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全国から約7,000人のランナーが参加！

福祉課︵☎

お互いさまで
昔も今も、
これからも
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今からちょうど100年前︑民生委員制度が
スタートしました︒今回は︑市内で活躍する
4人の座談会の場を設け︑制度の歩みやそれ
ぞれの考え︑これからの民生委員・児童委員
について語っていただきました︒

さい せい

民生委

大正6年に制度の源が誕生
済世顧問制度・方面委員制度
司会︵寺田雅志福祉課長︶
員制度100周年を迎えましたが︑
本制度が誕生した歴史背景などをお
大正5年︑静岡県出身で当時

聞かせください︒
袴田
の岡山県知事・笠井信一さんは︑大

→

正天皇から県民の生活状況を問われ︑
これを調査したところ1割もの方が
大変貧しい暮らしをしていることを

民生委員と地域福祉

知ることになります︒救済のための
研究を重ね︑1年後の大正6年︑民
生委員制度の基といわれる済世顧問
制度を創設しました︒
その翌年︑米騒動により市民の生
活がきわめて厳しい状況のなか︑大
阪府で始まったのが委員を地域にあ
てがう方面︵地方︶委員制度︒この
制度が全国へ普及していきます︒昭

特別座談会
昭
豊
田

年には戦後の子どもたち

たのはその2年後のことでした︒ま

た︑昭和

長い歴史の中で担う仕事も変

現在は担当地区の見守り活動

全世帯を見守ることは無理ですか

400軒を担当する方もいますが︑

ると思います︒一人で200〜

今︑不安を抱えながらがんばってい

年委嘱された新任の委員さんは︑

把握することから努力しました︒昨

ら︒まずは1軒1軒︑見守りながら

なければ︑相談してもらえませんか

りません︒地域の人たちに信頼され

相談相手になることは簡単ではあ

役割ではないでしょうか︒

迅速に専門機関に伝えるのが委員の

あれば相談を受け︑内容によっては

ことを心がけています︒困りごとが

しをしているのか︑そっと寄り添う

が中心で︑どんなお宅がどんな暮ら

加藤

員さんはどのように感じていますか︒

化していると思いますが︑現場の委

司会

民生委員は地域に必要不可欠
まさに要の存在

の制度が誕生しました︒

の専門相談窓口となる主任児童委員

化したことから︑平成6年に子ども

児童虐待などの子どもの課題が多様

した︒平成に入ると少子化が進み︑

が児童委員を兼任するようになりま

を救うことが急務とされ︑民生委員

22

ら︑その一環としてサロン活動も大

袴
長

和3年には委員数が1万5千人にも
年9月︑民生委員

民生委員制度創設100周年記念

民生委員児童委員協議会

会

上りました︒
終戦後の昭和

と名称を改め︑任期が3年に決まっ

21
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100th Anniversary

昨年︑まちづくり協議会が立ち上

切にしています︒
がりました︒地域の方々が福祉の研
修などを通じて理解を深めてくれる
ことは︑本当にありがたいことです︒
地域のみなさんや自治区などの支え
があって︑委員は活動ができていま
す︒個人の力ではできないことがで
委員と地域との連携が大切だ

きる︒組織の力は大きいですね︒
司会
と語られましたが︑地域の立場から
福祉活動を実践している民生

これらをどのように見ていますか︒
中村
委員のみなさんは︑地域福祉の充実
の上で︑必要不可欠な存在であり︑
要だと思います︒超少子高齢化が急
速に進展する中で︑一人暮らしの見
守りなど地域における課題がより複
雑化し︑増加しています︒そうした
状況に的確に対応できるのも︑守秘
義務と取り組み意欲の両方を持った
委員さんでなければできない話で︑
どちらが欠けてもだめ︒昨年︑地域

のみなさんと委員さんが双方に協力

絶対別々にできない︒分けれ

していますよね︒

袴田

当然︑地域にはさまざまな専

ば︑ぎくしゃくしてしまう︒

中村

門性を持った方がいて︑それを生か

して実践するのがまちづくり︒みん

なの力で地域を良くしようという︑

﹁絆﹂づくりの一番中心となるとこ

ろは民生委員活動︒それは否めない

委員の意識も国から委嘱され

事実ですね︒

袴田

たとかよりも︑地域の福祉を担う役

に就いたという意識でやってもらえ

たらと思いますね︒

地域の福祉は地域の人でとい

相談者とサービスを橋渡しす

うことですね︒

司会

中村

困難な相談は何年もかかった

るなかで困ったことはないですか?

加藤

り︑少し良くなったかと思えば戻っ

たりといろいろ︒地道に関わってい

どこに橋渡しをするかで終わ

くしかないのではと思っています︒

袴田

司会

らず︑対応後に詳しく勉強してみる

である﹁ふくしあ﹂を管轄する地域

してきた立場から委員さんはどのよ

医療推進課ですが︑相談業務を対応

大竹課長は地域福祉の最前線

民生委員とふくしあは相思相愛

しくなることがありますよ︒

と﹁なるほど﹂と︑新しい発見が楽

大 竹 紗 代 子

コミュニティの新たな形である地区
まちづくり協議会が活動を始めまし
たので︑委員さんとより連携を密に
して取り組みを進めたいと思います︒
支え合う社会の核として︑いつも
地域住民の傍らに委員さんがいてく
れた事業の継続性が︑

加 藤 茂 都 子
副会長

哉
隆
村
中
長
会
長
課

100周年につながったん
まち協や地区福祉協

だと思います︒
司会
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民生委員児童委員協議会

地区まちづくり協議会連絡会

地域医療推進課

見守りからの信頼関係
まち協への期待
地域包括ケアとふくしあ

うな存在ですか︒
ふくしあ活動に絶対欠かせな

い存在︒地域の声を行政に届け︑地

親が意識していないネグレク

ただ一方で︑SOSを発した

親が料理を作らず︑コンビニ

職業の多様化もあるから︑難

今こそ市教育委員会が進める

地域では︑これからまちづく

まち協は︑まだ地域ごとに温

いくことが必要だと思います︒

ずは意識やモチベーションを高めて

向に向くと思います︒それには︑ま

祉を進めていこうとなれば︑良い方

きるので︑知恵を出し合って地域福

て︑市からの交付金で財源を確保で

り組みが強み︒まちづくり計画を立

いうスケールメリットを生かした取

度差があるのが現状ですが︑地区と

中村

り協議会の活動が本格化しますが︒

司会

﹁お茶の間宣言﹂が大切ですよ︒

中村

しい問題ですね︒

加藤

どももいましたよ︒

ご飯を作ることを知らないという子

エンスストアの弁当に頼りすぎて︑

袴田

づらいということもありますよね︒

くても民生委員が身近過ぎて︑話し

加藤

トということもあります︒

大竹

ン不足が心配ですね︒

いですか︒親子のコミュニケーショ

時間の方が長くなってしまうじゃな

民生委員さんは住民と行政の架け橋
住民との信頼関係や情報力は大きな力

ご近所のこと

大竹

・介護ばかりで自分の時間が
ない。
・介護保険の使い方は?

域対応の際にはきっかけとなってい

介護のこと

ただき︑まさに︑地域と行政との架
け橋になっていただいています︒地
域のみなさんとの信頼関係と情報力
はとても力になります︒家族単位で
支援が必要なときも︑情報があるこ
委員さんから見て︑ふくしあ

とで迅速に動けます︒
司会
の存在はどうでしょうか︒

・最近、○○さんの姿をみか
けない。
・○○さんが送りつけ商法の
被害にあっているみたい。
▲毎朝、児童の登校を見守る民生委員の伊東裕子さん（高瀬）

私が委員になって間もなく︑

福祉サービスのこと

・困っているけど、どこに相
談していいのか分からない。
・障害者手帳を申請したいの
ですが。

虐待かも

・○○さんの家の怒鳴り声と
子どもの泣き声がすごい。
・○○さんの子どもが何日も
服を変えていない。
・○○さんの年金が親族に使
い込まれているみたい。

担当する地域に暮らす身近な相談相手として、
地域住民から生活上の心配ごとや困りごと、医療
や介護、子育ての不安などの相談に応じています。
そして、その課題が解決できるよう、必要な支援
への「つなぎ役」になります。
また、定期的な訪問などを通じて、高齢者や障
がい者世帯、子どもたちの見守りも行っています。
平成27年度、市内5か所全てに地域健康医療支援
センター「ふくしあ」が開設。市独自の地域包括
システムが確立され、行政、社会福祉協議会、地
域包括支援センター、訪問看護ステーションなど、
多職種連携による支援がスムーズになりました。

加藤
ふくしあができました︒﹁困った
ら︑ふくしあへ﹂との言葉を信じて
通ってみると︑市役所内や関係機関
への振り分けをしてくれたので助か
りました︒そうしているうちに︑ノウ
ふくしあはいろいろな制度を

ハウや職員との関係も築けました︒
大竹
用意していたり専門職がいたりする
ので︑上手に活用してほしいですね︒

子どもや母親からの相談はい

今こそ﹁お茶の間宣言﹂で
親子の絆づくりを
司会

障がいを持つ方からの相談や

かがですか︒
加藤

虐待・ネグレクト︵育児放棄︶の話
もよく聞きます︒核家族だと子育て

ひとりで悩まずご相談ください。

生委員は、
こんな活動をしています

民

を教えてくれる人がいないので︑預
けることが前提になりますよね︒今
では親子の時間よりも︑先生といる

→
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100th Anniversary

今までの100年を踏まえ︑

本質をたどれば︑まちづくりと福
祉はつながっている
司会
以前︑区長さんから﹁日本人

これからの活動に期待したいことは︒
加藤
が昔から心がけていたお互いさまの
気持ちを持つと︑地域が良くなる﹂と
言われました︒今は相談役ですが︑
やがて面倒を見てもらうときが来ま
す︒そのとき︑今の働きが跳ね返っ
てくるのかなと思います︒

お互いさまの実例ですね︒

袴田

だから︑地域と福祉は切り離

せない︒まちづくりも福祉も切り離

地域・隣近所のコミュニティ

せない︒

司会

でも︑最近は﹁個﹂の生活を大

ですね︒

大竹

切にする若い方が増えているように

ライフスタイルも変わったと

感じます︒

袴田

思う︒常に雨戸を閉めていて︑人が

居ると思わなかった家があります︒

年代後半から家の作

昔は窓や戸を開けっ広げだったの

に︑特に昭和

司会

独身の一人暮らしとか︑親一

委員さんは1期3年ですが顔

振り返ってみると︑地域の一

ありがとうございました︒

祉だし︑協働じゃないですかね︒

て︑みんなで力を合わせることが福

生 委 員 も 各 種 団 体 も ︑同 じ 住 民 と し

なくなることはないと思います︒民

きました︒民生委員制度は︑今後も

といかに笑うかという感覚でやって

け︒難しいことは言わず︑地域の方

員としてできることをしてきただ

袴田

ですね︒

〜3期務めていただけるとうれしい

が見える関係づくりのためにも︑2

大竹

題もでてきた︒時代を感じますね︒

人・子一人の家庭︒あと空き家の問

加藤

と閉めるようになったね︒

りも変わって︑窓やドアをしっかり

40

先日︑見守り活動の仲間を探して
いたところ︑訪問していたおばあ
ちゃんの家のお嫁さんが﹁今まで見
守ってもらいうれしかった︒今度は
私が力になりたい﹂と言って加入し
てくれました︒﹁つなぐ﹂というこ
と︑﹁お互いさま﹂はこういうこと
司会
区長さんの仕事も︑どんな仕

なんですね︒
加藤
事もそう︒あの人ががんばっている
﹁絆﹂とは︑こういうことで

から自分もやらなきゃって思う︒
中村

すよね︒かつては地域の結束を強め
るため︑人が集まっていろいろなこ
とをやり︑顔の見える関係づくりを
進めていた︒これが大事だと思う︒
これからまち協が進めて
本質をたどれば︑

いきます︒
加藤
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福祉とまちづくりはつな
がっていますよね︒

日本人が昔から心がけていた
「お互いさま」で地域が良くなる。

100th Anniversary

民生委員も各種団体も同じ住民。
みんなで力を合わせることが福祉だし、
協働じゃないですかね。

わ
対象は昭和

未満

専門家による耐震診断

年5月以前に着工した木造住宅

ステップ1

耐震性能

1.0

万4千円

耐震補強計画の作成
上限

ステップ2
■補助金額

都市政策課
（☎21-1152）

評点 以上で 以上向上する計画を建築設計
事務所に依頼します︒
※計画作成の平均価格
万9千円︵平成 年度︶

ステップ3

耐震補強工事の実施

0.3

※工事の平均価格

無料

10

40

134万6千円︵平成 年度︶

28

命を守るための
耐震化が急務

56

56

○一般世帯・・・上限 万円︵うち︑買物券 万円︶
○子育て世帯・・・上限105万円︵うち︑買物券 万円︶
○ 高齢者のみの世帯など・・・上限105万円︵うち︑買物券 万円︶

■補助金額

15

9割以上
補助

15万円
上乗せ

28

30

1.0

建物倒壊による人的被害を防ぐた
めには︑住宅の耐震化が急務です︒
市は地震による家屋の倒壊から命を
守るため︑耐震補強に関する計画作
成や工事に補助金や買物券を交付し
て︑耐震化を推進しています︒
下の耐震対策の流れで︑わが家の
地震対策を確認してみましょう︒

29

14

95

補助金額を上乗せ

15

昭和 年5月以前に着工した木造
住宅の耐震補強工事について︑平成
年度末までに工事を行い︑工事期
間中︑﹁耐震補強PR看板﹂を設置
すると︑補助金額がさらに 万円上
乗せされます︒この場合︑現場見学
会の開催または工事をするきっかけ
と耐震補強後の住宅の写真を提出す
る必要があります︒
この機会にぜひ︑わが家の耐震対
策に積極的に取り組みましょう︒

耐 震 対 策 の 流 れ

が家の耐震対策に
取り組みましょう!

熊本地震で倒壊した家

6

低コストで工事を実施
新しい入居者も

私は︑低コストで強度を高める

ほかにもさまざまな補助金があります

感震ブレーカー設置の補助金を新設

平成 年度から︑感震ブレーカー設置に補助金が
支給されるようになりました︒感震ブレーカーと
は︑地震発生時に自動で電気を遮断し︑復旧時に通
電火災を防止するものです︒

■対象
感震ブレーカーの設置に要する経費︵コンセント
から電気を遮断するものを除く︶

■補助金額
○ 設置に要する経費の3分の2・・・上限1万5千円
○ 市内に一戸建ての住宅を新築し︑工事タイプ︵ブ
レーカー内蔵︶を設置する場合・
・・一律1万円
※一世帯につき1台まで
1131︶
危機管理課︵☎

そのほかの補助金

家具の転倒防止
家具の転倒防止に要する費用を5か所まで補助し
ます︒
防災ベッド・防災ベッドフレーム・耐震シェルター
設置事業
大規模災害から命を守るため︑対象となる製品の
設置に要する費用を補助します︒
危機管理課︵☎
1131︶

感震ブレーカー

東日本大震災や熊本地震など各
地で大きな地震が発生し︑その被
害状況を見て耐震補強を考えまし
た︒現在所有している貸家の築年
数が長く︑耐震強度面で不安だっ
たため︑入居する方に少しでも安心
していただけるよう︑工事を実施し

昨年4月に発生した熊本地震で多

ため︑筋交いを新設し︑その上に

安心して孫を招くことが
できました
くの住宅が倒れている映像をテレビ

板を張る工事を行いました︒無料の

ました︒

で見て︑自宅の耐震補強の必要性を

耐震診断に始まり︑補強計画や実

か

感じました︒まず︑市の無料の耐震

際の工事においても7割以上を補

すじ

診断に申し込み︑受診することにし

担で実施することができました︒ま

助 金 で ま か な え ︑ 最 小 限 の金銭負

診断の結果︑自宅の耐震性がなく

た︑新 し い 入 居 者 も 見 つ け る こ と

ました︒
大きな地震が起きた場合︑倒壊の可

空き家が問題となっていますが︑

ができました︒

こで︑耐震補強工事に対する市の補

耐震補強を行い安心して住めるよ

能性が高いことがわかりました︒そ
助制度を聞き︑家族で相談し︑工事

うにすれば︑空き家も減少すると
思います︒

21

防災ベッド・防災ベッドフレーム

耐震シェルター

家具の転倒防止

を行うことを決めました︒
私は︑住宅の壁面に地震のエネル
ギーを吸収する制震装置を設置する
工事を選択しました︒外観も違和感
がないようにきれいに仕上げてくだ
さり︑大変満足しています︒おかげで

さと し

29

非木造住宅耐震診断補助事業・ガケ地近接住宅移転
事業・アスベスト対策事業
都市政策課︵☎
1152︶
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孫を安心して自宅に招くことができ
るようになりました︒

山本訓士さん
（板沢）

-

21

-

21

-

小柳津ヒトミさん
（薗ヶ谷）

年度消防団が始動

災害に強いまちづくり
平成

平成 年度市消防団入退団式が4月

合併以降︑最多の団員数

行われ︑団本部をはじめ︑ラッパ隊︑

2日︑市総合体育館﹁さんりーな﹂で

建物の倒壊や土砂災害が発生し︑多く

熊本地震︒熊本県を中心に広い範囲で

昨年4月に2度の震度7を記録した

多発する大規模災害︑
死亡者0を目指して!

787人の団員が郷土を守る

29

予防指導隊︑ 方面 分団あわせて約

29

570人が集結︒多くの来賓も出席し

には︑新潟県糸魚川市で140棟を超

の尊い人命と財産が失われました︒年末

団員数は︑前年度に比べて5人増の

総合防災訓練が行われ︑消防団と自主

ような中︑昨年︑掛川市を主会場に県

い がわ

120人の退団者への感謝とともに︑

える大規模火災が発生するなど︑災害

787人︒全国的にも減少傾向にある

防災会による倒壊家屋からの救出訓練

降で最多の団員数となりました︒

17

︵裏道や道幅︑世帯構成︶は︑迅速な

りが深い消防団員ならではの情報把握

の習得にも力を入れ︑地域防災の要と

ため︑消火活動だけでなく︑救助技術

死亡者0の災害に強いまちづくりの

などが行われました︒

消火活動や避難誘導につながります︒

ます︒

なる消防団員の育成に力を入れていき

トで︑地域の防災リーダーです︒

消防団は︑地域防災のスペシャリス

地域住民で構成し︑地域とのつなが

や大規模延焼火災を想定した消火訓練

中︑今年度は平成 年度の市町合併以

いと

125人の新入団員の今後の活躍に大

も大規模化・多様化しています︒この

30

きな期待を寄せました︒

10

消防本部総務課
（☎21-6101）

平成

年度新入団員

ゆう り

消防思想の普及や災害への対策、消防本部と消防団との
連携強化が優秀と認められ、掛川市消防本部と同消防団

あきら

山本亮太︑粟本＝松川大祐︑田辺光︑

ひかる

伊藤崇泰︑東山＝松浦雅広︑平井大智︑

たか ひろ

東山口＝岡本雅文︑大石貴之︑日坂＝

鈴木楽生︑掛二＝村松宏樹︑新貝文哉︑

らく き

中央＝田中宏明︑戸塚大智︑平出大祐︑

野友記哉︑掛川＝松田純一︑戸塚健太︑

松下幸司︑横田川知之︑八木計充︑下

かず みち

向川翔悟︑上内田＝土井寛介︑植田光︑

ひろ ゆき

村知弘︑駅南＝小野田知矢︑武藤基︑

人︑松本亘平︑西山口＝近藤和也︑大

松井早智子︑第一＝松本行正︑蒲原悠

かん ばら

予防指導隊＝雪山早紀︑長谷川有里︑

29

かんとうじゅ

8

が48年ぶりの消防長官表彰「竿頭綬」を受章しました。

新入団員

予防指導隊

新入団員

松井早智子さん︵成滝︶

実災害に即した、実災害に強い消防団に!
地域の防災リーダーとして活躍を期待しています

大須賀第一分団
ふみ や

新入団員

寺坂郁弥さん︵横須賀︶

大東第五分団

新入団員

永井諒さん︵高瀬︶

だい ち

防火・予防活動を通じて
防災意識の向上を目指したい

防火・予防活動を通じて、地域の
みなさんの防火・防災意識を向上す
ることが目標。防災訓練や講習会に
も積極的に参加し、私自身も成長で
きるように精一杯努めていきます。

新入団員のみなさん、入団おめでとう
ございます。多くの先輩団員に指導を受
け、一日も早く一人前の火消しになるこ
とを願っています。
東日本大震災以降、消防団への期待と
活動範囲は広がっています。「自らの地
域は自らの力で守る」という精神で、
787人の団員が一致団結し、掛川
市民の生命・財産を守っていき
ましょう。
実災害に即した、実災害に強い
団員育成を続けています。地域に密
着した地域の防災リーダーとして活躍
してください。

掛川市消防団長
遠藤健太郎さん（倉真）

東山分団
平井大智さん︵東山︶

とも ひろ

体力・技術・精神を強化し
生まれ育った地域へ貢献したい

地域とのふれあい大切に
地域に信頼される消防団員に

同じ目的をもった仲間と
一生の宝物となる関係築く
生まれ育った地域に貢献できるよ
う、責任感をもって活動したいと思
います。また、有事の際には迅速に
現場で活動できるよう体力・技術・
精神面を強化し頑張ります。

消防団活動を通じて地域住民との
ふれあいを大切にしていきます。地
域の安全は自分の手で守るという強
い責任感を持ち、地域に根ざした信
頼される消防団員を目指します。

地元で生まれ育ち、地元で暮らし
ていく自分たちが地域を守らなけれ
ばという気持ちです。仲間たちと共
通の目的を持って活動することで、
一生の宝となる関係を築きたいです。

あき ふみ

西郷＝長谷川琢駒︑堀井彬史︑吉崎巧︑

ひろ たか

柴田友容︑倉真＝森田昌幸︑柴田誠︑

おお かつ こう き

もろ ずみ

伊奈優真︑岡田悠太︑原谷＝竹下大貴︑

まさ や

関悠治︑大勝光記︑長谷川千晃︑両角

ひろ よし

龍弥︑原田＝佐次本真也︑戸塚恭平︑

りょう

ま

杉山貴志︑大草啓慎︑松永優太︑鈴木

かず ひと

けん き

隆馬︑原泉＝中山和也︑柴田凌︑曽我

＝佐野一仁︑大庭航︑嶋健貴︑市川将

輝︑桜木東＝平井翔︑荒井優太︑石山

優太︑桜木西＝甲賀良弘︑山崎康史︑

和田岡＝柴田将史︑窪野航︑荒木一馬︑

ひかる

こう き

あきら

鈴木崚介︑大東第一＝早川勇二︑牧野

あ さと

晃︑赤堀光紀︑多久見輝︑松下勇介︑

けい すけ

まさ ひろ

大東第二＝宇田久人︑安光亜里︑太田

まさ よし

圭亮︑宇田匡宏︑荒木裕哉︑杉浦良介︑

岩倉雅佳︑大東第三＝山下真之介︑金

さ

の

森悠治︑柴田亮︑鈴木康正︑倉野浩司︑

大東第四＝作野舜太︑縣直弥︑赤堀剛

史︑鈴木脩介︑青野友喜︑大東第五＝

永井諒︑鈴木悠司︑大東第六＝名倉海

かける

舟︑林拓也︑梶山友佑︑笠原啓祐︑古

こ なか ざわ

ふみ

田翔︑大須賀第一＝川島朋久︑西聖也︑

や

小中澤純︑山田雄太︑近藤礼︑寺坂郁

弥︑大須賀第二＝戸塚祥太︑戸塚陽一︑

たける

あき や

岡本拓也︑鈴木優吾︑鈴木寛︑大須賀

第三＝横山淳︑降簱武︑大石晃也︑齊

こう すけ

よし いち

藤慎也︑大須賀第四＝松本功樹︑小林

わたる

ゆう すけ

しま

翼︑高岡公亮︑岡本勝︑奥山義一︑佐

藤亘︑髙橋侑将︑嶌勇人︑榊原清剛

︵敬称略︶
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〜新入団員から一言〜
決意新たに

10人槽

548,000円

647,000円

972,000円

新エネルギー機器などを設

置した世帯へ﹁パートナー

シップ買物券﹂︵有効期限6

か月︶を交付します︒今年度

から新たに木質燃料暖房機器

ム

ス

上限2万円

上限6万円

設置経費の2分の1

が対象になりました︒
交付額
以内
・太陽光発電
ヘ

・太陽熱温水器

・HEMS︵※︶上限2万円

年3月

上限5

・リチウムイオン蓄電設備
上限6万円
・木質燃料暖房機器
万円
申込方法
5月1日〜平成

日に右下の商工3団体窓口

で申し込み︵申込順︶

申請窓口・問い合わせ先

・掛川商工会議所︵掛川︶
5151
☎
・大東町商工会︵大坂︶
☎
2701
・大須賀町商工会︵西大渕︶
☎
2262

年度以降に本事業に

年3月

ない世帯

もの

ラ

イ

ト

エ

コ

ネ

ッ

ト

Lite﹂規格を標

などの木質燃料を使用する

ペレット・木質チップ・薪

⑦木質燃料暖房機器は︑木質

搭載しているもの

準インターフェイスとして

ET

⑥HEMSは︑﹁ECHON

設置したもの

発電を設置している住宅に

蓄電池については︑太陽光

⑤HEMS︑リチウムイオン

設

の契約のもとに設置した施

④太陽光発電は余剰買取制度

置が完了するもの

③平成

日までに設

よる交付金を受けたことの

平成

②これまでに補助金または︑

新エネルギー機器を設置

①市内にある自宅に家庭用の

対象

22

を増額しました︒さらに︑同

769,000円

-

設置前に対象条件の確認を

513,000円

72

じ自治区内で3件以上が︑既
へと付け替える場合には︑通

414,000円

-

設の単独浄化槽を合併浄化槽

水しか処理できず︑台所や風
常の補助額よりも上乗せする

7人槽

48

単独浄化槽は︑トイレの排
呂︑洗濯などの生活雑排水を
制度を新設しました︒
補助を受けるためには︑一

666,000円

-

未処理のまま放流しているた
め︑川や海を汚す原因となっ
定の条件があります︒対象条
件や区域などの詳細は︑設置

442,000円

22

ています︒
市は︑美しい川や海を次世

332,000円

10

※HEMS=ホーム エネルギー マネジメント システムの略

31

前にお問い合わせください︒

513,000円

647,000円

30

代の子どもたちに残すため︑

172,000円

217,000円

31

※現在︑単独浄化槽の新設は認
められていません︒

7人槽

10人槽

30

家庭から出る生活排水のほと

5人槽

んどを処理することができる

補助金額

合併浄化槽を設置する方に︑

平成29年度から

予算の範囲内で補助金を交付

442,000円
148,000円
5人槽

新たに木質燃料暖房機器を追加

新

しています︒

補助金額

エネ機器設置で買物券
環境政策課
（☎21-1218）

平成 年度からは︑水質浄

既設の単独浄化槽
から付け替えるも
の

同じ自治会内で
3件以上の集団でまと
めて補助申請をし、
既設の単独浄化槽か
ら付け替えるもの
分

化を一層促進させるため︑制

分 新築、増築または 付け替えによる
改築による設置
設置
区

新

新築、増築または
改築に伴い設置す
るもの。くみ取り
便所の水洗化のた
めに設置するもの
区

29

平成28年度まで

3件以上で付け替えると大幅な上乗せ

下水整備課
（☎21-1170）

度を見直し︑補助金額の一部

合併浄化槽設置に対する補助制度

化槽設置の補助金を増額

浄

Gyosei Information

中小建築事業者による
住宅リフォームで買物券
市は︑中小建築事業者で住
宅リフォームを行った方に対
して︑市内商工会議所や商工
会と協働し︑両会に加盟して
いる店で利用できる﹁パート
ナーシップ買物券﹂︵有効期

万

万円以上の補助対

限６か月︶を交付しています︒
交付額
％ で上限

６ 月５ 日 ㈪ 〜

象工事費の
円分
申込方法

日

㈯ ︑ 左 の 商 工３ 団 体 窓 口 で

掛川市は︑毎日の子育てにゆとりを持てる三世代同居の形
成を促進するため︑新たに同居を始める世帯に対して︑住宅の
新築など費用の一部を﹁パートナーシップ買物券﹂︵有効期
限6か月︶により助成します︒
買物券は︑市内商工会議所と商工会に加盟している店で使
用できます︒

こと︵二世帯住宅や敷地内

同居も可︶

※過去1年以内に同一世帯員

による同居の実績がないこ

と

以上同居の状態が続くこと

②三世代同居開始後︑6か月

③三世代同居のため︑住宅の

こと︵

万円以上の事業の

新築︑増改築︑購入をする

交付額 住宅の新築︑増改築︑

み対象︶

6月1日㈭〜

日

購入に要する経費の2分の
1︵上限 万円︶
申請方法

分〜午後5

分にこども政策課窓口

㈮の午前8時
時

で申し込み︵申込多数のと

次の①〜⑤を全て

きは抽選︶
助成対象

満たす世帯

④孫世代のうち1人以上が︑三

世代同居を6か月経過した

時点で小学生以下であるこ

と

⑤市税や保育料︑給食費に滞

納がない世帯であること

詳細は市ホームページまた

窓口にある申込書類をご覧く

は︑市役所1階こども政策課

日までの間に ︑ 親 と 子 と 孫

ださい︒

年3月

を基本とする三世代が掛川

①4 月 1 日 〜 平 成

30

申し込み︵申込多数のとき

月末ま

一定条件を満たし︑交

は抽選︶

対象
付決定後に着工し

でに完了する工事︵ほかの
掛川市補助事業などとの併
用はできません︶

30

ゆったり子育て三世代同居応援事業

買

物券で三世代同居を応援
こども政策課
（☎21-1211）

10
10

申請窓口・問い合わせ先

15

市で新たに同居を開始する
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段差解消、引き戸の改修、
手すり設置など
家具の転倒防止など

30

31

その他
防災対策

10

・掛川商工会議所︵掛川︶
5151
☎
・大東町商工会︵大坂︶
2701
☎
・大須賀町商工会︵西大渕︶
2262
☎

住宅長寿命化

30

30

省エネ対策

対象工事（例）

12

住宅のリフォームで最高10万円

産業労働政策課
（☎21-1125）

10

22

-

72

-

48

-

物券で暮らしを応援

買
Gyosei Information

屋根の葺き替え、外 壁 の 外 壁 、 床 、 屋 根 、 窓 ガ ラ
塗り替え、壁紙の張り替 ス な ど の 断 熱 化 、 高 効 率
給湯器設置など
え、畳の表替えなど
ふ

受験手続
2

採用予定職種・応募要件
1

消 防 士

自覚症状がないまま進行す

る

対象

歳の方︵平成

年

国民健康保険に加入す

〜

3月 日時点︶

ることが多い生活習慣病︒健

診を受けることで血管のダメー

ジがわかり︑生活習慣病のサ

インを早期に発見できます︒

特定健診と同じ内容の検査

を自費で受けると9000円

ほどかかりますが︑受診票を

使うと1200円で受けるこ
とができます︒

74

対象︒

健診時期

月と

月はインフルエン

月以降

月までに受診することを

お勧めします︒

受診票同封﹁医療

歳以上

5月末〜6月

歳以上︵および

康づくり課までご連絡ください︒

を受診したことになります︒健

くり課へ提出すると︑特定健診

た場合︑結果のコピーを健康づ

勤務先などで健康診断を受け

告のご協力をお願いします

勤務先での健康診断結果報

します︒

の受診票は︑7月ごろ郵送

の後期高齢者医療健康診査

で一定の障がいのある方︶

※

に随時郵送します︒

受診票の発送

自己負担 1200円

機関一覧表﹂をご覧ください︒

実施機関

は︑医療機関へ問い合わせ
せんか︒
検査内容

※血液検査の項目には︑脂質・血
糖・肝機能・腎機能・貧血が
あります︒

内科診察・血液検査

検尿・血圧測定・

を悩んでいる方も︑お得な特

※

から 月まで

受診票が届いた日

※定期的に受診している方も

30

ザなどで混雑しますので︑

12

てから受診してください︒

毎年受けている方も︑受診

40

31

12

定健診で健康チェックをしま

11

65

保健師資格取得者

11

10

75

市国保加入の40〜74歳のみなさんへ

受

大学、短期大学を卒業した方
建築資格取得者

建築技術

けよう、おトクな特定健診
健康づくり課
（☎62-6151）

土木専門課程修了者
若干名
土木技術

昭和62年4月2日以降に
生まれた方
20人程度

昭和57年4月2日以降に
生まれた方
保 健 師

大学、短期大学もしくは
高等学校を卒業した方
特になし
平成4年4月2日以降に
生まれた方

学歴要件（見込み含む）
一般事務

平成30年4月採用予定

行政課
（☎21-1133）

資格要件（見込み含む）
採用予定

年齢要件
職種

川市職員を募集します

掛

Information

※一般事務は、身体障害者手帳などの所持者を含む。
※資格・学歴要件取得期限は、平成30年3月末日とする。

市役所4階行政課で受け取り、5月15日
（月）〜

申込書を、市ホームページから取得するか

6月2日（金）までに直接提出するか郵送してく

ださい（6月2日（金）必着）。

詳しくは市ホームページをご覧ください。
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1 2

市内の交通事故の約3割を
占める高齢者︒その事故を減
らすため︑市は運転免許証の
返納をサポートする3つの施
策を展開しています︒ぜひ︑
ご活用ください︒

返納後の移動手段に不安の
ある方のために︑バスやタク
シー乗車時に利用できる助成

年

券1万円分を︑一回限り発行
市内在住で︑平成

します︒
対象

歳以上

度以降に免許証を自主返納
し︑返納時点で満
の方
受付場所
①掛川警察署1階免許窓口
②市役所3階生涯学習協働
推進課

土地や家屋︑償却資産の
資産価値に対して課され
る市税で︑1月1日現在
の所有者に納付していた
だきます︒

償却資産

家屋係

会社や個人が事業を営むた

めに所有している土地︑家屋

以外の有形の固定資産が課税

対象です︒償却資産をお持ち

の状況を市へ申告する必要が

とは別に︑毎年1月1日現在

の方は︑税務署への確定申告

登記簿の地目や現況︑農地

あります︒

土地係

転用許可などにより評価しま

はないため︑価格は据え置か

れますが︑毎年7月1日に宅

地の地価調査を行い︑評価額

の修正を実施しています︒

なお︑住宅用地は︑課税標

準額が軽減されますが︑家屋

都市計画や公共下水道な
どの事業費用に充てるた
め︑市条例で定める区域
内にある土地・家屋の所
有者に課税されます︒

す︒今年度は評価替え年度で

土地

固定資産税

途への変更により︑税額が上

だし︑住宅用地の特例率の違

の評価により算出します︒た

課税標準額は︑固定資産税

がる場合があります︒

いから︑土地の課税標準額が

に基づき︑その家屋と同じ建

新増築の際︑市の実地調査

通知書は固定資産税と一括し

異なる場合があります︒納税

年度分は︑5月

い家屋なども︑使用の有無に

㍍以下の建物や居住者のいな

せんので大切に保管しましょ

記載されます︒再発行はしま

は︑一筆一棟ごとに税相当額が

に 発送します︒課税明細書に

平成

日

て送付します︒

︵再建築価格︶を算出し︑経

過年数などによる補正を行っ

て課税標準額を算出します︒

平方

かかわらず課税対象になりま

※固定資産税の縦覧と閲覧は
ページをご覧ください

う︒
い︒

滅失届﹂を提出してくださ

す︒取り壊したときは﹁建物

建築確認を要しない

納税通知書と課税明細書

物を新築した場合の建築費

家屋

家屋係

の取り壊しや︑住宅以外の用

都市計画税

高齢者安全運転
相談窓口開設
︵無料・予約制︶

専門の相談員を設置し︑高
①掛川警察署1階免許窓口

受付場所

受けます︒依頼があれば︑自

②市役所1階危機管理課

齢者本人や家族からの相談を
宅を訪問してアドバイスや指

③大東・大須賀支所

市役所開庁日の午前9

年度以降に免許

バスやタクシーの
乗車券を助成

導も行います︒
とき
市役所1階危機管理

時〜午後4時まで
ところ
課

運転経歴証明書の
交付手数料を補助

高齢者が免許証を自主返納
した後︑身分証明書として使
用できる﹁運転経歴証明書﹂
の交付手数料1000円︵全
平成

額︶を補助します︒
対象

証を自主返納し証明書の交
付を受けた方で︑市内在
住︑免許証返納時点で満

10

29

固定資産税と都市計画税

ち

3

③大東・大須賀支所

KOHO KAKEGAWA 2017.5
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10

29

21

75

ょっと知りたい税金のこと
資産税課
（☎21-1137）

1
2
歳以上の方

75

バス・タクシー助成券や相談窓口を開設

危機管理課
（☎21-1131）
生涯学習協働推進課
（☎21-1129）
3

29

齢者の免許返納をサポート

高
Information

平成29年度
がん検診などの追加申し込みは7月31日まで
健康づくり課（☎23-8111）

平成29年度の各種検診追加申し込みが始まります。各検診の対象年齢（平成29年4月1日現在）を確認のう
え、お申し込みください。申込者には、後日、受診票を郵送します。受診票が届いてから受診してください。
対象：市内在住で、ほかで検診を受ける機会のない方
日時など詳細は
※現在治療中の方、勤務先や人間ドックなどで受診する方は対象外です。
受診票を
気になる症状がある場合は、検診ではなく、必ず医療機関を受診してください。 ご覧ください。
●平成28年度に市の検診を受けなかった方で、以下の検診を希望する方は申し込みが必要です。
※平成28年度（乳がん検診は平成27年度）に受けた方には、受けた検診の受診票が届きますので、
申し込みは必要ありません。
検診名

肺がん・結核

胃がん

前立腺がん
けい

子宮頸がん
乳がん

検査内容

胸部エックス線検査

バリウム検査

血液検査

対象（平成29年4月1日現在）
40歳以上の男女

35歳以上の男女

自己負担金
100円

6〜11月

1,100円

50歳以上の男性

実施時期

1,000円

内診・細胞診
20歳以上の女性
1,200円
※実施場所：開業医・中東遠総合医療センターまたは★検診車（申込時に選択）

40歳以上の女性（2年に1回）
1,300円
マンモグラフィ
※実施場所：中東遠総合医療センターまたは★検診車（申込時に選択）

7〜11月
5〜12月

けい

★子宮頸がん、乳がん検診を「検診車」で申し込みされる方へ
申し込みは6月末までにお願いします。8月ころ、受診票と予約申込はがきが届きますので、受診希望日を書いて
送り返してください。予約がないと受診できません（完全予約制）。
●以下の検診を希望する方は、申し込みが必要です（大腸がんを除く）。
検診名
肝炎ウイルス

骨粗しょう症
歯周疾患

大腸がん

検査内容

対象（平成29年4月1日現在）

39歳〜70歳の男女で
血液検査
（B・C型肝炎ウイルス これまで一度も検査をしていない方
の感染を調べます）
40、45、50、55、60、65、70歳
手首レントゲンに
よる骨密度測定 50、55、60歳の女性
歯周病など、
口の中のチェック

便潜血検査
（2日分の便を
採って提出）

40、50、60、70歳の男女

40歳以上の男女

自己負担金
500円
無

料

1,000円
1,000円

容器代
410円

実施時期など

7〜11月
・掛川医療センター
・大東保健センター
・大須賀支所
8〜11月
掛川医療センター

7〜9月
市内指定歯科医院

申し込み不要
検査容器（410円）を、掛川医療センター、
肺がん結核検診会場または胃がん
検診会場で直接購入
購入日：6月6日（火）〜11月30日（木）
提出日：6月7日（水）〜12月8日（金）

75歳以上（平成29年4月1日現在）の方と生活保護世帯の方は検診料が無料です（容器代を除く）。

申込方法：次の1〜4のいずれか 申込期限：7月31日（月）
1
2
3
4

徳育保健センター、大東支所または大須賀支所へ来所
電話（健康づくり課☎23-8111）
市ホームページ「電子申請」から ※右上の二次元コードからも電子申請できます（通信料がかかります）。
はがき（〒436-0068 御所原9-28 健康づくり課あて）
※希望する検診名（子宮頸がん、乳がん検診は実施場所も）、住所、氏名、性別、生年月日、電話番号を記入
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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

〜心血管病の予防に向けて〜

く・弁膜症・不整脈などが思い浮か

心血管病というと︑心筋こうそ

けて︑心配な場合は医師に相談して

から︑家庭でも血圧を測る習慣をつ

心血管病を発症することが多いこと

ありません︒知らない間に進行し︑

すが︑初期段階では自覚症状は特に

で︑これらをいくつか合わせて取り

ルコールを控えたりすることも大切

品はチーズ・牛肉・豚肉など︶やア

レステロール・飽和脂肪酸︵多い食

また︑魚を積極的に食べたり︑コ

ておくと便利です︒

400

心臓と血管を守りましょう

厚生労働省の近年の統計では︑日

ぶと思います︒
%を心血管病︵心

みましょう︒個人の状態により降圧

組むことで︑効果的に血圧を安定さ

＝食塩約1㌘ですので覚え

疾患と脳血管疾患を合わせたもの︶

薬︵血圧を低下させる︶の内服が必

せることにつながります︒

本人の死因の約

が占めています︒心血管病の一番の

要な場合があります︒処方されたお

生活習慣の改善は︑自分一人では

予防策は︑生活習慣を見直し︑高血

難しいことも多いです︒この機会

薬は︑医師の指示どおり確実に内服
することで血圧を安定させ︑心血管

に︑家族や周りの方々と一緒に食生

圧・高脂血症などの生活習慣病を防
ぐことです︒

病の発症・進行・再発の予防や健康

減塩は難しいかもしれませんが︑日
場合をいいます︒高血

です︒栄養成分表のナトリウム量は

取量は1日6㌘︵小さじ1杯︶未満

しょう︒

した生活を送れるようにしていきま

けで心臓と血管を守り︑健康で安定

活などを見直して︑みなさんの心が

な日常生活につながります︒

食事を見直しましょう
血圧を安定させ血管を傷めないた
めには食生活を見直すことが重要で
日本の食文化は古くから塩やみそ

す︒まずは減塩をしましょう︒
に︑上が140以上︑

といった調味料を使っているため︑
る血圧では上が135

本高血圧学会が推奨している食塩摂
圧は心血管病の最大の

85

食塩量に換算すると︑ナトリウム

以上︑下が

以上︶の

下が

以上︵家庭で測

高血圧とは一般的

血圧を安定させ
ましょう

き起こす可能性があるからです︒

化を招き︑動脈硬化は心血管病を引

高血圧などの生活習慣病は動脈硬

25
90

危険因子とされていま
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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10

（☎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

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）

各医療機関の診療案内は平成28年7月号折り込みの「保存版」
（右二次元コード）または市ホームページ「救急医療」で検索

■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。

6月の子育て・健康案内
・検診、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）

子育ての不安や疑問を気軽に相談
子育てコンシェルジュ制度をご活用ください

事業名称・受付時間 日 曜

健診・相談・予防接種
説明会
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

市の子育てコンシェルジュ制度をご存じ

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

7 水 平成29年 4月出生児

徳育

9 金 平成28年10〜11月出生児

大東

14 水 平成28年11月 1日〜15日出生児
19 月 平成28年11月16日〜30日出生児
6 火 平成27年11月 1日〜15日出生児

13：00〜13：30 16 金 平成27年11月16日〜30日出生児

ですか?コンシェルジュとはフランス語で、
「総合世話役」のことです。子育ての不安

2歳2か月児
健康診査

や疑問を一緒になって考え、子育てが楽し

9 金 平成27年 2〜3月出生児
14 水 平成27年 3月 1日〜15日出生児

く感じられるようお手伝いします。

13：00〜13：30 19 月 平成27年 3月16日〜31日出生児

■こんなときはお気軽に相談を

3歳児健康診査

「周りに知り合いがいない」「相談する人がいない」「何でもか
んでも大泣き!どうしたらいいの?」「赤ちゃんはかわいいけど、
イライラしてしまうときがある」「一緒に遊べる場所を教えて」
■対象：0〜3歳児を持つ家族
■相談方法：市役所1階こども政策課窓口、電話（☎21-1211）や
メール（kosodate@city.kakegawa.shizuoka.jp）などでの相談、
家庭訪問にも応じています。
■相談受付：上記の電話またはEメールアドレスへ連絡
■受付時間：午前9時〜午後4時（土・日曜日、祝祭日を除く）
※掛川市子育て総合案内サイト「かけっこ」も
ご利用ください。

スマホ用

12 月 平成26年 5月 1日〜15日出生児

13：00〜13：30 13 火 平成26年 5月16日〜31日出生児

離乳食教室

（もぐもぐごっくん教室） 21 水 4〜8か月児の親（予約制）

9：15〜9：30

パパママセミナー（両親育児編） 2 金
13：15〜13：30

会場

出産を控えた夫婦
（予約制）

徳育
徳育
大東
徳育
徳育

徳育
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

23
BooKリレー○

■中央図書館（☎24-5921）
午前9時〜午後5時（祝日を除く水・木曜日は午後7時まで）
6月の休館日：毎週月曜日、30日（金）
■大東図書館（☎72-1143）
午前9時〜午後5時（祝日を除く木曜日は午後7時まで）
6月の休館日：毎週月曜日、30日（金）
■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）
6月の休館日：毎週月曜日、29日（木）

時代小説ファンの方へお薦
へん

め!『津本陽歴史長篇全集』全
28巻の中の第7巻「修羅の
剣」です。この本は普通の方
はまず知らない幕末の天才剣
ぶっ しょうじ

や すけ

客「仏生寺弥助」を主人公に
して書かれています。現代で
もその辺りに居そうな弥助の
生き様に、親近感が湧いてき
ます。ぜひご一読を!!

▲いちご句会・
横山三千夫さん

ワクワク・ドキドキ♪ 今月紹介する話題の本
『くよくよマネジ
メント』

『アヤカシさん』

『あれこれたまご』

しげる

津村記久子/著
（清流出版）

富安陽子/作
野見山響子/画
（福音館書店）

自称「くよくよした人間」、芥川賞
作家の津村記久子さんが、日常生活
で「くよくよ」してしまうことにつ
いて、自分なりの対処法を紹介する
エッセイ。深い洞察力から生まれる
言葉に、少し心が軽くなるかも。

大学生のメイおばさんは、小学4年生
のケイにとって特別なおばさん。それ
は、二人にだけ「アヤカシ」が見える
からです。ケイは、白ひげの「アヤカ
シ」のおじいさんに導かれ、世にも奇
妙な体験をすることに…。

催

し物・展示

中の滋/絵
とりやまみゆき/文
（福音館書店）

たまごはみんな夢いっぱい!卵焼
き、ホットケーキ、茶わん蒸し…お
いしいお料理になりたい!お店の特
等席でお行儀良く整列して、買って
くれるのを待っています。関西弁で
書かれた楽しいたまご絵本です。

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

■三熊野神社大祭過去の入賞写真展 大須賀
期間：6月3日（土）〜7月4日（火）
★初心者向け 布で作る小物講座 大須賀
とき：6月6日（火）午前9時〜正午
★古文書講座（第2回）
掛川の歴史を学び地域の古文書を読む
とき：6月8日（木）午後1時30分〜3時

中央

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。

★文学講座（第2回）井上靖と浜松 中央
とき：6月15日（木）午後1時30分〜3時
■にじいろコンサート 大東
〜絵本のよみきかせと音楽のコラボをお楽しみください〜
とき：6月24日（土）午後4時〜5時
ゲスト：フラのグループ「ナメアヨーコ フラメイト・ピカケ」

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：6月 2日・ 9日（金）午前10時30分〜11時
大 東：6月 2日・ 9日（金）午前10時30分〜11時
大須賀：6月 16日・23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
手遊びや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：毎週水曜日

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： 6月10日・24日（土）午後3時〜3時30分
大 東：6月 3日・17日（土）午前10時30分〜11時10分
大須賀： 6月10日・24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：6月16日（金）午前10時30分〜11時

事業名

とき・ところ

「松ヶ岡物語」第2回講座
社会教育課
（☎21-1158）

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）。

かい らくえん
一般70人
5/13（土）13：30〜15：30
「掛川藩の三大文化の誕生−藩校
・
偕楽園
・掛川誌稿−」
受講料100円
松ヶ岡（十王町）
講師：元「掛川市史」編さん委員・岡本春一さん
（資料代）
直接会場へ（先着順）

はじめてのパソコン講座
5/17（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。
5/12（金）までに電話で申込（申込多数のときは
高齢者歓迎）
抽選）
受講無料

My茶香炉制作講座
竹の丸
（☎22-2112）

どなたでも10人 陶芸の手法で茶香炉を作り、アロマの香炉やランプ
5/20（土）10：00〜12：00
参加料2,000円 シェードとして使ってみましょう。
竹の丸（掛川）
（材料費込み） 5/8（月）から電話で申込（申込順）

粟ヶ岳ウォーキング
スポーツ振興課
（☎21-1159）

どなたでも50人
世界農業遺産に認定された静岡の茶草場農法のシ
5/21（日）9：00〜14：00ころ （小学生以下
ンボル「茶文字」のある粟ヶ岳でウォーキングを開
東山地域生涯学習センター出発 保護者同伴）
催します。
（駐車場有り）
参加料100円
5/19（金）までに電話で申込（申込順）
（保険料など）

（掛川市委託事業）
5/21（日）9：30〜
第14回掛川市内高等学校
いこいの広場野球場
野球交流戦
（細谷）
掛川市体育協会（☎24-9781）

どなたでも
入場無料

市内4高等学校による交流試合。詳しくは体育協会
ホームページでご確認ください。
直接会場へ

建てまい家セミナー
産業労働政策課
（☎21-1125）

5/23（火）18：30〜
市役所4階会議室1

どなたでも
受講無料

お得な住宅ローンや、家づくりのポイントをセミ
ナー形式で紹介します。
電話で申込（申込順）

かけがわ生涯お達者市民
宣言式・健康づくり講演会
健康づくり課
（☎23-8111）

5/23（火）
14：15〜14：30 宣言式 どなたでも
14：30〜16：00 講演会 参加無料
生涯学習センター（御所原）

小・中学部運動会
5/27（土）9：45〜14：00
県立袋井特別支援学校
県立袋井特別支援学校
体育課
（袋井市高尾）
（☎0538-43-6611）

どなたでも
入場無料

「かけがわ生涯お達者市民宣言」の宣言式を行い、
ヘルシーウォーキング（心と身体を整えて、正しく
美しく歩く）の講演会を開催します。
直接会場へ
小中学部を2チームに分けた紅白対抗形式で行い
ます。応援合戦やグループ種目など、児童生徒が力
一杯競技や演技に取り組む姿をご覧ください。
直接会場へ

5/27（土）
・28（日）
どなたでも
天浜線フェスタ2017
転車台乗車体験、運転席記念撮影でオリジナル缶
10：00〜15：30（小雨決行） 大人300円（小学生以下 バッチの作成、鉄道歴史館見学、30周年記念限定
〜開業30周年記念〜
150円）天浜線で レール販売、金魚すくい、お楽しみ抽選会など
天竜浜名湖鉄道（株） 天竜二俣駅構内
来場の方は無料
営業課（☎053-925-2276）（浜松市天竜区）
直接会場へ

吉岡彌生記念館（☎74-5566・FAX74-4841）

●【常設展】
「吉岡彌生が生きた風景〜そこから見える日常」

あた

▲

『婦人に與ふ』
当時の婦人問題の
原因とその現実につ
いて、さらに時局に対
処するべき女性の態
度 につ いて、彌 生 の
考えを述べた本。

私たちの体内は1日より少し長い約25時
間の周期で動いています。しかし通常は実
際の時計とのずれを調節する特殊機能があ
るため、ずれによって体調を壊すことはあり
ません。体内リズムについてお話しします。
講師 東京女子医科大学医学部
教授 渡辺尚彦さん
ところ 東京女子医大大東キャンパス（下土方）
対象 一般100人 受講料300円
電話、FAX（講座名・氏名・住所・電話
番号を明記）で申込（申込順）

実行委員会︵☎
1
-162︶
／
午前9時〜 正午

吉岡彌生の日常を知るための材料
として、当時の建物に関する資料や
愛用品などを中心に紹介します。学
校、病院、自宅など場所によって多様
に変化する日常を想像しながら、彼
女が生きた風景をご覧ください。

●【健康セミナー】
「体内リズムについて」
6/24（土）13：30〜15：00

●東部ふくしあ（☎61-2900）
6/21（水）9：30〜11：30
●さすが市出張相談
（ 東部ふくしあ☎61-2900）
6/9（金）9：30〜11：40
●中部ふくしあ（☎28-9713)
6/14（水）9：30〜11：30
●西部ふくしあ（☎29-5977）
6/6（火）9：30〜11：30
●かけがわ西の市出張相談
（ 西部ふくしあ☎29-5977）
5
6/20（火）9：30〜11：30
20
●大東ふくしあ（☎72-1116）
（土）
6/7（水）9：30〜11：30
●大須賀ふくしあ（☎48-1007）
24
6/1（木）9：30〜11：30
●とうもんの里出張相談
（ 大須賀ふくしあ☎48-1007）
6/23（金）10：00〜12：00

今月のけっトラ市

入館料／ 高校生以上200円（160円）中学生以下無料 ※（ ）内は団体料金
※子育て優待カードで入館料割引き
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）

ふくしあ健康相談（6月）
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事業名

とき・ところ

上級者のための英会話講座
5/28~6/18の日曜日
掛川国際交流センター
14：30〜16：00
（☎24-5595）9:00~16:00
掛川市役所4階会議室4
kic@kakegawa-life.com

対象・参加料

内容・申込方法など

海外のタイムリーな話題をテーマにネイティブ講師
一般10人程度
と英語で語り合うクラスです。
（全4回）
一般10、000円、
持ち物 筆記用具、英和辞書または電子辞書
KIC会員8,000円
5/8（月）から電話またはEメールで申込（申込順）

せん てい

剪定枝粉砕機（チッパー） 6/1（木）13：30〜15：00
一般30人
運転講習会
予備日6/2（金）
受講無料
環境政策課
板沢最終処分場（板沢）
（☎21-1145）

希望した自治区に市が貸し出す「チッパー」の操作
方法を事前に学ぶ講習会です。
5/1（月）から電話で申込（申込順）

ソーシャルウォーキング
（講座、ウォーキング）
6/4（日）
一般100人
健康づくり課
10：00〜12：00
参加無料
（☎23-8111）
徳育保健センター（御所原）
tokuiku@city.kakegawa.shizuoka.jp

かけがわ生涯お達者市民推進プロジェクト事業とし
て、ユニ・チャーム㈱と協働で、ソーシャルウォーキ
ング講座、その後、2コースに分かれてコアウォーキ
ングまたは脳トレウォーキングを行います。
電話、FAXまたはEメールで申込（申込順）

6/6（火）ハローワーク掛川（金城）
15〜39歳
出張相談会
6/9（金）大東市民交流センター
保護者
地域若者サポートステーション
（三俣）
相談無料
（☎61-0755）
13：30〜16：00

就労に関する相談。求人の探し方、履歴書の書き
方、面接の受け方などの研修あり。詳しくはお問い
合わせください。
直接会場へ

音訳ボランティア講座（全3回）
6/6・13・20の火曜日
福祉課（☎21-1139）
中央図書館（掛川）
サークル声代表
13：30〜15：00
柳原（☎090-3424-3472）
ビジネスチャンス相談
産業労働政策課
（☎21-1125）

6/10（土）9：30〜16：30
中央図書館（掛川）

伝言板

★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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音訳・朗読に関心
元NHKアナウンサーの中川洋一さんを講師に、日
のある方30人
本語の音の特徴、アクセントやイントネーションな
（初心者歓迎）
ど、音訳や朗読の技法を学びます。
参加料500円
電話で申込（申込順）
（テキスト代・初日）
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

とき・ところ

対象・参加料

内容・申込方法など

子どもからだあそび教室
どんぐりっこクラブ・鈴木
（☎090-9261-3183）

5/8・15・22・29、6/5・26、7/3 どなたでも
ボール・マット遊び、とび箱、おにごっこ、バ
参加料4,500円、 ランスボール遊びなど
の月曜日
B&G掛川海洋センター体育館（大池） 800円（スポーツ保険）
電話で申込

「乳幼児子育て応援」うたと
よみきかせ（全2回）
今関（☎26-3059）

5/10・17の水曜日
10：30〜11：30
たまり〜な和室（満水）

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回のみの参加も可。
電話で申込（申込順）
参加無料

チャリティバザー
摩耶の会事務局・神宮寺
（☎22-6310）

5/12（金）
10：00〜品切れまで
永江院（和光）

どなたでも
入場無料

5/14（日）13：00〜
㈱掛川ボデー工業（満水）

どなたでも
入場無料

きんぎょの品評会
佐藤（☎22-3570）

タオル、シーツ、日用品、調味料など300〜
400個を用意。福祉団体などに寄付します。
直接会場へ
県内外のきんぎょ（らんちゅう）愛好家が自
慢の2才魚（昨年生まれた魚）を出品します。
直接会場へ

5/14（日）7：45〜
21世紀の朝鮮通信使
JR掛川駅北口サンクン広場
日韓友情ウォーク
掛川歩こう会・室井（☎21-6430） （掛川）集合

どなたでも
参加料500円

5/20・27（土）13：30〜
スポーツ吹矢体験会
鈴木（☎090-3834-6537） 大東北公民館（下土方）

どなたでも20人 スポーツ吹矢の基本、健康効果、実技など
電話で申込（申込順）
参加料500円

韓国の方々と一緒に旧東海道を歩いて善隣
友好を深めましょう。
直接集合場所へ

当日配る楽譜で一緒に練習します。詳細は
「合同合奏会」掛川吹奏楽団と
どなたでも
5/21（日）9：30〜15：30
ホームページ（http：//www.geocities.co.jp/
K.I.S.SしましょPart13
生涯学習センター（御所原） 参加・見学無料 MusicHall-Horn/9001/）をご覧ください。
内田（☎22-6602）
直接会場へ
40歳以上で全
6/5・19、7/3・17の月曜日
そば打ち体験（全4回）
回参加できる方 おいしい手打ちそばを作ってみませんか。
9：30〜11：00
小山（☎090-9943-9150）
12人
5/31（水）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
毛細血管観察会
NPO法人国保ヘルスアップ
事業支援協議会
（☎053-585-3555）
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6/11（日）① 9：00〜10：00
どなたでも
②10：00〜11：00
1,000円
③11：00〜12：00
各10人
生涯学習センター（御所原）

自分の毛細血管の形や色を観察して自分の
健康状態を知り、生活習慣の見直しをします。
電話で申込（申込順）

事業名

とき・ところ

対象・参加料

内容・申込方法など
こつ そ しょうしょう

6/17（土）10：00〜12：00
第18回医療市民講座
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
経営戦略室（☎21-5555）（菖蒲ヶ池）

介護予防ボランティア
育成講座（全9回）
健康長寿課
（☎21-1142）

①「関節リウマチと骨粗鬆症治療の最前線」講師：小
早川知範医師（整形外科部長兼リウマチ科部長）
②「ロコモをストップ！骨と筋肉を大切にする食事」
講師：天野香世子管理栄養士（栄養室長）③骨粗鬆
症の予防とリハビリテーション」講師：山田雄司理学
療法士
直接会場へ

6/23（金）・29（木）、7/7（金）・14（金）・ 65〜69歳
体力測定や健康づくり教室の運営方法を学び、地域
18（火）、8/1(火）、9/1・8の金曜日 （4/1現在）の方
活動の担い手となるボランティアの養成講座です。
※1回実習あり（日程未定） 20人
5/17（水）までに電話で申込（申込順）
市役所4階会議室1
受講無料

姉妹都市ユージン市で日本語を学ぶ友人学園の親
姉妹都市交流ランチ会
15人
子が来日します。一緒にランチしながら英語でお話
掛川国際交流センター 6/23（金）13：00〜14：40
すい おう
1,500円
（☎24-5595）9：00〜16：00 竹の丸ギャラリー（掛川）
しませんか?水
流居合剣法の観覧もあります。
（お弁当つき）
kic@kakegawa-life.com
電話またはEメールで申込（申込順）
市内在住の就学
「家族で楽しくしつけをしよう」講師：子どもの虹情
前の子どもの親
報研修センター研修課長 中垣真通さん
三つ子の魂を育てる講演会
100人（託児あり、
①託児希望：5/15（月）必着でハガキ（親子の氏
健康づくり課
6/25（日）10：00〜11：30
予約制、3か月〜
名、住所、電話番号、子の性別・生年月日・託児中の
（☎23-8111）
徳育保健センター（御所原）
就学前の子ども
授乳の有無を明記）で申込（申込多数のときは抽選）
（〒436-0068御所原9-28）
30人）、子ども
②託児なし：6/21（水）までに電話で申込（申込順）
同伴の参加不可
「健やかステップ」
脳と身体の若返り教室
（全12回）
健康長寿課
（☎21-1142）

6/28〜9/13の毎週水曜日
おおむね65〜74歳
①9：30〜11：30②13：30〜15：30
（4/1現在）で全
6/29〜9/14の毎週木曜日
12回参加できる方
③9：30〜11：30④13：30〜15：30
各回20人
さんりーな（大池）

7/26（水）
・27（木）
甲種防火管理新規講習
9：20〜16：00
予防課（☎21-6104）中央消防署3階大会議室
（掛川）

伝言板

認知症や転倒の予防効果が期待できる、
「歩く脳ト
レ」と言われる「スクエアステップ」を取り入れた教
室です。
5/8（月）〜19（金）に電話で申込（申込多数のと
きは、初めての方を優先します。）

市内で防火管理 持ち物 筆記用具、受講票、昼食
者に選任予定の
6/12（月）〜30（金）に所定の申込用紙、受講料、
方優先
顔写真1枚（縦3㎝×横2.4㎝）、印鑑および受講料
3,650円
振込の確認ができるものを持参し直接申込

とき・ところ

アンガーマネジメント
6/17、7/1・15の土曜日
キッズ講座（全3回）
10：00〜11：00
山崎（☎090-1224-7783） 竹の丸ギャラリー（掛川）

対象・参加料

内容・申込方法など

自分の本当の気持ちを上手に伝えられるよ
小学2〜6年生15人
うにワークブックを使って楽しく学びます。
参加料1,500円
電話で申込（申込順）

6月までの毎週水曜日
どなたでも
ゆかたのレッスン1日体験
①10：00〜 ②14：00〜 ③19：00〜
参加無料
池田（☎090-7688-7164）
神代地公民館（南）

納涼まつりにゆかたを着て夏を楽しみま
しょう。かわいいプレゼントあり
参加希望日3日前までに電話で申込

1団体6,000円
参加申込要項配置場所：生涯学習センター
第41回掛川合唱祭参加団体募集
および出演者
8/20（日）12：00〜
（御所原）、美感ホール（亀の甲）、シオーネ
掛川合唱連盟事務局
1人につき
生涯学習センター（御所原）
（大坂）、大須賀中央公民館（西大渕）
堀内（☎22-8390）
大人300円、
要項を確認のうえ5/31（水）までに申込
高校生以下200円
毎週日曜日
楽しもう!ドッジボール
掛川市内の小学校体育館、
片野（☎090-4789-1998）
磐田市内の公民館・体育館
やさしい書道教室
窪野（☎23-6678）

幼稚園児、
小学生
2,500円/月

毎週木曜日（月3回）
一般10人
9：30〜11：30
2,000円/月
生涯学習センター（御所原）

毎週日曜日18：00〜19：30
どなたでも
空手教室恒心塾
佐束小学校体育館
1家族1,000円/月
石川（☎090-5459-0439） 火曜日（月2回）19：00〜20：30
スポーツ保険別途
あいり〜な体育館（掛川）

小学校から集まったいろいろな仲間と練習
しています。
電話で申込
初級から上級者まで
持ち物 書道用具一式
電話またはFAXで申込（申込順）
1か月の無料体験あり
恒心塾ホームページで会場確認後、直接
会場へ

20

生ごみを減らそう

環境政策課（☎21-1145）

生ごみ処理容器の購入に補助制度
をご活用ください。
1 コンポスト容器（堆肥化）
自己負担 2,000円〜5,000円程度
市の補助 購入費の1/2以内、
上限3,000円（要申請）
2 生ごみパックン
自己負担 500円
市の講習会 6月22日（木）、9月21日
（木）、11月16日（木）
特徴 杉チップ、腐葉土、堆肥などを混
ぜた土（バクテリア）で生ごみを分解
3 キエーロ掛川
自己負担 4,000円
市の補助 24,000円のうち20,000円
補助（申請不要）
特徴 土（バクテリア）、日光、風の力
で生ごみを分解

健康づくり推進事業費補助金

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︒
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市民の健康の保持、増進、健康寿命
の延伸のため、市民や団体などが自主
的に行う健康づくり活動に対して補
助金を交付します。
対象 市民グループ、地区、自治区、
企業などが集団で実施するウォーキ
ング、ラジオ体操などの営利を目的
としない健康づくり活動
補助額 経費の2分の1以内で上限
25,000円（1年度につき1回のみ）
申請期間 5月1日（月）〜31日（水）
の平日午前8時30分〜午後5時15分
申請窓口 徳育保健センター（御所
原9-28）
※詳しくはお問い合わせください。

不正けしを見つけたら
ご連絡ください

西部保健所掛川支所
（☎22-3262・FAX22-9217）
県では、毎年5月から6月にかけて
不正大麻・けし撲滅運動を実施してい
ます。
不正けしは麻薬（あへん）の原料と
なるため、法律で栽培・採取が厳しく規
制されています。これらを許可無く栽
培した場合、観賞用として栽培してい
る場合でも、処罰の対象となります。
庭や畑などに疑われるものを発見
した場合は、ご連絡ください。Eメール
（kfseibu-eiyaku@pref.shizuoka.
lg.jp）で生育場所と写真を送付して
いただければ鑑定します。
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経済対策臨時福祉給付金
申請は5月31日（水）まで
福祉課臨時福祉給付金窓口
（☎21-1217）

期限までに申請されない場合は受
給を辞退したものと見なされます。ま
だ申請をしていない方は、提出（郵送
可：〒436-8650長谷1-1-1）してくだ
さい。なお、対象と考えられる方には2
月上旬に申請書を送付しています。
支給対象者 基準日（平成28年1月1
日）時点で掛川市に住民登録があ
り、平成28年度分の住民税が課税
されていない方
※住民税が課税されている方の被扶
養者、生活保護の受給者の方など
は対象外です。
支給額 支給対象者1人につき
15,000円
受付期間 5月31日（水）まで
※郵送の場合は、当日消印有効
受付会場 市役所3階会議室
（平日の午前8時30分〜午後5時15分）

固定資産税の縦覧と閲覧
資産税課（☎21-1137）

現在、
「価格等縦覧帳簿」の縦覧
と、
「 固 定 資 産 課 税 台 帳 」の 閲 覧を
行っています。
とき 6月5日（月）まで
ところ 市役所2階資産税課、大東・大
須賀支所市民窓口係

固定資産税・都市計画税
第1期・軽自動車税全期の
納期限は6月5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〜

自動車税の納期限は
5月31日（水）です
磐田財務事務所課税課
（☎0538-37-2211）

納付場所 金融機関、郵便局、コンビ
ニエンスストア
※インターネットバンキングも利用で
きます。

協働によるまちづくり
中央集会を開催

生涯学習協働推進課（☎21-1129）
今年度の市の主要施策や地域の活
動内容・取り組み方針について市民と
行政が情報を共有し合う集会です。
とき 5月20日（土）午前9時30分〜
ところ 生涯学習センター（御所原）
対象 地区役員、市内主要団体の役
員および市民一般
講演 午前10時40分〜（予定）
演題 地区まちづくり協議会で地域
コミュニティの発展を
な

わ

た よし ひこ

講師 法政大学教授 名和田是彦さん
※申込不要。直接会場へ

海岸清掃にご協力を

維持管理課（☎21-1154）

海岸保全活動の一環として海岸清
掃を行います。
とき 6月4日（日）午前6時〜（雨天
決行、警報発令時には中止）
ところ 市内の海岸一帯
※駐車場は大東総合運動場または大東
温泉シートピアをご利用ください。

5月6日（土）〜8月31日（木）は
大井川用水の夏期通水
農林課（☎21-1146）

この期間は、用水路の水が大幅に
増量します。大井川用水が流れるとこ
ろでは、危険防止のため次のことにご
協力ください。
◆水路の近くでは、子どもを絶対に遊
ばせないでください。
◆大井川用水は、稲作などの大切な
農業用水路です。ごみや雑草を捨
てないでください。

道路へ張り出した樹木などの
伐採について
道路上に沿道の草木や樹木が張り
出していると、車や歩行者が通行する
ときに大変危険です。
事故を未然に防ぐため、土地の所有
者が責任をもって伐採してください。
問い合わせ先
市道 掛川市役所維持管理課
☎21-1154
国道（国道1号を除く）
・県道
袋井土木事務所維持管理課
☎0538-42-3215

国際姉妹都市交流事業ホストファミリーをしてみませんか

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

『掛川三城ものがたり』
PR用動画が完成しました
観光交流課（☎21-1121）

掛川城、高天神城（※）、横須賀
城を紹介した2本の動画です。
市のホームページや動画サイト
「You Tube」でご覧ください。
1『掛川三城ものがたり』
戦国時代の三城や今川氏、徳川氏、
武田氏の武将を紹介 6分42秒
2『“私の”掛川三城ものがたり』
失恋した女性が傷心旅行で3つ
の城を訪れ、美しい景観に心を
癒やされる物語
2分50秒
※4月6日発表の「続日本100名
城」に選ばれました。

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4月17日現在の申出額

区分

件数

金額（円）

個人

268

7,096,180

法人

376

193,559,662

団体

230

11,060,562

合計

874

211,716,404

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。

姉妹都市の米国オレゴン州ユージン市にある友人学園から小学5年生の生徒
と保護者が来ます。家族ぐるみで国際交流しませんか。
とき 6月23日（金）〜25日（日）
募集 11家庭（親子2〜3人の受け入れをお願いします）
申込方法 5月8日（月）から電話またはEメールで申し込み（申込順）

コーニング市（米国姉妹都市）友好訪問団参加者募集

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

かけがえのない出会いと体験があなたを待っています。
とき 8月9日（水）〜18日（金） 8泊10日
訪問先 コーニング市（ホームステイ5泊）、ニューヨーク市、ワシントンD.C.
対象・募集人数 市内在住または在学の高校生15人、一般若干名
参加費 約39万5千円程度（為替レート、燃料税などによる変動あり）
※高校生は、市から10万円を補助します。
参加条件 説明会や結団式、勉強会（2回）への参加
応募方法 5月8日（月）〜26日（金）に電話またはEメールで応募
旅行企画：近畿日本ツーリスト㈱
※応募多数のときは当センターの要項により決定。詳しくはお問い合わせください。

小学生〜高校生のための夏休み海外研修交流事業参加者募集

（公財）国際青少年研修協会（☎03-6417-9721・FAX03-6417-9724）
E-mail info@kskk.or.jp URL http：//www.kskk.or.jp

体験を通して、お互いの理解や交流を深め、国際性を養うことを目的に実施し
ます。
内容 ホームステイ・学校体験・英語研修・ボランティア体験・文化交流など
派遣先 イギリス・オーストラリア・カナダ・サイパン・フィジーなど
日程 7月26日（水）〜8月16日（水） 8〜18日間 ※コースにより異なります。
対象 小学3年生〜高校3年生まで ※コースにより異なります。
説明会 5月14日（日） 静岡労政会館（静岡市） 参加自由・無料
参加費 248,000〜598,000円
申込締切 5月26日（金）および6月9日（金） ※コースにより異なります。
旅行企画：中西興産㈱ISAトラベル
※まずはお問い合わせください。

宅地内の水道修理の連絡先（土・日・祝日）5/3〜6/4
5/

3（水・祝）
4（木・祝）
5（金・祝）
6（土）
7（日）
13（土）
14（日）
20（土）
21（日）
27（土）
28（日）
6/ 3（土）
4（日）

北

部（掛川区域）
（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
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

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

※宅地内の水道修理は有料です。 水道部
（☎27-0711）

5/

3（水・祝）
4（木・祝）
5（金・祝）
6（土）
7（日）
13（土）
14（日）
20（土）
21（日）
27（土）
28（日）
6/ 3（土）
4（日）

南

部（大東・大須賀区域）

綱取管興
（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

（☎48-2004）
（☎72-5515）
（☎72-5630）
（☎48-4221）
（☎74-3340）
（☎72-4685）
（☎48-4476）
（☎74-2445）
（☎72-5030）
（☎24-3322）
（☎72-4705）
（☎48-2093）
（☎48-2004）
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3/15

上
○ロッシーニ歌劇場管弦楽団と市
民合唱団が被災地へ祈りのハーモ
下
ニーを届ける／○美声を披露する
テノール歌手の榛葉昌寛さん

被災地へ鎮魂と復興のレクイエム
市民合唱団120人が祈りをささげる

東日本大震災復興支援チャ
リティーコンサート「バチ
カンより日本へ 祈りのレ
クイエム日本公演2017 IN
掛川」が3月15日、市生涯
学習センターで開催されま
した。
本公演は2年ぶり2回目。
昨年9月に掛川市と姉妹都市
提携を締結した伊・ペーザ
ロ市を拠点とするロッシー
ニ歌劇場管弦楽団が、ペー
ザロ市市歌をはじめ、ロッ
シーニ作曲のオペラ「セビ
リアの理髪師」や「ウイリ
アム・テル」など6曲を披露
しました。
後半は、市民合唱団「Ka
kegawaシティコーラス」約
120人と同楽団が共演。最高
峰のオーケストラととも

に、1時間にわたるモーツァ
ルト作曲「レクイエム」全
曲を奏で、被災地へ復興の
祈りを届けました。曲が終
わると、会場からは鳴りや
まないほどの大きな拍手が
起こりました。

新たな協定いろいろ
とりで

家康が築いた中村砦

地域住民と保全管理で覚書

▲中村砦跡地

徳川家康が高天神城攻略のた
めに築いた6つの砦のうちの一つ
「中村砦」の跡地を保全管理す
るため、市は3月31日、地元を中
心に組織する市民団体「中山砦
城山保全会」、中地区まちづく
り協議会と覚書を締結しました。
砦跡は市外に住む方の私有地
で、雑木や竹が生い茂った状態
だったことから、市は所有者と
協議を重ね、砦進入路部分の土
地を購入。残りの砦跡地が平成
28年2月に寄付されました。
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市営住宅管理を委託

災害時の応援協定

市は4月1日から市営住宅の管
理を県住宅供給公社へ委託する
ため、3月30日に協定を締結しま
した。公営住宅の管理を公社へ
委託するのは県内初。公社が入
居者の募集や申込受付、決定、
保守管理、苦情対応などを代行
し、家賃の決定や収納、計画修
繕は引き続き市が行います。

市は4月3日、水道事業
の窓口業務を行う「お客
さまセンター」を委託し
たシーデーシー情報シス
テムと、災害時応援業務
協定を締結しました。断
水などが発生した場合は、
市職員とともに応急給水や
広報活動を展開します。

県住宅供給公社と協定締結

応急給水や広報活動

市と掛川東病院がリハビリ支援で協定
リハビリ支援でふくしあと連携

希望の丘にある掛川東病院（医療法人綾和会）と市は3月31
日、地域リハビリテーション支援に関する協定を締結しました。
同病院にいる作業療法士や理学療法士などのリハビリセラピ
ストは、中東遠エリアで最多の64人。市は同病院を地域リハビ
リテーション支援の拠点と位置づけ、「ふくしあ」や市保健師
と連携を強化しながら、市民の健康増進や予防介護活動の支
援、通所・訪問・在宅などに取り組んでいきます。

3/19

故大石徳四郎氏「恩愛の碑」
故郷へ移設し遺志を顕彰

▲石碑の移設完了を祝い除幕する関係者ら

大坂地区出身で掛川市名誉市民の故大石徳
四郎氏が静岡市内の旧宅に造った「恩愛の碑」
を、地元有志らが市立大東図書館敷地内に移
設。同図書館10周年記念式典に合わせ、現地で
除幕式を開きました。
同式には地元住民など約100人が参加。移設
事業実行委員長の川口功さんは、「教育に尽く
した遺志を顕彰したい」と述べました。

3/24〜26

華麗な騎乗技術競う
FEI認定の国際馬術大会

▲卓越した乗馬技術を披露する選手たち（3月25日撮影）

リゾート施設「つま恋」内の乗馬倶楽部
で、「国際馬術 掛川2017」が開かれ、オリン
ピック出場選手などの国内外トップ選手が乗馬
技術を競い合いました。
この大会は、国際馬術連盟（FEI）が認定す
る国内唯一の国際馬術大会。馬場に設けられた
障害物を飛び越しながらミスなく早く走行する
「障害飛越」7競技が行われました。
ひ えつ

3/16

1年間休まずあいさつ運動
PTA会長の皆勤賞を祝う

▲修了式の日にも児童にあいさつをする宮石会長

平成28年度中央小学校PTA会長の宮石慎治
さんが、児童の登校日約200日間、1日も休まず
に朝の校門に立ち続け、あいさつ運動を行いま
した。
児童を笑顔にしようと、昨年4月の就任初日
から開始。修了式のこの日、市キャラクターや
中央小キャラクター「サンシャイン」も一緒に
あいさつ。宮石さんの功労をたたえました。

3/23

音楽通じて交流深める
希望の丘で桜コンサート

▲大勢の前でマーチングバンドを披露する掛川東高校吹奏楽部

健康医療の中核ゾーン「希望の丘」内の広
場で、地元地区や敷地内の8事業所で構成する
希望の丘運営委員会が、音楽を通じて施設利用
者と住民との交流を深めようと初の試みとなる
桜コンサートを開きました。
掛川東高校吹奏楽部がマーチングバンドを
披露。来場者たちは大きな声で一緒に歌うなど
して、春のひとときを楽しみました。
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ほんこざねこん

かっ

太田資俊の甲冑「本小札紺
すそごおどしおおそでつきどうまる

3/28

裾濃縅大袖付胴丸」につい
て話す杉さん（掛川城御殿
長囲炉裏の間にて）

ちゅう

俳優の杉良太郎さんが甲冑寄贈
2人の城主が300年ぶりの里帰り

歌手で俳優の杉良太郎さんから、所有してい
た掛川城主の甲冑など5点を市に寄贈していただ
き、同日、掛川城御殿で寄贈・感謝状贈呈式が行
われました。
杉さんは「時代劇役者のシンボルがほしい」
と、30年以上前に2つの甲冑を入手。以来、自宅
の床の間に飾り「2人を友人として、また、守り
本尊のように接してきた」という甲冑は、1700年
代に城主を務めた松平遠江守忠喬と太田摂津守資
俊のもの。2つとも奇跡的に兜や鎧など一式全て
がそろっているという逸品です。
太田資俊の甲冑は紐の紺色が鮮やかで、紺色
が好きという杉さんのお気に入り。保存状態が良
く、火事兜や火消し装束マントなどもそろってい
ます。松平忠喬の甲冑は紐の赤色が特徴的で、陣
太刀や火縄式銃砲もあります。このほか、子ども
の節句用の具足も寄贈されました。
杉さんは「この2人が掛川城主を務めていたこ
とは、偶然では片づけられない」と話し、「ずっ
とそばに置いておきたかったが、ゆかりの地に戻
ることが良いと考えた。大事にしてほしい」と寄
贈への思いを語りました。
ただ たか

とし

4/7〜9

満開の桜とひょっとこ踊り
ばや

し

三社祭礼囃子を演技奉納

▲境内の舞台でお囃子を披露する中本町（4月8日撮影）

遠州に春を告げる三熊野神社大祭が横須賀
地区で盛大に行われ、13台の祢里が三社祭礼囃
子を奏でながら、城下町の面影残る旧街道を練
り歩きました。8日には神社境内で今年の当番
町・中本町が県無形文化財第一号の三社祭礼囃
子を奉納。軽快な太鼓や笛、ひょっとこのユ
ニークな踊りなどを披露し、県内外から集まっ
た観衆らを魅了しました。
ね
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り

4/7

よろい

すけ

かぶと

米国のマーティンさん
かけがわ応援大使に就任

▲新茶マラソンで特別ライブを開いたマーティンさん（4月9日撮影）

市は、米国の人気バンドメンバーとして活
躍し、グラミー賞などを受賞している歌手のス
キップ・マーティンさんを、シティプロモー
ションの一環として「輝くかけがわ応援大使」
に任命しました。同大使の任命はこれで6人目。
マーティンさんは9日に開かれた「掛川・新
茶マラソン」の開会式に特別ゲストとして出
席。世界を魅了した名曲を披露しました。

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。

東海道三大難所の一つと言わ
れた小夜の中山峠で︑荷物を乗

て 伝 統 文 化 を 継 承 し た い と の依
頼が舞い込みました︒
当初は恥ずかしがって歌って
いた生徒たちも︑最後にはこぶ
しをきかせるまでに︒﹁これか

﹁日坂馬子唄﹂︒日坂に残るこ

せた馬を引く労働者が歌った
の郷土民謡を歌い継いでいるの
らも歌い継ぎ︑守っていきた
出るほどでした︒

い﹂との力強い言葉が生徒から

は︑地元で唯一の歌い手となっ
︶です︒

歌うのは﹁日坂馬子唄﹂と

た鈴木克美さん︵
今年3月に開催された日坂宿

ご

﹁駕籠かき節﹂の2曲︒日坂馬
駕籠駅伝のオープニングには︑

か

子唄保存会に所属していた父親
が登場︒地元住民を前に︑見事

鈴木さんと栄川中の愛弟子たち
歌い上げました︒﹁この日以降︑

そうで﹁門前の小僧︑習わぬ経
を読む︑みたいなもの﹂と笑い

住民の馬子唄への反応が明らか

の歌を聞くうちに自然と覚えた

年に発足した同会

ます︒昭和

らいいのかもしれない︒地域で

用し︑﹁音楽・スポーツ・リゾー

と豊かな自然環境を最大限に活

140万平方㍍の広大な敷地

廊下には掛川の魅力を発信する

豊かな自然をイメージして改装︒

マに︑建物は土のぬくもりと緑

﹁グリーンリゾート﹂をテー

どもと一緒に取り組んでいるか
話題になり始めている︒鮭が川

ト﹂を軸にした新しい﹁つま恋

に違う﹂と喜ぶ鈴木さん︒﹁子

子がこの地に戻り︑歌い継ぐ子

に戻るように︑一人でも多くの

さけ

貴重な文化を残すため︑新た

そうです︒
な保存会の立ち上げを考えてい

ポスターが掲示されます︒また︑

える音楽とスポーツを継承しつ

再雇用︒つま恋の代名詞ともい

人 の う ち 3 1 8 人 が 前身からの

いところです︒社員総数500

の経営譲渡の会見は記憶に新 し

ナショナル︵HMI︶︒昨年末

新しい彩りを添えていきます︒

ゾート彩の郷が︑掛川の魅力に

制も整い準備万端︒つま恋リ

ます︒海外旅行客の受け入れ体

感 を 織 り 交 ぜ た 新 し い 〝 彩 り″
を楽しんでほしい﹂と胸を張り

催しを展開する︒気軽さと高級

んは﹁四季を通じてさまざまな

営業統括支配人の中川昌也さ

つ︑個人客をメインにしたリ

し︑駐車料金制に切り替えます︒

ゾートで集客拡大を図ります︒

運営は全国でホテルを展開する

27

ホテルマネージメントインター

来園しやすいよう入園料を廃止

日︑

▲グランドオープンを目前に控えたメインロビー前。
館内は全てじゅうたん貼りでリノベーション!

リゾート彩の郷﹂が4月

つま恋の名を継承しついにオープン
42年で初の入園料無料、集客ねらう
グランドオープンを迎えます︒

に解散︒最近では地元でも馬子

つま恋リゾート彩の郷

が出てほしいですね﹂と︑自 身 の

から日坂宿の旅籠「川坂屋」
で月2回の案内ボランティアを
務める。「リクエストがあれ
ば日坂馬子唄の披露もやぶさ
かでない」と話す。

唄という言葉を聞かなくなった

さと

さい

西山口地区

た鈴木さんに︑母 校 で も あ る 栄

きんじろうくん

夢を託しました︒

26

川中学校から︑ 音 楽 の 授 業 を 通 じ

はたご

▲定年退職後、地元への関心
が高まったと鈴木さん。昨年

鈴木克美さん

（日坂）

日坂地区で唯一の歌い手

67

は︑高齢化などを理由に3年前

44

うた

郷土民謡「日坂馬子唄」を中学生に伝承

ご
ま

※記事作成：4月19日現在

26

姉妹都市

岩手県奥州市

つ な げ る・つ な が る

みち のく魅 力 発 信

ひな

城下町水沢に春到来告げる

16

くくり雛まつり

第 回くくり雛まつり︵奥州くくり雛まつ

り実行委員会主催︶が水沢区のメイプル催事

場をメイン会場として︑3月1日から5日ま

水沢地方伝統のくくり雛の継承と普及を目

で開催されました︒

的としたこのまつり︒明治から大正にかけ盛

んに作られたくくり雛は︑水沢地方独特の呼

び名で︑﹁押し絵﹂の技法で作られたひな人

形をいい︑内裏雛や三人官女︑五人囃子のほ

か︑歌舞伎やおとぎ話しなども題材に制作し

ています︒

︶夫妻は﹁流れる音楽がひな壇の

84

陸前高田市から水沢区へ移住した片野千代

市行

さん ︵

風情と重なり心地よかった︒かわいらしい表

▲暖かな雰囲気の会場は、春の訪れを感じさせる

情につられ“
こ ん に ち は ”と 声 を か け た ﹂
と︑本家に集まり皆で見た幼少期のひな人形

の思い出とともに語っていました︒

Oshu

民と行政のパイプ役

右上：中山彦衛さん（下垂木）3期5年目
右下：平出松子さん（大多郎）新任
左上：松永 節さん（下土方）3期5年目
左下：夏目正秀さん（大渕） 新任

市内には、総務大臣から委嘱さ
れた4人の行政相談委員がいます。
すでに活躍されている中山さんと
松永さん、そして今年4月1日付
けで平出さんと夏目さんが新たに
委嘱されました。
国などの行政機関の仕事や手続
き、サービスなどで要望や困って
いることがあったときに、市民の
身近な窓口になってアドバイスを
したり、関係する行政機関につな
いでくれたりします。

KOHO KAKGAWA 2017.5

市役所4階会議室 第2金曜日
大須賀支所

第4金曜日

※ともに午後1時〜4時
※予約不要・直接会場へ
※祝日のときはお問い合わせ
ください。
シティプロモーション課
（☎21-1123）

福祉課（☎21-1140）
と き 5/16（火）、6/20（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。

5 精神保健福祉総合相談

・ 月

27

117,685人（− 78）
113,870人（−137）
3,815人（＋ 59）

毎月の行政相談日

献血

4月より広報広聴係へ異動に
なりました︒使ったこともない
カメラを片手に取材に行った
り︑紙面のレイアウトを考えた
りと悪戦苦闘の日々です︒カメ
ラの練習に銅像を撮影していた
ら︑﹁何を撮っているの?﹂と
声をかけられました︒銅像は動
かないので︑私にはちょうどい
い練習台です︒私は活字を読む
のが苦手なので︑そのような方
でも読もうと思えるような紙面
を提供できるよう頑張ります︒
よろしくお願いします︒ ︵佐︶
■市の人口（4月1日現在） 人数世帯数（前月からの増減）
住民基本台帳人口
日本人
外国人

政 相 談 委 員を紹介します

6

西部健康福祉センター掛川支所（☎22-3263）
と き 5/23（火）、6/27（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）

ごみの休日受け入れ

環境資源ギャラリー（☎23-2273）
き 5/13（土）
・28（日）、6/10（土）
・25（日）
9：00〜11：30

と

男

女

世帯数

58,886人（−28） 58,799人（−50） 43,667（＋143）
57,101人（−56） 56,769人（−81） 41,759（＋101）
1,785人（＋28） 2,030人（＋31） 1,908（＋ 42）

二次元コード
携帯電話webサイト
「モバイル掛川」

広告

広報 かけがわ

5月
平成29年
（2017）
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