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火災予防を考える。

出火原因から予防方法を解説します

23

問 消防本部予防課
（☎21-6103）

昨 年１ 年 間 、 市 内 で 起 き た 火 災
の 件 数 は 件 で 、 一 昨 年 よ り７ 件
増加しました。中でも、工場や倉
庫などを含む建物火災が 件と最
も多く、そのうち一般住宅は９件。
残念なことに、死者が出る火災も
発生してしまいました。
出火原因の上位は、たき火と電
気 関 係 が７ 件 ず つ と な っ て い て 、
例年に比べ電気による火災が増加
しています。依然として、不始末
によるものや不注意によるものが
多発していますので、日ごろから
ちょっとした注意を心掛けること
が大切です。
火災を出さないために気を付け
ることとは何なのか。今月号では、
火災が起きる原因や市内で起きた
事例を挙げて、防ぐポイントを紹
介していきます。
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火災予防を考える。

火災はこうして起きる!
実際に市内で起きた事例と原因
たき火や調理中に
衣服が燃えて大やけど

台風で停電
復旧後の通電で火災発生

たこ足配線（過電流）で
火災発生

【出火の状況】
き火や調理で火を扱っていまし
た。周辺の草木を集めたり、食
材や調味料を取り出していたところ、
突然衣服に着火。驚いて消火しようと
しましたが、ナイロン製の服を着てい
たため、あっという間に火が全身に広
がり大やけどを負いました。

【出火の状況】
年の9月30日の台風24号は、瞬
間最大風速が40㍍以上と市内各
所で猛烈な風が吹き付けました。その
結果、物が飛んだり木が倒れたりして
配電線が断線し、市内約7割の37,300
世帯が停電。電気が復旧した通電後、
出火し火災になってしまいました。

【出火の状況】
レビや炊飯器などが置かれてい
る周辺で、テーブルタップを使
用していました。次第に家電製品が増
えたため、空いていたコンセント口を
利用したところ、ある日突然、配線の
被覆が溶けてショートし出火。建物火
災になってしまいました。

【出火の原因】
の近くにいて注意していたに
もかかわらず、作業に集中し
過ぎたため、気づかないうちに衣類
に着火してしまいました。このよう
な「着衣着火」は、衣類の袖口など
から着火する場合が多いですが、腹
部から燃え出すと大変危険で、重度
なやけどや最悪の場合、死に至るこ
とがあります。

【出火の原因】
風のみならず、地震や水害など
でも停電は発生します。停電し
た後、ブレーカーやコンセントをその
ままにしておくと通電後、一気に負荷
が掛かり発火する恐れがあります。特
に、長年コンセントを差し込んだまま
にしている家電製品などは、配線が劣
化している恐れがあるため、発火しや
すくなります。

【出火の原因】
用できる電気の許容量を超えて、
テーブルタップが熱を持ったこ
とが原因です。そのほかにも、電気
コードなどが折れ曲がったり、家具の
下敷きになったことによって傷ついた
り、長年の使用で劣化したり、天井裏
のネズミなどが古い配線をかじってし
まい、ショートを起こして出火する場
合もあります。
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部屋の整理整頓が防火の要です
火災が起きる原因を３つ挙げまし
たが、もう少し解説しましょう。
テーブルタップは一度使用すると
掃除もせず、そのままにしがちです
が、ほこりがたまったコンセントか
ら突然火花が出て着火し、建物火災
に至った事案が過去にもありました。
ほこりは簡単に着火してしまうため、
停電から復旧した直後の通電時も、
場合によっては着火する危険性があ
ります。身近で、誰もが分かってい
ることですが、実際に起こっている
火災原因の一つです。
また、火災の危険性が高い要因と
して、部屋の中が乱雑であることが
挙げられます。火災現場の調査をし
ていると、そのような状況にあるお
宅が多く見られます。
当たり前ですが、火災の起きやす
い状況は燃えやすいものが火の近く
にあるということ。火災を出さない
ために、家の中の掃除をこまめにし、
整理整頓をしておくことが、非常に
大切なことです。
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中央消防署
火災調査アドバイザー

岡本秀行係長

住宅防火 いのちを守る
●３つの習慣
寝たばこは、絶対やめる。
ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

●４つの対策
逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。
お年寄りや体の不自由な方を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

提供：東京消防庁
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火災予防を考える。

自分事として、まずは実践しましょう

山本圭吾係長

消防署からのお願い

さないよう、一緒に考えて、
行動していきましょう。

春の火災予防運動

■実施期間
３月１日㈮〜７日㈭

▲住宅用火災警報器

住宅用火災警報器を設置してください

昨 年 、５ 棟 以 上 全 半 焼 す
る火災があり、残念ながら
尊い命も奪われてしまいま
した。一人ひとりが気を付
けて、火災を起こさないこ
とがいちばん重要ですが、
どうしても防げない場合も
あります。火災が起ってし
まったときの被害を最小限
にするために住宅用火災警
報器の設置をお願いします。
火災を早く知ることで迅速
な避難ができ、命を守る行
動を取ることができます。
また、消防署では無料で、
警報器の取り付け作業など
も行っています。一度ご家
庭や地区で話し合い、未設
置の方は設置の検討をお願
いします。
悲惨な火災死者を再び出

KOHO KAKEGAWA 2019.2

5

住 宅 火 災 を 防 ぐ に は 、４ ㌻ に あ る
３つの習慣と４つの対策に尽きます。
まだまだ空気が乾燥し、火災が発生
しやすい気候が続きますので、この
７つを覚えて実践しましょう。
なかなか減らない火災原因の一つ
がたばこによるものです。喫煙後は
一晩水につけておきましょう。
次に、高齢の方は「着衣着火」に
注意しましょう。日ごろからガスこ
んろで調理をする方は、防炎品の衣
服もあります。
火災被害の拡大を防ぐために、住
宅 用 火 災 警 報 器 を 設 置 し ま し ょ う。
総務省消防庁によると、火災が発生
した住宅のうち、住宅用火災警報器
を設置していたお宅の方が、死者は
４ 割、損害額は約半分少なかったと
い う デ ー タ が 示 さ れ て い ま す。「 自
分は大丈夫」とは思わずに、誰もが
自分事としてとらえていただき、さ
らには地域で話し合っていただくな
どして、まずは火災の予防を一つで
も多く実践しましょう。

消防本部予防課
危険物係

火災を起こさないため、被害を少なくするため
そして尊いいのちを守るために
できることから始めよう。

年掛川市成人式

おも

年成人式が１ 月

日、市

１０９９人が新たな門出

平成

31

年４ 月２ 日か

10

ら平成 年４月１日に生まれた

の新成人は、平成

内３ 会 場 で 開 催 さ れ ま し た 。 今 年

13

大東区域２１１ 人、大須賀区域

１ ０ ９ ９ 人 （ 掛 川 区 域７ ９ ４ 人 、

11

の祝辞が贈られました。

い」をはじめ、記念品の贈呈、来賓

守るなか、代表による「新成人の誓

式典では、当時の恩師や来賓が見

輝かしい未来を築いて

式となりました。

撮影したりと笑顔にあふれた成人

人との再会を喜んだり、晴れ姿を

まとった新成人が続々と集合。友

付きはかま、振り袖など晴れ着を

それぞれの会場にはスーツや紋

歩を踏み出しました。

し、新たな誓いを胸に、大人の一

人 ） 。 う ち８ ５７ 人 が 式 典 に 参 列

94

平成
31
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各会場で実行委員を務め上げたみなさん。

無事、成人式を迎える
ことができ、家族をはじ
め今日まで支えてくれた
方々のおかげだと思いま
す。まだまだ未熟ですが、
大人としての自覚を持ち、
責任ある行動を心がけて
いきたいです。また、感
謝の気持ちを忘れず、恩
返しできるよう頑張りた
いと思います。

鈴木 慧 さん 中(方 )

歳の決意をうかがいました。
市川日菜 さん 菊(浜 )

成人式を無事に迎える
ことができ、うれしく思
います。これまで支えて
くれた方に感謝し、これ
から出会うたくさんの方
たちにも感謝と思いやり
を持ち接していきたいと
思います。人生をより良
いものにするため、いろ
いろなことに挑戦し成長
していきたいと思います。
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無事、成人式を迎える
ことができ、うれしさと
ともに身の引き締まる思
いです。今まで支えてく
れた家族をはじめ、先生
や友人などに感謝の気持
ちでいっぱいです。まだ
ま だ 未 熟 な 私 で す が 、４
月からは社会人として社
会に貢献できるよう努力
していきたいです。

松井市長はあいさつで「平成最後

の成人式。みなさんは今、大きな転

換期を生きている。大人としての責

任と自覚を持ち、輝かしい未来を築

き上げていただきたい」と新成人に

大きな期待を寄せました。また、掛

川会場では実行委員らが企画したミ

ニコンサートで、地元の高校生シン

ガー・ソングライターおおたりおさ

んが自身のオリジナル曲を披露。会

場からは大きな拍手が沸き起こり、

祝いの門出に華を添えました。

無事、成人式を迎える
ことができ、大変うれし
く思います。この日を迎
えられたのは、家族をは
じめこれまで支えてくれ
た方のおかげだと思いま
す。これからは、成人と
しての自覚を常に忘れず、
責任ある行動を心がけ社
会に貢献していきたいと
思います。

鈴木絵美里 さん 大(渕 ) 青木健太 さん 西(大渕 )

無事、成人式を迎える
ことができ、大変うれし
く思います。今日までた
くさんの方に支えられて
きました。家族をはじめ
支えてくれた全ての方た
ちに感謝しています。こ
れ か ら は１ 人 の 大 人 と し
て責任ある行動を心がけ
ていき、立派な大人にな
りたいと思います。
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桑原瑞月 さん 高(御所 ) 星野比呂 さん 大(野 )
歳という大きな節目
を無事に迎えることがで
き、大変うれしく思いま
す。今まで支えてくれた
たくさんの方々、特に良
き理解者であり、一番近
くで支えてくれた家族に
はとても感謝しています。
これからは成人という自
覚を持ち、恩返しができ
るよう頑張ります。
20

（☎21-1131）

日の台風
月

号に伴う

事前対策に向け初会合
9月
大規模停電を受け、市は
日、「風害による停電通信

被害の低減を図る検討会」の
初会合を開きました。市関係
者をはじめ、中部電力、区長
団体

人が参加。

会連合会、森林組合、掛川警
察署など
停電被害の予防や早期復旧に
向けた対策を話し合いました。

号では市内で約3万

官民でスピード感ある対応を
台風

会では、中部電力から停電

7300世帯が停電し、復旧
に最長5日間を要しました。

の基礎知識や復旧方法、電力

来物などが配電線に大きな影

超える強風によって倒木や飛

の事例などが報告されたほ

どが、NTTからは通信障害

事業者としての今後の対応な

原因は、最大瞬間風速

響を与えたことによります。

の飛来防止対策、立木の
倒木対策などに意見を出
し合いました。
参加者からは「防災訓
練に停電想定を加えて」
「倒木処理費用の負担を」
などの意見が出される
と、松井市長からは「電
力会社に任せるだけでな
く、市民協働でスピード

市内の団体や個人を表彰する

積極的に健康づくりを行う

望の丘との交流事業を進めて

きいき健康サロンの開催、希

め、歩け歩け運動の推進、い

子

件

宮脇たのしみ会、松浦幸

校、東大坂卓球クラブ、

株式会社髙木、城北小学

【優良賞】 横須賀高校、

内田小学校、中村桂子

塾、神代地区皆楽会、上

川シニア交流研究会掛川

【優秀賞】 NPO法人掛

（敬称略）。

個人は次のとおりです

そのほかの受賞団体・

体）で受賞しました。

生」が初めて高校生（団

地区元気はつらつ高校

校で構成する「小笠掛川

区8校と特別支援学校2

人が選ばれ、小笠掛川地

優秀賞には4団体1個

の応募がありました。

どを対象に募集し、

加、健康に関する学習な

動、生きがい、社会参

度から開始。食生活、運

クト」の一貫として昨年

涯お達者市民推進プロジェ

本事業は「かけがわ生

います。

「かけがわ生涯お達者市民ア

ワード」の表彰式が1月

日、徳育保健センター

で開かれ、最優秀賞に矢

崎部品大東工場と南郷地

区まちづくり協議会健康

福祉部が輝きました。企

業による受賞は初めて。

矢崎部品は、心と体の

健康づくりとして、身体

心理学を応用したエクサ

サイズを実施。身体的機

能と心理的機能の活性化

に取り組んでいます。南

郷地区は、「健康長寿で

役立ち合い、支え合うま

ち」を部会テーマに定

13

24

26

18

30
12

24

㍍を

▲積極的に意見を交換する参加者ら

感を持って対応したい」
と呼びかけました。

企業で初の最優秀賞、高校生も優秀賞に輝く

▲松井市長（右）から表彰を受ける受賞者

生涯お達者市民アワード最優秀賞

矢
（☎23-8111）

18

12

40

崎部品と南郷まち協
問健康づくり課

官民協働の事前対策で意見交換

問危機管理課

か、家庭や農業施設などから

▲停電による断水など、住民の生活をはじめ、
農業や工業にも大きな影響を及ぼした。

電被害低減に向け検討会

停

Information

8

申 問 行政課
○○
（☎21-1133）

掛川市職員採用説明会 検索

年4月に向け、掛川

や職務内容、採用試験概要の

します。掛川市行政の仕組み

る方を対象に、説明会を開催

市職員として就職を考えてい

・先輩職員による仕事紹介

・職員採用試験の概要説明

・求める職員像

・掛川市の将来像と重点施策

内容

建築技術、保健師）

説明、職種ごとの座談会・個

平成

別相談会を行います。働いて
・希望者は職種ごと（一般事

生、研修体制

・人事制度、給与、福利厚

る方は、この機会にぜひご参
務、土木技術、建築技術、

みたい方、掛川市に興味のあ
加を。詳しくは、市ホーム

参加料

無料
2月

日㈮までに

個別相談会を行います。

保健師を予定）の座談会や

3月5日㈫

ページをご覧ください。
とき
応募方法

氏名（フリガナ）、年齢、

分

市役所4階会議室

志望職種、メールアドレ
上）で申し込み。人数制限

ス、連絡先をメール（左

市の正規職員として就

午後1時 分〜4時
ところ
対象
職を考えている方で、市内
外を問いません。

※ 参加の有無によって採用試験

はありません。

歳未満の方（一般事務）

・就職活動中の学生

・

の合否に影響はありません。

増え続ける高齢運転者事故

と、件数と負傷者数は前年よ

イバーによる事故に注目する

りも増加しており、平成

年

安全確認不足や脇見が原因

年の交通事故発生件

平成

に起こった人身事故の約

%

は「出会い頭」と「追突」が

占めています。

右の安全確認が足りない、ま

人少ない

件少ない833件、負

数は、左の表のとおり、前年
から

傷者数も前年から

たは、一時停止をしなかった

出会い頭の事故原因は、左

しかし、交通事故の総数は

⑤安全運転支援システム付き

納しましょう。

たときは、迷わず免許を返

④認知症や運転に不安を感じ

た運転をしましょう。

認識し、時間に余裕をもっ

③対応力が落ちていることを

ましょう。

など脇見をしないようにし

安全確認をし、風景や看板

②直線道路では、常に前方の

しましょう。

止まって左右の安全確認を

停止のある交差点は、必ず

①見通しの悪い交差点や一時

高齢ドライバーへのお願い

ます。

たことなどが原因に挙げられ

かったことや、脇見をしてい

の車の動きを注視していな

ことです。追突事故では、前

減っているものの、高齢ドラ

1134人でした。

65 30

の車両に乗り換えましょ

う。
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掛川警察署資料提供

）前年対比

（

追突 54

正面衝突 6

22

53

高齢運転者 192
1
276
事故数 （＋25）（±0）（＋57）

人対車両 8

負傷者
死者
件数

30

30

右左折 25

30

歳未満の方（土木技術、

（☎21-1131）

833
2
1,134
（－62）（－4）（－53）
全事故数
出会い頭 71
車両単独 11

・

平成30年高齢運転者事故内訳

「出会い頭」と「追突」が全体の65%

高

齢ドライバーの事故増加
問危機管理課

32

3月
5
待っ 日、
て
るよ

H30新規採用職員

平成32年4月に向け職員採用説明会

saiyou@city.kakegawa.shizuoka.jp

62

平成30年
市内交通事故発生状況

車両相互
(その他) 17

40 30

活の始まりは掛川で。

就
Information

～みんなでシティプロモーション～

大河ドラマの楽しみ方

みなさんは、NHKの2019年大河ドラマ「いだてん～東京
ばなし

魅力・情報

発信！

しゅう おん

らい

郷土の偉人のつながりが現代に

亀次郎と周恩来の人形2体が掛川に
そんな郷土の偉人・亀次郎と教え
子・周恩来のろう人形2体が、中国
天津市から寄贈されることに。昨年

40

日中友好に尽くした亀次郎
教え子に中国初代首相の周恩来

ろ じん

1866年に上土方嶺向で生まれ
た亀次郎は、2万人にもおよぶ中国
人留学生教育に生涯をささげ、日中
友好の礎を築いた教育者です。教え
子には、後に中国の初代首相となっ
た周恩来や文豪魯迅など、中国の発
展を支えた人物も。周恩来との師弟
の絆は強く、後の思想性にも大きく
影響を与えたと考えられています。

月に松井市長らが訪中し、寄贈に
関する協議書を締結しました。人形は
等身大で、3月3日から大東図書館
郷土ゆかりの部屋で公開されます。
日中友好の象徴として寄贈の提案
を受けたのが平成 年。以降協議を
重ね、日中平和友好条約締結 年の
節目の年に実現することになりまし
た。これも何かの縁を感じます。
周恩来の像（ろう人形）が国外に
出た例はなく、亀次郎の功績が国内
全体に広まるとともに、日中国際交
流の促進が期待されます。

④

昨年5月、大河ドラマのロケが大
日本報徳社で行われました。設定は
明治期の柔道場。嘉納治五郎役の役
所広司さんや杉本哲太さん、市民ら
約100人のエキストラが参加。市
や大日本報徳社が、撮影協力という
形で掛川を全国へ発信しました。
日本語教師として亀次郎を招いた
治五郎が登場する大河ドラマのロケ
が、ここ掛川で行われたことは、郷
土の偉人の縁が現代にもつながり、
感慨深いものになりました。
この背景を知ることで、思い入れ
の強い大河ドラマになり、当時に思
いをはせながら一層楽しめるのでは
ないでしょうか。

①

嘉納治五郎の招きに応じる

こう ぶん

亀次郎はなぜ、中国人留学生の日
本語教育と深く関わりを持つように
なったのでしょうか。
明治時代、中国人留学生が大勢来
日していました。
歳のとき、柔道の創
始者で当時日本教育
界を代表する東京高
等師範学校の校長だっ
た嘉納治五郎が、中
国人留学生のために
設立した宏文学院で
優秀な日本語教師を
求めていました。佐
賀県方言辞典の仕事
で実力を認められた
亀次郎がこの招きに
応じ、中国人留学生
教育に専心すること
になったのです。
37

23

人形2体の寄贈に
関する協議書を締
結した松井市長
（左から2番目）
と周恩来紀念館館
長（中央）ら（12
月24日=天津市）

12

「いだてん」ロケ風景
①敷地には多くの市民エキ
ストラ ②大日本報徳社の
見慣れた景色が一変 ③仰
徳学寮（事務所）と言われ
なければ分からない? ④
大講堂は柔道場に変身

②
③

松本亀次郎と嘉納治五郎がつなぐ縁

かけがわ

オリムピック噺～」をご覧になりましたか。
ロケ地となった大日本報徳社、ドラマに登場する「柔道
の父」と呼ばれた嘉納治五郎、そして掛川市出身の教育者
で中国人留学教育に生涯をささげた松本亀次郎。今回、偶
然にも1つの線で結ばれた「縁」に注目してみました。
問シティプロモーション課（☎21-1123）
▲松本亀次郎

のう

か

10

中東遠総合
医療センター

小笠袋井
薬剤師会

〜転移性骨腫瘍ってなに?〜

SREを防ごう

順に転移性骨腫瘍を生じる割合が高

ん、前立腺がん、乳がん、肺がんの

元のがんの種類で見ると、腎が

たと言われている方も注意が必要で

または以前にがんと診断され完治し

断されている方、現在がんの治療中

す。すでに転移性骨腫瘍があると診

法などの治療が有効なことがありま

今や日本人の2人に1人が、人生

く、脊椎（背骨）、骨盤や大腿骨と

す。

ます。

のうち一度はがんになると言われて

いった体を支える部位に多く転移し

がん患者さんの寿命

います。
の病であり、特にほかの臓器に転移

接命に関わる臓器ではないのです

肺、肝臓や脳などと違い、骨は直

なってきた場合には、転移性骨腫瘍

中、腰や股関節などが自然に痛く

い当たらないにもかかわらず、背

そのような方で、痛めた原因が思

してしまうと余命数か月と言われる

が、転移性骨腫瘍はさまざまな問題

が生じている可能性があります。

ます。

ことも多かったのですが、最近の手

を引き起こします。

がんというと、一昔前までは不治

術的治療法の進歩や新薬の開発によ

比較的容易に診断が可能ですので、

転移性骨腫瘍はレントゲン検査で

SREが生じる前に

り、数年〜十数年も生きているがん
患者さんも多くみえます。また、平

その疑いがある場合には早めに医療

骨関連事象）とは、がんが骨に転移

要となります。

同様、転移性骨腫瘍も早期発見が重

機関を受診しましょう。がん検診と

レントゲン検査で早期受診を

の高齢化も指摘されております。

均寿命の延びもあり、がん患者さん

・
になったということは、

することにより生じる病態で、具体

SRE（
がんがほかの臓器に転移

的には、骨折、脊髄まひや高カルシ

がん患者さんが長生き

する可能性も高くなって

に、薬物療法、放射線療法や手術療

転移性骨腫瘍はSREが生じる前

きな問題が生じます。

たんSREが生じると日常生活に大

生じるわけではありませんが、いっ

がんが骨に転移してすぐにSREが

ウム血症による意識障害などです。
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小笠掛川
歯科医師会

いるということです。

がんが骨に転移
するということ
がんが骨に転移したも
のを転移性骨腫瘍といい
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小笠
医師会
掛川市
介護支援専門員
連絡協議会

小笠医師会 その46
（☎23-4372）

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。

3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

保健師・栄養士だより
「攻めと守り」で無理なく上手に減塩を
冬は寒さの影響で血圧が変動しやすいた
め、日ごろから血圧の高い方は注意が必要
です。「攻めと守りの減塩」で無理なく減
塩に取り組みましょう。
■積極的に摂取量を減らす「攻めの減塩」
調味料をかけ過ぎない、減塩調味料を活用する、調味料を
計量する、だし汁・酸味を活用する、塩分を多く含む食品を
減らす、汁物は1日1杯まで、めん類の汁は半分以上残す、
外食やお総菜の利用回数を減らす。

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

象

1 金 平成31年 1月出生児

会場
徳育

7 木 平成30年 8月 1日～10日出生児
13 水 平成30年 8月11日～20日出生児

徳育

20 水 平成30年 8月21日～31日出生児
5 火 平成29年 8月 1日～10日出生児
11 月 平成29年 8月11日～20日出生児

徳育

19 火 平成29年 8月21日～31日出生児
7 木 平成28年12月 1日～10日出生児
13 水 平成28年12月11日～20日出生児

徳育

13：00～13：30 20 水 平成28年12月21日～31日出生児

3歳児健康診査
13：00～13：30

8 金 平成28年 2月 1日～15日出生児
12 火 平成28年 2月16日～29日出生児

離乳食教室

9：15～9：30

パパママセミナー（絵本栄養編） 14 木
9：15～9：30

徳育

15 金 平成27年11月～平成28年2月出生児 大東

（もぐもぐごっくん教室） 27 水

■塩分を排出させる栄養素を摂る「守りの減塩」
大豆・大豆製品、いも類、カボチャ、ほうれん草、モロヘ
イヤ、菜の花、海藻類、バナナなど、「カリウム」を多く含
む食品を積極的に食べる。また、カリウムの働きをサポート
するカルシウム、マグネシウムを含む食品を積極的に食べる。
・カルシウム：牛乳・乳製品、大根の葉、大豆製品 など
・マグネシウム：大豆、納豆、玄米、ゴマ など

対

生後4～8か月児の親
（予約制）

徳育

出産を控えた夫婦
（予約制）

徳育

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

12
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図書館へ行こう

3月

■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※）
3月の休館日：毎週月曜日、31日（日）
■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※）
3月の休館日：毎週月曜日、21日（木・祝）、31日（日）
■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※）
3月の休館日：毎週月曜日、21日（木・祝）、31日（日）
※祝日は午後5時まで

市立図書館

お薦めの1冊を
紹介します

44
BooKリレー○

『アナグマさんはごきげんななめ』
ハ－ウィン・オラム/文
「ひとはときどき、知りたく
なるんだ。どんなに、あいされ
ているかを、どんなにひつよう
とされているかをね」
頑 張りすぎて疲れてしまっ
たとき、心が折れそうなとき、
気持ちが少し楽になり、心が
温かくなる本です。
▲山田卓校長
（原田小学校図書館長）

ワクワク・ドキドキ♪ 今月紹介する話題の本
あるかしら書店

泣ける
いきもの図鑑

ヨシタケシンスケ/著
（ポプラ社）
読みたい本が見つからない、何かお
もしろい本がないか探しているあな
たに、イロイロオススメの本が見つ
かる本屋さんはこちらです。
おもしろいので本が苦手な方もサク
サク読めます。

催

し物・展示

今泉忠明/監修
（学研プラス）
臭い匂いで有名なスカンクは、鼻が
きかない鳥に食べられてしまう!?コ
ウテイペンギンは60日間飲まず食わ
ずでたまごを温める!?人間から見る
とちょっと「泣ける」生き物をまと
めたのがこの本です。

中央

■古本市～図書館で除籍した本などをお譲りします～ 大東
期間：3月5日（火）～10日（日）
★手作り講座「手ぶくろでぬいぐるみ」 中央
とき：3月6日（水）午後1時30分～3時30分
定員：大人15人 ※2月8日（金）から申し込み受け付け
■東海の名城展 中央
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示です。
期間：3月14日（木）～24日（日）
大規模改装のため、大東図書館郷土ゆかりの部屋を3月2日（土）
まで閉室いたします。ご迷惑をお掛けしますが、ご了承ください。

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：3月 1日・ 8日（金） 午前10時30分～11時
大 東：3月 1日・ 8日（金） 午前10時30分～11時
大須賀：3月 15日・22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

13

中

央：毎週水曜日

午後3時～

1人で帰るいつもの道で、女の子が
出会った不思議な生き物“くろい
の”。ある日、“くろいの”について
いってみると…。子どもの興味をひ
く絵本で、銅版画の絵も緻密で美し
いです。

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

■「忘れない大規模災害～被災地の体験を学び備える～」パネル展
期間：3月1日（金）～10日（日）
■「第8回 3・11追悼の集い」 中央
とき：3月10日（日）午後1時30分～3時30分

絵

くろいの
田中清代/さく
（偕成社）

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： 3月9日・23日（土） 午後3時～3時30分
大 東：3月2日・16日（土） 午前10時30分～11時
大須賀：3月9日・23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：3月15日（金）午前10時30分～11時

事業名

とき・ところ

対象・参加料

内容・申込方法など

第10回都道府県対抗トランポリン競技選手権大会
トランポリン市民体験会 2/15（金）18：30～20：30 どなたでも
で実際に使うトランポリンの体験ができます。
（受付18：00～）
（初心者優先）
スポーツ振興課
持ち物 運動ができる服装、靴下（必ず着用）
さんりーな（大池）
参加無料
（☎21-1159）
直接会場へ
2/20（水）9：30～11：30
やさしいパソコン講座
IT政策課（☎21-1341） 市役所4階会議室6

ローマ字入力、 タイピングの基礎とインターネット検索の方法を学
マウス操作が びます（パソコンは市役所で用意します）。
できる方4人
2/15（金）までに電話で申込（申込多数のときは
受講無料
抽選）

袋特市
袋井特別支援学校
（☎0538-43-6611）

2/23（土）
中学部9:30～11:30
高等部9:30～12:00
袋井特別支援学校
（袋井市）

一般
参加無料

中学部・高等部の生徒が作った焼き物やクラフトか
ご、布製品、革製品、木工製品、野菜などを販売します。
直接来校し、当日受付

糖尿病教室
中東遠糖尿病患者会
オリーブの会
（中東遠総合医療センター内
☎21-5555）

2/23（土）14：00～16：30
一般
（受付13:45～）
中東遠総合医療センター 40人
参加無料
2階多目的会議室
（菖蒲ヶ池）

糖尿病を正しく理解するため、医師、薬剤師、理学
療法士、看護師、栄養士が自己管理のポイント講義
を行います。
平日午後5時までに電話、またはリハビリテーショ
ン室に直接申込（申込順）

歴史講演会「掛川藩の

原谷史学習会代表の佐藤収一さんを講師に迎え、
てんぽう
一般
約150年前に掛川藩が終わり、松尾藩へ移った歴史
終えんと転封松尾藩てんまつ」 2/24（日）13：30～15：30 50人
大東北公民館（下土方）
を、画像を盛り込み詳しく解説します。
大東北公民館
100円（資料代）
電話または来館で申込（申込順・月曜休館日）
（☎74-2200）
福祉の就職&進学フェア 2/24（日）13：00～16：00
in静岡2019
アクトシティ浜松
県社会福祉人材センター 1階展示イベントホール
（☎054-271-2110）
（浜松市中区）
※県委託事業

福祉分野就職
希望者および 就職希望者の面接相談や未経験者の就職相談、進
学希望者への学校情報提供を行います。
福祉系学校
直接会場へ
進学希望者
入場無料

陸海空自衛官制度説明会
自衛隊静岡地方協力本部 2/25（月）13：30～16：00 どなたでも
ハローワーク掛川（金城） 参加無料
袋井地域事務所
（☎0538-43-3717）

採用試験の受験を考えている方へ制度を説明します。
※自衛官候補生の受験資格が27歳未満から33歳
未満に拡大されました。
直接会場へ

自然環境調査報告会
環境政策課
2/27（水）19：00～
（☎21-1218・FAX21-1164） 市役所4階会議室1
kankyo@city.kakegawa.shizuoka.jp

カエルやアユなどの市内生息状況の調査結果を報
告。そのほか、市の自然環境の現状を報告します。
電話、FAXまたはメールで申込（申込順）

伝言板

とき・ところ

どなたでも
30人
参加無料

対象・参加料

内容・申込方法など

中国語を勉強したいけど何から始めたらい
はじめての中国語説明会
どなたでも
いか悩んでいる方に、お勧めの教科書や勉
2/11（月・祝）10：00～11：00
大塚（☎090-6365-6493）
（初心者優先）
強のポイントなどを伝授します。
生涯学習センター（御所原）
aotsuka28@gmail.com
参加無料
電話またはメールで申込
2/16（土）9：00～12：00
小笠山で野鳥観察会
どなたでも
小笠山を愛する協議会・中山 （集合8：50・小雨決行）
参加無料
富士見台霊園駐車場（下俣）
（☎090-8862-0533）
赤ちゃんと幼児のリトミック
ピヨピヨクラブ・高垣
（☎090-2683-4379）

①2/21（木）、3/7（木）
・12（火） ①1～2歳児
リトミック、制作、知育など年間活動に参加
②0歳児
②2/25、3/4・18の月曜日
するための親子体験説明会です。
参加無料（4月
①10：00～②11：00～
電話で申込
生涯学習センター（御所原） 以降要費用）

富士山の日にちなんだウォーク
山城に興味が
2/24（日）9：30集合～12：00
掛川観光ボランティア
あり健脚な方
大東北公民館（下土方）
ガイド・安藤（☎・FAX72-5637）
参加無料
第13回定期演奏会
掛川吹奏楽団・内田
（☎090-2577-4225）

講師は日本野鳥の会の会員。マスラノ池な
どの周辺林道で野鳥観察をします。
直接会場へ

徳川軍と武田軍の戦いがあった山城から富
士山を眺望します。
2/23（土）までに電話またはFAXで申込

詳しくは掛川吹奏楽団ホームページ（http：//
どなたでも
2/24（日）13：30～
www.geocities.co.jp/MusicHall-Horn/
500円（小学生
（開場13：00）
9001/）をご覧ください。
生涯学習センター（御所原） 以下無料）
生涯学習センター窓口でチケット販売
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事業名
ビジネスチャンス相談
産業労働政策課
（☎21-1125）

ラグビーワールドフェスタ
inエコパ
スポーツ振興課
（☎21-1159）

風水害に関する
防災講演会
静岡県西部地域局
（☎0538-37-2204・
FAX0538-37-2764）
seibu-kiki@pref.shizuoka.lg.jp

とき・ところ
3/2（土）
・17（日）
9：30～16：30
中央図書館（掛川）

3/3（日）10：00～15：00
小笠山総合運動公園
エコパスタジアム
（袋井市）

対象・参加料

内容・申込方法など

市内在住・在勤
（在学）の方
各4人
相談無料

起業を考えている方、経営でお悩みの方の相談に
応じます。
電話で申込（申込順）

どなたでも
参加無料
※一部小学生
対象

主催はラグビーワールドカップ2019静岡県開催推
進委員会。ラグビーワールドカップ2019TM出場国と
の交流など大会本番の会場となるエコパスタジア
ムでラグビーの“お祭り”を開催します。
①ラグビーアクティビティ、ヤマハ発動機ジュビロ選
手によるデモンストレーションなど②地元グルメ、
ワールドグルメ、出場国紹介ゾーン③外国人の子ど
もたちとの交流記念制作など
直接会場へ
※一部県ホームページから申込（申込順）

3/6（水）14：00～16：00
（開場13：30）
どなたでも
アクトシティ浜松
320人
コングレスセンター
受講無料
31会議室（浜松市中区）

静岡大学防災総合センター教授の牛山素行さんを
講師に迎え「地域を知り、防災を考える～最近の豪
雨災害事例から学ぶこと～」をテーマに行います。
2/20（水）までに住所、氏名、電話番号、メールア
ドレスを明記し、FAX、郵送（〒438-0086磐田市見
付3599-4）またはメールで送信。メールの場合は
件名に「防災講演会」と入力（申込多数のときは抽
選。落選者にのみ通知）

柔軟性・筋力・バランス機能を保ち、健康寿命を延ば
健康寿命を延ばすための
3/10（日）10：00～11：30 どなたでも
すための体操を行います。スポーツ推進委員が実技
ポイント講座
40人
（受付9：40～）
スポーツ振興課
を中心に指導します。
徳育保健センター（御所原） 100円（保険料）
電話で申込（申込順）
（☎21-1159）
パネルディスカッション
「掛川から始めるポジティブ・ 3/14（木）15：00～
文化会館シオーネ
アクション」
小ホール（大坂）
企画政策課
（☎21-1127）

どなたでも
100人
参加無料

市内などで活躍している女性をゲストに迎え、松井
市長と「働き方改革」
「女性活躍」をテーマに対談
します。誰もが個性を生かし能力を発揮できる社会
をつくるため、今できることを考えてみませんか。
ホームページ（https：//kakegawa-pa.on-mo.jp/）
から申込（申込順）

ます。今年も関連団体や市民と協働し約40
本の掛川桜をライトアップします。
産業労働政策課（☎21-1125）
期間 3/1（金）18：00～24（日）21：00
（点灯式 3/1（金）18：00～）
掛川桜は3月上旬から下旬にかけて早春
を彩る風物詩として観光の名所となってい ところ 緑橋～大手橋の逆川両岸約150㍍

夜の城下彩る 掛川桜ライトアップ

★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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伝言板

静岡県弁護士会による
無料法律相談会
静岡県弁護士会浜松支部
（☎053-455-3009）

とき・ところ

対象・参加料

内容・申込方法など

2/25（月）～3/1（金）
富士山の日を記念して弁護士による無料法
どなたでも
10：00～17：00
律相談会を行います。1人30分以内。
（予約の方優先）
（12：00～13：00昼休み）
電話で申込（予約なしでも来館時に空き
相談無料
西部法律会館（浜松市中区）
があれば相談可能）

3/10（日）12：30～
第25回おさらい会
（開場12：00）
掛川チェリーズ・榛村
生涯学習センター（御所原）
（☎26-2794）
たんぽぽコンサート
3/17（日）13：30～
掛川少年少女合唱団・白石 （開場13：00）
（☎・FAX23-0932）
美感ホール（亀の甲）

どなたでも
入場無料

大正琴の演奏
直接会場へ

どなたでも
入場無料

子ども創作ミュージカル、夢はばたく「シン
デレラ」を上演します。
電話またはFAXで申込

3/24（日）12：00～
文化会館シオーネ（大坂）

どなたでも
入場無料

合唱・吟詠・民謡・尺八・箏曲・大正琴・舞踊・
ハーモニカ・オカリナ・器楽・銭太鼓など
直接会場へ

火曜日19：40～21：00
居合道教室
木曜日19：00～21：00
平松（☎090-3458-9984）
掛川警察署剣道場（宮脇）

どなたでも
参加無料

運動のできる服装でお越しください。
電話で申込

第15回芸能発表会
掛川市文化協会・山崎
（☎24-3407）
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児童手当を振り込みます

こども希望課（☎21-1144）

児童手当を受給している方に、平成30年10月～平成31年1月分の児童手当を
2月14日（木）に振り込みます（届け出のあった金融機関に入金されます）。入金
の確認は翌日以降にお願いします。
支給額（月額）1人につき
0歳～3歳未満
3歳～小学校修了前（第1子、第2子）
3歳～小学校修了前（第3子以降）
中学生
所得制限額以上

15,000円
10,000円
15,000円
10,000円
5,000円

※高校卒業前（18歳になって最初の3月31日まで）の子どものうち、年長者から
第1子と数えます。

ラグビーワールドカップ2019
大会チケット一般先着販売実施中!!
TM

掛川大須賀線の愛称
「OKバス」に決定!!

生涯学習協働推進課（☎21-1129）
どなたでも乗車可能なバスとして
平成30年10月から運行中の掛川市自
主運行バス「掛川大須賀線」の愛称が
「OKバス」に決定しました。10～11
月の公募で集まった91点から大須賀
地区まちづくり協議会、バス会社の
ジーネットが6点を選抜。12月10日～
23日に横須賀小学校や大須賀中学
校、横須賀高校など11か所で投票を
実施し、840票中最多得票を獲得しま
した。
命名理由 大須賀「O」と掛川「K」を
結び、だれでも利用が「OK」なバス

スポーツ振興課（☎21-1159）

1月19日（土）からラグビーワールドカップ2019TMの大会チケット一般先着
販売が開始されています。静岡会場である小笠山総合運動公園エコパスタジ
アムは、日本代表戦のほか、南アフリカ代表戦、オーストラリア代表戦など、世
界強豪国の試合が行われます。チケットには限りがありますので、お早めにお
買い求めください。
購入方法 公式チケットサイト
【エコパスタジアム開催試合】
（https：//tickets.rugbyworldcup.
1 9月28日（土）午後4時15分～
com/）から購入できますが、
日本（11位）V アイルランド（2位）
事前にID登録が必要です。詳
2 10月4日（金）午後6時45分～
しくは、公式チケットサイトを
南アフリカ（5位）V イタリア（15位）
ご覧ください。
3 10月9日（水）午後4時15分～
スコットランド（7位）V ロシア（19位）
4 10月11日（金）午後7時15分～
販売期間（申込順、世界同時）
オーストラリア（6位）V ジョージア（13位）
1月19日（土）午前10時～
※（ ）は1月7日現在の世界ランキング

中部電力（株）電力ネットワーク
カンパニー掛川営業所
（☎0120-977-230）

らい

松本亀次郎と周恩来の
ろう人形公開
企画政策課（☎21-1127）
大東図書館（☎72-1143）

2万人におよぶ中国人留学生に日本
語を教えた教育者で、日中友好に偉大
な功績を残した郷土の偉人「松本亀
次郎」と、その教え子で中国の初代総
理「周恩来」のろう人形2体が、天津市
政府など3者から寄贈され、大東図書
館2階の「郷土ゆかりの部屋」に設置
されます。
3月3日（日）の除幕式終了後（概ね
午後2時30分ころ）から一般公開しま
すので、ぜひご来場ください。

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～

ふくしあ健康相談
高齢者交通安全相談（3月）
●東部ふくしあ（☎61-2900）
3/20（水）
さすが市
3/ 8（金）

9：30～11：30
9：30～11：40

●中部ふくしあ（☎28-9713）
3/13（水）

9：30～11：30

●西部ふくしあ（☎29-5977）
桜木ホール
3/ 5（火）

9：30～11：30

●大東ふくしあ（☎72-1116）
3/ 6（水）

9：30～11：30

●大須賀ふくしあ（☎48-1007）
3/ 7（木）

9：30～11：30

※高齢者交通安全相談のお問い合わ
せは危機管理課（☎21-1131）まで。
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大切な茶園を霜から守るための防
霜ファンを使用する前には、施設の点
検や試運転を必ず実施してください。
異常を発見した場合は、直ちに機器
メーカーや電気工事業者およびお近
くの中部電力へご連絡ください。

しゅう おん

納税課（☎21-1206）

今月のけっトラ市 問 実行委員会（☎

防霜ファンは必ず点検を

国民健康保険税第8期
納期限は3月5日（火）

16

24

16

広報かけがわ有料広告
広告主募集

男女共同参画推進委員を募集します!
企画政策課（☎21-1127）

シティプロモーション課
（☎21-1123・FAX21-1167）

男女共同参画推進委員会では、性別や年齢などに関わらず、お互いを思い
やり、支え合いながら、自分らしく生き生きと暮らせる社会を実現するために
各種講座の開催や地域への出前講座などを企画・実施しています。
対象 市内在住で満20歳以上の方
募集人数 6人以内（任期2年）
応募方法 2月28日（木）までに応募用紙（市役所5階企画政策課、大東・大須
賀支所地域支援係で受け取り、または市ホームページからダウンロード）
へ必要事項を記入し、下記テーマに関する論文を作成して、直接提出また
は郵送（〒436-8650掛川市長谷1-1-1）で応募
※応募書類は返却しません。
い

テーマ 「誰もが個性を活かし能力を発揮できる社会のために今、できること」

第69回静岡県勤労者
総合美術展出品作品募集

2019年度
掛スポ教室参加者募集

募集作品 絵画（油絵・水彩画・版画
など）、書、手工芸など
応募資格 県内の勤労者
応募期間 2月25日（月）～3月15日（金）
展示会場 グランシップ（静岡市駿河区）

スポーツ教室で気持ちよく体を動
かしましょう。教室数は充実の165教室。
詳しくは、掛スポホームページ（http://
kakespo.com/2019guide.pdf）
または電話でお問い合わせください。
応募期間 2月20日（水）～24日（日）
※24日（日）は午後6時まで
※先着順ではありません。

（一社）静岡県労働者福祉協議会
（☎054-221-6241）

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31年1月21日現在の申出額

区分

★事業の詳細は、各連絡先にお問い合わせください。
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件数

金額（円）

個人

286

7,923,740

法人

459

229,641,627

団体

307

11,218,567

合計

1,052

248,783,934

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。

掛川総合スポーツクラブ
（☎61-1910）

掛川シルバー人材センター
会員募集
掛川市シルバー人材センター
（☎22-0088）

働く意欲のある健康な方、生きがい
づくりをしませんか。お気軽にご相談
ください。
対象者 市内在住で60歳以上の方
募集期間 通年（土・日・祝日を除く）
午前8時30分～午後4時30分
年会費 3,000円

宅地内の水道修理の連絡先（土・日・祝日）2/2～3/3
2/

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

KOHO KAKEGAWA 2019.2

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

広報かけがわへ掲載する有料広告
の広告主を募集します。会社やお店の
PRにご活用ください。
募集号 平成31年5月号～翌年4月号
（各号A4サイズ1枠）
発行部数 約41,800部／月
掲載位置・規格 裏表紙・縦297㍉×
横197㍉（4色（CMYK））
掲載料 185,000円/枠（平成31年度
から掲載料が変わります）
申込方法 2月28日（木）正午までに
予約申込書に必要な書類を添えて
郵 送（〒4 3 6 - 8 6 5 0 掛 川 市 長 谷
1-1-1）またはFAX、市役所5階シ
ティプロモーション課へ直接提出で
申し込み（応募多数のときは抽選）
注意事項 広告原稿は広告主の責
任・負担で作成。掲載には審査、条
件などがあります。

ならここの里フリーマーケット
出店者募集
ならここの里（☎25-2055）

4月14日（日）にならここの里で開
催される桜祭りのフリーマーケット出
店者を募集します。
募集区画 95区画（1区画4m×5.5m）
出店料 2,000円/区画
応募方法 2月20日（水）～27日（水）
までに直接申し込み、またははがき
へ住所、氏名、年齢、電話番号、主な
出品物、希望区画数、火気使用の場
合 は使 用する物を明 記し郵 送
（〒436-0332居尻179）で応募（先
着順）

※宅地内の水道修理は有料です。問水道課
（☎21-1717）

2/

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

南

部（大東・大須賀区域）
（☎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）
（☎48-4476）
大澄設備
（有）

ね
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り

中本町の祢里85年ぶり帰郷
大坂区から返還、資料館へ

▲帰郷した祢里を懐かしそうに眺める中本町のみなさん

三熊野神社大祭で昭和7年まで引き回された
中本町の祢里が、大坂区から85年ぶりに帰郷
し、歴史民俗資料館に展示されました。中本
町の祢里は、昭和7年の大祭で破損し翌年に新
調。旧祢里は旧大東町報地区（現大坂区）へ
譲り渡されました。同区では昨年秋の祭典ま
で使用していましたが老朽化のため引退。保
存を検討するなかでの返還となりました。

12/26

大東苑の取り組み評価
ご

か

し

きん

知事から「御下賜金」伝達

▲川勝知事（左）から伝達を受ける大東福祉会の鳥井昌彦理事長

優良な社会福祉施設などに天皇陛下から贈
られる「御下賜金」の伝達式が県庁で行わ
れ、特別養護老人ホーム「大東苑」が川勝知
事から伝達を受けました。4月末で退位され
る天皇陛下からは最後の御下賜金。大東苑で
は、入所者のプライバシーに配慮し個室化を
進めたほか、小中学校に出向き介護講座など
を開いている点などが評価されました。

12/22

映像と音楽で掛川城彩る
プロジェクションマッピング

▲桜や梅などの映像が映し出された掛川城天守閣

「掛川をもっと元気にしたい」との思いか
ら、掛川西高校生徒らが掛川城天守閣などを
光の映像と音楽で彩るプロジェクションマッ
ピングに挑戦しました。
同校パソコン部を中心に、掛川工業高校や
市内企業などの協力を得ながら、昨年よりも
作品をパワーアップ。映し出される映像が変
化するたびに大きな歓声が沸き起こりました。

12/26

100年後も生き生きと
ユニリーバと協定締結

▲協定書を交わした髙橋社長（右）と松井市長

ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティ
ング㈱（髙橋康巳社長）と市は、100年後も生き
生きとしたまちづくりを目指すための連携協
定を締結しました。持続可能な社会を作るた
めに世界各国が合意した17の目標「エスディー
ジーズ（SDGs）」に取り組む同社から市は今
後、働き方改革やシティプロモーションなど
で連携を図っていきます。
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だこ

1/3

新年の大空に横須賀凧舞う
新春凧揚げ会

▲遠州横須賀凧の「とんがり」
（右）などを揚げる一二三会のメンバー

遠州横須賀一二三会（酒井靖代表）が主催
する新春凧揚げ会が、大須賀区域山崎の田ん
ぼで行われました。今年で32回目。市内外の
凧愛好家らが新年を祝い、凧を持ち寄って凧
揚げを楽しみました。この日は西風が吹く凧
揚げ日和。地元の凧愛好家のほか大東凧の会
など5つの会から約30人が参加し、新春の大
空に自慢の凧を披露し合いました。

1/11～

にぎわいある空間づくり
カフェプロジェクト始動

▲大日本報徳社や図書館をバックに喫茶を楽しむ市民ら

掛川城三の丸広場東側の市有地で、市民グ
ループ「ブック&カフェプロジェクト」が社
会実験として2月中旬までの期間限定でオー
プンカフェを開店しました。図書館や歴史・
文化施設を訪れる方などの交流拠点やにぎわ
い空間を創出するため、本とカフェをテーマ
に企画。利用者は歴史的建造物を眺めたり、
借りた本を読んだりしながら飲食しました。
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12/27

歯と口の健康ポスター
鈴木さんが日本一報告

▲松井市長（右）に受賞報告する鈴木さん

か の ん

さかがわ幼稚園年長の鈴木華音さんが、日
本学校歯科医会主催の平成30年度「歯と口の
健康に関するポスターコンクール」で最優秀
賞を受賞し、市役所で松井市長や佐藤教育長
に喜びを報告しました。作品は、画用紙いっ
ぱいに大きな口を広げ歯磨きしている様子を
描いていて、市、県、国の審査会でそれぞれ
最優秀賞を受賞しました。

1/4

安心して暮らせるまちに
消防出初式

▲掛川城下を行進する消防団員ら

平成31年掛川市消防出初式が掛川城三の丸
広場で開催され、消防本部・団員ら約850人
が参集しました。遠藤健太郎団長は「あらゆ
る状況に対応できるよう、実災害に強い消防
体制を継続していきましょう」と呼びかけま
した。式典終了後、掛川城下を観閲行進。ポ
ンプ車20台が逆川沿いに配置され、天守閣に
向かって一斉放水を行いました。

広報かけがわ電子版では、フォトニュースをカラーでご覧いただけます。

1/11

伝統文化に触れる
栄川中で百人一首

▲勢いよく札を取りに行く生徒

栄川中学校で、百人一首大会が開かれまし
た。日本の伝統文化に触れてもらおうと毎年
行われています。全校生徒94人が予選の順位
ごとに18組に分かれて対戦。上の句が詠まれ
ると腰をかがめて、勢いよく札を取り合って
いました。33枚取って優勝した2年生の安達
太陽さんは「来年は40枚以上取って2連覇し
たい」と話しました。
ひかる

1/15

上下水道部事務所開所式
検針時の見守り協定も締結

▲テープカットで開所を祝う関係者ら

市は上下水道のワンストップサービス化と
業務の効率化を図るため、水道課とお客さま
センターを逆川から市役所西側の掛川浄化セ
ンター管理棟に移転し、上下水道部事務所を
開設しました。同日、水道の検針やお客さま
センター業務を受託している「シーデーシー
情報システム」と、高齢者宅の見守りに関す
る協定も締結。新たなスタートを切りました。

1/11

持続可能な林業経営に尽力
中山さん林野庁長官賞受賞

▲松井市長（右）に受賞の報告をする中山さん

昨年11月に東京都で開かれた平成30年度全
国林業経営推奨行事で、林業を営み掛川市森
林組合理事を務める中山高志さん（掛川）が林
野庁長官賞を受賞しました。市内と浜松市の
社有林や周囲の森林を集約化し、283㌶の森
林経営計画を作成するなどして低コスト生産
に取り組んでいるほか、自然環境への負荷が
少ない持続可能な森林経営が評価されました。

1/13・14

張り詰める緊張感
掛川で10年連続の王将戦

▲初手を指す渡辺棋王（左）と久保王将

久保利明王将に渡辺明棋王が挑む将棋の第
68期王将戦七番勝負第1局が掛川城公園内の二
の丸茶室で行われました。掛川での王将戦は平
成21年度に始まり10年連続。第1局は8年連続
の開催となりました。午前9時の開始を前に、
松井市長が振り駒を行い、渡辺棋王の先手が決
定。張り詰める緊張感の中、慎重に初手を指
し、115手で先勝しました。
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1/19

節目祝い抽選会や菓子投げ
100回目の「けっトラ市」

▲買い物客でにぎわう「けっトラ市」

平成22年10月から毎月第3土曜日に駅前通
りで開催している「かけがわけっトラ市」が
通算100回目を迎え、大勢の買い物客でにぎ
わいました。この日の出店は通常よりも多い
53店。軽トラックの荷台などには朝採れ野菜
など豊富な農産物が並びました。100回を数
えるのは県内初で、今回は節目を祝いお楽し
み抽選会やお菓子投げなども行われました。

1/20

報徳の教え推し進め
倉真報徳社が170周年

▲討論する市民活動実践者たち

倉真報徳社（岡田三郎理事長）の創設170
周年記念事業が行われ、市民ら約50人が参加
しました。同社は貧しかった村人の生活を立
て直そうと、郷土の偉人・岡田佐平治が創
設。二宮尊徳が農村の復興などに用いた教え
「報徳」の精神を地域に伝えました。
会場ではパネルディスカッションが行わ
れ、市民活動実践者が討論を繰り広げました。
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1/18

女子ソフト日本代表で活躍
山崎さんに応援大使委嘱

▲松井市長（右）から委嘱書を受け取る山崎さん

市は、女子ソフトボールチームのトヨタ自
動車に所属する、掛川市出身で日本代表とし
ても活躍中の山崎早紀さんに、掛川の魅力を
国内外に発信する「輝くかけがわ応援大使」
を委嘱しました。山崎さんは掛川桔梗女子ソ
フト、北中学校を経て常葉大菊川高校へ進み
同チームへ。昨年は、日本リーグ1部優勝や
代表戦で世界選手権準優勝に貢献しました。
き きょう

1/19

大坂保育園の歴史に幕
72年分のありがとう

▲感謝の気持ちを込めて歌う園児たち

平成31年度から幼保連携型認定こども園
「おおさかこども園」に移行する大坂保育園
で、ありがとうの会が開かれ、4～5歳の園児
と関係者約100人が出席しました。5歳児23
人が歌と言葉で感謝の気持ちを伝えたほか、
開園した昭和21年からの歴史が詰まったアル
バムの展示や、有志の音楽グループによるあ
りがとうコンサートが行われました。

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。

独学で金属熱処理工程を短縮

厚生労働省が選ぶ、工業や工
叱られる毎日だった。絶対に見

技能士資格を取り、エネル

勉強した」と振り返ります。

返してやろうと、がむしゃらに

年度の「現代

芸、調理などの分野で卓越した

技能を持つ平成

の名工」に、市内在住の柴田芳

ンの部品を製造しています。

などに使われている小型エンジ

主にオートバイやチェーンソー

く藤田鉄工所に勤務し、現在は

柴田さんは、市内に本社を置

子会社へ技術指導に赴くなど、

インドネシアやベトナムなどの

た。現在は業務をこなす傍ら、

独学でテストを重ね開発しまし

ないかと会社の協力を得ながら

今回の技術も、問題を解決でき

ギーの無駄を研究するように。

「焼準」と呼ばれる金属の熱処

国内外での後進の育成にも力を

伸さんが選ばれました。

理工程に発生するエネルギーの
注ぎます。

属の硬さを変える工程に必要

た」と話す柴田さんですが、そ

「ここまで来るのに苦労し

しょう じゅん

無駄を研究。ついに6年前、金
な、多くのエネルギーとコスト

新たな省エネ技術の開発も考え

の目はすでに次を見据えていま

大学を卒業後、東京で保険の

ています」とにこやかに話すと

を削減する技術を確立し、今回

営業を担当していましたが、地

おり、今もなお挑戦者の気持ち

す。「まだ実現していないが、

元の掛川へ帰ることに。転職し

を大切に、少しずつ前へ進み続

の表彰につながりました。

た先が同鉄工所の子会社でした。

は技術を若い職員に伝えて行き
たい」と話す。趣味は「仕事」
と話すとおり、インタビュー中
は、まるでわが子を自慢するか
のように、仕事のことをうれし
そうに話す。仕事への情熱と優
しさが伝わってくる「現代の名
工」。

メルクパフォーマンスマテリア

ルズ㈱静岡事業所は、半導体製造

用薬品の研究・開発、製造を一貫

して行う従業員約230人の事業

所。半導体の微細加工に使われる

「フォトレジスト」や、異なる層

との通電を防ぐ絶縁膜を形成する

「ポリシラザン」を主に製造して

います。ドイツの本社は昨年、創

か国に

業350周年を迎えた世界最古の

く技術を発信し続けます。

地域に根付いた経営で、世界が驚

定着させたい」と小島事業所長。

「今後は地域で安定的な採用を

安 全 衛 生 の 確 保 も 推 進 し て い ま す。

社員の能力開発サポートや、労働

で き る 環 境 を 整 え て い ま す 。 ま た、

入。パソコン1つでどこでも作業

レックスタイムや在宅勤務を導

働き方改革も積極的に行い、フ

品を世に送り出しています。

発、品質管理を担い、最先端の製

め、従業員の約7割が研究・開

業所長。顧客ニーズに応えるた

要な拠点」と話すのは小島一弘事

展開するビジネスを支える最も重

「静岡事業所はメルクが世界で

ます。

神奈川県、福島県に事業所を構え

拠点を展開し、国内では東京都や

化学・医薬品メーカー。
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30

けています。

研究・開発・品質管理に力を注ぐ
世界最古の化学・医薬品メーカー

▲ポップな社名オブジェが印象的だよ

（初馬）
専門知識がなく、「取引先から

県 内では柴田さんを含めて
5人が選ばれた。「今後

柴田芳伸さん
「現代の名工」に選ばれた

45

きんじろうくん

千浜地区

メルクパフォーマンスマテリアルズ㈱静岡事業所

22

月

日、市議会

未来を担う子どもたちが市政へ提言
おうしゅう子ども議会
おうしゅう子ども議会が
議場で開かれ、市内の全小学校から代表児童
が議員役として参加し、子どもの目線から鋭

）は

い意見や質問を小沢昌記市長に投げ掛けまし
ゆう ほ

水沢南小学校6年の後藤優歩さん（

た。

な産業である農業が元気の出るような取り組

うな応援を行っている。これからも市の大事

給するなど、農家として働き続けていけるよ

牛やビニールハウスを買うときの助成金を支

牛、江刺りんごなどの生産を応援するため、

市長は「市の特産品である米や野菜、前沢

動をしているか」と質問。これに対して小沢

「奥州市では農業の発展のために、どんな活

12

最後に小野寺隆夫奥州市議会議長が「みな

みを進める」と答弁しました。

ルールがちょっと難しいかも?
と思うかも知れませんが、そんな
ことはありません。観戦するとき
でも、これさえ知っていれば大丈
夫。今回は基本的なルールと得点
方法をご紹介します。
ラグビーは、フォワード8人と
バ ッ ク ス 7 人 か ら 成 る 、１ チ ー ム
人の選手が得点を競い合うス
ポーツです。だ円形のボールを使
い、試合時間は前後半各 分で、
ハーフタイムは最大 分です。
得点方法は5つ
■トライ（5点）
相手のゴールエリア内の地面に
ボールをつけると得点です。
■コンバージョンゴール（2点）
トライが決まると、キックでき
る権利が1回与えられ、ボールが
ゴールポストを通過すれば得点で
す。
■ペナルティゴール（3点）
反則を受けたチームに与えられ
ます。反則のあった地点からキッ
クしたボールがゴールポストを通
過すれば得点です。
■ドロップゴール（3点）
プレー中に、ボールを地面にワ
ンバウンドさせてキックし、ゴー
ルポストを通過すれば得点です。
■ペナルティトライ（7点）
相手の反則でトライが妨害され
た場合、ペナルティトラ
イが与えられます。トラ
イが決まるとコンバー
ジョンゴールの2点も同
時に得られます。

献血

・

月

ごみの休日受け入れ

環境資源ギャラリー（☎23-2273）
き 2/9（土）
・24（日）、3/9（土）
・24（日）
9：00～11：30

月に第 回日本ラグビー選
手権決勝、神戸製鋼対サント
リー戦を観戦。神戸製鋼の 年
ぶり優勝の瞬間に立ち会いまし
た。ラグビーはルールも知らな
いど素人。親切な解説でボール
を前に落としてしまう反則
「ノックオン」を覚えました。
そういえば某お笑い兄弟コンビ
のRがよく「ノックオーン!」
と叫んでいるような。まねして
言いたくなる（笑）今年はいよ
いよラグビーW杯日本大会。
（隅）

KOHO KAKEGAWA 2019.2

23

精神保健福祉総合相談

56

世帯数

女

男

■市の人口（1月1日現在） 人数世帯数（前月からの増減）

と

18

西部健康福祉センター掛川支所（☎22-3263）
と き 2/26（火）、3/19（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）

3

※使用している薬（外用薬を含む）の名前を伺います。

2

26

さんからいただいた意見を今後の市政・議会

▲市長や本物の議員を前に堂々と質問する子ども議員

福祉課（☎21-1140）
と き 2/19（火）、3/19（火）9：15～16：00
ところ 市役所北側駐車場

12

12

運営に役立てたい」と語りました。

Oshu

みち のく魅 力 発 信
つ な げ る・つ な が る

二次元コード
携帯電話webサイト
「モバイル掛川」

59,089人（＋20） 58,842人（＋24） 44,928（＋67）
57,038人（＋ 2） 56,594人（－ 5） 42,742（＋30）
2,051人（＋18） 2,248人（＋29）
2,186（＋37）

117,931人（－44）
113,632人（－ 3）
4,299人（＋47）

住民基本台帳人口
日本人
外国人

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231日
TM

ラグビーの基本知識①

問スポーツ振興課（☎21-1159）

TM©RWCL2015
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