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見て～ 高く飛べたよ！
広報かけがわ電子版

検索

2月15日 トランポリン市民体験会

（さんリーなで）

特集

進んでいます！協働力によるシティプロモーション
～ブランドメッセージとともにまちの魅力を発信～

のぼのパス」に大型写真
ぬくもりある空間に

「ほのぼのパス」壁面に2月

力を発信します。

日、

の訪日外国人に向けても、掛川の魅

開催されるラグビーワールドカップ

写真には、英語表記もされ、今秋

ています。

ち掛川の魅力を伝える写真を掲示し

「教育」「自然」の環境が優れたま

の子育て世代を意識して「子育て」

した大型の写真がお目見え。市内外

ブランドメッセージをコンセプトと

14

新

プロモーション動 画 完 成 !
ターゲットは子育て世代
ブランドメッセージをイメージし

た新しい市のプロモーション動画
「掛川物語」が完成しました。都会
で暮らす子育て世代をメインター
ゲットに、掛川にゆっくりと流れる
幸せな日常と温かなメッセージがじ
わじわと心にしみる内容となってい
ます。
音楽は、掛川市出身で輝くかけが
わ応援大使を務める音楽プロデュー
サーの高野康弘さんが担当。同市出
身のジャズピアニスト池谷貴恵子さ
んが作曲しました。

輝くかけがわ応援大使

音楽プロデューサー
高野康弘さん

ゆったりしているけれど、力
強く、情緒豊か。そんな掛川
らしさが伝わるように音楽を
作りました。すてきな映像と
ともにお楽しみください。
また少し掛川のことが好きに
なってもらえたら、こんなに
うれしいことはありません。

動画は、市ホーム

ページにあるCPサ

イト「掛川物語」内

で公開開始。市民や

CP市民協働会議に

参加の企業や大学、

応援大使と一緒に

ていきます。

掛川の魅力を伝え

▲こちらから

動画をご覧い

ただけます。

。

、

▲大型写真の見学に訪れた智光幼稚園の園児たち

市の玄関口であるJR掛川駅通路

「ほ

掛川市は昨年3月、高い市民力や豊かな自然、歴史ある町並みなど、生活環境に優れ、
夢が描けるまちであることを市内外に広く伝えることば、ブランドメッセージを市民投票
によって決めました。いま、若者が、子育て世代がこのブランドメッセージとともにまち
の魅力を発信する、さまざまなシティプロモーション（以下「CP」）に取り組んでいます。
問シティプロモーション課（☎21-1123）
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掛川市ブランドメッセージ

あなたの夢、描いたつづきは掛川で。

あなたが夢見る「こうしたい」に、掛川は向き合います。
あなたが夢見る「こうしたい」は、掛川の未来を動かす駆動力。
生涯夢追い続けられるまち、希望で満たされるまち、掛川へ。

高
校生がブランドメッセー
ジロゴづくりワーキング!
ブランドメッセージが市内外の多
くの人々の心に響くよう、そのシン
ボルとなるロゴマークを市内中学
生・高校生世代から広く募集したと
ころ、230点もの応募をいただき
ました。
日

これらの中からロゴ候補となる作
品を検討するワーキングを1月

に開催。高校生とCP市民協働会議
メンバーなどがブランドメッセージ
にふさわしいロゴについて、意見交

マ

マさんによるバスツアー

掛川を全国に発信!

杉山有

掛川で子育て支援活動を行う市民

活動団体「ママバトン
（代表

希 子 さ ん ）」 が マ マ 目 線 で 魅 力 発 見

ー

ル

ド

ー

ダ

ー

ORDER」のメン

オ

ツアーを 企 画 。 世 界 的 な 人 気 を 誇 る

ワ

「WORLD

バーで掛川市出身の輝くかけがわ応

援大使、森澤祐介さんとのコラボ企

画が実現し、市外在住の子育て世代

をメインターゲットとした「森澤さ

んと巡る掛川の魅力発見ツアー」を

行います。

「夢が描けるまちとして、多くの

方に掛川を選んでもらえたら」と杉

全国から参加のみ
なさんとゆっくり
お話しながら、私
の育った掛川の魅
力を伝えていきた
いと思います。

換を行いました。ロゴマーク候補は

川城プロジェクション
マッピング」ふたたび!

山さん。ツアーはCP市民協働事業

「掛

として3月9日に実施予定。ねむの

WORLD ORDER

今年度中に決定し、新年度に発表す
る予定です。

掛川西高校の生徒らと市が協働し

森澤祐介さん

木こども美術館や掛川城などを巡り

分〜8時

3月 日㈯
午後6時

掛川城公園本丸広場

（ダンスパフォーマンス
ユニット）

ます。（募集は終了しています）
アップでにぎわう時期にあわせ、今
秋開催されるラグビーワールドカッ
プや新しい市プロモーション動画を
投影。高校生らしいCPが展開され
ます。
CP市民協働事業
き

掛川城プロジェクションマッピング
と

ところ

※雨天中止の場合は市ホームページ

輝くかけがわ応援大使

クションマッピングが、ふたたび行

て

月に行った掛川城へのプロジェ

▲大勢の人でにぎわった昨年12月の掛川城プロジェ
ションマッピング

われます。今回は、掛川桜のライト

12

でお知らせ
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▲ワーキングには市内4高校の生徒が参加

駅前に複合施設、
にぎわい創出に期待

21

市の顔ともいえる駅前西街区。駅
前にふさわしい品格を有し、中心市
街地のにぎわい創出に寄与する施設
として、1月 日から 日まで事業
者の提案を募集しました。
公募には3社が応募し、審査の結
果、掛川信用金庫に決定しました。
売買価格は4億3千万円。施設の
名前は、（仮称）「SKしんきん駅
前プラザ」です。

施設の種類
施設の規模
各階の用途

「若者が集まる」の要素を取り入
れ、市民の生活・文化の向上ととも
に、地域課題の解決と中心市街地の
活性化を目指します。
文化と産業の交流、発信拠点と子
育て世代の交流を通じ「地域力」の
向上も期待されます。

施設の活用で情報発信
こども館や多目的ホールなど、公
共性が高く、幅広い層の利用が想定
される同施設。1階のレストランに
は掛川茶の販売所を併設し、報徳文
化や掛川茶の情報を発信します。市
は今後、より高い事業効果が得られ
るよう、施設の利活用について掛川
信用金庫と協議を進めます。

売買契約締結 2019年2月下旬
所有権移転
2019年3月上旬
設計（基本～実施）
2019年10月～2020年8月
建築工事
2020年9月～2021年12月
開業
2022年3月（予定）

市は、民間事業者を対象に公
募したJR掛川駅前西街区の買受
予定者を、掛川信用金庫に決定
しました。
2022年3月、駅前に「新しい
顔」が誕生します。
問管財課（☎21-1132）
金融機関としてのノウハウ生かし
中心市街地のにぎわい創出
掛川信用金庫は、6月の合併で誕
生する島田掛川信用金庫の駅前支店
や本部事務室に加え、こども館や多
目的ホール、産業支援施設、日本の
信用金庫発祥の地としての資料館な
どを整備。市が望む「にぎわいの創
出」「不特定多数の人が利用可能」

【完成までのスケジュール】

掛川駅前西街区公募買受予定者

複合施設
鉄骨造5階建 建築面積1,261.50㎡ 延床面積5,153.79㎡
1階 金融店舗、資料館、レストラン（お茶販売併設）など
2階 こども館（児童厚生施設）
3階 事務室（信用金庫本部）、産業支援センター
4階 多目的ホール（貸出）、事務室、貸室
5階 展望ホール
屋上 広場、緊急救助ヘリポート
立体式鉄骨造
駐車台数147台（まんまえパーキングの現状106台）
駐車場

15

掛川信用金庫に決定

【（仮称）SKしんきん駅前プラザ概要】

4

3月末までに旧大坂保育園舎（写真手前）の解体を行い、6月には駐車場
などの整備が完了する予定です。

を発見できる仕掛けがいっぱい。協

新園舎は、子どもたちが自由に遊び

レンジ色の窓枠、木を多く使用した

「おおさかこども園」。白い壁にオ

乳幼児教育を実践し、地域の誇りと

て日本一」にふさわしい、質の高い

「教育・文化日本一」「健康・子育

児教育・保育の伝統を受け継ぎ、

運営する大東福祉会が地域の乳幼

す。

から認定こども園として開園しま

大坂保育園として利用し、4月1日

を見学。完成した園舎は3月末まで

れ、内覧会では多くの市民が新園舎

世紀

市ステンドグラス美術館名誉館長の
鈴木政昭さんから寄贈された

19

のステンドグラスをエントランスに

新園舎は自由に遊びを発見できる
仕掛けがいっぱい

力して学び合い、笑顔あふれる教

日には完成記念式典が行わ

▲完成した「おおさかこども園」園舎

なることが期待されています。

2月

15

育・保育の拠点となります。また、

びの場となります。

市は、さまざまな教育課題に先進的・計画的に取り組む
ため、市教育振興基本計画「人づくり構想かけがわ」を制
定し、学校教育、社会教育とともに、生きる力の基礎を育
む幼児教育を推進しています。
その一つとして、大東・大須賀区域の幼稚園の定員割れ
や、保育園の定員不足、園舎の老朽化などの課題から幼稚
園・保育園の一元化を検討。実施計画を策定し、整備を進
めてきました。
2月15日、同区域第1号となる「おおさかこども園」が完
成。お披露目の日を迎えました。
問こども政策課（☎21-1211）

約9か月の工期を経て完成した

おおさかこども園 開園

設置。子どもたちが本物に触れる学

ちはまこども園
設計完了、5月から建設着手

2020年4月に開園予定の幼保連

携型認定こども園「ちはまこども園」

の設計が完了しました。2月からプー

ルなどの解体工事に着手しています

が、3月末には千浜幼稚園の園舎解体

▲ちはまこども園の完成イメージ図

工事が始まり、5月の起工式後に本格

整備スケジュール

的な建設工事に着手します。

大東大須賀区域

2021年4月

（仮称）横須賀認定こども園開園

2022年4月

（仮称）大渕認定こども園開園

2023年4月

きとうこども園開園
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幼保連携型認定こども園

4月7日（日）

投票できる方
月

日以前

年4月8日までに生まれた
年
28

平成
日本国民で、平成
12

月

日以降に静岡県内の他

ページにも掲載します。

か、市内各施設に配置し、ホーム

り込みで配布する予定です。そのほ

クス、メール不可）

などを請求してください（ファッ

①市選挙管理委員会宛てに投票用紙

②市選挙管理委員会が滞在先住所に

必要な書類を送付します

③届いた書類をお持ちいただき、お

で取得可能）を提示するか、確認を

書類（県内全ての市町市民課の窓口

委員会に郵送します。投票日当日

選挙管理委員会が掛川市選挙管理

※投票済みの投票用紙は、滞在先の

近くの市役所などに設置された不

受ければ、以前住んでいた市区町（選

となりますので、早めに手続きし

の終了時間までに届かないと無効

投票所と投票時間

ましょう。

① 投票用紙の請求

投票所は、お 手 元 に 郵 送 さ れ る 入

〇期日前投票

不在者投票の流れ

場券で確認してください。
投票区（西之谷公民館）のみ、

投票時間は午前7時〜午後8時。
第

・仕事などの予定がある方
午前8時 分〜午後8時
大東支所1階ロビー

滞在地の選挙管理委員会
東京都 A市（例）

午後7時までです。

3月 日㈯〜4月6日㈯
時間

市役所本庁1階ホール

期間
入場券は、両面開きのはがき1枚

会場

入場券が必要です
につき同一世帯4人まで記載して郵
送します。一人分ずつ切り離して投

大須賀支所1階多目的ホール
入場券（裏面の宣誓書にご
〇不在者投票

記入のうえお持ちください）

持ち物

票へお出かけください。入場券がな
い場合でも、選挙人名簿に登録され
ていれば投票できますので、係員に
お申し出ください。

遠方に滞在中で期日前投票および

・出張などで遠方にいる方
立候補者の紹介などを載せた選挙

当日の投票ができない方は、滞在

選挙公報は新聞折り込みで
公報は、各世帯へ速やかな配布がで

地での不在者投票が可能です。

投票用紙の郵送

③ 投票用紙に
記載し、不在者
投票所で投票

期日前投票、不在者投票を活用

挙人名簿登録地）で投票できます。

市区町から転入した方は、引き続き

選挙当日に投票できない方は

在者投票所で投票します

29

県内に居住していることを証明する

昨年

台帳に登録されている方です。

から引き続き市内に住み、住民基本

30

13
12

きるよう、4月2日㈫の新聞朝刊折

A市に滞在中の選挙人

30

住所地の選挙
管理委員会
掛川市（例）

② 投票用紙の交付

30

21

投票日
3月30日（土）～4月6日（土）

静岡県議会議員選挙

任期満了に伴う静岡県議会議員選挙が3月29日（金）に告示され、4月7日（日）に市内36の投票
所で投票が行われます。あなたの思いを届けるため、大切な一票を有効に活用しましょう。

期日前・不在者投票

第一歩』
未来を変える
『その一票

問掛川市選挙管理委員会（行政課内 ☎21-1133）

6

18日（木）

19日（金）

～

16日（火）

ね！
！

～

11日（木） 市役所大東支所（三俣）

犬の飼い主は、犬を市に登録し、

予防注射済票を首輪やリードに装着

災害時の広域避難所では、狂犬病

してください。

毎年4月から6月の間に狂犬病予防

していない犬は危険なため受け入れ

全ての飼い犬が対象

注射を受けさせることが法律で義務

できません。

年度に

・6%と、県下

市町

年に設立。各地区から役員

トの飼い方など、巡回指導を実施。

上啓発や災害時に備えた適切なペッ

を選出し、狂犬病予防注射接種率向

に昭和

上と狂犬病予防業務への協力を目的

掛川犬愛護会は動物愛護思想の向

掛川犬愛護会の活動

100%接種を目指します。

地域に狂犬病の恐ろしさを伝え、

受けさせない飼い主がいます。今後も

ら出さないから大丈夫」などと注射を

で4番目に高いですが、未だ「室内か

平成

掛川市は狂犬病予防注射の接種率が

種しましょう。

飼い主の義務として予防注射を接

づけられています。
市は、登録されている犬の飼い主
へ3月中に「予防注射のお知らせ」
はがきを郵送します。はがきが届い
た方で、該当の犬が死亡している場
合は、環境政策課または大東・大須
賀支所に死亡届を提出してください。

①愛犬手帳

注射当日の持ち物
②狂犬病予防注射お知らせはがき
③注射などの料金
※受付時間短縮のため、手帳とはが
きをすぐ提示できるようご協力を
お願いします。

3650円

1頭あたりの注射代金
①登録犬

（注射代金2850円、注射済票
交付手数料550円、掛川犬愛
6650円

護会会費（任意250円））
②未登録犬

有海保さん

会長

予防注射後は、狂犬病予防注射済

（①+登録手数料3000円）

掛川犬愛護会

35

21
-

1145）

て
け
受
射
注

問環境政策課（☎

15日（月）

83

注射済票を必ず装着
票（骨型の金属板）を必ず犬に装着
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44

狂犬病予防は
愛犬のため、人のため

4月10日（水） 市役所大須賀支所（西大渕）

【午前の部】
9：30
掛川市富士見台霊園（下俣）
11：30
いこいの広場（細谷）
【午後の部】
安養寺公園（淡陽）
12：30
大東北公民館（下土方）
14：00
大渕農村環境改善センター（大渕）
12日（金）

じかん
ところ
とき

29

狂犬病は発症すると１００％死に至る恐ろしい病気

・地区の指定はありません。
・都合のつく会場をご利用ください。
・都合がつかない方は、6月末までに必ず最寄りの
動物病院で接種してください。

人間を含む全てのほ乳類が感染する狂犬病。1957年以降、日本
国内での発症はありませんが、世界では年間約5万5000人が死亡
しています。大切な愛犬を守るため、きちんと飼い犬を市に登録し、
狂犬病予防注射を受けさせましょう。
左記日程の市と県獣医師会小笠支部、掛川犬愛護会が共同で行う集
合注射会場、または最寄りの獣医科医院（動物病院）で接種できます。

狂犬病予防注射の日程

リキくん

「固定資産課税台帳」の閲覧

15

31

利用者の火災被害を軽減
消防法違反対象物を で公表

公表する内容
防火対象物の名称、住所、公表

ていないもの
関する情報を入手し、利用の判断

自動火災

の対象となる違反（例

災報知設備のいずれかが設置され

備、スプリンクラー設備、自動火

務付けられている屋内消火栓設

公表対象の違反
消防法令により建物に設置が義

が困難な方が利用する建物

や病院、社会福祉施設などの避難

の不特定多数の方が利用する建物

飲食店、百貨店、宿泊施設など

公表対象の建物

前に確認してください。

など、重大な違反がないか、利用

をすることができます。火災報知

（☎21-6104）

報知設備未設置）

とする方が、その建物の危険性に

公表制度は、建物を利用しよう

険性を周知し、利用者の火災被害の軽減を図ります。

庁のホームページで名称や違反内容を公表。その建物の危

掛川市消防本部が把握した重大な違反対象物は、市や消防

4月1日から違反対象物公表制度が始まります。

名称や違反内容が確認できます

HP

設備の未設置、消火設備が不十分

問消防本部予防課

▲消防庁HP

▲消防庁HPを活用して全国の旅行先
などもチェックできます。

市役所2階資産税課・両支所市民窓口係へ

15

土地・家屋の
「価格等縦覧帳簿」の縦覧

30

問資産税課

（☎21-1137）

課税台帳に登録された内容を確
認することができます。
閲覧開始日 4月1日㈪
※閉庁日を除く
午前8時 分〜午後5時 分
閲覧できる方 納税義務者、納税
義務者と同一世帯の方、納税義
務者の委任を受けた方、納税管
理人、当該土地や家屋を借りて
いる方
持ち物
・運転免許証など窓口に来た方の
本人確認ができるもの
・委任を受けた方は委任状
・法人の場合は、委任状と委任さ
れた方の本人確認ができるもの
（運転免許証など）
・土地や家屋を借りている方はそ
の契約書など
手数料 4月1日㈪〜6月5日 ㈬
の縦覧期間中は平成 年度課税
分のみ無料

30

31

固定資産税評価額について、周
辺の評価額と比較できます。
期間 4月1日㈪〜6月5日㈬
※閉庁日を除く
午前8時 分〜午後5時 分
縦覧できる方 掛川市に固定資産
税を納めている方（納税者）、
納税者と同一世帯の方、納税者
の委任を受けた方、納税管理人
持ち物
・運転免許証など窓口に来た方の
本人確認ができるもの
・納税通知書など固定資産税を納
めていることがわかるもの
・委任を受けた方は委任状
・法人の場合は、
委任状と委任さ
れた方の本人確
認ができるもの
（運転免許証な
ど）
手数料 無料

=

平成 年度
固定資産税の縦覧と閲覧

行政 Information

8

いざ、横 須 賀 へ
三熊野神社大祭 4月5日
（金）～7日
（日）
問掛川南部観光案内処（☎48-0190）

-

28
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1156）

大須賀 9：20 9：50 10：40 11：40 13：00 14：10
支所発
14：40 15：50 16：20 17：20 17：40 18：40

し

13：40 14：50 15：20 16：30 17：00 18：00

だ

10：00 10：30 11：20 12：30

指定されれば県内初となります。
今後は、市が国の補助金を受けな

9：00

お

8：30

まさ

掛川駅
南口発

がら記録作成や調査を進め、維持保

4月7日（日）

問学校教育課（☎

大須賀
9：20 10：50 13：10 14：50 16：50 18：30
支所発

り

掛川駅
8：30 10：00 11：30 13：50 15：30 17：30
南口発

全が必要と認める「重要無形民俗文

4月6日（土）

学習指導や学校運営など、優れた成果を上げた
教員を表彰する優秀教職員表彰の伝達式が1月
日、市教育委員会で行われ、佐藤教育長から受賞
者7人に表彰状が伝達されました。
▼文部科学大臣表彰 石川真男（東中） ▼県教委
優 秀 教 職 員 河 合 伸 昭（西 山 口 小）、 松 浦 康 法（西
郷小）、法月淳（倉真 小）、内山春枝（千浜 小）、大
庭弘美（中央小）、後藤志津子（北中） ※敬称略

掛川駅からの無料バス増便

▲佐藤教育長から表彰の伝達を
受ける石川先生

化財」の指定を目指していきます。

み こし と ぎょ

・午前11時～神輿渡御、子授けの神事など
・午後3時～神社境内で地固め舞・田遊び奉納

され、日本の山車行事の変遷などを
考察するうえで貴重とされていま
す。選択無形民俗文化財は、記録や
保存が必要な生活文化が対象。県内
には指定を受けた山車行事はなく、

ほん らく

4月7日（日） 本楽
・早朝～午後9時（神社境内で千秋楽）

（☎21-1158）

大臣表彰に石川真男先生（東中）

よい みや

4月6日（土） 宵宮
・早朝～午後9時
・午前10時30分～神社境内で奉納祭

問社会教育課

優秀教職員表彰伝達式

そろい

4月5日（金） 揃
・正午～午後9時（夜祭り）

ね

さん じゃ さい れい ばや し

指定された三社祭礼囃子の名調子。笛や太鼓に
合わせ、若者たちが「シタッシタッ」のかけ声
とともに祢里を左右に振りながら練り歩きます。
7日夜の千秋楽は必見。狭い境内に人と提灯
がひしめく様は圧巻です。遠州の春の訪れを、
祭り囃子とともに感じてみませんか。

国の文化審議会は2月8日、
横須賀地区におよそ300年ほ
ど前から伝わる三熊野神社大祭
（左記参照）の祢里行事を、
「記録作成等の措置を講ずべき
無形の民俗文化財」に選択する
よう答申しました。
同行事は江戸時代の古い祢里
の形を残している点が高く評価

今年も横須賀地区で遠州横須賀「三熊野神社
大祭」が行われます。 ね り
だ し
見どころは、13台の祢里（山車）の引き回し。
意匠を凝らした彫刻や天幕が施された祢里から
聞こえてくるのは、県無形民俗文化財第1号に

国重要無形民俗文化財指定に大きく前進

横須賀三熊野神社大祭の袮里行事
国の選択無形民俗文化財に

Information

～みんなでシティプロモーション～

発信！

シティプロモーション
市民協働会議リレー②

中東遠総合医療センターの真北に位置し、自動車用コネ
クターなどの接続部品の製造で高いシェアを誇る電子部品
メーカー「タイコ エレクトロニクス ジャパン合同会社」総
務課の齋藤あかねさんが、社内で実践するシティプロモー
ション活動を紹介してくれます。
問シティプロモーション課（☎21-1123）

魅力・情報

従業員への情報発信と市内名所案内

かけがわ

全世界に掛川の魅力発信

掛川はいいところですよ～♪

従業員の多くが市外から通勤して
いるため、自宅と勤務地の往復になっ
ています。会社所在地の魅力に気付
いてもらい、よりよい環境で働いて
いることを従業員にも知ってもらう
ため、社内イントラネットで掛川の
魅力情報を毎月配信しているほか、
観光スポットのパンフレット、掛川
祭や掛川新茶マラソンなどのポス
ターを掲示するなどして、興味を
もってもらったり、参加を促したり

掛川の魅力を世界に発信！ア
メリカ、中国、オーストラリ
ア、日本人の社員が一緒にお
茶会を楽しみました。

社内で毎月情報を配信、イベント
で家族が来掛する仕組みづくり
私たちの会社は、電子部品の接続
技術を掛川から全世界へ発信してい
ます。市内に工場を開設して5年。
掛川市という魅力いっぱいのまちで
働いていることや、もっと掛川市の
ことを知ってもらうため、2つのシ
ティプロモーション活動をメインに
行っています。
1つ目は従業員への情報発信です。

全国や海外からの工場訪問者
を掛川城公園でおもてなし！

しています。
また、従業員の家族向けに「花鳥
園」や「つま恋リゾート彩の郷」で
イベントを行うなどして、仕事以外
でも掛川に来ていただく機会を提供
しています。

来訪者には市内の名所案内、世界
150か国以上に掛川の魅力配信

2つ目は世界の人々や地域との交
流です。弊社「TEコネクティビ
ティ」グループは150か国以上の
お 客 様 に あらゆる産業向けの接続部
品を開発・製 造 す る グ ロ ー バ ル カ ン
パニーのため、全世界に延べ8万人
の従業員がおり、海外からの来訪者が
大勢います。インクルージョン・アン
ド・ダイバーシティの活動を取り入
れ、さまざまな国や地域の方々と交
流し、お互いの文化を理解すること
を仕事で大事にしています。
工場へ訪れた方には、日本の文化
を知ってもらうために市内の各名所
へ案内しています。掛川城では、春
にはお花見を、夏には二の丸茶室で
茶 道 な ど を 体 験 し て も ら い 日 本の文
化や掛川の魅力を伝えるなど、訪れ
た方が掛川の魅力を海外にも配信で
きるように日々活動しています。
今後も掛川の魅力を多くの方々に
伝えていけるよう活動を継続してい
きます。

10

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

ており、その規模も小さな店舗から

最近の薬局は業務の形が多様化し

る。地域の中で、そこで暮らす方々

でき、在宅介護にも力が発揮でき

看護関係の方々と連携もとることが

が可能で、地域の医療機関や介護・

このような業務を継続し

が、掛川市内にも健康サポート薬局

まだまだ日本全国でも少数です

このマークが目印

〜地域の中で健康と生活を担う〜

健康サポート薬局

超大型の販売店までさまざまです。

の健康と生活全般を長く担うことが

ていくために数年前から

が誕生しています。今後、だんだん

かかりつけ薬剤師・薬局の機能

従来どおり、
薬に関する
あらゆる相談

健康サポート機能

また、かかりつけ薬剤師が常勤
し、薬に関する相談はもちろん、薬

しかしながら、薬局や薬剤師の仕事

できる薬局をつくるということで、

多様化する薬局の業務形態

はその形態や規模が違っても変わら

これは「患者が継続して利用する

「かかりつけ薬剤師」の認

と広がっていったときには、みなさ

薬局以外の健康
に関する相談も

健康サポート薬局

局として地域のニーズに応えること

ないものです。病院などから処方さ

平成

年4月から、新たに「健康サ

れた薬や一般で買える薬についての
複チェック、副作用の発見や予防な

ために必要な機能および個人の主体

ポート薬局」がつくられました。

どのサポート、衛生品や健康につい

的な健康の保持増進への取り組みを
積極的に支援する機能を有する薬
局」と定義されており、厚生労働大
臣の定める基準に適合し、県知事に
届け出を行った薬局に掲示できるこ

定が始まり、経験年数や継

思っています。

んのお役に立てる薬局になるものと

とが認められたものです。

続した研修などを考慮して

そこに暮らす方の
健康と生活全般を
担う薬局へ

ての相談などです。

情報提供と相互作用のチェックや重

28

数多くのかかりつけ薬剤師
が誕生しています。
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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46

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30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。

4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）

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

子育てコンシェルジュだより
散歩を楽しみましょう
暖かな春、散歩には良い季節です。
子どもがぐずったとき、何をやっても
泣き止まないとき、ちょっとお散歩を
してみませんか?
■散歩の効果は?
○大人も子どももリフレッシュ。気分転換は心の安定に。
○外気に触れることで抵抗力がアップ。
○同じ目線で見ることで会話が弾み、子どもの言葉が豊かに。
○太陽の光は生活リズムを整える手助けに。
■発達に応じた楽しみ方
○赤ちゃん：外気浴を兼ねて抱っこやベビーカーでお出かけ。
○歩き初め：安全な広い場所で、自由に歩かせてあげよう。
○歩くのが上手になったら：子どものペースでゆっくり歩き、
石ころを拾ったり虫を見つけたりして一緒に楽しもう。
子育てコンシェルジュだより第4号（平成29年3・
4月号）でも紹介しています。ぜひご覧ください。

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）

6か月児健康相談
9：15～9：45

1歳6か月児健康診査
13：00～13：30

2歳2か月児
健康診査

対

象

5 金 2019年 2月出生児
12 金 2018年6～9月出生児
19 金 2018年9月 1日～15日出生児
24 水 2018年9月16日～30日出生児

会場
徳育
大東
徳育

8 月 2017年9月 1日～10日出生児
11 木 2017年9月11日～20日出生児

徳育

23 火 2017年9月21日～30日出生児
18 木 2017年1月 1日～10日出生児
19 金 2017年1月11日～20日出生児

徳育

13：00～13：30 24 水 2017年1月21日～31日出生児

3歳児健康診査
13：00～13：30

離乳食教室

9：15～9：30

10 水 2016年3月 1日～10日出生児
15 月 2016年3月11日～20日出生児

徳育

17 水 2016年3月21日～31日出生児
17 水 生後4～8か月児の親
（予約制）

徳育

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

4月

市立図書館

お薦めの1冊を
紹介します

45
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※）
4月の休館日：毎週月曜日、26日（金）

『〆切本』 左右社編集部/編
夏目漱石、村上春 樹など明
治 か ら 現 代 に 至 る 作 家 たち
の、締め切りに関する文章を
集めた本です。自身の遅筆へ
の愚痴や、出版社への謝罪文
など、こんな表 現があったの
かと感 服すると同時に、文豪
の意外な人間らしさに親近感
がわきます。

■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※）
4月の休館日：毎週月曜日、26日（金）、30日（火・祝）
■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※）
4月の休館日：毎週月曜日、25日（木）、30日（火・祝）
※祝日は午後5時まで

▲図書館職員・南部明日香

ワクワク・ドキドキ♪ 今月紹介する話題の本
定年入門

名字ずかん

森岡浩/監修
（ほるぷ出版）

髙橋秀実/著
（ポプラ社）
定年とは無縁なノンフィクション作
家が、定年前後の人々を取材し、感
じていること、過ごし方など、さま
ざまな生き方を紹介しています。い
ろいろな定年のありようがあること
に気付かされます。

催

し物・展示

生まれたときから使っているのに、
実は知らないことも多い名字。日本
に多い名字、珍しい名字など多数登
場します。名字のルーツを知ること
で、日本の文化や歴史についても考
えることのできる図鑑です。

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

★手作り講座「端午の節句飾りを作ろう!」 大東
とき：4月17日（水）午前9時30分～11時30分
定員：大人10人 ※4月2日（火）から申し込み受け付け
★どらえもんおばさんの「革の小物教室」 大須賀
とき：4月19日（金）
（毎月第3金曜日）午前9時30分～正午
定員：大人3人 ※3月13日（水）から申し込み受け付け

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：4月 5日・ 12日（金） 午前10時30分～11時
大 東：4月 5日・ 12日（金） 午前10時30分～11時
大須賀：4月 19日・ 26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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央：毎週水曜日

午後3時～

「れんげそうのかんむり」「ふきの
はっぱのおめん」「たんぽぽのわた
げのびんづめ」など、春の草花を
使った遊びを写真で紹介します。絵
本をヒントに、外で遊んだり、植物
に触れたくなりそうです。

■「東海の名城展」 大東
日本100名城・続100名城に選ば
れた東海地方の城のパネル展
期間：4月10日（水）～21日（日）

★古本市 大須賀
～図書館で除籍した本などをお譲りします～
期間：4月13日（土）～ ※無くなり次第終了

中

佐野高太郎/写真
（ひさかたチャイルド）

市内32か所へ！ 移動図書館

★は各館へ申し込み、■は直接会場へ

★古文書講座「いろは」 大須賀
とき：4月11日（木）
午前9時30分～11時30分
※参加者随時募集

絵

はるのくさばな
あそび

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： 4月13日・27日（土） 午後3時～3時30分
大 東：4月 6日・20日（土） 午前10時30分～11時
大須賀：4月13日・27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：4月19日（金）午前10時30分～11時

事業名

とき・ところ

第2弾「松ヶ岡物語（全6回）」
3/9（土）13：30～15：30
第6回講座
松ヶ岡（十王）
社会教育課（☎21-1158）

対象・参加料

内容・申込方法など

講師は元高校教諭の森下春美さん。豪商で掛川藩
どなたでも
御用達商人だった松ヶ岡山﨑家と、旗本の代官を務
70人
めていた黒田家との関係を紹介、解説します。
100円（資料代）
直接会場へ

ゲートキーパー養成研修会
県西部健康福祉センター 3/15（金）14：00～15：30 どなたでも
（受付13：30～）
50人
福祉課
中遠総合庁舎（磐田市） 参加無料
（☎0538-37-2252・
FAX0538-37-2241）

自殺の防止に大切なことは、悩みに気付いて早めに
専門家へつなぎ、温かく見守ること。話の聴き方な
どを学び、身近な人の支えになりませんか。
3/11（月）までに電話、FAXまたはメール（kfseibufukushi@pref.shizuoka.lg.jp）で申込（申込順）

3/15（金）
①15：00～16：00
②16：00～17：00
たまり～な（満水）

①新年少～年長
1日だけの英会話体験教室です。毎週開催している
②新小学1～3年生
教室の雰囲気や内容を体験することができます。
各10人、
3/14（木）までに電話で申込（申込順・火曜休館日）
500円

県民フォーラム
県訪問看護ステー
ション協議会
（☎054-275-3339・
FAX054-275-3338）

3/16（土）13：15～16：30
美感ホール（亀の甲）

「認知症になっても、安心してお家で過ごそう」を
テーマに、講演とシンポジウムの2部構成。講師は浜
県内在住の方
松医科大学副学長の宮嶋裕明さん。
「これで安心、
参加無料
認知症の基本とつきあい方」を演題にお話しします。
電話、FAXで申込（当日参加も可能です）

花炭づくり体験
ならここキャンプ場
（☎25-2055）

一般20人
3/17（日）10：00～13：00
1,000円
ならここキャンプ場（居尻）
（材料費）

松ぼっくりや木の実などを、原形のまま炭にします。
インテリアとして、簡単に作れます。
電話で申込（申込順）

どなたでも
10人
1,500円

おいしいコーヒーの淹れ方を学び、市内ホテルのス
イーツを、アフタヌーンティー形式でいただきます。
電話で申込（申込順）

ワンコイン英会話体験教室
たまり～な
（☎24-2722）

い

3/17（日）13：00～15：00
コーヒーの淹れ方講座
竹の丸（☎22-2112） 竹の丸（掛川）

伝言板

第30回
笠美会 日本画展
三室（☎22-3928）

とき・ところ

対象・参加料

3/6（水）～10（日）
どなたでも
10：00～17：00（最終日は16:00まで）
入場無料
生涯学習センター（御所原）

河井弥八記念館
3/9（土）14：00～
第8回講演会
南郷地域生涯学習センター
記念館・大村（☎23-1036） （上張）

内容・申込方法など
12人の会員が、心を込めて描いた日本画の
作品を、ぜひご覧ください。
直接会場へ

市内在住の方
参加無料

河井弥八を研究する大学教授たちの講演会
①岡本貴久子さん②山杢誠さん③内藤一成さん
電話で申込

不登校・ひきこもり無料相談
NPO法人静岡県教育フォーラム
（☎054-644-1304）

①3/12（火）10：00～16：00
②3/20（水）13：00～17：00

市内在住の方
とその保護者
相談無料

会場は、①掛川教育センター（大東支所4階）
②たまり～な。私たちにご相談ください。
直接会場へ

TOWANOIRO～とわのいろ～
かけがわ街づくり（株）
（☎61-1151）

3/15（金）
・16（土）
10：00～15：00
竹の丸（掛川）

どなたでも
入場無料

歴史的建造物で雑貨市。ハンドメイド雑貨
など42店舗が出店します。
直接会場へ

新体操発表会&体験会
掛川新体操クラブ・嶌
（☎090-2138-1631）

幼児（男女）、 発表会を見て、新体操を体験しませんか。
3/16（土）13：00～
小学生（女子） 体験は事前申し込みが必要です。
エコパサブアリーナ（袋井市）
電話またはSMS（ショートメール）で申込
参加無料

イタリア遺産車の集いin掛川
実行委員長・高田
（☎03-3781-0178）

3/17（日）11：00～13：00
三の丸広場（掛川）

どなたでも
入場無料

イタリアのヘリテージ車と、イタリア人デザ
イナー設計の国内外車の展示
直接会場へ

3/17（日）13：00～14：30
どなたでも
能楽の集い
（受付12：30～）
1,000円
長谷川（☎090-4216-2349）
生涯学習センター（御所原）

講師は観世流能楽師の長谷川晴彦さん。能
楽の楽しさに触れてください。
電話で申込または、直接会場へ

わくわく子育て
岩瀬（9：00～17：00）
（☎080-5134-1249）

①3/17（日）10：00～11：30 幼児～中学生
②4/21（日）10：00～11：30 の保護者
生涯学習センター（御所原） 各1,000円

①「イライラはどこから? 」②「しつけはいつ
から?」それぞれのテーマで、楽しく学びます。
電話、メール（acederyo@yahoo.co.jp）で申込

どなたでも30人
3/21（木・祝）10：00～11：30
会員無料
あいり～な2階（掛川）
非会員300円

講師は浜松医科大学医師の桑原斉さん。テー
マは「自閉症の合理的配慮について」です。
氏名、電話番号を明記し、FAX（27-1486）、
メール（itta2014@outlook.jp）で申込

くわ ばらひとし

自閉症啓発デー講演会
かけがわ発達支援を考える会
田辺（☎090-6804-1427）
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事業名

対象・参加料

内容・申込方法など

パソコン未経
験者4人
受講無料

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。パソコンは市役所で用意します。
3/13（水）までに電話で申込（申込多数のときは抽選）

おう しん
3/19（火）～31（日）
女流書道家 王進書道展 9：00～17：00
掛川城公園管理事務所 （16：30までに入館）
（☎22-1146）
掛川城御殿（掛川）

どなたでも
410円（御殿
入館料）

地元や海外で活躍する書道家 王進さんの作品約
50点をご覧いただけます。3/24（日）①11：30～②
14：00～は、王進さんによる書のパフォーマンスあり。
直接会場へ

はばたけ未来の吉岡彌生賞 3/31（日）まで
9：00～17：00
受賞作品展
（16：30までに入館）
吉岡彌生記念館
吉岡彌生記念館（下土方）
（☎74-5566）

高校生以上
200円（団体
160円）
中学生以下無料

今年で3回目。次代を担う児童・生徒の夢と希望に
満ちた研究作品を、ぜひご覧ください。
直接会場へ

新年長、新小
学1～6年生
各30人、
500円

自分の名前をきれいに書けるようになるための教
室です。一生書き続ける自分の名前。受けた日から
書くのが好きになる楽しい講座です。
3/31（日）までに電話で申込（申込順・火曜休館日）

はじめてのパソコン講座
IT政策課
（☎21-1341）

えんぴつの正しい書き方
体験教室
たまり～な
（☎24-2722）

とき・ところ
3/18（月）9：30～11：30
市役所4階会議室6

4/3（水）
①10：00～10：30
②11：00～11：30
たまり～な（満水）
4/6（土）10：00～16：00
（受付は15：30まで）
二の丸茶室（掛川）

どなたでも
お弁当付きお茶会を楽しみながら、掛川城と満開の
前売り1,700円 桜につつまれて春を満喫しませんか。
当日2,200円
3/10（日）～電話、直接来室（9：00～17：00）で申込
（弁当代、呈茶券） ※掛川城公園駐車場（有料）をご利用ください。

大人のワークショップ
竹の丸（☎22-2112）

4/6（土）9：30～15：30
竹の丸（掛川）

どなたでも
販売（ベーグル、焼き菓子、和小物など）やハンドメ
別途参加料
イドワークショップ、
リラクゼーション体験など。朝市
（金額は内容 も同時に開催しています。
により異なる）
直接会場へ

手話奉仕員養成講座
（入門・基礎課程）
福祉課（☎21-1215・
FAX21-1163）
fukusi@city.kakegawa.shizuoka.jp

4/12～H32/3/6の
毎週金曜日（全45回）
19：30～21：00
市役所4階会議室ほか

市内在住、在勤、 聴覚障がい者の置かれている状況や生活を理解
在学で高校生 し、手話の基礎知識や日常生活に必要な技術、表現
以上の方
方法などを学びます。
20人
4/4（木）までに電話、FAXまたはメールで申込
3,240円（テキスト代） （申込順）

桜まつりinならここの里
ならここキャンプ場
（☎25-2055）

4/14（日）10：00～14：00
ならここの里（居尻）

どなたでも
入場無料

さくら茶会
二の丸茶室
（☎23-1199）

第十夜 月夜の茶摘み会
4/19（金）19：00～21：00
掛川茶振興協会事務局
（雨天は4/20（土）に順延、 高校生以上
（お茶振興課内）
さらに雨天の場合は中止） 2,000円
（☎21-1216・FAX21-1212）
五明地区内の茶園
ocha@city.kakegawa.shizuoka.jp

★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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フリーマーケット、ならここ汁のサービス、工作教
室、花見ライブなど
直接会場へ
満月の下で茶摘み体験。新茶やお菓子の振る舞い、
音楽の生演奏が行われます。摘んだ茶葉は後日、製
茶してお届けします。
申込書を市ホームページからダウンロードし、
4/17（水）までに電話、FAXまたはメール（氏名、住
所、電話番号を明記）で申込

市内在住、
在勤の方
各回30人
参加無料

一般公開している個人宅などの庭をバスで巡ります。
3/15（金）までにハガキ（全員の氏名（代表者に
○）、住所、電話番号、参加希望日を明記）で申込（1
枚に3人まで。申込多数のときは抽選）当日のガイド
ブックを3/20（水）～市役所本庁などで配布します。

公開講座
4/20（土）13：30～15：00
「最先端泌尿器科診療
一般100人
～腎移植とロボット手術～」 東京女子医大看護学部
500円
大東キャンパス（下土方）
吉岡彌生記念館
（☎74-5566・FAX74-4841）

東京女子医科大学病院長の田邉一成さんが、最新
の腎移植とロボット手術についてお話しします。
電話、FAX（氏名・住所・電話番号・講座名を明記）
で申込（申込順）

いきわく吹奏楽部「定期演奏会」 4/21（日）14：00～
どなたでも
（開場13：30～）
大須賀中央公民館
入場無料
大須賀中央公民館（西大渕）
（☎48-1012）

大須賀中学校生徒が、1年間の練習成果を発表します。
直接会場へ

中遠オープンガーデン見学会
維持管理課
（☎21-1154）

洋裁教室（全6回）
たまり～な
（☎24-2722）
普通救命講習
中央消防署
（☎21-0119）

4/19（金）
・5/17（金）の
どちらか1日
9：00～16：00
極楽公園（長谷）集合

4～6月の毎週木曜日
13：30～15：30
たまり～な（満水）

どなたでも12人 初夏の季節に向けて、爽やかな半そでブラウスが簡
18,000円
単に作れます。お気軽にご参加ください。
（6回分、材料費別）
4/8（月）までに電話で申込（申込順・火曜休館日）

5月～H32/3の毎月第3
各回40人程度
木曜日9：00～12：00
中央消防署3階大会議室 受講無料
（掛川）
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応急手当の必要性（講義）、人工呼吸、胸骨圧迫（心
肺蘇生法）、AED（自動体外式除細動器）の使用方
法、止血法、異物除去法を習います。
電話で申込（申込順）

保育士修学資金貸付事業

県社会福祉協議会
生活支援課（☎054-254-5244）
※県補助事業

保育士の人材確保を目的としたこ
の事業は、養成施設（大学・短大・専門
学校など）に入学（在学）する方に資
金をお貸しする制度です。
養成施設を卒業し資格取得後、一
定期間の就業などの条件を満たした
場合、返還が免除されます。
申込方法 来年度進学希望者（在籍
者）の受け付けは、入学後などに養
成施設を通じて募集します（4月中
旬に開始予定）。詳しくは、ホーム
ページをご覧ください。

電柱の上にカラスの巣を
見つけたら連絡ください!
中部電力（株）掛川営業所
（☎0120-977-230）

春が近くなるとカラスが産卵のた
めに電柱に巣を作ります。巣の中には
針金などの金属も入るため停電の原
因になります。電柱の上にカラスの巣
を発見したときは連絡ください。

紅葉台区が
コミュニティセンターを整備

生涯学習協働推進課（☎21-1129）

伝言板

がんサロン「なごみ」
磐田市立総合病院
（☎0538-38-5286）

転入や転出などの届け出が集中す
るため、本庁窓口のみ臨時開庁します。
開庁日 3月23日（土）
・30日（土）
（※連雀出張所はお休みです）
開庁時間 午前8時30分～午後5時
業務内容 転入・転出など異動届、証
明書の交付（所得証明などの一部
交付できない証明書もあります。）
印鑑登録の申請受け付け、マイナ
ンバーカードの交付（掛川区域に住
民登録されている方のみ）

住民票の異動届（転入届、転出届、
転居届など）は、国民健康保険、国民
年金、後期高齢者医療、選挙人名簿へ
の登録につながる大切な手続きです。
入学、就職、転勤などで住所が変わ

市民課（☎21-1141）

協働保育園等保育料助成
（後期分）の申請が始まります
こども希望課（☎21-1205）

市の助成基準を満たす認可外保育
施設に通園中の園児の保育料助成申
請（9～3月の後期分）が始まります。
申請期間 3月18日（月）まで

農業者年金に加入しませんか?

農業委員会事務局（☎21-1147）

次の要件を満たす方は加入できます。
①60歳未満②国民年金1号被保険者
（保険料納付免除者は除く）③年間60
日以上農業に従事している方
年金の特徴
・積み立て方式の終身年金
・保険料は全額社会保険料控除
・保険料の額は自由に決められます。
（ただし、20,000円～67,000円の間）

る方は、変更の手続きをお願いしま
す。
また、
「マイナンバー通知カード」
「マイナンバーカード」
「住民基本台
帳カード」の住所も変更する必要があ
りますので、手続きの際には、カード
も一緒にお持ちください。
なお、3月～4月にかけて窓口が大
変混み合います。時間に余裕をもって
お出かけください。

ふくしあ健康相談
高齢者交通安全相談（4月）
●東部ふくしあ（☎61-2900）
4/ 5（金） 9：30～11：30
中央図書館
4/17（水） 10：00～11：00
●中部ふくしあ（☎28-9713）
4/ 8（月）

9：30～11：30

●西部ふくしあ（☎29-5977）
桜木ホール
4/ 2（火） 9：30～11：30

●大東ふくしあ（☎72-1116）
4/ 3（水） 9：30～11：30
●大須賀ふくしあ（☎48-1007）
大須賀老人福祉センター

4/24（水） 9：30～11：30
※高齢者交通安全相談は危機管理課
（☎21-1131）まで

とき・ところ

対象・参加料

内容・申込方法など

3/22（金）、5/24（金）
がん患者やそ
13：30～15：30
の家族
磐田市立総合病院（磐田市）

患者・家族同士の交流や情報交換を行う場です。
医療関係者によるミニレクチャーもあります。
直接会場へ

3/27（水）～31（日）
どなたでも
生涯学習センター（御所原） 入場無料

板や箱、竹などを彫って採色する珍しい工
芸絵画です。約180点展示します。
直接会場へ

4/9（火）11：00～
生涯学習ピアノスクール
生涯学習センター
生徒募集（27期生）
落合（☎090-1093-6119） リハーサル室（御所原）
不動産無料相談会
県不動産鑑定士協会
（☎054-253-6715）

市民課（☎21-1141）

おおむね45歳以上
24,000円
（12回分）

4/9（火）10：00～16：00
どなたでも
（受付15：30まで）
相談無料
浜松商工会議所（浜松市中区）

60分のグループレッスン。アンサンブルを
含むピアノレッスン。
3/15（金）までに電話で申込
鑑定評価、価格、賃料、売買、交換、借地、借
家、相続、贈与、不動産に関すること
直接会場へ
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15周年記念
碑文谷彫習作展
宮本（☎22-5288）

引っ越しの際は「住民票の
異動手続き」を忘れずに!

今月のけっトラ市 問 実行委員会（☎

（一財）自治総合センターの宝くじ
助成金で整備されました。
この事業は宝くじの社会貢献広報
事業として、宝くじの受託事業収入を
財源に実施しているコミュニティ助成
事業です。

市民課窓口臨時開庁の
お知らせ
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4月から産前産後期間の
国民年金保険料が免除

日本年金機構掛川年金事務所（☎21-5524）
国保年金課（☎21-1143）

第1号被保険者の出産前後の一定
期間に保険料が免除されます。
免除期間 出産予定日または出産し
た月の前月から4か月間。多胎妊娠
の場合は、3か月前から6か月間
対象 国民年金第1号被保険者で出産
（予定）日が2月1日以降の方
申込期間 出産予定日の6か月前から届
け出可能。ただし、4月から受け付け開始。

予防接種はお済みですか?
3月1日～7日は子ども予防接種週間
健康づくり課（☎23-8111）

入園・入学に備えて必要な予防接種
を済ませ、病気を未然に防ぎましょう。
年長のお子さんは麻しん風しん混
合予防接種、小学生～20歳未満の方
は日本脳炎予防接種の接種確認をし
ましょう。

契約時に注意したい
5つのポイント

消費生活センター
（産業労働政策課内・☎21-1149）

★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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消費者トラブルに巻き込まれない
よう次の5つに注意しましょう。
①その契約は信用できるか
②ローン（借金）を組んで返済できるか
③インターネット通販の事業者と内容
は問題ないか
④SNSで公開する情報は安全か
⑤その美容医療は受けても安心か

伝言板

人間ドックオプション検査に
「経膣エコー検査」を
追加します

敬老会の対象年齢を
引き上げます

健康長寿課（☎21－1196）

中東遠総合医療センター
人間ドック・健診センター
（☎28-8028）

4月から、人間ドックのオプション検
査項目に子宮や付属器（卵巣・卵管）
を詳しく調べることができる「経腟エ
コー検査」が追加されます。
■次の方にお勧めします
・経腟エコーを受けたことがない方、
不正出血が時々ある方
■対象 おおむね20歳以上の女性
■費用 4,000円（税別）
※単独検査は実施していません。

平均寿命が上がっていることや対
象者数が増加しているため、平成31
年度は対象年齢を79歳以上に、平成
32年度から80歳以上に引き上げます。

ひとり親家庭子育てサポート事業
助成申請は3月29日（金）まで
こども希望課（☎21-1144）

早めの申請をお願いします。
対象 児童扶養手当の受給者
該当する事業 延長保育、ファミリー・
サポート・センター
助成額 利用料の1/2

ほう じゅつ

火縄銃の炮術演武も 高天神社例大祭

掛川観光協会大東支部（観光交流課内・☎21-1121）

北口の門前では、地場産品の販売、
餅まき（午後4時）などが行われます。
正午からは、古式火縄銃の炮術演武
も予定されています。
とき 3月31日（日） 午前10時30分～
御神楽奉納、正午～古式火縄銃の
み

こ

し

と ぎょ

炮術演武、午後2時～御神輿渡御行列

無料シャトルバス（定員31人）
【掛川駅南口発】
9：30、10：30、12：30、13：30、14：30、16：00

【高天神城跡発】
10：00、11：00、13：00、14：00、15：30、16：30

3月10日（日）に津波避難訓練のサイレンなどが鳴ります
危機管理課（☎21-1131）

大東・大須賀区域の津波浸水域で、津波避難訓練が実施されます。当日の午前9
時ころ、市内にある全てのスマートフォン、携帯電話が緊急速報メールを受信し、
一斉に鳴ります。また、午前9時、10時ころ、市内全域に地震発生や大津波警報の
サイレンなどが同報無線で流れます。ご理解ご協力をお願いします。
津波浸水域の住民・企業のみなさんは積極的に参加しましょう。
とき・ところ

対象・参加料

内容・申込方法など

①毎週水曜日18：30～
①インド舞踊カタック教室
竹の丸（掛川）
②写仏教室
②毎月第2火曜日10：00～
中村（☎070-2831-3378）
倉真地域生涯学習センター

どなたでも
①1,000円/回
②5,000円/月

①初心者クラスです。高齢者歓迎。②お気軽
にご参加ください。
電話で申込

シオーネ混声合唱団
新入団員募集
市野（☎74-2289）

毎週土曜日18：45～20：45
シオーネ（大坂）

どなたでも
入団金1,000円
月額1,500円

学生は月額500円。モーツァルトKV.317
「戴冠ミサ」や唱歌メドレーなどを練習し
て、定期演奏会で発表します。
電話または直接会場へ

毎週木曜日（月4回程度）
社交ダンスクラブ会員募集
初級13：00～15：00
横山（☎090-1412-7532）
たまり～な（満水）

おおむね63歳以上
700円/回
年会費300円

認知症や寝たきりにさようなら!プロの講師
からダンスを学びます（見学も歓迎）。
電話で申込

花づくり学習会、花の種子や 会費（支部/年） 花が大好きな方ならどなたでも。ガーデニ
「掛川花の会」会員募集
苗のあっせん、花や緑を楽し 掛川1,000円 ングに興味や関心のある仲間を募集します。
維持管理課（☎21-1154）
む研修視察、菊花展などへの参加 大東・大須賀500円 ※各支部により内容は異なります。
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草刈り業務員募集

維持管理課（☎21-1154）

採用予定人数 若干名
応募資格 草刈機を使用し草刈り業務
に従事した経験のある75歳未満の方
雇用期間 4月1日～平成32年3月31日
勤務場所 市内全域
勤務内容 道路・河川などの草刈り業務
勤務時間 週3日程度
午前9時～午後4時（土・日・祝日を除く）
賃金 時給1,140円
申込方法 3月20日（水）までに、市
販の履歴書に必要事項を記入して
申し込み（代理の方による提出可）

大東市民交流センター
スタッフ募集

大東市民交流センター（☎72-1115）

採用予定人数 若干名
応募資格 ①市民活動に興味や関心
がある方（活動経験の有無は不問）
②パソコンができる方③週2～3日で
各半日（4.5時間程度）勤務できる方
※火曜休館日・夜間勤務あり
申込方法 3月20日（水）
（午前9時～
午後6時）までに電話で申し込み

地震・津波対策寄付金
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31年2月14日現在の申出額

区分

件数

金額（円）

個人

286

7,923,740

法人

468

230,911,627

309

11,268,323

合計

1,063

250,103,690

みなさんからいただいた寄付
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）
21（木・祝）
23（土）
24（日）
30（土）
31（日）
4/ 6（土）
7（日）

北

部（掛川区域）
（株）
トダックス
（有）
松井管工
（株）
マツイ健設
協和水道
（株）
（株）
巧栄水道
（株）
掛川水道設備
（株）
まつだ配管
（株）
浅岡工業
（有）
諸星配管
（株）
トダックス
（有）
松井管工
（株）
マツイ健設
協和水道
（株）

ふじのくに文教創造ネットワーク
（☎090-1755-3602）
info@fuji2010.net
文化振興課（☎21-1126）

【一般幹部候補生】
応募資格 22歳以上26歳未満の大卒の
方（見込含む、院卒の方は28歳未満）
受付期間 5月1日（水）まで
試験日 5月11日（土）
・12日（日）
（12日は飛行要員を希望する方のみ）
試験会場 浜松合同庁舎（浜松市中区）
【予備自衛官補】
応募資格 18歳以上34歳未満の方
受付期間 4月12日（金）まで
試験日 4月20日（土）～24日（水）
のうち1日
試験会場 受け付け時にお知らせします。

昨年、全国に先駆けて創部した、中
学校の文化部を校外で行う地域部活
「掛川未来創造部パレット」は、美感
ホールを拠点として、音楽・演劇・放送
を中心に多彩な芸術文化活動を行っ
ています。
4月に中学1年生になる方を対象に
新入部員を募集しますので、関心があ
る方は説明会のいずれか1日へご参
加ください。
とき・ところ
3月16日（土）
・17日（日）
生涯学習センター第3会議室（御所原）
3月24日（日）生涯学習センター第
2会議室（御所原）
3月30日（土）美感ホール（亀の甲）
※時間は午前11時～11時40分
対象 新中学1年生とその保護者
申込方法 希望日の3日前までに電
話またはメールで申し込み
※詳しくは、ホームページ（http：//www.
fuji2010.net/）をご覧ください。

ALT（英語指導助手）交流会
ホストファミリー募集
NPO法人掛川国際交流センター
（☎24-5595）9：00～16：00
kic@kakegawa-life.com

県内高校ALTと三熊野神社大祭を
見学しながら交流しませんか。
とき 4月6日（土）午前11時～歓迎会
祭り見学～ホームステイ1泊
募集人数 5家庭程度
申込方法 電話、メールで申し込み（申込順）

掛川国際交流センター（KIC）英会話教室

NPO法人掛川国際交流センター（☎24-5595）9：00～16：00
kic@kakegawa-life.com
内容 やさしい英会話や海外文化を学ぶクラスです。
クラス

日程

とき

初級・日本人講師
入門・日本人講師
入門・ネイティブ講師
初級・ネイティブ講師
中級・ネイティブ講師
中級・ネイティブ講師

A
A
A
A
A
B

9：00～10：30
10：30～12：00
19：30～21：00
19：30～20：30
19：30～20：30
19：30～21：00

ところ 定員 受講料（会費含む） 回数
掛
掛
掛
大
大
掛

20
20
20
10
10
20

11,000円
11,000円
11,000円
10,000円
10,000円
11,000円

15
15
15
23
23
15

日程 A：4月9日～（掛）
・16日～（大）の火曜日 B：4月11日～の木曜日
ところ 掛：生涯学習センター（御所原） 大：大渕農村環境改善センター（大渕）
申込方法 3月4日（月）～電話、メールで申し込み（申込順）

宅地内の水道修理の連絡先（土・日・祝日）3/2～4/7
3/

地域部活「掛川未来創造部」
新入部員の募集説明会

自衛隊袋井地域事務所
（☎0538-43-3717）

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

※宅地内の水道修理は有料です。問水道課（☎21-1717）

3/

2（土）
3（日）
9（土）
10（日）
16（土）
17（日）
21（木・祝）
23（土）
24（日）
30（土）
31（日）
4/ 6（土）
7（日）

南

部（大東・大須賀区域）
（☎72-4685）
大城配管
（有）
（☎48-4476）
大澄設備
（有）
（☎74-2445）
北端工務店
（有）
（☎090-5118-3125）
三久配管
（有）
（☎24-3322）
（株）
シンワ設備
（☎72-4705）
静管興業
（有）
（☎48-2093）
土屋設備
（有）
（☎48-2004）
綱取管興
（☎72-5515）
林配管
（有）
（☎72-5630）
豊設備
（有）
（☎48-4221）
浅岡管興
（有）
エイケイ赤堀工事（☎74-3340）
（有）
（☎72-4685）
大城配管
（有）

★事業の詳細は、各連絡先にお問い合わせください。

団体

自衛官等採用試験
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4・5・6月 相談の窓口
相

談

と

名

※組織再編に伴い、課名などが変更される場合があります。
詳しくは、広報かけがわ4月号をご覧ください。

き

と

こ

ろ

4/12、5/10、6/14（金）13：00～16：00

市役所4階会議室

4/26、5/24、6/28（金）13：00～16：00

大須賀支所1階多目的ホール

こころの健康相談
（予約制）

4/3、6/5（水）13：20～15：20
5/16（木）9：20～11：20

市役所4階会議室

女

4/2・9・16・23、5/7・14・21・28
6/4・11・18・25（火）
電話10：00～12：00 面接13：00～16：00

行

政

相

性

相

談

談

問い合わせ先
シティプロモーション課
（☎21-1123）
福祉課
（☎21-1139）

電話相談
女性相談室直通（ 21-1119）
面接相談（予約制）市役所

企画政策課
（☎21-1127）

結婚相談（登録制） 4/7・14・21、5/12・19、6/2・9・16（日）
※第2日曜日は女性優先 13：00～16：00
（受付15：30まで）

あいり～な東館1階
開催当日は
（ 23-3036）

社会福祉協議会
（☎22-1294）

大須賀建築士すまいの
研究会住宅無料相談

4/21、5/19、6/16（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）
※市内居住者に限る
3/1（金）～予約受付

4/17、5/15、6/19（水）
15：00～17：00

市役所4階会議室

福祉課
（☎21-1140）

ところ

相談名

掛川市役所

大東支所
4/12、5/10・31、
6/14（金）
3階ミーティングルーム

4/5・19、5/17・31、
6/7・21（金）
4階会議室

人権身の上相談
13：00～16：00

弁護士会無料法律
（水）
相 談（ 予 約 制 ） 4/10、5/8、6/12
13
：
30～15
：
30
※市内居住者に限る
4階会議室
3/22（金）～予約受付

大須賀支所

問い合わせ先

4/26、5/24・31、
6/28（金）
1階多目的ホール

福祉課
（
21-1140）
4/12、5/10、6/14（金） 4/26、5/24、6/28（金）
13：30～15：30
13：30～15：30
4階403会議室
1階相談室

4/5・19、5/17・31、
4/12、5/10、6/14（金） 4/26、5/24、6/28（金）
心 配ごと相 談
社会福祉協議会
6/7・21（金）
1階多目的ホール
1階相談室
13：00～16：00
（
22-1294）
あいり～な東館1階
（受付15：30まで）
大東ふくしあ（ 72-1135） 大須賀ふくしあ（ 48-5531）
開催当日は
（ 23-3036）
相
青

談

少

教

名

年

育

相
相

と
談

火～金 9：00～16：00

市教育委員会

平日

9：00～16：00

市教育センター（大東支所4階）

（☎72-1345）

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）

月

9：30～16：00

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

NPO法人設立相談（予約制）

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）

犯罪被害者相談窓口

平日

8：30～17：15

市役所1階危機管理課

（☎21-1131）

福 祉 相 談・介 護 者 相 談

平日

9：00～17：00

社会福祉協議会本所

（☎22-1294）

ボ ラ ン テ ィ ア 相 談

平日

9：00～17：00

ボランティアセンター（あいり～な2階☎24-6263）、各ふくしあ内社協

費

相

（青少年補導センター ☎21-1189）

談

消

職

ところ・問い合わせ先

談

家 庭 児 童 相 談
平日
（大東・大須賀支所は予約制）
内

き

生

活

相

交 通 事 故 相 談（ 予 約 制 ）
高齢者安全運転相談（予約制）

（産業労働政策課 ☎21-1125）

（☎21-1131）

※相談日が休日と重なる場合、相談はお休みします。内職相談は翌平日に実施します。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
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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、

1/27

過去最多248チーム参加
第6回城下町駅伝

▲沿道の声援を受けながら商店街を疾走する選手たち

第6回掛川市城下町駅伝競走大会（同実行委
員会主催）が、掛川城近くの緑橋を発着点に開
催されました。市内外の小学生から一般までの
9部門に、過去最多の248チームが出場。早春
の城下町を力走しました。
総勢約1,300人の選手たちは、沿道に集まっ
た大勢のギャラリーから大きな声援を浴びなが
ら、懸命にたすきをつなぎました。

2/2

外国人観光客におもてなし
英語でガイド体験

▲観光客役の外国人講師（左）に英語で案内する参加者

市おもてなし委員会は、ラグビーワールド
カップや東京五輪に向けて、JR掛川駅構内で
英語の通訳ガイド体験講座を行いました。
市民など25人が参加。券売機や観光案内処
で、観光客役になった英会話教室の外国人講師
が「エコパスタジアムまでの行き方は」などと
質問をし、ガイド役の参加者が講師のアドバイ
スを受けながら、英語で案内しました。

1/23

飲食店経営者ら
オリーブオイルの活用法学ぶ

▲玉利さん（中央）から活用法を学ぶ参加者

オリーブの産地化を進める市は、市内飲食
店でオリーブオイルの活用講座を開きました。
飲食店経営者や料理好きの主婦ら約20人が参
加。講師は、料理家でオリーブオイルサイト編
集者の玉利紗綾香さんが務めました。
市は平成28年度からオリーブ栽培を推進。
今後は多くの飲食店で調味料として使用しても
らうなど、消費の拡大を目指していきます。

1/27

掛川大須賀線愛称発表
オー ケー

みんなの足は「OKバス」

▲愛称が決まりバスの前で発表する地区役員ら

バス路線「掛川大須賀線」の愛称が、大須
賀
（O）
と掛川
（K）
を結び、誰でも利用OKとの意
味が込められた「OKバス」に決まり、関係者
らが大須賀支所で発表式を開きました。
大須賀区域の4つのまちづくり協議会が路線
継続を願い愛称を募集。応募作品91点の中か
ら6点に絞り込まれ、住民らの投票で最多得票
を獲得したOKバスに決まりました。
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2/4

地球温暖化対策連携強化
資生堂とSTOP温暖化協定締結

市は、㈱資生堂掛川工場（斉藤賢一工場長）と官民
協働による温暖化対策に関する「かけがわSTOP温暖
化パートナーシップ」協定を締結しました。同工場
は、省エネルギー活
動や市と協働での環
境学習会の開催、古
紙回収活動による環
境基金への協力を実
施。斉藤工場長は
「協働による取り組
みが活発になること
を期待している」と
▲協定を交わし握手する斉藤工場長
話しました。
（左）と松井市長

2/12

地震津波対策に役立てて
掛川工業高校が収益金を寄付

地震津波防災事業に役立ててもらおうと、掛川工業
りゅうと

高校生徒会（曽根瑠人会長）が、文化祭の葛川祭で得
た収益金48,546円を市に寄付しました。
平成27年から毎年
寄付をしてきた総額
は221,635円。曽根
会長は「3年生がフ
ランクフルトなどを
売って得たお金。防
災に役立てて欲し
い」と話し、収益金
の入った封筒を松井 ▲松井市長（左）に寄付金を渡す曽根
市長に手渡しました。 会長（中央）と山本副会長

2/12

45年間ありがとう
千浜幼園児が歌で感謝

▲元気な歌声で園舎に感謝を伝える園児たち

来年4月の「ちはまこども園」開園に伴い、
3月の卒園式後から解体が始まる千浜幼稚園
で、園舎のお別れ会が開かれました。
園児45人と保護者、卒園した児童、地域住
民らが参加。園児が園舎への感謝の気持ちを込
めて「ありがとう」の歌を元気いっぱいに披露
したり、親子でミニアルバムを作ったりして、
思い出を分かち合いました。

ペ

ッ

パ

ー

Pepperプログラミング大会
北中学校が全国金賞の快挙

2/10

茶で健康増進と都市間交流
めい わ

群馬県明和町と協定締結

市と明和町は「特産品による健康増進と交流に関す
る協定」を締結しました。市は、掛川茶の販路拡大な
ど友好的な都市間交流を期待。同規模自治体よりも肺
がん発症率が高い同
町は茶の効能やレシ
ピを活用し、健康寿
命の延伸に取り組み
ます。地方同士の交
流で、互いに地域活
性化を目指します。 ▲協定を締結した冨塚町長（右）と
松井市長
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2/9

▲金賞を受賞した、左から山崎さん、戸塚さん、松下さん

全国の小中学生が競う、人型ロボット
Pepperのプログラミング成果発表会が東京都
で行われ、北中学校がクラブ・部活動部門で最
高の金賞を受賞しました。「学校生活をより良
くするPepper」をテーマに3年の山崎日路さ
ひ

ひ

び

き

かず や

ろ

ん、戸塚陽日樹さん、松下和也さんが、朝のあ
いさつをした生徒数を管理するなどの自発的に
働くプログラムを作成し、高く評価されました。

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。

大事なのは、着実に続けていくこと
月に記念すべき100回目を迎

た」と目を細めるのは、今年1

「よくここまで続いてくれ
ています。「後半になると客足

可能な限り反映するよう心掛け

行い、出店者の要望や改善点を

者からの提案でイベント終盤で
には店主から景品をプレゼント

回全国軽トラ市」が開催される

食品スーパーなどでよく目にす

る「丸大食品」。その静岡工場

本社は大阪府高槻市で、昭和

が、曽我地区にあります。

周年を迎え

年の節目を迎え

人で、同社主

㌧。藤

地 域 と と も に 歩 ん で い き ま す。

社会に貢献する同工場は、今後 も

杯の真心を込めて誠意を尽くし、

「至誠通天」を心構えに、精一

もつながっているそうです。

る職場環境や、社員相互の親睦に

も積極的に参加。何でも話し合え

が進める海岸防災林の植樹などに

社会貢献活動も行っていて、市

話します。

い」と藤本工場長は、にこやかに

くさんの方々に見学へ訪れて欲し

から愛される工場になるよう、た

ラインを公開しています。「地域

訪れ、食の重要性をテーマに製造

工場見学には年間約700人が

くユニークに話してくれます。

距離に匹敵する」と、わかりやす

並べると、掛川から名古屋までの

本工場長は「5㌢のソーセージを

程で、1日の生産量は約

に製造しています。独自の製造工

力のウインナーソーセージを専門

ます。従業員は約

設。今年6月で

ました。静岡工場は平成元年に開

年に創立され、昨年

33

が減る」という課題には、出店

行委員長で掛川駅通り名店会会
のジャンケン大会を企画。勝者

に中心市街地の活性化を図るた
するなど工夫を凝らしました。

採れ新鮮野菜やジャム、手作り

掛川市。全国各地の軽トラ市が

開催できるのは掛川の魅力。旬

60

えた「かけがわけっトラ市」実
月

め、県内で初めて軽トラックの
出 店 者が主になり、実行委員会が

年

荷台などを使ったけっトラ市を
フォローする関係性を築いてい

長の落合悟さん。平成

開催。毎月第3土曜日にJR掛
く う ち に 魅 力 が 増 し 、今 で は リ
ピーターが多く盛況です。
月7・8日には「第6

パンなどいろいろな商品を安価

街中に集結し、県内外から多く

今年

で提供しているけっトラ市は、

の来訪者が見込まれます。落合
月でも

長く続いている秘訣を聞くと

の野菜や特産品を並べ、大勢の

さんは「雪が降らず、

「出店者と意見交換し、無理の

人でにぎわう全国大会にした

に 愛 さ れ て い ま す。

地元住民や観光客など多くの人

特産の掛川茶はもちろん、朝

ます。

川駅北口の駅通りで実施してい

10

ない範囲で着実に実施してい

30

22

い」と意気込みを示しました。

30

60

（駅前）
る」と落合さん。毎回反省会を

12

ラ市。開店後すぐに売り切れる
人気店もあると言います。「出
店者の頑張りがなければ続かな
い。今後も風通しの良い関係
で、出店しやすい環境を整え
る」とほほ笑む落合さん。

工場開設30年目を迎えます
地域とともに歩むソーセージ専用工場

▲社員の案内で、楽しく工場見学をしたきんじろうくん

12

最 近では市外からの出店希
望者も増えているけっト

悟さん

落合
けっトラ市実行委員長

46

きんじろうくん

曽我地区

丸大食品㈱静岡工場
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ラグビーのルールはちょっと難
しい?そんなことありません。こ
れさえ知っていれば大丈夫。とい
う基本的なルールをご紹介しま
す。
ラグビーは、ボールを持って
走ったり、ボールを蹴ったり、後
ろへパスしたりすることはできま
すが、前へパスをすることはでき
ません。ディフェンスは激しい
タックルでボールを奪い、オフェ
ンスはそれをかいくぐり得点を狙
います。
主な反則プレー
ノックオン…ボールを前に落と
してしまうこと
スローフォワード…ボールを前
にパスしてしまうこと
ノットリリースザボール…タッ
クルされて倒れた選手がボール
を離さないこと

献血

福祉課（☎21-1140）
と き 3/19（火）9：15～16：00
ところ 市役所北側駐車場

月

西部健康福祉センター掛川支所（☎22-3263）
と き 3/19（火）、4/26（金）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）

精神保健福祉総合相談

・

※使用している薬（外用薬を含む）の名前を伺います。

ごみの休日受け入れ

と

環境資源ギャラリー（☎23-2273）
き 3/9（土）
・24（日）、4/13（土）
・28（日）
9：00～11：30

いよいよ3月。春の気配を感
じる季節となってきましたね。
とはいえ3月というと、卒業や
退職といったイメージがあっ
て、なんとなくさみしい感じに
なったり、新たなステージへ進
む方にとっても、期待がふくら
む傍らで、不安を感じてしまう
ときではないでしょうか。
そんな今月は、これまでのこ
とを振り返ってみたり、家族と
話をしたりして、来月から良い
スタートが切れるように過ごし
てみてはいかがでしょう。（井）

世帯数

女

男

■市の人口（2月1日現在） 人数世帯数（前月からの増減）
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地域防災のために一致団結

まとい

▲ドリル演技を披露するカラーガード隊

4

市消防出初式

Oshu

3

14

市消防出初式が1月 日、市文化会館（Z
ホール）などで行われました。分列行進には
消防団員や婦人消防協力会員、消防本部職員
ら約1000人と消防車両 台が勢ぞろい。

12

水沢纏組と江刺纏隊による纏振りや長年勤続
した団員らへの表彰などが行われ、地域防災
組織としての決意を新たにしました。
式典で、統監の小沢昌記市長は「不測の災
害に対して組織の力を遺憾なく発揮してほし
い」と式辞を述べ、小原勝喜消防団長は「責
務を全うする自覚を新たにし、防災意識の高
揚に努めてほしい」と訓示しました。
この日は、昨年 月に発隊した女性消防団
員によるカラーガード隊「Oshuシャイ
ン・チェリー」がドリル演技を初披露。消防
団内にカラーガード隊を組織したのは県内初
です。隊員7人は音楽隊の演奏に合わせ、は
つらつと旗を振りました。

ノットロールアウェイ…タック
ルした選手がボールを持ってい
る選手をいつまでも抱え込んで
いること
オフサイド…ボールを持ってい
る選手より前にいる味方選手が
オブストラクション…
ボールを持っていない相
手選手の進路の前に立つ
ことや、動きを妨害する
こと

KOHO KAKEGAWA 2019.3
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みち のく魅 力 発 信
つ な げ る・つ な が る

二次元コード
携帯電話webサイト
「モバイル掛川」

59,130人（＋41） 58,835人（－ 7） 44,981（＋53）
57,042人（＋ 4） 56,586人（－ 8） 42,768（＋26）
2,088人（＋37） 2,249人（＋ 1） 2,213（＋27）

117,965人（＋34）
113,628人（－ 4）
4,337人（＋38）

住民基本台帳人口
日本人
外国人

プレーに加わること

TM©RWCL2015

岩手県奥州市
姉妹都市

ラグビーワールドカップ2019 まであと203日
TM

ラグビーの基本知識 その②
問スポーツ振興課（☎21-1159）
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