請求をされる
可能性が
平成

年度税制改正により︑
により︑市は次の条件にあて

法﹂が施行されました︒これ

とになりました︒

の軽減措置は適用されないこ

空き家の敷地には︑住宅用地

適切な管理が行われていない

平成

はまる空き家を﹁特定空家﹂

た︒

る可能性があります︒

固定資産税の大幅な増税にな

空き家を放置しておくと︑
・倒壊など著しく保安上危険

ことができるようになりまし

と判断し︑必要な措置を行う

27

助言・指導

市は特定空家の所 有

者に対し︑必要な措置の

助言・指導

勧告
助言・指導後に改善
されない場合︑勧告
○所有者への影響
固定資産税などの減
税対象から除外

命令
勧告した措置がとら
れない場合︑措置を取
ることを命じる
○所有者への影響
命令に応じない場合
は︑ 万 円 以 下 の 過
料・第三者への告示

代執行
命令した措置がとら
れない場合︑市もしく
は第三者が代わって執
行
○所有者への影響
全ての費用を徴収

50

都市政策課
（☎21-1452）

対策の推進に関する特別措置

27

空家対策の推進に関する特別措置法による行政措置

6

﹁空家等対策計画﹂を
策定中
近年︑高齢化や人口減少な
どで︑空き家の数が全国的に

市内全域

まちづくりマネジメント

調査によると︑掛川市には約
下︒このような負の連鎖の解

観の阻害↓地区のイメージ低

ないという意味での﹁新しい

空家とならないよう適

切な維持管理を促進し

全ての建築物と工作物
■対象区域
■基本理念

2700戸の空き家候補があ
消のために︑地域ごとに対策

空き家発生↓雑草繁茂↓景

ることが分かりました︒この
を考え︑地域に底力をつけ︑

増加しています︒平成 年の

中には適切に管理されず放置
地域の魅力向上につなげます︒

新しい公共論

今後は︑人口減少だけでな
公共論﹂の考え方を基本に︑

公共の担い手は市だけでは

く高齢単身世帯の増加に伴
協働のまちづくりでの空家な

活用

者の判断に任せます。

惑をかけない空き家

さ れ ︑ 地 域 で 安 全 性︑公 衆 衛
生︑景観などの問題が生じて

い︑空き家の急速な増加が予

ど対策推進体制を構築してい

発生を未然 に防ぐ︵予防︶︑

予防

解体か利活用か所有

利用者がなく周りに迷
自然空き家（＊）

非市場空き家が特定
が望ましい空き家

除去

平成27年2月10日記事

（＊）出典：国保新聞

特定空家ゼロのまち

ていきます。
特定空家

③空き家の除去、跡地活用対策
・除去、適正管理の促進および
支援制度の確立
・跡地活用の推進および支援制
度の確立

象とします。

地域のために使うこと

空き家など施策の対
非市場空き家（＊）

②維持管理、活用の促進
・空き家管理、利活用に関する
支援制度の確立
・中古住宅流通の促進 など

いるものもあります︒

想されます︒そのため︑空き
きます︒

空き家の3段階に応じた取

住まい教育

家になることを未然に防ぎ︑
地域資源に変える取り組みを
推進していく必要があります︒

をその性質から4つの分類︑

Reuse

り組み﹃3R﹄︵Reduce

3つの段階に分けて空き家の

る︵活用︶︑Recycle

そこで︑掛川市では空き家

管理・活用を促進させるため

除去により生じた跡地を活用

繰り返し使用す

の﹁掛川市空家等対策計画﹂

進します︒

る教育を推

まいに関す

する︵除去︶︶を提唱し︑住

年度

が見つかる空き家

にします。

市場で買い手や借り手

移住・定住の受け皿
市場空き家（＊）

①空き家予備軍への対策
・行政と住民による空き家など
の定期的な把握と情報共有
・世帯分離抑制策の実施 など

（1）
（2）
（3）

を策定することにしました︒
年秋ごろ

■策定時期
平成

年度〜平成

■計画期間
平成

空き家の4分類と管理・活用
空き家の3段階に応じた取り組み

28

38

■対象とする空き家の種類

阿部聖さん︵初馬︶

せい

掛川市住宅政策協議会

座長

空き家問題は他人事で
はありません

私の子どもたちは︑すで

に家庭を持ち︑市外で生活

をしています︒私の自宅も

そう遠くない将来空き家に

このように空き家問題は

なる可能性があります︒

誰にでも起こりうるとても

身近な問題です︒

まずは︑一人ひとりが空

き家問題に関心を持つこ

と︑それが﹁特定空家ゼロ

のまち﹂への第一歩だと思

﹁空家等対策計画﹂がその

います︒

きっかけになれば幸いです︒
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29

29

二人三脚で若者を支援
対象者は掛川・菊川・御前
崎市の方︒働きたいけど一歩
が踏み出せない︑ブランクが
ある︑やりたいことがわから

が集まって悩みを共有したり

談や︑ほかの若者やサポーター

7

3

14

0

3

3

6

市が障がい者の新規就労を

市500人サポートと連携

応援するために開設した

﹁500人サポート推進室﹂
55

菊川市

3

4

4

11

御前崎市

0

1

4

5

国の委託を受けた団体が運営

とも連携し︑障がい者の就労
16

労支援を通じて社会への適応

とに困難を抱える若者を︑就

掛川のサポステは︑働くこ

どが全国で運営しています︒

サポステは︑厚生労働省か

を手厚くサポートしています︒

37

〜 歳の
就労不安を解消
ないなど︑働くことに悩みを
抱える若者を二人三脚で応援
しています︒

寄り添った支援をしていきま

意見交換したりする﹁フォロー

就職後の悩みなどの個別相

す︒用意されているプログラ

4

御前崎市

地域若者サポートステーションかけがわ

具体的には︑職場見学や職
場体験に同行したり︑面接練

ムを順番通りに全て行う必要

アップミーティング﹂なども

菊川市

合っていきます︒

はありません︒

習や書類作成など︑その方に

利用登録

行い︑働き続けることを学び

64

仕事をしたいと思うけど︑なかなか一歩が踏み出せ
ない︒そんな働くことに悩みを持つ 〜 歳の若者
の就労を応援するのが﹁地域若者サポートステーショ
ン﹂︵以下﹁サポステ﹂︶です︒
本人または︑保護者からの相談をお待ちしていま
す︒相談︑サポートは全て無料です︒

■初回の面談
・どんな風に働きたいか?
・どんな応援を希望するか?
■出張相談会で相談
・毎月、大東市民交流セン
ターで開催

就職しても終わりじゃない

16

1125︶

45

39

産業労働政策課︵☎

職場に定着・継続できるよ

3

職

■就職後もフォローアップ

型の支援が特徴です︒

働き続けることを支える伴走

若者一人ひとりに付き添い︑

が地域のボランティアとして

という信念のもと︑一般市民

﹁どんな人でも必ず働ける﹂

ネットワーク静岡﹂が受託︒

NPO法人﹁青少年就労支援

就

杉谷南1丁目1番30号
希望の丘 中部ふくしあ1階
開所日 月・火・水・金曜日（午前9時〜午
後5時）木曜日（午前9時〜午後7時）
／第2土曜日（午前9時〜午後5時）
休日
土日祝、施設休館日、年末年始
問い合わせ先 ☎61-0755 ／ FAX61-0756
メール info@sskakegawa.jp

利用の流れ

2

ら委託を受けた会社や法人な

平成28年度就職者数
（人）
住所別 15-19歳 20-29歳 30-39歳 合計

掛川市

を促すことを目的に発足した

地域若者サポートステーションかけがわ

うに︑就職決定後もサポステ

掛川市

39

■ジョブクラブ
・就職活動の基礎知識を習得
・職場見学や職場体験に同行
・履歴書の書き方や面接の
練習、求人の探し方など
■職場体験
・仕事を始める前に職場体
験をして不安解消

ところ

サポステスタッフ一同

15

21
-

「私たちにご相談ください。
全力で応援します！」

by

が相談に応じます︒

平成28年度新規利用者数
（人）
住所別 15-19歳 20-29歳 30-39歳 合計

15

8

7月 日

8月1日
日

8日
日

日

日

9月6日
7日
日

日

日

日

日

月4日
日

5日
日

日

日

日

日

大坂

粟本

原泉

西山口

大東市民交流センター

粟本地域生涯学習センター

原泉地域生涯学習センター

東部ふくしあ

南郷

西南郷

土方

掛川第五

睦浜

掛川第四

曽我地域生涯学習センター

大須賀市民交流センター

南郷地域生涯学習センター

西南郷地域生涯学習センター

大東北公民館

掛川第五地域生涯学習センター

大東市民交流センター

城西区公会堂

上内田地域生涯学習センター

大須賀第三

西郷みらい館

上内田

曽我

中央小ゆうあいセンター

西郷

城北地区ふれあいセンター

掛川第三

城北

佐束公民館

倉真地域生涯学習センター

佐束

東山口小学校体育館

倉真

東山口

大渕農村環境改善センター
︵アイク︶

原田地域生涯学習センター

大渕

桜木ホール

原田

桜木

日坂

和田岡

千浜農村環境改善センター

大須賀支所南館2階

ＪＡ掛川市日坂支所

和田岡地域生涯学習センター

7月11日（火）〜20日（木）

運動の重点

市内では5月に交通死亡事故
が3件 ︑ 相 次 い で 発 生 し ま し
た︒いずれも交差点で発生し︑
亡くなった方は3人とも二輪車
の運転中でした︒
市民一人ひとりが交通安全に
心掛け︑交通事故防止に努めま
しょう︒

−117

原谷地域生涯学習センター

大須賀第一

東山地域生涯学習センター

511

原谷

千浜

中地区コミュニティ防災センター

負傷者数
（人）

掛川第一・第二 第一小学校体育館

東山

大須賀支所南館２階

0

日

中

3

日

日

日

月9日
日

日

（火）（金）（火）（金）（木）（火）（月）（木）（火）（月）（金）（木）（火）（木）（火）（木）（水）（木）（水）（金）（木）（火）（木）（水）（水）（火）（金）（水）（火）（火）（月）
大須賀第二

死者数
（人）

協働によるまちづくり
地区集会とは?

域が抱える問題や課題などに
ついて対話による意見交換を
行い︑より魅力的なまちづく
りを推進していきます︒
地区集会で出された意見・
要望・提案は︑重要度・緊急
度に応じて︑翌年度の施策や
予算編成に反映するほか︑記
録集﹁市民と市長の交流ノー
ト﹂にまとめ︑各地区などに
配布します︒

日

−63

24

30 29 25 23
日

○「止まる・見る・待つ」の周知徹底

379

昨年度行われた地区集会の様子

※参加する地区がわからない
方はお問い合わせください︒

○高齢者と子どもの交通事故防止

昨年比

生涯学習協働推進課
（区長会連合会事務局☎21-1129）

市内 の地区まちづくり協
議会単位で自治区の役員さん
をはじめとする地域のみなさ
んにお集まりいただき︑市長
や市幹部職員がまちづくりの
方針などの情報提供をしま
す︒同時に協働の視点からそ
れぞれの立場でできることを
考え︑地区で行っている取り
組みや今後の展望などを発表
していただきます︒また︑地

KOHO KAKEGAWA 2017.7
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○二輪車の安全利用の推進

○飲酒運転の根絶

慣れた道」

「気を付けよう
知らない道より

H29

件数
（件）

10

危機管理課（☎21-1131）

（6月15日現在）

各地区の開催日程（開催時間：午後7時〜9時）
11

夏の交通安全県民運動

掛川警察署管内の
人身事故発生状況

身近な地域のことから
まちづくりを考える

31

28 27 22 21 19
31 30 26 24 23 20 19 17 12 10
21 17 14 10

「協働によるまちづくり地区集会」が
始まります

判断に迷ったらまず相談
救急車が必要か判断に迷っ

年に︑市内で救急出

動した件数は︑過去最多とな
たときは︑かかりつけ医や急

平成
る3829件を記録しまし
患診療所︑こども救急電話相
ページ参照︶へ相談し

てください︒

談︵

年と比べると55

た︒平成
%以上の

0 件 以上も増えています︒こ
の間︑全 て の 年 で

こんなときこそ119番
・胸が激しく痛む
・突然の激しい頭痛
・意識がない

・病院で長く待ちたくない

控えください︒

用意しておくと便利

お願いします︒

め︑状況がわかる方の同乗を

スムーズな救急活動のた

・飲酒して車を運転できない

ん︑タオル

手帳︑紙おむつ︑ほ乳び

・乳幼児の場合は︑母子健康

靴︑普段飲んでいる薬

・保険証や診察券︑お金︑

・しゃっくりがとまらない
このような症状や状況で救
急車を要請されると︑本当に

緊急を要する方のもとへ出動

できず︑救命活動に支障をき
最寄りの消防署へ直接申し込み

・むかでに刺された

・病院へ行く交通手段がない

の︑気軽な救急車の利用はお

次のような症状や状況で

本当に必要?

出動が軽症でした︒

50

たす恐れがあります︒

いよいよ夏本番を迎えま

す︒熱中症にならないための
対策は万全ですか?

熱中症の症状は︑軽度から

熱中症かなと思ったら

涼しい場所へ移動

エアコンの効く室内︑木陰

などへ移動する︒

自力で水分が摂取できない

水分摂取

合によっては生命に関わる重

場合は医療機関へ搬送︒

重度までさまざまですが︑場

篤な状態を引き起こす可能性
があります︒

筋︑わきの下︑足のつけ根

できるだけ薄着にし︑首

脱衣と冷却

きの対応︑予防するための方

などの大きな血管を冷や

熱中症になってしまったと

法を知り︑暑い夏を元気に乗

す︒

・急な運動︑長時間の外出を

対策

け︑日傘︑帽子などで暑さ

・通気性の良い服装を心が

めに水分補給

・食事をしっかり食べ︑こま

予防するためには

り切りましょう︒

こんな日は熱中症に注意
気温︑湿度が高い
風が弱い
急に暑くなった

特に注意したい方
体調が悪い方

控え︑暑さに徐々に慣れる
持病がある方

アコンなどで室温や湿度を

・すだれや緑のカーテン︑エ

肥満の方
幼児や高齢者

調整

重度
・意識がない
・けいれん
・体温が高い
・返答がおかしい
・歩けない

暑さに慣れていない方

中等度
・頭痛、吐き気
・体がだるい
・力が入りにくい

大切な命を

軽度
・めまい
・立ちくらみ
・筋肉痛
・大量の汗

守るため︑

熱中症の症状

暑い夏を元気に乗り切りましょう

知

っておきたい!熱中症予防
健康づくり課
（☎23-8111）

28
18

適正に利用

消防本部3階大会議室
ところ

毎月第3木曜日
午前9時〜正午
とき

タクシーではありません

モ
しましょう ︒

普通救命講習会のご案内

ラルある救急車の利用を
中央消防署（☎21-0119）
西分署
（☎23-0119）
南消防署 （☎48-0119）

14
市消防本部では、普通救命講習
を開催しています。

Information

10

回大会

月２日㈯

回目を迎える市町

・195㌔のコースを

人の選手で走ります︒今大
区間になります︒

年9月1日現在で市

選手資格
平成
内に在住・在勤している方
︵小・中・高校生は保護者の
居住地が市内であること︶
もしくは次の条件を満たす方
▽他県在住の高校生・一般・
歳以上は︑出身中学校所在

地または保護者の居住地が市
内であること▽他県大学に在
籍する大学生は︑出身中学校
所在地または保護者の居住地
が市内であること

練習会
ウォーミングアップ︑ペー

エ

毎週水曜日／午後7時

ス走︑タイムトライアルなど
とき

日

分終了予定︶
7月5日・

〜︵8時
ところ

日︑8月2日

コパ補助競技場︵袋井市︶
日・

納める国民健康保険税︵国保

する制度で︑財源は加入者が

保険給付を行うことを目的と

加入者の病気やけがなどに

加入していない世帯主の所得

されます︒この場合︑国保に

入者がいれば︑世帯主に課税

なくても︑世帯の中に国保加

世帯主が国保に加入してい

国保税の納税義務者とは

税︶と︑国・県負担金︑市の

や固定資産税額などは課税対

国民健康保険制度とは

一般会計繰入金などで成り

象外ですが︑通知などは全て

世帯主宛てに送付されます︒

立っています︒

なお︑国民健康保険は︑職

場などの健康保険や後期高齢

者医療保険への加入者︑生活

保護を受けている方を除いた

全ての方が加入します︒

国民健康保険税とは

次の①②③から構成され︑

課税額はそれぞれ所得割額︑

資産割額︑均等割額︑平等割

額を合計して計算します︒

①基礎課税額︵医療分︶

国保加入者が病院などにか

かった場合の医療機関へ支

③介護分
加入者1人につき 1世帯につき
16万円
1.2% 7.0%
40〜64歳
10,000円
5,600円

②支援分
加入者1人につき 1世帯につき
19万円
1.6% 8.0%
0〜74歳
8,000円
8,000円

第

全

小学生区間を増設

市代表選手を募集します︒

対抗駅伝競走大会に出場する

今年で

静岡市で開催

12

会から︑小学生区間が増設さ

れ全

7月

払う診療報酬︑出産育児一

時金︑葬祭費などの給付金
︵支援分︶

②後期高齢者支援金等課税額

後期高齢者医療保険加入者

の医療にかかる費用の一部

③ 介護納付金課税額︵介護分︶

①医療分
加入者1人につき 1世帯につき
54万円
4.9% 20.0%
0〜74歳
20,000円
20,000円

資産
割額

均等割額

平等割額

賦 課
限度額

平成29年度の税率

所得
割額

いこいの広場多目的広場
︵細谷︶
合は電話でご確認ください︒

※右記以降の予定や雨天の場

選手選考
月に決定予定

練習会の様子や選考会の結
果を踏まえ

歳までの

介護保険制度を支えるため
〜

11

の納付金︵
方に課税︶

64

18

＊小・小学校／中・中学校／高・高
校 ＊第6・9区 男女不問

＊詳しくは市選手団事務局まで
お問い合わせください︒

40

=

12

30

26

10

国民健康保険税や制度の再確認を

国

29
19

保・国保税の基礎知識
賦課：市税課
（☎21-1136）
資格：国保年金課
（☎21-1143）

40
=

18

42
12

掛川代表として走ってみませんか?

掛川市選手団事務局
（掛川市体育協会内
☎24-9781）
※火曜定休日

12
中・高（女）
小（男）
小（女）
中・高（女）
高（男）
40歳以上
中（男）
中（女）
小
一般（女）
中・高（男）
一般（男）
3.673㌔
1.903㌔
1.715㌔
3.549㌔
6.336㌔
4.430㌔
3.564㌔
3.020㌔
1.619㌔
3.051㌔
4.310㌔
5.025㌔
第1区
第2区
第3区
第4区
第5区
第6区
第7区
第8区
第9区
第10区
第11区
第12区

市町対抗駅伝
手募集

選
Information

その
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日㈯キックオフの﹁ラグ

し︑両チームのプレイに称賛のエー

2019﹂が再来年の9月

﹁ラグビーワールドカップ

日〜

ルを送り続けた次第です︒

﹁ラグビー日本代表 対 アイルランド代表戦﹂
に感動した!
6月
ビー日本代表とアイルランド代表﹂

ないかと思っていましたが︑世界ラ

すので︑多少の運も作用するのでは

りません︒不規則なバウンドをしま

かの球技と違い﹁まるい球﹂ではあ

す︒また︑ラグビーのボールは︑ほ

を実感できたのではないかと思いま

ラグビーのすばらしさやおもしろさ

に︑ルールがよく分からない観客も

するその迫力のある激しいプレイ

選手がぶつかり合い︑肉弾戦を展開

した︒相撲取りのような大きな体の

ドを埋め︑大きな声援を送っていま

ほどです︒特に小中高校生がスタン

たのは珍しいのではないかと思った

パにこんなにたくさんの観客が入っ

スタジアムで観戦しましたが︑エコ

かる迫力を肌で感じることにあると

ムのスタンドから肉体と肉体がぶつ

ります︒ラグビーの魅力はスタジア

だったと後で聞いて驚いた覚えがあ

の女性は︑女優の吉永小百合さん

恥ずかしいような怒号でしたが︑そ

していた女性がいました︒男性でも

﹁行け﹂と早稲田大学チームを応援

いました︒怒鳴るような大きな声で

の中には若い女性ファンはたくさん

そう思ったところです︒当時も観客

ものと感じましたが︑今回も改めて

の出場はとても無理で︑見て楽しむ

います︒このスポーツは選手として

学と早稲田大学の対抗戦だったと思

か﹁秩父宮ラグビー場﹂での明治大

以来でした︒そのときの試合は︑確

の言葉をしっかり胸に刻み︑子ども

選挙がありました︒﹁ノーサイド﹂

今年は掛川市長選挙︑市議会議員

代表する言葉です︒

の区別はないというラグビー精神を

です︒試合終了の笛が鳴れば敵味方

﹁NO

ツの言葉を紹介します︒それは

最後に︑日本のラグビースピリッ

思います︒

ラグビー熱を盛り上げていきたいと

で︑おもてなしなどの準備とともに

として掛川を利用すると思いますの

た︑世界のラグビーファンが宿泊地

ま恋﹂も使用されると思います︒ま

まっており︑キャンプ地として﹁つ

場の一つにエコパスタジアムが決

月2日︵約7週間︶︑日本で開催さ

ンキング4位のアイルランド代表と

言われています︒その魅力に取りつ

たちの未来のために最大限の努力を

数年前に見て

位の日本代表との試合は実力どお

かれるとほかのスポーツ観戦では迫

しなければならないと改めて認識し

会場が選定され︑会

りアイルランド代表の圧勝でした︒

力が感じられないと熱狂的なラグ

12

SIDE﹂︵ノーサイド︶

れます︒全国

日本代表はノートライで終わるので

ご承知の方もいると思いますが︑

た次第です︒

ラグビーの試合は

11

ビーファンは思っているようです︒

の試合を小笠山総合運動公園エコパ

20

はないかと心配したほどでしたが︑

40

17

久しぶりに大きな声を出して応援

11

6月17日 エコパスタジアムでの戦い

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

夏本番になる手前だというのに気

どれも小さなお子さんがかかりや

過ぎなどから体力を落とし︑感染症

振︑過度の冷房や冷たいもののとり

この時期は感染症に注意!

温は急に上がり︑すでに6月には真

健康に夏を乗り切るため︑規則正

にかかりやすくなります︒

しい生活や食事などに気をつけま

すい病気ですが︑プールなどで広ま
どは感染力も強く︑大人にもうつる

しょう︒

夏日が各地で報告されました︒
季節の変わり目により急激な気温

ため看病にも注意が必要です︒ほか

ることが多いといわれるプール熱な

や湿度の変化で体調を崩さないよう

のものも︑大人にうつらないとはい

といっ

足口病のように手や足︑口の

に痛みが出たりするもの︑手

口内炎ができたり︑のどの奥

や︑ヘルパンギーナのように

く︑特に高い熱が続くもの

どれも発熱することが多

夏の食中毒などの予防にもつながり

がけたいものです︒もちろんこれは

ら帰ったときだけでなく日常的に心

手洗いやうがいが基本ですが︑外か

く︑予防していくほかありません︒

もので︑特効薬や予防できる薬がな

感染症とはどれもウイルスによる

＊ヘルパンギーナ
夏に流行する急性の咽頭炎で子どもがかか
りやすい病気
＊リンゴ病
﹁赤いほっぺ﹂と呼ばれる独特の症状を発
症する病気

気をつけましょう︒

えません︒大人に感染した場合︑症
状が強く出ることもあります︒
らいで解熱しても︑数日は飛まつな

いろいろな感染症があります
この時期︑特に子どもたちがよく

どで感染するものもあり注意が必要

病気によっては︑3日から4日く
かかりやすい感染症がいくつかあり

です︒

です︒

中に発疹ができるものなど

夏の暑さによる睡眠不足や食欲不

ます︒

手洗い・うがい︑規則
正しい生活で予防

ます︒夏風邪やプール熱といった昔
︑手足口病︑リンゴ病

からなじみのものや︑ヘルパンギー
ナ

（＊）

たものまで夏も感染症に注意が必要

（＊）

は︑食欲が落ち病態が悪くな
ります︒

KOHO KAKEGAWA 2017.7
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小笠
医師会
掛川市
介護支援専門員
連絡協議会

（☎22-7120）

小笠袋井薬剤師会 その42

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）

各医療機関の診療案内は折り込みの「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。

小笠掛川急患診療所

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。

8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
親子で夏ならではの遊びを楽しもう!
子どもたちは水が大
好きです。
水遊びというとプー
ルや海を思い浮かべる
かもしれませんが、お
風呂やバケツでも十分
楽しめます。中には
プールに入るのは不安だけれど、水に触りたいという子
もいます。
家にある空き容器の水をすくったりこぼしたり、じょ
うろでお花にかけたりして、親子で会話をしながら水遊
びをしてみませんか。水遊びの手づくりおも
ちゃを「子育てコンシェルジュだより7月号」
（右コードでPDFダウンロード）で紹介して
います。
※子育て情報満載の掛川市子育て総合案内サイ
ト「かけっこ」も、ぜひ活用してください。

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）

事業名称・受付時間 日 曜

健診・相談・予防接種
説明会

対

象

1 火 平成29年 6月出生児

会場
徳育

9：15〜9：30

6か月児健康相談
9：15〜9：45

9 水 平成29年 1月 1日〜15日出生児
21 月 平成29年 1月16日〜31日出生児

23 水 平成28年12月〜平成29年1月出生児 大東

1歳6か月児健康診査

8 火 平成28年 1月 1日〜15日出生児

2歳2か月児
健康診査

9 水 平成27年 5月 1日〜15日出生児

13：00〜13：30 18 金 平成28年 1月16日〜31日出生児
21 月 平成27年 5月16日〜31日出生児

13：00〜13：30 23 水 平成27年 4〜5月出生児

3歳児健康診査

徳育

7 月 平成26年 7月 1日〜15日出生児

13：00〜13：30 22 火 平成26年 7月16日〜31日出生児

離乳食教室

（もぐもぐごっくん教室） 30 水 4〜8か月児の親（予約制）

9：15〜9：30

徳育

徳育
大東
徳育

徳育

パパママセミナー（絆はぐくみ編） 4 金

出産を控えた夫婦
（予約制）

徳育

パパママセミナー（両親育児編） 25 金

出産を控えた夫婦
（予約制）

徳育

13：15〜13：30
13：15〜13：30

●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

25
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）
8月の休館日：毎週月曜日

戦国時代が舞台の大河ドラ
マが続き、戦国武将への関心も
高まっています。安部龍太郎

■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）
8月の休館日：毎週月曜日

へん

■大須賀図書館（☎48-5269）
午前9時〜午後5時（祝日を除く金曜日は午後7時まで）
8月の休館日：毎週月曜日

『家康（一）自立篇』には、時
代の変わり目に戦国大名として
苦悩し、成長していく青年期の
家康の姿が等身大で描かれてお
り、戦国の世を身近に感じるこ
とができます。

▲図書館長・奥野寿夫

ワクワク・ドキドキ♪ 今月紹介する話題の本
き した みち ひこ

『木下達彦先生の
生涯』

『ピーナッツ
アレルギーの
さあちゃん』

森和亮/編集主幹
松井賢司、山本政弘/
編集
（自費出版）

栗田洋子/作
相野谷由起/絵
（ポプラ社）

掛川市出身で大阪大学名誉教授を務
めた木下達彦先生の研究内容や、人
柄がわかる1冊。先生を慕う方々か
らの寄稿や、磁気化学研究で優れた
実績を残した先生の手書きの論文の
一部などが掲載されています。

アレルギーを持つ子どもが安全な生
活を送れるようにアレルギーについ
てわかりやすく解説したシリーズの
第6巻。食物アレルギーを持つさあ
ちゃんが、どうやって自分を守るの
かを考える物語の絵本です。

催

し物・展示

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：8月 4 日（金）
・11日（金・祝）午前10時30分〜11時
大 東：8月 4 日（金）
・11日（金・祝）午前10時30分〜11時
大須賀：8月 18日・25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
中

央：毎週水曜日

午後3時〜

神沢利子/ぶん
片山健/え
（ビリケン出版）
働きもののストーブは、夏の間も働
こうと考えて町に出かけますが、冬
と違ってみんなにじゃまもの扱いさ
れてしまいます。たどり着いた森
で、仕事を見つけることができるの
でしょうか。

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

■震災展〜揺れがつづいた熊本地震から学ぶ〜 大須賀
期間：8月1日（火）〜19日（土）
★オカリナとハーモニカの演奏とおはなし会 大須賀
とき：8月4日（金）午前10時〜11時
■真夏の夜の図書館 中央
とき：8月4日（金）午後5時〜9時
内容：開館時間を延長し、BGMを流します
■掛川三城ものがたり展 大東
期間：8月4日（金）〜31日（木）
内容：
「掛川城」
「高天神城」
「横須賀城」をさまざまな展示物で紹介します。
■郷土ゆかりの部屋 展示替え 大東
期間：8月4日（金）〜10月22日（日） ※8月27日（日）職員の説明あり
内容：国学コーナー「二つの藩 掛川と横須賀」
■三浦康子さんのおはなし会「絵本をうたおう!」
とき：8月26日（土）午前11時〜11時30分 中央
午後1時30分〜2時
大東
午後3時〜3時30分
大須賀

絵
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『もりへいった
すとーぶ』

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。

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： 8月12日・26日（土）午後3時〜3時30分
大 東：8月 5日・19日（土）午前10時30分〜11時10分
大須賀： 8月12日・26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：8月18日（金）午前10時30分〜11時

事業名

とき・ところ

「松ケ岡物語」第3回講座
7/8（土）13：30〜15：30
社会教育課
松ヶ岡（十王町）
（☎21-1158）
七夕茶会
二の丸茶室
（☎23-1199）

対象・参加料

内容・申込方法など

松ヶ岡の歴史を知る講座（全6回シリーズ）
一般70人
「松ヶ岡住宅の建築と明治天皇の行幸」
100円（資料代） 講師：常葉大学 非常勤講師：和田厚さん
直接会場へ（先着順）

そう へん
7/8（土）10：00〜16：00 どなたでも 200人程度
文化協会茶道部が宗偏流のしつらえでお迎えします。
（受付：15：30まで）
参加料 大人510円
直接会場へ
二の丸茶室（掛川）
（前売り460円）

訪問看護師就業セミナー 7/18・25（火）9：45〜11：45
訪問看護の実際についてわかりやすく説明をしま
看護職有資格者
県訪問看護ステーション 実習あり
す。託児サービス（要事前予約）もあります。
協議会（☎054-275-3339・ 菊川市総合保健福祉センター 参加無料
7/17（月・祝）までに電話、FAXで申込
FAX054-275-3338） （菊川市）
はじめてのパソコン講座
7/19（水）9：30〜11：30
IT政策課
市役所4階会議室2
（☎21-1341）

パソコン未経験 電源の入れ方や切り方、マウス、キーボードの操作
者8人（初心者・ を学びます。パソコンは市役所で用意します。
高齢者歓迎）
7/13（木）までに電話で申込（申込多数のときは
受講無料
抽選）

親子で楽しく性教育ワーク 7/22（土）9：20〜11：30
掛川児童交流館
（受付9：10）
（☎24-0822）
あいり〜な（掛川）

小学3、4年生の 科学者気分で聞く楽しい性の話。親子の対話のきっ
かけになります。
親子30組
電話で申込（申込順）
参加無料

「金融商品と資産運用」講座
一般
7/22（土）9：30〜11：30
大須賀中央公民館
30人程度
大須賀中央公民館（西大渕）
（☎48-1012・FAX48-2024）
受講無料

金融商品と資産運用について基礎から学びます。
持ち物 筆記用具、飲み物
7/15（土）までに電話、FAXまたは来館で申込
（申込順・月曜休館）

第1部 市民公開講座（B型肝炎・C型肝炎・肝がんに
肝臓病講演会・交流会
7/22（土）10：00〜12：30 関心のある方、
ついて）
浜松医科大学肝疾患連携 浜松プレスタワー17階
肝臓病患者や
第2部 交流会（患者、家族などの交流・情報交換会）
相談室（☎053-435-2476）（浜松市中区）
その家族160人
事前に電話で申込

伝言板

とき・ところ

対象・参加料

7/6・20、8/3・17（木）毎月2回
どなたでも
入門太極拳
13：45〜15：15
1,000円/回
石田（☎090-7916-8258）
B&G海洋センター（大池）

内容・申込方法など
太極拳を始めてみませんか。
始めての方大歓迎。7月2回は無料体験
直接会場へ

毎月木曜日（計4回）※回数の変更あり おおむね63歳以上 ダンスを始めて人生再スタート。講師はプ
（高齢者・生きがい）
ロ！見学大歓迎。楽しい仲間が待ってます。
上級9：30〜11：30 初級13：00〜15：00 700円/回、
社交ダンスクラブ
年会費300円
直接会場へ
横山（☎090-1412-7532） たまり〜な（満水）
あいあい学園夏祭り
あいあい学園
（☎24-6874）

7/15（土）17：00〜19：00
あいあい学園（板沢）

7/15（土）13：30〜15：30
スポーツ吹矢体験会
杉山（☎080-3627-2782） B&G海洋センター（大池）
皇居勤労奉仕作業の
内容説明会
寺田（☎0538-44-1607）

どなたでも
入場無料

盆踊り、出店、交流タイム、バザーなど。お気
軽にお越しください。
直接会場へ

どなたでも
スポーツ吹矢式呼吸法で健康力・集中力が
100円
アップします。
（マウスピース代）
電話で申込

7/20（木）13：00〜13：30
勤労奉仕に関心の 皇居、赤坂御用地の庭園や施設清掃作業。
松浦梱包輸送内
ある15〜75歳まで 資格、期間、申請方法などを説明します。
ジーネットコーポレーション（梅橋） の方 参加無料
直接会場へ

・26（土）、 子育て中のママ、 倉木麻衣などを手がけた作曲家「モッチー」
ママ ゴスペルサークル体験会 7/20（木）、8/25（金）
・16（土） 10：00〜12：00 子育てを終えたママ のレッスンで楽しく歌おう！子の同伴歓迎
ブリリアントスターズ静岡・ 9/15（金）
電話またはショートメールで申込
瀬川（☎090-6273-2783） 宮脇公民館（宮脇）
1,000円／回
くず ふ

くず お

葛苧の講座
達人に学び伝える会・
藤井（☎・FAX26-4980）

7/22（土）8：30〜14：30
市役所玄関前集合

空手体験教室
7/22（土）17：00〜18：30
NPO法人日本空手松涛連盟・
中央小学校体育館（下俣）
鈴木（☎090-5613-6831）
よみきかせ会ひまわり
「夏のおたのしみ会」
鈴木（☎23-4457）

7/29（土）13：30〜15：00
中央図書館（掛川）

一般、子ども
500円

雑草のクズから葛布の糸を作ります。

幼児〜大人
参加無料

持ち物 飲み物、タオル
直接会場へ

幼児〜小学校
低学年の親子
参加無料

大型絵本、スクリーンでの読み聞かせなど、
お話いっぱい
直接会場へ

せんてい

持ち物 弁当、飲み物、帽子、剪定バサミ
電話またはFAXで申込
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事業名

とき・ところ

対象・参加料

カイロプラクティック勉強会
どなたでも
7/26（水）10：00〜11：30
大須賀中央公民館
20人程度
大須賀中央公民館（西大渕）
（☎48-1012・FAX48-2024）
受講無料

内容・申込方法など

カイロプラクティックについての勉強会です。
持ち物 筆記用具、飲み物
7/19（水）までに電話、FAXまたは来館で申込
（申込順・月曜休館）

がんサロン「なごみ」
7/28（金）
患者・家族同士の交流や情報交換、医療関係者によ
がん患者や家族
磐田市立総合病院
13：30〜15：30
るミニレクチャー
参加無料
がん相談支援センター
磐田市立総合病院（磐田市）
直接会場へ
（☎0538-38-5000（代））
長島ダム「森と湖に親しむ

じゅん かん
7/29（土）10：00〜20：00
せっ そ こ
旬間」イベント
長島ダム、接岨湖周辺
国土交通省長島ダム
（川根本町）
管理所（☎0547-59-1021）

ビジネスチャンス相談
産業労働政策課
（☎21-1125）

8/5（土）
・27（日）
9：30〜16：30
中央図書館（掛川）

どなたでも
①ダム内部探検ツアー②ダム湖巡視体験
（ダム湖巡視体験
③ダムナイトツアー④語りべなど
は小学生以上）
①②③は平日9：00〜17：00に電話で申込
参加無料
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）
応じます。
の方4人
電話で申込（申込順）
相談無料

そうてい

8/20、9/10、10/1（日） 3歳以上 各50人 カヌーに乗って、自然を肌で感じよう。
カヌー漕艇体験
7/2（日）9：00以降、参加希望日の14日前16：00
300円
県立焼津青少年の家 午前の部、午後の部
小川港周辺海域など（焼津市）（保険料など） までに電話で申込（申込順）
（☎054-624-4675）

伝言板

とき・ところ

第2回ペンタスまつり
き ほく

もり

NPO法人冀北の杜
（☎28-0954）

第35回くさぶえ夏の祭典
社会福祉法人草笛の会
（☎73-6202）

対象・参加料

内容・申込方法など

7/29（土）10：00〜12：00
きほくのもり☆ペンタス
（倉真報徳社内）

どなたでも
参加無料

自主製品販売、ミニコンサート、プチバザー
など
直接会場へ

8/5（土）10：00〜14：00
草笛の会施設（菊川市）

どなたでも
入場無料

模擬店やチャリティバザー（例年より縮小）
を行います。
直接会場へ

島田樟誠高校オープンスクール 8/5（土）
・6（日）9：00〜11：30
どなたでも
島田樟誠高校・瀧
（受付8：30）
入場無料
（☎0547-37-3116）
島田樟誠高校（島田市）
Teacher@shosei.ed.jp

コース概要、校内見学など
8/5（土）までにホームページ（http：//www.
shosei.ed.jp）、ハガキ（〒427-0034島田
市伊太2075-1）またはメールで申込

佐藤元洋ピアノリサイタルvol.4 8/11（金・祝）14：00〜
一般1,500円
実行委員会・水野
（開場13：30）
学生1,000円
（☎・FAX54-0246）
生涯学習センター（御所原）

1部ソロ
2部ピアノと弦楽四重奏
生涯学習センター、美感ホールでチケット
販売

8/14（月）〜9/22（金）の月・
期間中の途中参加も大歓迎です。お電話ま
どなたでも
金曜日19：00〜21：00
たは直接コートにお越しください。
6,000円/全10回
いこいの広場（細谷）
8/11（金・祝）までに電話で申込（申込順）
5歳以上
（小学生
掛川ひかりのオブジェ展
大学生とパネルに絵を描いて、ひかりのオ
8/20（日）13：00〜16：00
以下は保護者同伴） ブジェをつくろう。
夏休み工作教室
西南郷地域生涯学習センター
40組
かけがわ街づくり（株）
7/10（月）から電話、FAXまたはメール（kakegawa
（久保）
2,500円（1人） @machikabu.co.jp）で申込（申込順）。
（☎61-1151・FAX61-1150）

初心者テニス教室
市テニス協会・服部
（☎22-5245）

宅地内の水道修理の連絡先（土・日・祝日）7/1〜8/6
7/

1（土）
2（日）
8（土）
9（日）
15（土）
16（日）
17（月・祝）
22（土）
23（日）
29（土）
30（日）
8/ 5（土）
6（日）
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北 部（掛川区域）
（株）
掛川水道設備 （☎24-8055）
（株）
まつだ配管
（☎26-3261）
（株）
浅岡工業
（☎24-2611）
（有）
諸星配管
（☎22-2975）
（株）
トダックス
（☎26-2161）
（有）
松井管工
（☎23-0581）
（株）
マツイ健設
（☎23-8691）
協和水道
（株）
（☎26-1331）
（株）
巧栄水道
（☎24-7661）
（株）
掛川水道設備 （☎24-8055）
（株）
まつだ配管
（☎26-3261）
（株）
浅岡工業
（☎24-2611）
（有）
諸星配管
（☎22-2975）

KOHO KAKEGAWA 2017.7

※宅地内の水道修理は有料です。 水道部
（☎27-0711）

7/

1（土）
2（日）
8（土）
9（日）
15（土）
16（日）
17（月・祝）
22（土）
23（日）
29（土）
30（日）
8/ 5（土）
6（日）

南

部（大東・大須賀区域）
（有）
北端工務店
（☎74-2445）
（有）
三久配管
（☎72-5030）
シンワ設備
（株）
（☎24-3322）
（有）
静管興業
（☎72-4705）
（有）
土屋設備
（☎48-2093）
綱取管興
（☎48-2004）
（有）
林配管
（☎72-5515）
（有）
豊設備
（☎72-5630）
（有）
浅岡管興
（☎48-4221）
エイケイ赤堀工事 （☎74-3340）
（有）
（有）
大城配管
（☎72-4685）
（有）
大澄設備
（☎48-4476）
（有）
北端工務店
（☎74-2445）

美感ホール休館のお知らせ
文化振興課（☎21-1126）

多目的ホール、エントランスホール
などの天井改修工事のため、下記の
期間は休館します。ご理解とご協力を
お願いします。
期間 8月10日（木）〜10月31日（火）
（予定）

固定資産税・都市計画税第2期、
国民健康保険税第1期の納期限は
8月7日（月）です
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〜

「車内事故防止キャンペーン」実施中
バス車内事故を防ぐために

県バス協会（☎054-255-9281）

■転倒などのけがを防ぐため、降りる
際は、バスが停留所に着いて扉が開
いてから席を立ちましょう。
■バスは安全運転に徹していますが、
やむを得ず急ブレーキを掛ける場
合があります。立ってご利用の場合
は、つり革や握り棒にしっかりとつ
かまってください。

「法定相続情報証明制度」が
始まりました!
静岡地方法務局掛川支局
（☎22-5538）

国民健康保険限度額適用
認定証の更新をお願いします

■被保険者証更新
8月1日（火）に、後期高齢者医療被
保険者証（オレンジ色）を更新します。
新しい被保険者証（藤色）は7月中に
黄色の封筒で郵送しますので、住所、
氏名などの確認をお願いします。
自己負担割合（1割または3割）は、
平成28年中の所得で決まるため、前
回と割合が違う場合があります。
住民税非課税世帯の方を対象とし
た減額認定証も、有効期限は7月31日
（月）です。対象となる方には8月中に
郵送します。
期限切れの被保険者証などは、個
人情報が他人に知られないように処
分してください。
■保険料軽減措置の一部が変更
平成29年度の保険料は、8月上旬に
決定してお知らせします。

7月31日（月）に、現在お持ちの認
定証の有効期限が終了します。8月以
降も、入院または高額の外来受診を続
けられる方は、認定証の更新手続きを
お願いします。
対象 国民健康保険被保険者で、認
定証を交付されている方
ところ 市役所2階国保年金課、各支
所市民窓口係
交付条件 国民健康保険税の滞納が
ないこと
持ち物 対象者の国民健康保険証、
世帯主の認め印、
現在の認定証、窓
口へ来られる方の
身分証明書（免許
証など）、マイナン
バーのわかるもの

国保年金課（☎21-1143）

見えない方見えにくい方への
入学相談のお知らせ

県立浜松視覚特別支援学校
高等部専攻科（☎053-436-1261）

この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。

静岡

下水道排水設備工事
責任技術者試験

下水整備課（☎21-1170）

県内で公共下水道に接続する排水
設備工事を行う工事店には、静岡県下
水道協会に登録している下水道排水
設備工事責任技術者の専属が義務付
けられています。
試験日・会場 10月18日（水）静岡商
工会議所静岡事務所会館（静岡市
葵区）
受験資格 20歳以上で学歴に応じた
実務経験を有する方
受験手数料 4,000円
願書配布 7月3日（月）〜下水整備課
（浄化センター管理棟1階）で配布
申込期間 7月18日（火）〜31日（月）
※事前講習会も開催します。

ふくしあ健康相談（8月）
●東部ふくしあ（☎61-2900）
8/16（水）9：30〜11：30
たまり〜な出張相談
8/2（水）10：00〜12：00
●中部ふくしあ（☎28-9713）
8/9（水） 9：30〜11：30
市役所出張相談
8/23（水） 9：30〜11：00
●西部ふくしあ（☎29-5977）
8/1（火） 9：30〜11：30
●大東ふくしあ（☎72-1116）
8/2（水） 9：30〜11：30
●大須賀ふくしあ（☎48-1007）
8/3（木） 9：30〜11：30

実行委員会︵☎
1
-162︶
／
午前9時〜 正午

「見えない見えにくい」ために、就
職や進学、仕事でお悩みの方に、専攻
科への入学相談を行っています。
対象 高校卒業資格（見込み）があ
り、矯正視力が0.3未満か、0.3以上
であっても視野異常など高度の障
がいのある方。進行性の眼の疾患
などで将来視覚障がいになる可能
性のある方
入 学 すると3 年 間 で 、あ ん 摩 マッ
サージ指圧師および、はり師、きゅう
師になるための国家試験受験資格が
取得できます。卒業後は医療の一翼を
担う技術者としての道が開かれます。
入学試験は3月上旬、願書配布は1月
中旬です。
※詳しくはお問い合わせください。

国保年金課（☎21-1143）

今月のけっトラ市

この制度は、相続人が法務局に対し
法定相続情報証明の申し出を行い、
登記官がその内容を確認の上、証明
文付きの「法定相続情報一覧図の写
し」を無料で交付するものです。
この制度を利用することにより、不
動産の相続登記の手続きをはじめと
した各種相続手続きにおいて、戸籍謄
本の束を何度も出し直す必要がなく
なり、相続人の負担が軽減されます。
※詳しくはお問い合わせください。

後期高齢者医療保険
更新・変更について

7

15
（土）

24
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不育症治療費の助成を
開始します

健康づくり課（☎23-8111）

従来の一般不妊治療（人工受精）に
加え、不育症治療費の助成も始まりま
した。
補助対象者 夫または妻の住民登録
地が市内で、不育症治療を受けた
夫婦
補助率 治療費の10分の7以内
※夫婦1組につき、2年間あたり10万
円以内
不育症治療とは? 妊娠後の流産また
は死産の繰り返しにより出産できな
い症状を改善させる治療です。
※詳しくはお問い合わせください。

ふじのくに食べきりやったね!
キャンペーン
県廃棄物リサイクル課
（☎054-221-3349）
https：//machipo.jp/tabekiri

★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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食品ロス（まだ食べられるのに捨て
られている食品）を減らすため、協力
店で「食べきり（完食）」を実践する
と、素敵な特典やプレゼントがもらえ
るキャンペーンを実施します。
とき 食べきり割（協力店の一部店舗
で実施）
：7月17日（月・祝）〜平成
30年1月31日（水）
フォトコンテスト（夏季）
：7月17日
（月・祝）〜8月31日（木）
ところ 県内の五味八珍・さわやか全
店舗、居酒屋、レストランなどの食
べきり協力店約220店舗
※協力店は順次拡大中
※詳しくはホームページをご覧ください。
ふじのくに 食べきり

検索

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

新たに年金を受けとれる方が増えます

日本年金機構掛川年金事務所

黄色い封筒が届いていませんか?

平成29年8月1日から、年金を受け取るために必要
な納付期間が25年から10年に短縮されます。
黄色い封筒が届いたら、掛川年金事務所、
「ねんき
んダイヤル」にご連絡ください。
※ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる年金手帳
などをご用意ください。

〜未来のまちづくり方針を、いっしょに考えよう〜
「都市計画マスタープラン」と「立地適正化計画」策定
ワークショップ
都市政策課（☎21-1151・FAX21-1164）
（tosiseisaku@city.kakegawa.shizuoka.jp）

市では平成30年3月までに、20年後のまちづくりの方針を明らかにする「都市
計画マスタープラン」の改定と、医療施設や福祉施設、商業施設、公共交通網など
を適切に配置し、人口が減少しても将来にわたって持続可能なまちづくりが実現
できるよう、新たに「立地適正化計画」を策定します。みなさんが生活する中学校
区のまちづくりについて、いっしょに考えながら策定作業を進めて行きます。
次の会場で中学校区ごとにワークショップを行いますので、みなさんの参加を
お待ちしています。
対象 中学生以上（各中学校区20人程度）
申込方法 7月21日（金）までに、都市政策課へ電話、FAXまたはEメールで申し込み
（可能な方は、まちづくりに対する思いも添えて下さい。
（様式不問、100文字程度）
中学校区名

とき

ところ

大須賀中学校区

8月19日（土） 午前10時〜

大須賀市民交流センター2階会議室

東中学校区
西中学校区
北中学校区
栄川中学校区
原野谷中学校区
桜が丘中学校区
城東中学校区
大浜中学校区

区分

件数

金額（円）

個人

271

7,207,180

法人

381

194,054,650

団体

236

11,145,870

合計

888

212,407,700

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。
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8月26日（土）
8月27日（日）
9月 9日（土）
9月10日（日）

午前10時〜
午後 2時〜

中央図書館会議室

午前10時〜

粟本地域生涯学習センター

午後 2時〜

東山口地域生涯学習センター

午前10時〜

原谷地域生涯学習センター

午後 2時〜

桜木ホール

午前10時〜

大東北公民館

午後 2時〜

大東市民交流センター3階会議室

屋外プール一般開放のお知らせ

危機管理課
（☎21-1131）
平成29年6月14日現在の申出額

ねんきんダイヤル（☎0570-05-1165）

NPO法人掛川市体育協会（☎22-5553）

■時間 午前9時〜正午、午後1時〜4時
（夜間）安養寺7月22日（土）〜8月27日（日）土・日曜日のみ午後5時〜8時
施設名
安養寺運動公園
プール（淡陽）
大東総合運動場
プール（国安）
大須賀海洋センター
プール（沖之須）

営業日

料

金

7/15（土）
・16（日）
・17（月・祝）
3歳以上100円、
7/20（木）〜8/31（木）
小中学生200円、
7/15（土）
・16（日）
・17（月・祝） 高校生以上300円
7/20（木）〜8/20（日）
7/22（土）〜8/20（日）

3歳以上50円、小中学生100円、
高校生以上200円

富士山を詠んだ
短歌を募集します

県富士山世界遺産課広報・交流班
（☎054-221-3776・FAX054-221-3757）
sekai@pref.shizuoka.lg.jp
■「富士山万葉集」の募集
・自作の短歌または歌人の詠んだ歌
の推薦で、既発表・未発表を問わな
い。自作で既発表の作品は、著作権
が応募者に帰属する作品に限る。
・歌の中に「富士」などの語句を含む
こと（ふるさと富士は除く）
募集テーマ ①富士山大好き②新・富
嶽百景③さまざまな富士
※趣旨、主題を連想させる語句の例
の詳細はお問い合わせください。
応募規定 応募数の上限なし
①小中学生②全年齢③高校生以上
自作の歌の既発表作品は、主催者
が自由に使用できる作品に限る
【共通】
応募期限 9月15日（金）当日消印有効
応募方法 ハガキ（〒420-8601静岡
市葵区追手町9-6）、FAXまたはE
メールに必要事項を記入するか、県
ホームページ（「富士山の日」で検
索）に入力する。
発表 選考委員会による選考後『 富
士山万葉集』へ掲載。平成30年2月
23日（金）に公表し、応募者に無料
で贈呈
※応募規定など、詳しくはお問い合わ
せください。

第21回静岡県すこやか長寿祭
美術展作品を募集します

（公財）しずおか健康長寿財団
健康増進生きがい推進課
（☎054-253-4221）

県立美術館に出品いただいた全作
品を展示（平成30年1月）します。ね
んりんピック富山2018美術展の選考
会です。
応募資格 県内在住で昭和34年4月
1日以前に生まれたアマチュアの方
が創作した未発表作品
募集部門 日本画・洋画・彫刻・工芸・
書・写真
出品料 2,000円（1人1部門につき1
点に限る、複数部門の出品可）
申込期限 平成29年10月31日（火）
（当日消印有効）
※申込用紙はホームページ（http：//www.
sukoyaka.or.jp）からダウンロード
もしくは電話連絡後に郵送

東海アクシス看護専門学校
平成30年4月採用教員募集
東海アクシス看護専門学校総務課
（☎0538-43-8111）

募集職種・人員 ①実習指導教員②
看護教員、いずれか1人
受験資格 以下の要件を満たす方
・昭和53年4月2日以降生まれで看護
師の資格を有し、保健師、助産師ま
たは看護師の勤務経験が5年以上
（4年制大学卒業者は3年以上）あ
ること
・②は教育に関する科目の履修など
※地方公務員法第16条の欠格条項に
該当する方は受験不可
受付期間 随時募集
試験日 応募者には後日連絡
試験会場 東海アクシス看護専門学
校（袋井市）ほか
試験方法 作文試験および面接試験
採用時期 平成30年4月
応 募 方 法 下 記 の 書 類を学 校 窓 口
（総務課）へ直接提出、または簡易
書留で郵送（〒437-0033袋井市上
田町267-30）
・履歴書（写真貼付）、看護師（保健
師・助産師）免許証の写し
・②は卒業証明書など（修了課程に
より異なる）
※受験資格、試験方法、応募方法など
詳しくはお問い合わせください。

第39次ユージン訪問団員募集

NPO法人掛川国際交流センター
（☎24-5595）月〜金9：00〜16：00
kic@kakegawa-life.com
米国オレゴン州ユージン市でホームス
テイや姉妹都市交流をしませんか。
サンフランシスコ観光もあります。
日程 9月21日（木）〜28日（木）
6泊8日
21日（木）掛川発〜ユージン着
22日（金）〜24日（日）ユ ー ジン 市
でホームステイ3泊、市長表敬訪
問、市庁舎見学、歓迎懇親会
25日（月）サンフランシスコ市内見学
26日（火）フリータイム
27日（水）
・28日（木）サンフランシ
スコ発〜掛川着
定員 一般10人
費用 約27万円（国内旅費と現地オ
プショナルツアーは別途）
応募方法 7月28日（金）までに電話
またはEメールで申し込み（申込順）
旅行企画：近畿日本ツーリスト㈱

東京女子医科大学看護学部
掛川市地域枠推薦入学入試
および修学資金貸与制度

地域医療推進課（☎21-1324）

看護師・保健師を目指す学生に修学
の機会を与え、将来、掛川市の地域医
療をけん引していける人材の確保お
よび育成のため、東京女子医科大学
看護学部推薦入学入試の掛川市地域
枠が設けられています。
また、この推薦入試による合格者を
対象とした修学資金貸与制度があり
ます。
対象 市内の高校に通学している学
生、本人もしくは保護者が市内に住
所を有する高校生
応募方法 9月8日（金）午後5時まで
に必要書類を地域医療推進課（杉
谷南1-1-30希望の丘中部ふくしあ
棟内）へ直接提出
※必ず要項を取り寄せ詳細をご確認
ください。
掛川市東京女子医大推薦入試

検索

牧之原畑地総合整備土地改良区
総代選挙（任期満了による）
牧之原畑地総合整備土地改良区
（☎0547-32-9903）
掛川市選挙管理委員会
（☎21-1133）

対象者 牧之原畑地総合整備土地改
良区組合員
告示 8月1日（火）
選挙期日 8月8日（火）
定数 6人 ※定数を超えない場合
は、投票は行いません
任期 平成29年8月21日から4年間

富士山マイカー規制を
実施します

県道路企画課（☎054-221-3014）

富士山の自然保護と安全で快適な
登山を目的に規制を実施します。期間
中はマイカーの通行ができません。有
料の乗換駐車場（駐車料金は1,000円
/台）を利用し、有料シャトルバスかタ
クシーにお乗り換えください。
■富士宮口（富士山スカイライン）
7月10日（月）午前9時〜9月10日
（日）午後6時
■須走口（ふじあざみライン）
7月10日（月）正午〜9月10日（日）
正午
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「かけがわ茶エンナーレ」
市民参加募集! かけがわ茶エンナーレ

検索

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／〒436-8650長谷1-1-1）
chaennale@city.kakegawa.shizuoka.jp

「かけがわ茶エンナーレ」は、茶産地・掛川全域を舞台に、さまざまな文化・芸術イベントを展開し、掛川の魅力を全国へ
情報発信する地域芸術祭です。掛川市の6つのエリア（まちなか、原田・原泉、東山・日坂、五明、横須賀、大東）を中心に、
お茶のまち掛川が「ミュージアム」に変わります。
イベントなどの詳細は、順次お知らせしますので、市民のみなさんの参加をお待ちしています。

期間限定! 【お茶すぽっと】
【タイアップ商品】募集
全国からたくさんのお客様が掛川市を訪れる「かけがわ茶エンナーレ」。
自慢のおいしい掛川茶でおもてなしをする
【お茶すぽっと】、茶エンナーレオリジナルの【タイアップ商品】で、地域を盛り
上げていただける企業・団体などを募集します。
認定されたお店や商品は、茶エンナーレロゴを使用できるほか、パンフレットやホームページで紹介し、全国に広くPRさ
れます。
（例）
【お茶すぽっと】
お茶のサービス、お菓子とのセットメニュー、飲食店でのおもてなしなど
【タイアップ商品】茶エンナーレロゴを使った商品・お土産、特別メニュー、
パッケージへのロゴシールの貼付、茶エンナーレ割引など
申込方法 8月18日（金）までに申込書を事務局へFAX、メールまたは直接提出（期限後も申し込
みは受け付けますが、広報物への掲載ができない場合がありますのでご承知おきください。）
※詳しくは、ホームページ、募集チラシをご覧ください。

プレイベント「みんなの茶エンナーレ」 参加者募集
紙ねんどでお茶のはっぱをつくろう

くじびきドローイング

とき 7月30日（日） 9：30〜15：00
ところ 大東北公民館（下土方）
対象 未就学児〜小学生（2年生以下は保護者同伴）
内容 紙ねんどでお茶のはっぱをつくります。できた作
品は、茶エンナーレ合同作品として大東図書館に展示
します。
参加料 こども1人200円（子どもフェスティバル館内1
日フリーパス）
申込方法 7月4日（火）から大東北公民館（☎74-2200）
へ電話、来館で申し込み（月曜日休館）

★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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とき 7月29日（土） 10：00〜15：00
ところ たまり〜な工作室（満水）
対象 どなたでも
内容 くじを引いて自由に絵を描く、だれでも楽しめる
市民参加プログラムです。
定員 20人程度、出入り自由
参加料 無料
申込方法 直接会場へ
※詳しくは、ホームページ、募集チラシをご覧ください。

夏期市内プールアルバイト募集

第2回「はばたけ未来の吉岡彌生賞」作品募集

とき 7月15日（土）〜8月31日（木）

日本の女性医師育成の礎を築いた吉岡彌生先生の業績を称え、郷土の偉人と
して、後世に伝え顕彰するとともに、子どもの優れた研究を表彰し、次代を担う子
どもたちの夢と希望、こころざしを育むことを目的に実施します。
募集作品 医療・看護、健康・福祉、理科、環境等に関する研究、論文、製作物品、
実践レポート、意見主張文、体験文など
募集期間 7月3日（月）〜9月29日（金）必着
対象 全国の小中学生、高校生（グループ研究も可）
表彰・副賞
【最優秀賞】 小、中、高校生各1作品以内・タブレット端末、デジカメ、天体望遠
鏡などの賞品
【優秀賞】 小、中、高校生各1作品以内・健康測定器、環境計測器、家庭用プラ
ネタリウムなどの賞品
【奨励賞】 小、中、高校生各5作品以内・図書カード
応募方法 所定の応募票に記入し、作品に添付して郵送（〒436-8650長谷
1-1-1）または直接提出（市役所南館2階）。応募票は教育政策室または市ホー
ムページからダウンロードしてください。

さんりーなプール室（☎62-6336）

ところ

安養寺運動公園
プール（淡陽）

勤務時間
8：30〜20：30

大東総合運動場
プール（国安）

8：30〜16：30

大須賀海洋センター
プール（沖之須）

8：30〜16：30

さんりーな（大池） 8：30〜22：00
※時間内で応相談
内容 受付、監視業務
応募資格 高校生以上の方（高校生
は学校の許可が必要）
選考方法 面談により選考（応募順）
応募方法 電話で応募
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教育政策室（☎21-1109）

はばたけ未来の吉岡彌生賞

検索

●申込方法
講座名

電話 電話 FAX FAX

と き

Eメール

ところ

来館 来館で申し込み ハガキ

対 象

ハガキ

内容・参加料
（１人分）

抽選 申し込み多数のときは抽選

申込方法

中遠地域農山漁村 8/5
（土）
徳育保健
10：00〜13：00
センター
ときめき女性に
（御所原）
よる食農体験教室 （受付9：45）

小学生と
保護者10組

8/2
（水）
まで
みそ作り、手作りみそを使っ
電話
た調理体験、食事会を行い
県中遠農林事務所
ます。
企画経営課
●参加料1,500円
（☎0538-37-2269）

小学生と
保護者15組

廃油を使ったせっけん作り 7/31
（月）
まで
と施設見学を行います。
電話 抽選
○持ち物 1.5㍑の固いペット 環境資源ギャラリー
ボトル、軍手、マスク、タオル （☎23-2273）

小学生15人

横須賀高校の生徒さんとア
7/11
（火）
9：00〜
ニメーションの仕組みを取り
電話 来館（月曜休館日）
入れた工作を楽しみます。
大須賀図書館
（☎48-5269）
○持ち物 のり、カッター

手にやさしい
廃油せっけん
を作ろう

8/5
（土）
9：30〜12：00

環境資源
ギャラリー
（満水）

回転のぞき絵を
作ろう

8/5
（土）
9：30〜12：00

大須賀図書館
（西大渕）

8/8
（火）
大須賀
食品添加物教室 ①13：30〜14：30 中央公民館
②15：00〜16：00 （西大渕）

7/1
（土）
〜28
（金）
①②ともに 食品添加物の働きを親子で
来館（月曜休館日）
学びます。
小学生と
大須賀中央公民館
保護者20組 ○持ち物 飲み物、筆記用具
（☎48-1012）

クラフト飛行機を 8/8
（火）
9：30〜11：00
作ろう

大東図書館
（大坂）

小学生15人

（火）
省エネ・省資源と 8/8
環境を考える学習 9：00〜11：30

資生堂
掛川工場
（長谷）

（月）
9：00〜
工作・実験を通して楽しく省 7/10
小学5・6年生
エネ・省 資 源について学び 電話
30人
環境政策課
（☎21-1218）
ます。

8/12
（土）
9：30〜12：00

千浜農村
環境改善
センター
（千浜）

木材で小型いすを作ります。
小学生と
●参加料1,600円
保護者20組
○持ち物 金づち

名木巨木めぐり

8/16
（水）
9：00〜16：00

小学生と保護者
市役所出発 30人
（長谷）
（4年生以下は
保護者同伴）

7/10
（月）
〜8/2
（水）
まで
掛川市巨木・名木ガイドブッ
電話
ク掲載の一部をバスで巡り
維持管理課
（☎21-1154）
ます。
tosikei@city.kakegawa.
○持ち物 昼食、飲み物
shizuoka.jp

不思議ステンド
グラス

8/16
（水）
13：30〜15：30

中央図書館
（掛川）

掛川工業高校の生徒さんと 7/11
（火）
9：00〜
不思議ステンドグラスを作り 電話 来館（月曜休館日）
ます。
中央図書館
（☎24-5921）

安心・安全な
お肉の教室

8/17
（木）
13：30〜15：30

水道水が
できるまで

8/18
（金）
8：30〜17：00

（金）
まで
長島ダム（川根本町）、川口取水口 7/21
水道事業所 小学4〜6年生と （島田市）などを見学。長島ダムで 電話
（逆川）
保護者12組
水道課
（☎27-0711）
はボート乗車も体験できます。
○持ち物 昼食、飲み物、筆記用具

作って飾ろう
インテリア
フラッグ

8/19
（土）
9：30〜12：00

インテリアフラッグ作りと施 8/14
（月）
まで
環境資源
小学生20人
電話 抽選
設見学を行います。
ギャラリー （2年生以下は
○持 ち 物 布
（30㌢ 四 方く 環境資源ギャラリー
（満水）
保護者同伴）
らい）
、布切ばさみ
（☎23-2273）

夏休み工作

みんな集まれ!
8/22
（火）
掛川三城ぐるっと
10：00〜15：30
探検隊

小学生30人

小学生
食肉衛生
（保護者同伴）、
検査所（金城） 中学生と
一般30人

大東図書館
（大坂）

（火）
9：00〜
掛川工業高校の生徒さんと 7/25
クラフト紙を使って飛行機 電話 来館（月曜休館日）
大東図書館
（☎72-1143）
作りに挑戦します。

豚の内臓を触ったり、細菌を顕
微鏡で見たりします。物質の成
分を分離する実験
（ペーパーク
ロマトグラフィー）
をします。

8/5
（土）
まで
電話（月曜休館日）
千浜農村環境改善センター
（☎72-5028）

8/10
（木）
まで
電話

県食肉衛生検査所
管理指導課
（☎24-0725）

掛川にある3つの城と関連
7/21
（金）
9：00〜
小学3〜6年生 する史跡などを探検します。
電話 来館（月曜休館日）
○持ち物 弁当、飲み物、タ
15人
大東図書館
（☎72-1143）
オル、動きやすい服装
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※参加料の記載が無い講座は
「参加無料」
です。申込方法に
「抽選」
の記載が無い講座は
「申込順」
です。
講座名

と き

ところ

対 象

申込方法

フェルトでかわいい
マスコットを作ろう

大東図書館
7/27
（木）
小学生10人
13：30〜15：00 （大坂）

（火）
9：00〜
フェルトを使って小さなハン 7/11
バーガーなどのマスコットを 電話 来館（月曜休館日）
大東図書館
（☎72-1143）
作ります。

布でスズメの
ストラップを作ろう

7/28
（金）
大須賀図書館
小学生15人
14：00〜15：00 （西大渕）

（火）
9：00〜
布を使ってスズメのストラッ 7/11
電話 来館（月曜休館日）
プを作ります。
大須賀図書館
（☎48-5269）
●参加料100円

貯金箱作りに挑戦

7/29
（土）
13：00〜15：30

貯金箱を作ります。
●参加料1,300円

竹の丸（掛川） 小学生15人

NECプラット
7/29
（土）
① 9：00〜 11：30 フォームズ（下俣）
② 13：30〜 16：00 ※市役所集合 小学5・6年生
30人
白熱サイテク教室
資生堂掛川工場 7/29は①と
8/10
（木）
②で各15人
2017
（長谷）
9：00〜11：30
※市役所集合 全3回の教室
です。
平野鋳造所
8/21
（月）
（遊家）
9：00〜11：30
※市役所集合
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内容・参加料
（１人分）

自分の細胞を
見てみましょう

7/29
（土）
13：30〜15：00

初心者向け
将棋体験教室

①7/29
（土）
②8/5
（土）
③8/12
（土）
9：30〜11：30

7/18
（火）
~
電話

竹の丸
（☎22-2112）

プログラミング体験を行い
ます。
7/21
（金）
まで
資生堂掛川工場の見学と実 電話
社会教育課
（☎21-1157）
験講座を行います。
平野鋳造所の工場見学と工
作教室を行います。

7/1
（土）
9：00〜
目に見えないほど小さな自
東京女子医科
電話（月曜休館日）
小学3〜6年生と
分自身の細胞を顕微鏡で観
大学大東キャン
吉岡彌生記念館
保護者15組
察し、写真に撮ります。
パス（下土方）
（☎74-5566）
大須賀
幼稚園児
中央公民館 保育園児
（西大渕）
小学生30人

①7/22（土）②29（土）③8/5（土）まで
将棋を覚えたり、ゲームを通
来館 FAX ハガキ（月曜休館日）
じて親しんだりしたい方に
大須賀中央公民館
おすすめです。
(☎48-1012・FAX48-2024)
○持ち物 飲み物、筆記用具
〒437-1304 西大渕145

未就学児〜
小学生と
保護者

工作体験、ヨーヨーつり、大型 7/4
（火）
9：00〜
かるた取り、英語でお買い物 電話 来館（月曜休館日）
ごっこ、おもちゃ病院、チャレ 大東北公民館
（☎74-2200）
ンジランキングなど

7/30
（日）
子どもフェスティバル
9：30〜12：00
〜どきどき・わくわく
13：00〜15：00
体験いっぱいの一日〜
（昼休憩あり）

大東北公民館
（下土方）

紙コップの
万華鏡を作ろう

8/2
（水）
13：30〜15：30

中央図書館 小学4〜6年生 紙コップでオリジナルの万
15人
（掛川）
華鏡を作ります。

スポーツ吹矢
体験教室

8/2(水)
9：00〜11：00

大須賀
中央公民館 小学生20人
（西大渕）

直虎ジュニア
探検隊

8/4
（金）
9：00〜17：00
（集合8：30）

親子料理教室

8/5
（土）
9：00〜13：00

親子水生生物
調査

8/5
（土）
9：30〜12：00

7/11
（火）
9：00〜
（月曜休館日）
電話 来館
中央図書館
（☎24-5921）

スポーツ吹矢に挑戦します。
●参加料700円
○持ち物 飲み物

井伊谷方面 小学生
観光ガイドと一緒に直虎ゆ
7/1
（土）
〜28
（金）
※大須賀中央 （1〜2年生は かりの地を探索します。
公民館（西大渕） 保護者同伴） ○持ち物 弁当、筆記用具、 来館（月曜休館日）
大須賀中央公民館
20人
集合
拝観料
（☎48-1012）
サラダうどん、タンドリーチ
大須賀
キンなどを作ります。
小学生と
中央公民館
●参加料1,200円
保護者12組
（西大渕）
○持 ち 物 飲み 物、エプ ロ
ン、三角巾、筆記用具
小学生〜
はらや親水
中学生と
公園
（西山）
保護者15組

7/10
（月）
9：00〜
水生生物を採取して川の水
電話
質を調べる方法を学びます。
環境政策課
（☎21-1218）

5/28

漫画さながらの熱戦展開
大島司「アタック!!」杯

▲潮風の中、熱戦を繰り広げる参加者たち

大東ビーチスポーツ公園で、輝くかけがわ
応援大使・大島司さんの連載漫画「アタッ
ク!!」とタイアップした6人制ビーチバレー
ボール大会が開催されました。
市バレーボール連盟（鳥井寅治会長）が東
京五輪のキャンプ誘致に向けて競技熱を盛り上
げようと開催。小学生10チーム、一般27チー
ムが砂地のコートで熱戦を繰り広げました。

6/4

市民ら5,000人が参加
40年続く早朝の海岸清掃

▲海岸をきれいにしようとごみを拾う参加者たち

延長約10㌔の大浜・大須賀海岸で、早朝6時
から海岸一斉清掃が行われました。大東・大須
賀区域のみなさんをはじめ、菊川流域の住民や
企業など約5,000人が参加。海岸に漂着したご
みなどを拾い集めました。
この事業は、豊かな自然に恵まれた河川や
海岸線を清掃し快適な環境を守ろうと、昭和
50年ころから毎年実施されています。

5/27

自然の中で感性豊かに
森のようちえん、倉真で開園

▲散策しながら新しい発見に目を輝かせる子どもたち

NPO法人「時ノ寿の森クラブ」（松浦成夫
理事長）は、3〜5歳児を対象にした「森のよ
うちえん」を倉真地区で開園しました。
今期の参加者は20人。森林や里山などの地
域資源を子育ての場に活用し、仲間と遊びなが
ら自然とふれあい、豊かな感性をはぐくみま
す。9月まで毎月2回、園庭に見立てた山の中
で散策やまき割りなどに挑戦します。

6/4

ユニ・チャームと初連携
ウォーキングで健康づくり

▲姿勢を意識しながらウォーキングする参加者たち

市と衛生用品大手「ユニ・チャーム」は、
生涯学習センター周辺でウォーキングを活用し
た健康づくりイベントを開きました。
「かけがわ生涯お達者市民推進プロジェク
ト」の一環。子どもからお年寄りまで約100人
が参加し、姿勢よく歩くコツを習ったり、健康
クイズなどをしながらウォーキングをしたり
して、気持ちいい汗を流しました。
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お茶の話題
掛川茶皇室献上へ、26年ぶり3回目
実行委員会立ち上げ4園を指定

6/9

育児の悩みや不安を解消
ポジティブ!子育て講座

平成30年に皇室
献上する県内茶産
地の茶を掛川市で
謹製することにな
り、市は茶業関係
者らで構成する
「市献上茶謹製事
業実行委員会」を
▲松井市長（右）に決意を語る指定
5月23日、掛川市
茶園の園主ら
役所で開きました。
皇室への献上は、平成4年以来26年ぶり3回目。
て もみ

同会では、「掛川茶手揉保存会」の東山支部、萩原

まさし

雅さん（東山）、平野昇吾さん（上内田）、「大城
ゆう き

茶手揉保存会」の青野友喜さん（入山瀬）を茶園主
に指定。地域を分散させ、霜被害や天候不順など不
測の事態に備えます。

伊勢神宮へ深蒸し掛川茶を奉納
かん なめ さい

昨年10月の神嘗祭に続き2回目
掛川茶振興協会（松井
三郎会長）ら約20人が、
三重県伊勢神宮の神事に
合わせて同神社を訪問。

▲グループに分かれ子育てについて話し合う参加者たち

掛川流子育て応援事業「ポジティブ!子育て
プロジェクトin掛川」の第1回講座（全3回）
が徳育保健センターで開催され、未就学児をも
つ母親16人が参加しました。
本事業は、市、育勉普及協会と公文教育研
究会との共催で、第1回は、ママが忙しい毎日
の中で、行動力と時間管理能力を磨く方法など
を学びました。

あま ね

最高級の深蒸し茶「天葉」
をはじめとした掛川茶を
奉納し、茶業発展を祈願
しました。農商工連携に
よる産業の育成を進める
三重大学の渡邊明名誉教
授の紹介で、昨年10月に
続いての奉納となります。 ▲奉納に向かう茶業関係者

6/10

希望の森づくりに市民ら汗
防潮堤へ3,000本を植樹

掛川茶を子どもたちの日常に

学校や福祉施設83か所に2,628㌔贈呈
掛川茶振興協会は
6月9日、市内の学校
をはじめ、幼稚園や
保育園、福祉施設な
ど8 3 か 所 に 1 年 分と
なる2,628㌔のお茶を
贈りました。
▲お茶を受け取る学校関係者ら
幼いころからお茶
に親しみ、飲む習慣を身につけてもらおうと同協会
が毎年行っています。同日、掛川市役所で贈呈式が
あり、協会役員がティーバッグにしたお茶を学校関
係者らに手渡しました。
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▲苗木の成長を願いながら植樹する参加者たち

市は、津波被害の減災を目的に整備を進め
る海岸防災林で「市民協働による希望の森づく
しお さい

もり

り 潮騒の杜植樹祭」を行いました。
沖之須地内の防潮堤には、自治会、市民、
企業、各種団体など約600人が参加し、マサキ
やクロマツなど9種類3,000本の苗木を植樹。
参加者は1,000平方㍍の防潮堤の斜面に、1本
ずつていねいに植えました。

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。

切るのは︑桜が丘中学校2年の

﹁趣味は柔術です﹂そう言い

勝つこと︒そのための研究と努

が目指すのは全てギブアップで

金城さんが柔術を始めたのは

力に苦労は惜しみません︒

ラブ首長国連邦のアブダビで開

6歳のとき︒父親と一緒に世界

金城アユミさん︒今年4月にア
かれた﹁世界ユース柔術フェス

大会で優勝経験を持つサトシ・
日通い︑技を磨いてきました︒

ティバル﹂に出場し︑見事︑優
金城さんはこれまでの国内大

得意技は関節技の腕十字固め︒

ホベルトさんのジムに週3〜5

会でのポイントなどから出場権

﹁相手の力を利用すると自分よ

勝を果たしました︒

歳までの女子黄

を獲得︒7〜

との対戦はワクワクするから怖

りも大きな人に勝てる︒強い人

本から唯一出場しました︒大会

いと思ったことはない﹂と柔術

㌔級のトーナメントに日

を振り返り﹁華やかな会場で緊

4月の大会後︑帯試験を受け

の魅力を語ります︒

できた﹂と笑顔を見せるも﹁2

階級を1つ上げた金城さんが次
リフォルニアで開かれる世界大

試合目にギブアップをとれなかっ
柔道やレスリングに似た格闘

会での連覇︒ジムでは大人のク

にねらうのは︑来年︑米国・カ

技﹁柔術﹂は︑立ち技のポイン

ラスにも参加しながら技を磨く

た﹂と悔しさもにじませます︒

ト差か関節技などによるギブアッ

な ど ︑ 飽 く な き 挑 戦 は 続 き ま す︒

大手メーカーなどの医薬品の開発・製造受託
昨年4月、市内初の事業所内保育所を開設

▲事業所内保育所「QTPメロンハウス保育園」の前にて。

▲掛川城天守閣前で金メダルを
掲げる金城さん。厳しい練習や
試合が終わった後、道場の仲間
や家族と行うバーベキューが楽
しみと話す。練習のない日はイ
ンターネット動画サイトを見る
などしてリフレッシュしている。

張したが︑いつも通りの試合が

色帯

15

プで勝敗を決します︒金城さん

現掛川市が誕生する直前の平成

年2月︑この地に産声を上げた

年が経過︒当初15

12

社

30

を最大

人まで受け入れることが

園﹂を開設︒社員と地域の乳幼児

保育所﹁QTPメロンハウス保育

社は昨年4月︑市内初の事業所内

せ︑人の成長や和に重きを置く同

人材研修や福利厚生を充実さ

予定です︒

は自社名の入った商品も登場する

品製造販売業の許可を取得︒今後

ましたが︑今年4月に第二種医薬

託元の企業名などで販売されてい

これまで︑生産した医薬品は委

院用医薬品として出荷しています︒

ど約180品目を受託し︑主に病

のメーカーと契約︒錠剤や粉末な

理が高く評価され︑現在は約

人を超えました︒徹底した品質管

0人ほどだった従業員数は400

績を伸ばし

同社の主力工場として着実に業

クファーマ静岡工場﹂です︒

開発・製造受託会社﹁クオリテッ

のは東京に本社をもつ︑医薬品の

17

と笑顔で話しました︒

い︒地元雇用にも力を入れたい﹂

成長し︑一緒に地域を盛り上げた

︵写真左︶は﹁地域と二人三脚で

園長を兼務する髙山栄工場長

できます︒

19

48

しろ

柔術で世界大会連覇へ 金城アユミさん

かな
じゅつ
じゅう

（桜が丘中2年）

27

きんじろうくん

土方地区

クオリテックファーマ静岡工場

26

ストレスフリーで幸せ育児
カラダ×ココロづくり交流会

日本三大古布の一つで︑掛川市
かっ ぷ

の伝統的な地場産業として栄えた
﹁葛布﹂の振興を図るため︑原料
となる葛の利活用を研究・調査す
る﹁掛川市葛利活用委員会﹂が5
日に発足しました︒

軒ほどあった手織葛布商は︑ 今

進歩などにより衰退︒最盛期には

が︑社会構造の変化や生産技術の

土産品として人気を博しました

て広まり︑参勤交代での着物やお

江戸時代は﹁掛川の葛布﹂とし

月
31

ヤングママとパパが楽しく子育てできる
よう﹁カラダ×ココロづくり交流会︵﹁地
いき楽しくアイビーナ﹂主催︶﹂が5 月
日の母の日︑常盤地区センターで開催され
ました︒市の市民提案型協働支援事業補助
金を活用したこのイベントは︑昨年度開催
した﹁奥州mama☆Fes2016﹂に
続く第2弾︒参加者は︑心の筋トレ﹁マイ
ンドフルネス﹂やアニマル進化体操を体
験︒子育てのストレスを解消する自己調整
能力を学びました︒
一関市で家庭的保育園を経営し︑夫婦で
参加した加藤知英さ ん は﹁気軽に参加で
きるイベントで︑妻のリフレッシュになれ
ばと思い参加した︒この交流会から情報を
もらい︑園での保護者のケアなどにも取り

では2軒にまで減少しています︒

委員会は︑葛研究の第一人者で
ひょうえ

農業博士の神戸大学名誉教授・津

布商や葛布文化を伝える市民グルー

川兵衛さんを委員長に︑地元の葛
プ代表︑葛の家畜飼料化に取り組
む小笠高校教諭︑市内の民間企業
などが参加︒大学と連携した葛布
ど︑今後のスケ
ジュールを確認し
合いました︒
今後5年を目ど
葉︑根の全てを多

に︑葛の花︑茎︑
方面で活用するこ
とで︑葛布産業の
復活と継承を目指
します︒

献血

福祉課（☎21-1140）
と き 7/18（火）、8/15（火）9：15〜16：00
ところ 市役所北側駐車場

※使用している薬（外用薬を含む）の名前を伺います。

西部健康福祉センター掛川支所（☎22-3263）
と き 7/25（火）、8/22（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）

・8 月

7 精神保健福祉総合相談

ごみの休日受け入れ

と

環境資源ギャラリー（☎23-2273）
き 7/8（土）
・23（日）、8/12（土）
・27（日）
9：00〜11：30

4月に採用され︑広報広聴係
に配属が決まりました︒
前職では金融機関の営業をし
ていましたが︑小さなころから
育ってきたこのまちで働き︑恩
返しがしたいと思い転職を決め
ました︒広報紙を通じて掛川を
アピールし︑住んでいる全ての
方々が自分のまちに誇りを持て
るきっかけづくりをしたいと思
います︒
話が変わりますが︑市役所の
野球チームに入部したため︑こ
ちらも精一杯頑張ります︒︵榊︶
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27

14

▲さまざまな動きを通じて体軸・体幹の感覚を
知ると体が動きやすくなることを実感

世帯数

女

男

■市の人口（6月1日現在） 人数世帯数（前月からの増減）

（29）

組んでいきたい﹂と話しました︒

Oshu

50

づくり体験ツアーや葛の栽培な
▲6月10日、初馬の農地で試験栽培されていた
葛の苗木を定植する小笠高校の生徒たち

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」

58,919人（＋11） 58,811人（−18） 43,863（＋74）
57,125人（＋ 7） 56,763人（−34） 41,929（＋49）
1,794人（＋ 4） 2,048人（＋16） 1,934（＋25）

117,730人（− 7）
113,888人（−27）
3,842人（＋20）

住民基本台帳人口
日本人
外国人

岩手県奥州市
姉妹都市

「葛」活用で伝統文化継承へ
葛 利 活 用 委 員 会 発 足 、多 方 面 の 可 能 性 を 調 査・研 究

広告

広報 かけがわ

7月
平成29年
（2017）
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