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あなたの夢、描いたつづきは掛川で。
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検索

11月27日 ねむの木学園を訪問されました

（関連記事20㌻）

協働の力で、
新時代へ「夢」つなぐ

「平成」の時代も残り４か月。掛川ら
しい協働力で、新時代への「夢」をつ
なげます。新時代へのスタートダッ
シュを飾る、掛川市の取り組みをまと
めました。

「松ヶ岡」修復工事着手へ

掛川への新しいひとの
動きをつくる

掛川にしごとをつくり
安心して働けるようにする

攻めの農業・もうかる農業
農地集積・集約、ＩＣＴ の導
入、複合経営の促進や法人化を
支援し「攻めの農業」「もうか
る 農 業 」 を 目 指 し ま す 。 新たな
主要作物としてのオリーブ産地化
を加速させます。茶の有機栽培
や海外輸出の拡大を図るほか、
「 仮
( 称）緑茶で乾杯条例」を制
定し掛川らしさを発信します。

かっぷ

伝統産業の振興図る
地域資源を活用し新たな産業
の創出を目指します。葛布など
伝統産業の振興を図ります。

誰もが働ける掛川に
就労の場の拡大のため、中東
遠タスクフォースセンターの利
活用の促進を図ります。障がい
者の就労促進と定着支援を行い
ます。

中小企業の活性化
「（仮称）中小企業振興計画」
を策定し、地域経済の活性化を
目指します。
松ヶ岡（旧山﨑家住宅）の修
復工事が始まります。歴史資源
の保存・活用を促進します。
駅前西街区に掛川の新たな顔

掛川駅前西街区の「まんまえ
パーキング」用地に掛川の新た
な顔が生まれます。
協働力による
シティプロモーション

市民、企業、行政が連携して
「 あ な た の夢、描いたつづきは
掛川で。」の ブ ラ ン ド メ ッ セ ー
ジとともに、掛川の魅力を内外
に発信します。若者によるシ
ティプロモーションを進めます。
市民総ぐるみの「おもてなし」
ラグビーワールドカップや東
京オリンピック・パラリンピッ
ク 、 県 内 自 治 体 やＪ Ｒ と 連 携 し
た観光大型誘客キャンペーンな
ど、大型イベントを通した市民
総ぐるみでの「おもてなし」機
運を高めます。
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昨年の記録的な猛暑を受け、
６ 月をめどに市内幼稚園・小中
学校の全保育室・普通教室へエ
アコンを設置し、安全・安心な
教育環境を整えます。

６月をめどにエアコン設置へ

若い世代の結婚・出産・
子育ての希望をかなえる

南海トラフ巨大地震に備え、
平成 年度の完成を目指して海
岸防災林強化事業「掛川モデ
ル」を着実に進めます。

進む、海岸防災林強化事業

明日の掛川をつくり
豊かで潤いのある
安心な暮らしを守る

「おおさかこども園」開園へ

大東大須賀区域の認定こども
園 化 第１ 号 と な る 「 お お さ か こ
ど も 園 」 が４ 月 に 開 園 。 続 い て
「ちはまこども園」の建設が始
まります。また、第２期子ど
も・子育て支援事業計画の策定
や新たな認可保育園開園に向け
た取り組みを行うことで、待機
児童ゼロの実現を目指します。
新たな学園づくりへ

原野谷学園や城東学園の研
究・検討状況を踏まえた小中一
貫教育の検証を行います。また、
市内小中学校の適正規模・適正
配置に向けた検討を行います。
ＩＣＴ活用や外国語教育など、
教育の質を高めます。

公共施設マネジメントの推進

地域内でエネルギーや収益を
循環させる仕組みを考えます。
収益を交通や福祉などのサービ
スに還元できる、市も出資する
新電力会社の設立を検討します。

新電力会社の検討

地区まちづくり協議会の自主
自立に向けた活動支援や人材育
成を進めます。併せて、まちづ
くり協働センターの機能強化を
図り、協働力を高めます。

機能強化へ

まちづくり協働センターの

38

公共施設の老朽化や維持管理
経費を考え、計画的で効率のよ
い公共施設マネジメントを積極
的に推進します。
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税の申告は
お早めに
所得税・市県民税

2月18日月～3月15日金

※土・日曜日は除きます。

平成30年分の申告の時期が近づいてきました。
申告会場は大変混雑します。自宅のパソコンで国
税庁ホームページから申告書を作成して郵送した
り、電子申告のできる「e-Tax」を活用したりし
て申告することをお勧めします。
問 所 得 税：掛川税務署（☎22-5141）
問 市県民税：市役所市税課市民税係（☎21-1136）
イータックス

た、国民健康保険税の算出や児童扶養

各種証明書発行に支障を来します。ま

されないと所得の有無が確認できず、

市 県 民 税 の 申 告
申告が必要な方

年1月1日現在、市内に在住

手当などの資料になりますので、申告

平成

し、次のいずれかに該当する方は申告

③日雇者などで事業所から市役所へ給
与支払報告書が提出されていない方

①申告する方の本人確認書類

知カードなど）

・マイナンバーを確認できる書類（通

・身元確認書類（運転免許証など）

②印鑑（朱肉を使用するもの）

③源泉徴収票（給与・年金所得者）

得者）

④収支内訳書（営業・農業・不動産所

除や社会保険料控除、医療費控除な

月支払分）がわかるもの

・農業者年金掛金（農業者年金基金で

に市役所から通知）

険料・介護保険料の支払額（1月中

・国民健康保険税・後期高齢者医療保

（1〜

⑥国民健康保険税などの年間支払額

先の保険会社などで再発行が可能

※無くした場合、年金事務所や加入

ある方）

除、または旧長期損害保険料控除の

金・生命保険料控除や地震保険料控

⑤保険などの支払証明書（国民年金掛

知書の課税明細書で確認

※事業用固定資産の税額は納税通

①所得税および復興特別所得税の確定
申告書を税務署に提出する方

②給与所得だけで、勤務先の事業所か

ら市役所へ給与支払報告書が提出さ
れている方

③年金所得だけで、年金の支払者から

市役所へ公的年金等支払報告書が提
出されている方

所得のなかった方

申告の義務はありませんが、申告を
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申告をしなくてもよい方

どの控除を受けようとする方

④給与所得者や年金所得者で、雑損控

申告で持参する物

書の提出にご協力をお願いします。

万円を超
20

えると、確定申告が必要です）

る方（給与以外の所得が

②給与所得者で、給与以外の所得があ

当、その他所得がある方

でいる方や、地代、家賃、利子、配

①商業、工業、農業などの事業を営ん

が必要です。

31
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税の申告はお早めに
2月18日月～3月15日金

市役所で受け付けできないもの
1

確定申告書B
（事業所得・不動産所得など）

2

青色申告

3

公共事業以外の土地・家屋の譲渡

4

株式などの譲渡

5

住宅借入金控除、住宅耐震改修特
別控除、住宅特定改修特別税額控
除、認定長期優良住宅新築等特別
税額控除を受ける申告（全て）

6

贈与税・相続税の申告

7

消費税の申告

8

仕送り証明を必要とする申告

9

過去分（平成29年分以前）の確定申告

上記申告のご相談は、必要書類をそろえて、
税務署の申告会場（千羽のJA掛川市茶業研修
センター）へお願いします。

区

域

掛

川

日

大東・大須賀

■時間

確認）

自書申告は毎日受け付け

自書申告で提出するだけの方は、受

付期間中は市役所と両支所で毎日

・小規模企業共済掛金（商工会議所な

⑦扶養親族の氏名・続柄・生年月日・

（土・日曜日を除く）提出を受け付け

どで確認）

マイナンバー・別居の場合は住所が

ます。その場合は、マイナンバーおよ

び身元確認書類の写しを添付してくだ

さい。

わかるもの

⑧配偶者の所得金額がわかるもの（配

偶者特別控除のある方）

⑨株式などの配当所得の内訳書（該当

所得税の確定申告書Bを申告す
る方は次の申告会場へ
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のある方）

5

確定申告書B（営業、農業、不動産

い合わせください。

（医療費控除を申告する方）

ます。詳しくは健康長寿課（☎21-1142）までお問

大東支所
2階会議室

⑩医療費などの明細書または領収書

治医意見書の内容確認書を証明書に代えることができ

2月27日
（水）～3月15日
（金）

など）の申告をする方は、JA掛川市

なお、連続して2年以上続き、一定の条件に該当す

大須賀支所
1階多目的室

⑪通帳など、申告者本人の預金口座番

療費通知を添付すると、明細の記入を省略できま

る場合は、健康長寿課へ申請し発行される介護保険主

2月18日
（月）～2月26日
（火）

茶業研修センターの税務署確定申告会

※医療保険者が交付する「医療費のお知らせ」などの医

寝たきりの方のおむつ費用の控除は、領収書のほ

市役所
2階テラス

号がわかるもの（所得税の還付を受

ください。

か、医師が作成する「おむつ使用証明書」が必要です。

2月18日
（月）～3月15日
（金）

場へお越しください（次ページ参照）
。

領収書は、5年間保存する必要がありますのでご注意

寝たきりの方のおむつ費用を控除

所

※土・日曜日はお休み。平日の正午～午後1時は昼休み。
※会場の準備が整い次第、番号札を配付します。
※混雑の状況により、早めに
受け付けを締め切る場合が
あります。
※大東支所・大須賀支所の受付
期間が変わりましたのでご注
意ください。

平成29年分の申告から、領収書の代わりに「医療費

の添付、または提示により申告することもできます。

場

午前8時30分～11時、午後1時～4時

控除の明細書」の添付が必要になりました。医療費の

す。

程

※地区ごとの受付日はありません

領収書の代わりに医療費控除の明細書を添付

※平成32年度（平成31年分）までは、医療費の領収書

申告相談日程

ける方）

医療費控除の大切なお知らせ

市県民税

年分

〜掛川税務署からのお知らせ〜

所得税および復興特別所得税、
贈与税、消費税および地方消費税（個人）

◆所得税および復興特別所得税の確
定申告、個人事業者の消費税およ
び地方消費税の確定申告、贈与税

3月 日㈮

時間 午前9時〜午後5時

期間 2月 日㈪〜3月 日㈮

■所得税に関する書類送付先・問い合わせ先

郵送による確定申告書送付先
〒436‐8652 掛川税務署（所在地記載不要）

確定申告に関する電話相談
掛川税務署（☎

確定申告書の作成・受理

‐5141）※自動音声案内に従ってください。

（所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税、贈与税）
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所 得 税
平成

申告・納税の期限
◆所得税および復興特別所得税の期

3月 日㈮

対象 所得税および復興特別
所得税、消費税および地方
消費税
とき 2月 日㈪〜 日㈮・
日㈪〜 日㈭（午前9時
〜正午、午後1時〜3時
分）
※混雑状況で早めに受け付け
を終了する場合があります。
ところ JA掛川市茶業研修
センター（千羽）
持ち物 詳しくは掛川税務署
にお問い合わせください。
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○譲渡所得のある方や贈与税
の申告をする方
○消費税および地方消費税ま
たは事業所得のある方など
で、計算が複雑などで相談
時間が長引く場合
○青色申告特別控除 万円を
受けようとする方（貸借対
照表が既に作成されている
方を除く）

申告会場でご相談ください

次の方は、税務署主催の確定

28 18

の申告を受け付けます。

4月 日㈪

④売買契約書や工事請負契約書の写

⑤住宅取得資金に係る借入金の年末
残高証明書
⑥国・地方公共団体の補助金などを
受けた場合、その額のわかる書類
番号がわかるもの

⑦通帳など、申告者本人の預金口座
⑧借入金で家屋とその敷地を併せて
取得した方は、敷地の登記事項証
明書（原本）、敷地の売買契約書
（写し）、敷地の住宅取得資金に
係る借入金の年末残高証明書
⑨認定長期優良住宅を取得された方
は、長期優良住宅建築等計画の認
定通知書（写し）と、住宅用家屋

25

限と振替日
申告期限
納税期限

※受け付けは午後4時まで。混雑状

振 替 日

※土・日曜日はお休みです。

※贈与税の振替納付はできません

し（収入印紙の添付箇所の写しも

載されていないもの。平成

必要）

況で早めに終了することもありま
す。
日㈮、掛川税

務署では申告書の提出を受け付け

※2月

4月1日㈪

4月1日㈪

の期限と振替日
申告期限
納税期限

年分給与所得の源泉徴収票

の申告を受け付けます。

年1

期間 2月 日㈫〜2月 日㈮

③住民票の写し（マイナンバーが記

ら交付を受けた原本）

②家屋の登記事項証明書（法務局か

（原本）

①平成

住宅ローン控除に必要な書類

けていません。

ますが、署内に確定申告会場を設

日㈪〜3月

◆消費税および地方消費税（個人）

15

4月 日㈬

15

30

18

月1日以降に居住を開始した場合

復興特別所得税の還付申告や贈与税

「年金所得者」などの所得税および

◆「住宅ローン控除」「医療費控除」

申告内容・開設状況は次のとおり。

申告会場
JA掛川市
茶業研修センター （左図参照）

振 替 日

18

30

は不要）

28

65

22 15 15

24

時間 午前9時〜午後5時

15

税理士による無料税務相談

30
12

6

税の申告はお早めに
2月18日月～3月15日金

JA掛川市
茶業研修センター

見やすい専用画面が登場

いつでもどこでも

ス マ ホ で申告

至静岡
コンビニ
●

千羽交差点

務署で専用のIDとパスワードを受け取れ
ば、国税庁ホームページから確定申告デー
タの送信ができます。
ID・パスワードの発行は、税務署職員と
の対面による本人確認が必要です。
※本サービスは、マイナンバーカードやカードリー
ダーが普及するまでの暫定的な対応です。

国税庁

7

作成コーナー
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検索

納税は、安心・便利な
振替納税がお勧めです

カードリーダーを持っていない方でも、税

所得税および復興特別所得税、
消費税および地方消費税の納税
は、安全で便利な「口座振替」が
お勧めです。
振替納税は、申告期限までに申
告書と預貯金口座振替依頼書を提
出した場合に利用で
きます。一度手続
きをすれば、継
続して利用す
る こ と が で
き、振り込み
などの手間が
省け便利です。

平成31年1月から、マイナンバーカードや

④生命保険料控除証明書・地震保険

マイナンバーカードがなくても
「e-Tax」で申告できます

証明書（写し）または、認定長期

料控除証明書

⑥昨年以前に税務署の申告会場など

優良住宅建築証明書

で電子申告を利用した方は、利用

⑤通帳など、申告者本人の預金口座

省エネ改修工事などは、住宅ロー

者識別番号の通知書（申告会場を

※認定長期優良住宅や認定低炭素住

ンがなくても、所得税の控除が受

利用した方は、会場で交付された

番号がわかるもの

けられる場合があります。詳しく

緑色の封筒をご確認ください）

宅の新築・購入、バリアフリーや

は国税庁ホームページをご覧くだ

年金所得者の申告を簡素化

公的年金に係る雑所得のある方

で、公的年金などの収入額が400

万円以下で、かつ、公的年金などの

さい。

年分公的年金などの源泉徴

30

年金所得者の持ち物

①平成

収票（原本）

30

年分

サービス（有料）で印刷できます。

②給与所得のある方は、平成

・コンビニエンスストアなどのプリント

20

万円以下

の誤りなく申告書などを作成できます。

雑所得以外の所得金額が

除き24時間利用できます。
・税制改正に対応した自動計算機能で、計算

給与所得の源泉徴収票（原本）

・確定申告期間中は、メンテナンス時間を

の場合は、確定申告をする必要はあ

して送信することもできます。

りません（ただし、市県民税の申告

イータックス

から確定申告のできる「e-Tax」を利用

は必要です）。

署に提出できます。また、ホームページ

30

年中に支払った国民健康保

すい専用画面も登場。より便利になります。

険料、国民年金保険料などの支払

平成31年1月からは、スマートフォンで見や

③平成

い金額がわかるもの

作成すると便利です。

・作成した申告書などは、郵送などで税務

千羽I.C.

至浜松

宅などから国税庁ホームページで申告書を

メリットいろいろ

JA掛川市
●緑茶加工施設

国道1号
（掛川バイパス）

県道415号線

確定申告会場は大変混雑しますので、自

（千羽609‐1）

東部工業団地
エコポリス

年度から
29

に求められる教育の在り方として、小中一貫

教育を推進しています

問教育政策室（☎21-1109）

土方小学校・中小学校・佐束小学校児童による合同学習

んでいます。

■原野谷学園指定研究

原野谷学園では、目指す子どもの姿

を「夢を抱き りりしく歩む 原野谷っ

子」と設定し、「かしこく・りりしく・

たくましく」をキーワードに園・小・

中の連携強化に取り組んでいます。

学校の在り方を検討

2学園での研究をもとに、「かけが

小学校が合同自然体験教室を実施した

たり、小中学生の合同授業や学園内の

校に出向いて外国語活動の授業を行っ

研究の中では、中学校の教員が小学

委員会を設け、一貫教育にふさわしい

関係者、地域の方々を委員とする検討

園・城東学園では、学識経験者や学校

育を進めます。また、現在、原野谷学

作成し、すべての中学校区での一貫教

わ型小中一貫教育」のカリキュラムを

りするなど、さまざまな取り組みを実

学校の在り方を検討しています。
先取りできたり、同じ中学校に通うこ
とになる他 校の児童との交流を深めたり
しています。

このような取り組みを通じて、小学
生の中学校に対する不安を減らすとと
もに、中学校教員の専門性を、小学校
での授業にも活用した質の高い教育の
実施などが期待できます。
■城東学園指定研究
城東学園では、目指す子どもの姿を
「城東を愛し、未来をたくましく生き
抜く子ども」と設定し、「コミュニ
ケーション力」の育成を重点とした小
中学校9年間を見通した実践に取り組

▲原野谷中学校教員による外国語授業（原谷小学校）

施しています。小学生が中学校生活を

研究を進めています。

育内容などの計画）研究校に指定し、

園を小中一貫教育のカリキュラム（教

3年間の予定で、原野谷学園と城東学

市教育委員会では、平成

教員派遣、合同授業などで
進学への不安軽減や教育の質向上

小 中 一 貫 教 育 の導入に向けて

市は、これからの時代を生きる子どもたち

8

水道課
水道料金お客さまセンター
が移転します

日㈫から現在の逆川地内か

水道課と水道料金お客さまセンター
は、1月
ら掛川浄化センター管理棟（市役所本
庁舎西側）1階へ移転します。なお、
水道課の移転に先立ち、今まで同セン
ター1階にあった下水道課は2階と3
年4月に上下水道部を組織

階へ移転しています。
平成
し、水道と下水道の窓口ワンストップ
サービスで業務の効率化を図り、緊急

☎21-1716

☎21-1715

☎21-1470

☎21-1475

※下水道課の電話、FAX番号に変更はありません。

時・非常時の迅速な対応を目指しま

施設管理係
浄化槽係
下水道整備係

水道工務係・水道施設管理係

水道料金お客さまセンター

FAX： 水道課（各係共通）

水道料金お客さまセンター

寒さは水道管の大敵です。水道管

水道管の凍結にご注意ください

が凍結しないよう、防寒対策をしま

しょう。

■凍結しやすい場所

・風当たりの強い戸外の水道管

・北向きで、日陰にある水道管

・むき出しになっている水道管

■凍結防止の方法

水道管に保温材を巻きます。屋外

の蛇口は破損しやすいので、上部ま

で完全に包んでください。身近な保

温材物として毛布や布があります。

上からビニールなどを巻いて保温材

がぬれないようにしましょう。

自然に溶けるのを待つか、タオル

■水道管が凍ってしまったら

や布をかぶせた上からぬるま湯をま

んべんなくかけ、ゆっくり溶かして

ください。急に熱湯をかけると水道

管や蛇口が破裂する恐れがあるた

め、注意が必要です。

■水道管が破裂したら

宅地内の止水栓を閉め、市指定の

事業者に修理を依頼してください。

宅地内の止水栓がわからない場合

は、タオルやビニールテープなどを

巻きつけ応急処置をして、市指定の

事業者に修理を依頼してください。

市指定事業者は市ホームページを

ご覧ください。

KOHO KAKEGAWA 2019.1
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水道施設管理係
水道工務係
水道総務係

下水総務係

下水道課

下水道課
水道課

3階
2階
1階

☎21-1717

電話：水道総務係
■連絡先

※15日（火）以降

☎21-1717

15

30

〒436-0047

長谷一丁目1番地の2
■所在地

す。

掛川市水道課（平成31年1月15日（火）以降）

※1月11日（金）まで
問水道課水道総務係 ☎27-0711

お客さまセンター

▲掛川浄化センター管理棟

～みんなでシティプロモーション～

結成6年目 “ママ”による“ママ”のための応援団

かけがわ

今月号から市民協働会議メンバーを中心に、掛川の魅力、
情報を発信します。今回は、楽しみながら子育ての応援に取
り組んでいる「ママバトン」代表、杉山有希子さん（家代の
里）の活動を紹介します。
問シティプロモーション課（☎21-1123）

魅力・情報

発信！

シティプロモーション

市民協働会議リレー

子育て費用を軽減

掛川でかなえませんか?

で、子どもたちに物の大切さを教え
ます。また、「子どもが欲しいけ
ど、お金がかかるし…」と出産、育
児に消極的になっているママを、目
に見える支援で後押し。地域みんな
でシェアしながら、子育てにかかる
費用を軽減する活動を展開していま
す。

赤ちゃんが欲しいな

物々交換会の予定

ママバトンが思う『あなたの夢、描いたつづきは掛川で。』

家にある、もう使わない物を
何個でもお持ちください。欲
しい物と交換できます。
（参加料 大人100円）
問ママバトン 杉山
akky0309-@docomo.ne.jp

貯金もしたいな

市民団体と行政が協働して
市内初の子育て応援イベント開催
「あなたたちの生まれた掛川は、
ホラこんなに楽しいよ」を合い言葉
に8月 日、つま恋リゾート彩の郷
で「掛川子育て応援DAY」を開催
しました。子育て支援グループ6団
体と市が協働し、ママゴスペルのラ
イブや、夏休み工作ブースなどを企
画。市内外から約800人が参加
し、夏の一日を楽しみました。

「掛川に生まれて良かった」と
思えるまちづくり

20

地域全体で子育てをするには、ま
ずママたち自身がまちを盛り上げる
ことが大切です。みずから参加する
ことで、活動の幅も広がり、「掛川
は楽しい」という思いが伝わります。
子どもたちが「掛川に生まれて良
かった」と思える活動を楽しみなが
ら市内外に広げ、発信し続けていく
こと、それが私たちが取り組んでい
るシティプロモーションです。

車も欲しいな、

マイホームが欲しいな

▲物々交換会でのじゃんけん大会の様子

平成 年に育児用品や生活用品を
物々交換する会として始まったママ
バトン。当初は近所のママたちと始
めた取り組みが、5年半で述べ2万
人が参加するまでに広がりました。
合計137回の物々交換会で交換
された物は約100万個。物と気持
ちを次のママへバトンでつないでい
ます。
交換会では子どもが欲しい物を選
んで持ち帰り、使わなくなって出品
した物が「ありがとう」と必要な家
庭にバトンされていきます。
ごみの減量を意識し、使わなく
なった物を交換会に出品すること
25

・1/20（日）10：00～12：00
大東児童交流館まつり
・3/21（木・祝） 未定
文化会館シオーネ
子育て応援フェスタ

もしかしたら…

夢は?

掛川で楽しく子育てを

10

中東遠総合
医療センター

〜健康づくりのお手伝い〜

ば、

歳以上の男性には、採血で前

あなたに合った人間ドック
えん しん

「健康寿命」の延伸、病気の予防

上の方には「マンモグラフィ検

立腺がんのリスクを評価する

査」をお勧めします。

歳以上の方

歳以下の方には「エコー検

や「早期発見・早期治療」のために

「PSA腫瘍マーカー検査」をお勧

より多く、詳しい検査も含まれ、結

人間ドックは、検査項目が健康診断

思っている方が多いと思いますが、

「PETがん検査」で、PET CT

査）」を「胃カメラ」に変更したり、

のため、「胃透視検査（バリウム検

また、胃がんや胃潰瘍の早期発見

と、内診だけでは診断が難しい子宮

の細胞を調べる「子宮頸がん検査」

査」、

人間ドックを受診してみませんか。

は、2年に1回、市の補助で受診で

果に沿って保健指導を受けることが

検査と血液検査（腫瘍マーカー）を

体部がんの危険性の有無や、子宮筋

歳 代 は 、 病 気 に かか

歳以上は、体力と免疫力の低下

ページ参照）。乳がんは

できます。また、オプションに気に

組み合わせたりすることで、今まで

腫、子宮内膜症、卵巣のう腫などの

ます。
〜

19
とともに、さまざまな病気のリスク

本 年４ 月 か ら 経 膣 エ コ ー 検 査 を 受 診

人間ドックや検診を受けましょう。

自分や大切な人のためにも、ぜひ

できるようになります。

女性は、「乳がん検査」や「子宮
歳以

がん検査」を受けることができます。
乳がん検査では、基本的に

姉妹にがんを発症された方がい

女性のためのがん検診

査をしましょう。

追加するなど、適宜組み合わせて検

化が心配な方は「頸動脈エコー」を

けい

が心配な方は「脳ドック」、動脈硬

が上がります。脳卒中などの脳疾患

あり、中東遠総合医療センターでは

けい

子宮がん検査には、子宮の入り口

早期発見で根治しやすい疾患です。

きます（

なる検査を追加して受診できます。

発見しにくかった小さながんを高確

やすい年代です。 歳になった

歳代は、生活習慣病を来し

年代に合わせた
受けるべき検査項目

を例に挙げて紹介します。

今回は、中東遠総合医療センター

疾患を調べる「経膣エコー検査」が

40

40

率で見つけ出すことができます。

人間ドックと健康診断は同じと

めします。

50

60
る場合は、オプションのがん検

りやすい時期です。両親や兄弟

50

ら人間ドックの受診をお勧めし

30

30

40

査の追加をお勧めします。例え

KOHO KAKEGAWA 2019.1
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小笠袋井
薬剤師会
小笠掛川
歯科医師会

-

40

小笠
医師会
掛川市
介護支援専門員
連絡協議会

（☎21-5555）

中東遠総合医療センター その14

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。

2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
手作りおもちゃ“ポットン落とし”
子どもはいろいろな遊びを経験す
ることで、社会性や身体的な発達が
促されます。今回は指先や手の発達
を 促 す、身 近 な 廃 材 を 使ったお も
ちゃ「ポットン落とし」の作り方を紹
介します。
キャップの出し入れや、缶に落ちた
ときの「ポトン」という音も遊びを楽
しくしてくれます。
【材料】・ペットボトルのキャップ ・ビニールテープ
・ふた付きミルク缶（プラスチックの食品保存容器も可。ふた
は柔らかい材質のものをお薦めします）
【作り方】①ペットボトルのキャップを4個以上★重ねてビニール
テープで巻き、円柱状にする。
（キャップの中に米や豆など音が
出る物を入れると楽しい）②缶のふたにペットボトルのキャップ
が通るくらいの穴を開ける。
★3個以下だと口に入れたとき、のどに詰まる恐れが
あり危険です。
※詳しくは、コンシェルジュだより1月号で紹介して
います。二次元バーコードからご覧ください。

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

1 金 平成30年12月出生児

13：00～13：30

15 金 平成30年 7月11日～20日出生児
8 金 平成29年 7月 1日～10日出生児
13 水 平成29年 7月11日～20日出生児

徳育

18 月 平成29年 7月21日～31日出生児
5 火 平成28年11月 1日～15日出生児
14 木 平成28年 8～11月出生児

徳育
大東
徳育

6 水 平成28年 1月 1日～10日出生児
19 火 平成28年 1月11日～20日出生児

徳育

20 水 平成28年 1月21日～31日出生児

離乳食教室

パパママセミナー（両親育児編） 28 木
13：15～13：30

徳育

22 金 平成30年 7月21日～31日出生児

（もぐもぐごっくん教室） 27 水

9：15～9：30

徳育

5 火 平成30年 7月 1日～10日出生児

13：00～13：30 15 金 平成28年11月16日～30日出生児

3歳児健康診査

会場

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。
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KAKEGAWA C I T Y L I B R A R Y

2月

図書館へ行こう

市立図書館

43
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※）
2月の休館日：毎週月曜日、22日（金）

『田部井淳子の人生は8合目から
がおもしろい』田部井淳子/著

■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※）
2月の休館日：毎週月曜日
蔵書点検

お薦めの1冊を
紹介します

ご存知の方も多いと思う。
著者は世界最高峰エベレスト
に女性で世界初登頂に成功し
た人。出張で立ち寄った書店
でタイトルに目を引かれ手に
取ると「楽しみの本番は60歳
から始まるのだから」と。還暦
を迎えていた私はつい購入し ▲日本茶インストラクター
み すみ
てしまった。
三角直道さん（家代）

2月19日（火）～22日（金）

■大須賀図書館（☎48-5269）
午前9時～午後5時（金曜日は午後7時まで※）
2月の休館日：毎週月曜日、28日（木）
※祝日は午後5時まで

ワクワク・ドキドキ♪ 今月紹介する話題の本
いのしし

前川貴行/写真・
文
（アリス館）

黒板アート甲子園作品集
日学株式会社/総監修
（日東書院）
高校生が仲間と描いた黒板アートの
作品集です。チョークだけを使って
描かれたとは思えない迫力と、すぐ
に消えてしまうはかなさに魅了され
ます。掛川工業高校の生徒さんの作
品も掲載されています。

催

し物・展示

紙しばい屋さん

え と

い

今年の干支は亥です。害獣として私
たちを悩ますイノシシですが、愛
きょうたっぷりのウリ坊から、貫禄
のある年老いたイノシシまで、彼ら
の知られざる姿を迫力満点の写真で
学ぶことができます。

アレン・セイ/作
（ほるぷ出版）

紙しばい屋のおじいさんが何十年ぶ
りに仕事をしようと街へ出かけて、
すっかり変わってしまった街並みに
驚きながら昔を思い出していきま
す。紙しばい屋さんを知らない世代
にも懐かしく感じられる絵本です。

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

★音訳講習会 中央
内容 文字情報を朗読して音声化する「音訳」の技術を学びます。
とき 2月7日・14日・21日・28日（木） ※全4回
午後1時～3時
つつみこし かず よ

★堤腰和余「ひとり語り」
（文学作品の紹介と朗読） 中央
とき 2月10日（日）午後1時30分～3時

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。

★手づくり講座「おひなさま飾りを作ろう!」 大東
とき 2月13日（水）午前9時30分～11時30分
定員 大人10人 ※1月29日（火）から申し込み受け付け
■古本市～図書館で除籍した本などをお譲りします～
期間 2月23日（土）～26日（火）

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：2月 1日・ 8日（金） 午前10時30分～11時
大 東：2月 1日・ 8日（金） 午前10時30分～11時
大須賀：2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
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中

央：毎週水曜日

午後3時～

中央
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： 2月9日・23日（土） 午後3時～3時30分
大 東：2月2日・16日（土） 午前10時30分～11時
大須賀：2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：2月15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）」
1/12（土）13：30～15：30
第5回講座
松ヶ岡（十王）
社会教育課（☎21-1158）

1/12（土）12：00～15：00
公民館まつり
13（日）10：00～15：00
千浜農村環境改善センター
千浜農村環境改善センター
（☎72-5028）
（千浜）

対象・参加料

内容・申込方法など

講師は元竹の丸管理人の石山有子さん。豪商で掛
どなたでも
川藩御用達商人だった松ヶ岡山﨑家と竹の丸松本
70人
家。その両家の関係を紹介、解説します。
100円（資料代）
直接会場へ（先着順）
どなたでも
入場無料

保幼小中・同好会・講座の作品展示やお茶体験、発
表、甘酒、綿菓子、豚汁のサービスなど。臨時駐車場
あり
直接会場へ

王将戦開催10回記念
新春プロ棋士トーク
文化振興課
（☎21-1126）
culture@city.kakegawa.shizuoka.jp

どなたでも
1/13（日）10：00～11：30
150人
大日本報徳社大講堂（掛川）
参加無料

「将棋界の今年を占う」をテーマにプロ棋士が語り
合います。出演（予定）は、佐藤康光九段（日本将棋
連盟会長）、青野照市九段（同前専務理事、焼津市
出身）、杉本昌隆七段（藤井聡太七段師匠）。公共交
通機関、または近隣の有料駐車場をご利用ください。
1/7（月）までに電話またはメールで申込（申込順）

第68期王将戦第1局
大盤解説会
文化振興課
（☎21-1126）

①1/13（日）13：00～
18：00（封じ手まで）
②1/14（月・祝）
10：00～終局まで
大日本報徳社大講堂（掛川）

どなたでも
各日150人
①1,000円
②1,500円
高校生以下無料

年明け最初の8大タイトル戦「王将戦」の様子をプ
ロ棋士による解説で観戦しませんか。公共交通機
関、または近隣の有料駐車場をご利用ください。
直接会場へ（先着順）

視覚に障がいのある方の
1/13（日）10：00～12：00
交流会
市役所4階会議室1
福祉課
（☎21-1139）

市内在住で視
覚に障がいの
ある方、その
支援者
参加無料

ボランティア団体「ホワイト☆ステッキ」と市が共
催。同じ障がいのある方同士の交流と、障害者手帳
で受けられるサービスの説明などを行います。
1/8（火）までに電話で申込

はじめてのパソコン講座
IT政策課
（☎21-1341）

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。
（初心者・高齢者大歓迎）。パソコンは
市役所で用意します。
1/15（火）までに電話で申込（申込多数のときは
抽選）

1/18（金）9：30～11：30
市役所4階会議室6

でこぼこワールド
でこ ぼこ

～発達凸凹な世界を知っ 1/20（日）10：00～12：00 どなたでも
てみよう!～
中部ふくしあ（杉谷南） 参加無料
発達相談支援センター
のびる～む（☎28-8017）

発達に特性がある方への理解を深める体験型イベ
ントです。特性体験や支援グッズの展示、
トーキング
ゲームなど、実際に見て触れて一緒に考えましょ
う。常葉大学学生がボランティアで参加します。詳
しくは市ホームページをご覧ください。
直接会場へ

大東北公民館まつり
大東北公民館
（☎74-2200）

1/26（土）10：00～15：30
どなたでも
27（日） 9：30～14：00
入場無料
大東北公民館（下土方）

地域のみなさんの作品展示や、日替わりで、陶芸・工
作などの体験・芸能発表・手打ちそば・戦国汁サービ
スなど。北運動場（下土方）に臨時駐車場あり。
直接会場へ

協働によるまちづくり
活動発表会
生涯学習協働推進課
（☎21-1129）

1/26（土）13：30～16：00 どなたでも
文化会館シオーネ（大坂） 入場無料

地区まちづくり協議会、市民活動団体、企業などの
活動発表。
「希望の見えるまち・誰もが住みたくなる
まち」の実現に向けて取り組む事例を紹介します。
直接会場へ

伝言板

とき・ところ

対象・参加料

内容・申込方法など

市内在住の
60歳以上の方 A級、B級、C級に分かれて対局します。
直接会場へ
1,500円
（昼食代など）

新春将棋大会
掛川将棋クラブ・松浦
（☎23-2684）

1/18（金）9：00～
たまり～な（満水）

よみきかせ会ひまわり
「冬のおたのしみ会」
鈴木（☎23-4457）

1/26（土）13：30～15：00
中央図書館（掛川）

掛川駅から歩いて行こう小笠山
掛川遊歩会・内藤
（☎090-3309-4558）

2/9（土）掛川駅南口8：00集合・出発
一般
～14:30駅着（予定）
300円
※雨天中止

幼児～小学校
低学年と保護者
参加無料

人形劇、大型紙芝居、スクリーンでの読み聞
かせなどお話しいっぱい。
直接会場へ
小笠山山頂、六枚屏風、東経138度展望台か
らの眺望など冬の小笠山を楽しみます。
持ち物 飲み物、弁当、雨具など
電話で申込
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事業名
スポーツ短期体験教室
たまり～な
（☎24-2722）

とき・ところ

対象・参加料

内容・申込方法など

1/26～3/16の毎週土曜日 ①親子
お試し体験教室（3回コース3,240円、5回コース
① 9：00～10：00
（1～3歳と保護者） 5,400円、8回コース8,640円）。内容や雰囲気を体
② 10：00～11：00
②幼児（年少～年長） 験していただきます。①は新たに始まる幼児向けの
③ 11：00～12：00
親子体操教室です。
③小学生
たまり～な（満水）
①～③各5人
1/25（金）までに電話で申込（申込順・火曜休館日）
もと ひろ

ひきこもり講演会
県精神保健福祉センター
（☎054-286-9245・
FAX054-286-9249）
mental@pref.shizuoka.lg.jp

どなたでも
1/29（火）13：00～15：00
110人
生涯学習センター（御所原）
入場無料

洋裁教室（全6回）
たまり～な
（☎24-2722）

1/31～3/14の毎週木曜日
13：30～15：30
たまり～な（満水）

オペラ県民講座
静岡国際オペラコンクール
2/2（土）14：00開演
実行委員会事務局
美感ホール（亀の甲）
（☎053-457-6446・
FAX053-457-6447）

講師は、宮崎大学教育学部准教授の境泉洋さん。
「ひきこもる家族と共に生きる」と題して、家族にで
きる対応のコツをお話しします。
1/21（月）までに電話またはFAX、メール（住所、
氏名、電話番号を明記）で申込（申込順）

どなたでも
家庭用ミシンを使い入園セット（手さげ袋、上履き
12人
入れなど）を作ります。
18,000円
1/28（月）までに電話で申込（申込順・火曜休館日）
（6回分、材料費別）
浜松シティオペラ協会の演奏家が、演奏と解説でオ
どなたでも
ペラの魅力を分かりやすく紹介。初心者でも楽しめ
（未就学児は る入門講座です。
入場不可）
1/8（火）～25（金）にFAX、往復ハガキ
250人
（〒430-8533浜松市中区中央2-1-1）
入場無料
または、ホームページ オペラ県民講座 検索
で申込（申込順）

天浜路ヘルシーウォーク ①2/2（土）桜木駅→袋井駅
天竜浜名湖鉄道㈱営業部 ②3/5（火）～11（月）
西掛川駅→掛川駅
（☎053-925-2276）
スタート受付8：30～11：00
生涯学習協働推進課
ゴール受付11：00～15：00
（☎21-1129）

どなたでも
参加無料

①「可睡斎ひなまつりとふくろいまちじゅうひなま
つり♪」②「掛川桜の逆川沿いを巡る」
（常設コース）
スタート駅でコースマップを配布。受付時間内に随
時スタートし、ゴールしてください。このほかにも、
さまざまなコースをご用意しています。
直接会場へ

要約筆記入門講座
福祉課
（☎21-1215）

要約筆記に関
心のある方
10人
受講無料

難聴者の体験発表や聴覚障がいの基礎知識、筆談、
要約筆記の基礎などを勉強します。
持ち物 筆記用具
1/28（月）までに電話で申込（申込順）

2/4（月）13：00～16：00
あいり～な（掛川）

①2/6（水）9：10～13：00 ①一般16人
市民向け講座
①フランスママの家庭料理 ②2/9・16・23の土曜日 ・1,200円
①1/8（火）～2/3（日）②1/8（火）～27（日）まで
②一般15人
②初めてのクラフトバンド 9：30～11：30
に、電話または来館で申込（申込順・月曜休館日）
千浜農村環境改善センター ①②千浜農村環境改善センター ・2,100円
（受講料、教材費）
（千浜）
（☎72-5028）

★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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ワールドクッキング
NPO法人掛川国際交流 2/9（土）10：00～14：00
センター（☎・FAX24-5595） 生涯学習センター（御所原）
kic@kakegawa-life.com
ならここそば打ち体験
ならここキャンプ場
（☎25-2055）

どなたでも
20人
大人500円
小中学生300円

一般10人
2/10（日）
1,000円
10：00～13：00
ならここキャンプ場（居尻） （材料費）

伝言板

司法書士「相続セミナー」
「相談会」
県司法書士会掛川支部
・花田（☎62-4330）

とき・ところ
2/16（土）
13：00～14:00セミナー
14：00～16:00相談会
掛川商工会議所（掛川）

スペイン出身の先生から、スペインオムレツなどの
家庭料理を教わり、楽しく国際交流しましょう。
持ち物 エプロン、ふきん2枚、持ち帰り用容器
1/7（月）～電話（平日9：00～16：00）またはFAX、
メールで申込（申込順）
本格的なそばを打ってみませんか。そばは持ち帰れ
ます。くずそばの試食もあります。
電話で申込（申込順）

対象・参加料
どなたでも
参加無料

Kakegawaシティコーラス 3/21（木・祝）13：30～
どなたでも
第2回演奏会
（13：00開場）
一般1,500円
渡邊（☎090-1095-8896） 生涯学習センター（御所原） 高校生以下500円

KOHO KAKEGAWA 2019.1

内容・申込方法など
相続の仕組みや遺言書に関するセミナー
と、司法書士が相続などに関するさまざま
な相談にお答えする相談会。
直接会場へ
ヘンデル作曲「メサイア」をオーケストラの
演奏とともに歌い上げます。
生涯学習センター、シオーネ、美感ホール
でチケットを購入

事業名

とき・ところ

対象・参加料

オリーブ健康講演会
2/11（月・祝）
どなたでも
農林課
13：30～15：00（13：00開場） 200人
（☎21-1147・FAX21-1212）
徳育保健センター（御所原） 参加無料
norin@city.kakegawa.shizuoka.jp
環境学習inNECプラット
フォームズ
2/16（土）9：00～12：00
環境政策課
NECプラットフォームズ
（☎21-1218・FAX21-1164）（下俣）
kankyo@city.kakegawa.shizuoka.jp

ドローンを使った工場見学や太陽光で動く模型づく
小学生と保護
り、
クイズによる環境学習を行います。
者20組
2/8（金）までに電話またはFAX、メールで申込
参加無料
（申込順）

コミュニティ・フォーラム2019
どなたでも
県コミュニティづくり 2/16（土）10：00～15：00
350人
推進協議会
文化会館シオーネ（大坂）
参加無料
（☎054-251-3585）
ビジネスチャンス相談
産業労働政策課
（☎21-1125）

2/16（土）9：30～16：30
中央図書館（掛川）

内容・申込方法など
講師はオリーヴァ内科クリニック院長の横山淳一さ
ん。オリーブオイルに秘められた力を知って、使っ
て、健康になりましょう。
1/30（水）までに電話またはFAX、メールで申込
（申込順）

市内在住・在勤
（在学）の方4人
相談無料

「世界一受けたい授業」などに出演している河合敦
さんの講演「江戸時代の豪商や庶民から学ぶ地域
活性化」と、住みよい地域を目指して活動するみな
さんのパネルディスカッション。申込方法など、詳し
くはお問い合わせください。
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）

2/16（土）10：00～12：00 どなたでも
医療市民講座
200人
中東遠総合医療センター 袋井市総合センター
4階大会議室（袋井市） 参加無料
（☎21-5555）

①「脳卒中の予防と治療について」②「難治・進行消
化器がんへの挑戦」③「皆さまの健康づくりのお手
伝い～あなたに合った人間ドック～」
※当日は、がん相談支援センターの紹介もします。
直接会場へ（先着順）

2/16（土）10：00～11：20
地域販売会
どなたでも
県立掛川特別支援学校 県立掛川特別支援学校
入場無料
（杉谷南）
（☎29-6791）

木工や陶芸、革、紙、縫製の作業製品、農作物などの
販売。製品が無くなり次第、販売会は終了します。
直接会場へ

健康セミナー
2/23（土）13：30～15：00
一般100人
「あなたの乳房は大丈夫?」
東京女子医大大東キャンパス
吉岡彌生記念館
300円
（下土方）
（☎74-5566・FAX74-4841）

乳腺・内分泌・小児外科教授の神尾孝子さんが、乳が
んの正しい知識をお話しします。
電話またはFAX（氏名・住所・電話番号・講座名を
明記）で申込（申込順）

看護職のみんな集まれ!
ナースのお仕事フェア
県ナースセンター
（☎054-202-1761）

2/23（土）14：00～16：00 看護師免許を 看護の仕事をしていない方、転職を考えている方、
東海アクシス看護専門学校 お持ちの方、 地域の医療機関を知りたい方、担当者が説明します。
（袋井市）
看護学生など
直接会場へ

今から始める家計学講座
2/23（土）14：00～16：00 一般30人
大須賀中央公民館
大須賀中央公民館（西大渕） 受講無料
（☎48-1012・FAX48-2024）
食育講演会
「食卓が生まれ変わる!
2/26（火）10：00～11：30
盛り付けセンスアップ」
（受付9：30～）
健康づくり課
徳育保健センター（御所原）
（☎23-8111・FAX23-9555）
tokuiku@city.kakegawa.shizuoka.jp

一般、健康づ
くり食生活推
進員100人
受講無料

税金控除と社会保障のお話しです。
持ち物 筆記用具、飲み物
2/16（土）までに電話またはFAX、来館で申込
（申込順・月曜休館日）
講師は浜松調理菓子専門学校副校長の神谷紀代美
さん。おいしそうに盛りつけるコツやマナー、災害
時に応用できるパッククッキングを紹介（実演）します。
電話またはFAX、メール（住所、氏名、電話番号を
明記）で申込（申込順）

健康づくり応援セミナー
「“がん"になんか負けな
3/2（土）13：30～15：00
一般100人
い!～最近のがん医療と
東京女子医大大東キャンパス
300円
がん予防の10か条～」
（下土方）
吉岡彌生記念館
（☎74-5566・FAX74-4841）

「がん」は「生活習慣病」ともいわれています。中東
遠総合医療センターがん化学療法看護認定看護師
の岡田みどりさんが、最近のがん医療や予防法など
から、がんに負けない体づくりをお話しします。
電話またはFAX（氏名・住所・電話番号・講座名を
明記）で申込（申込順）

第14回いきわくジュニア
3/3（日）14：00～
ブラスバンドクラブ
どなたでも
（13：30開場）
「修了演奏会」
入場無料
大須賀中央公民館（西大渕）
大須賀中央公民館
（☎48-1012）

小学生が1年間練習した、ブラスバンドの成果を発
表します。
直接会場へ

見え方が気になる
随時開催
乳幼児から大人の相談
浜松視覚特別支援学校
浜松視覚特別支援学校
（浜松市中区）
（☎053-436-1261）

見え方が気に
なる方ならど
なたでも
相談無料

眼疾患のあるお子さんの子育てや、病気によって見
え方や目の状態、学習や生活などに心配事がある方
の相談に応じます。お気軽にご相談ください。
電話で申込
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掛川市非常勤職員
（介護認定調査員）募集

健康長寿課（☎21-1142）

募集人員 若干名
応募資格 介護支援専門員、看護師、
介護福祉士などの介護認定調査員
の基礎資格を有する方、運転免許
証のある方
勤務場所 市役所1階健康長寿課
勤務内容 要介護認定の度合いを判
定するために、申請者の自宅や施設
などを訪問し、心身の状態を調査し
ます。
雇用期間 4月1日～翌年の3月31日
（次年度更新あり）
勤務時間 平日午前9時～午後4時
（昼休み1時間）
賃金 時給1,000円～または月給13
万3,700円～（どちらも基礎資格に
よる）、通勤手当、期末手当、有給休
暇あり（服務、勤務時間、休暇など
による）
応募方法 履歴書と資格証明書、運
転免許証の写しを健康長寿課へ直
接提出で応募。後日、面接日を設定
します。

放送大学4月生募集

放送大学浜松サテライトスペース
（☎053-453-3303）

★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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放送大学はテレビ放送やインター
ネットなどを通じて学ぶ通信制の大学
で、心理学や福祉、経済、歴史、文学、
自然科学など幅広い分野を学べます。
応募方法 電話などで資料請求のうえ、
3月17日（日）までに応募

1月10日（木）は110番の日
110番は緊急専用電話です

掛川警察署（☎22-0110）
県警ふれあい相談室（☎054-254-9110）

県下では、毎日約600件の110番通
報が寄せられています。そのうち、約
4分の1は緊急を要さない相談や照会
などの電話です。緊急性のない相談
や要望などは近くの交番や駐在所、
掛川警察署や県警ふれあい相談室へ
お問い合わせください。

国民健康保険税第7期の
納期限は2月5日（火）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～

1（火・年始）
2（水・年始）
3（木・年始）
5（土）
6（日）
12（土）
13（日）
14（月・祝）
19（土）
20（日）
26（土）
27（日）
2/ 2（土）
3（日）

北

部（掛川区域）
（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
（有）
諸星配管
（株）
トダックス
（有）
松井管工
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掛川警察署（☎22-0110）

原谷駐在所の業務は建て替え工事
に伴い、工事期間中の夏ごろまで西部
交番が代行します。ご迷惑をおかけし
ますが、よろしくお願いします。

困ったら民事調停の活用を
静岡簡易裁判所受付係
（☎054-251-1362）

「敷金が戻ってこない」
「バイト代を
払ってもらえない」など、毎日のちょっ
とした困りごとの解決手段として「民
事調停」という手続きがあります。
民事調停には5つの特徴がありま
す。①手続きが簡単②費用が安い③
解決が早い④秘密が守られる⑤判決
と同じ効果
調停が成立した内容は、強制執行が
できる場合もあります。

えっ!こんなことで火事に?
「酸化熱による自然発火」に気をつけましょう
消防本部予防課（☎21-6104）

天ぷらなどの揚げかすをごみ箱に捨てたところ、12時間ほど経ってから発火す
る火災が市内で発生しました。
油が酸素と結合して酸化反応を起こし微量の熱が発生、そのまま放置したため
次第に高温となって出火しました。これを「酸化熱による自然発火」といいます。
生活する中で酸化熱は起こりやすいので、十分注意してください。
「酸化熱による自然発火」を予防するには
①油が染みこんだ紙や布を捨てるときは、水を十分染みこませる。
②油かすは酸素を遮断するため、密閉容器に入れ十分冷却させる。
③油が染みこんだ衣類などは、洗濯しても繊維のすき間に油が残ることがある
ので、乾燥機を使わず自然乾燥させる。

宅地内の水道修理の連絡先（土・日・祝日）1/1～2/3
1/

原谷駐在所建て替え
西部交番が業務を代行

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

問水道課（☎27-0711）
※宅地内の水道修理は有料です。※1/15（火）以降は（☎21-1717）

1/

1（火・年始）
2（水・年始）
3（木・年始）
5（土）
6（日）
12（土）
13（日）
14（月・祝）
19（土）
20（日）
26（土）
27（日）
2/ 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）
（☎74-2445）
北端工務店
（有）
（☎090-5118-3125）
三久配管
（有）
（☎24-3322）
（株）
シンワ設備

学校給食配膳員募集

シティプロモーション課（☎21-1123）

富士見台霊園墓所使用者募集
募集区画 12区画
永 代 使 用 料 3 0 万 円（ 別 途 清 掃 料
2,590円/年）
抽選日 2月19日（火）
受付 午後1時30分～2時（時間厳守）
抽選場所 市役所4階会議室1
応募期間 1月21日（月）～2月8日（金）
応募資格 ①～⑥の条件をすべて満
たす方
①市内に住所を有する方②祖先の
祭事を主宰すべき方③墓所の管理
を確実に行うことができる方④富
士見台霊園にお墓を有していない
方⑤現に配偶者または3親等以内
の親族の焼骨を有する方⑥1年以
内に焼骨の埋蔵または碑石の設置
をする見込みがある方
必要書類 掛川市富士見台霊園募集
申込書、申請者の免許証コピー、申
請者と死亡者との関係が分かる戸
籍謄本および家系図、火葬許可証
コピー（埋蔵されていない場合）、
収蔵証明書または埋蔵証明書（既
に埋蔵している場合）
応募方法 本人または代理人（含委
任状）が、必要書類をそろえ応募期
間中に直接窓口へ提出

スポーツ振興課（☎21-1159）

さんりー な で 行 わ れ る大 会 の サ
ポートボランティアを募集します。
期間 2月16日（土）～17日（日）の
都合の良い日
内容 会場や駐車場の整理など
応募方法 1月11日（金）までに電話
で連絡後、申込書を提出して応募

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30年12月13日現在の申出額

区分

件数

金額
（円）

個人

285

7,903,740

法人

456

229,471,627

団体

302

11,189,947

合計

1,043

248,565,314

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。

福祉課（☎21-1140）

家庭に眠っている食料を寄付する
運動です。食料は、行政や社会福祉協
議会などを通じて食べる物がなく困っ
ている方へお渡しするフードバンク活
動に提供されます。
実施期間 1月4日（金）～31日（木）
回収場所 市役所、支所、市社会福祉
協議会（あいり～な内）
対象食料 缶詰、レトルトやインスタ
ント食品、即席めんなど、常温保存
ができ、賞味期限が2か月以上ある
未開封のもの（酒類、保存水、栄養
剤、美容食品、介護用流動食は不
可）
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1
-125）

環境政策課（☎21-1145）

第10回都道府県対抗
トランポリン競技選手権大会
市民サポーター募集

家庭に眠る食料寄付運動
「フードドライブ」実施

㈯ 午前9時〜正午 問 実行委員会（☎

かっ ぷ

※葛布製品をプレゼントします。

採用予定人員 若干名
雇用期間 4月1日～翌年の3月31日
勤務日 学校給食実施日
（年間186日程度）
勤務時間 午前9時30分～午後3時
の間の4時間30分
（休憩45分、実働3時間45分）
勤務場所 市内小学校
勤務内容 給食配膳業務
基本賃金 時給890円
1
応募方法 1月7日（月）～18日（金）
までに電話で応募。後日、面接を実 19
施します。
（応募多数のときは、期間
満了前に締め切る場合があります。）

／

多くの歴史資産や暮らしやすい環境だけでなく、掛川市には古くから根づいた
「生涯学習のまち」
「報徳の精神が根づくまち」
「市民協働によるまち」など、大切
にしてきた経過があります。
「あなたの夢、描いたつづきは掛川で。」のブランドメッセージとともに、魅力を
発信するあなたの「掛川物語」を募集します。
掛川というまちへの思いや印象を聞かせてください。
募集するあなたの「掛川物語」
①掛川に移住したあなたの「掛川物語」
②掛川に生まれ掛川に住むあなたの「掛川物語」
③掛川で育ち今は別のまちに住むあなたの「掛川物語」
④掛川を旅して心に残ったあなたの「掛川物語」
応募作品 タイトルは「わたしの掛川物語」
200字～4,000字以内
応募資格 掛川に住んでいる方、または住んでいた方、市内を旅したことがある
方など、掛川を知る方なら誰でも結構です。あなただけが知るあなただけの
「掛川物語」を教えてください。
応募方法 1月31日（木）
（当日消印有効）までに、住所、氏名、年齢、電話番号を
掛川物語 検索
詳しくは
明記して郵送またはメールで応募
※匿名希望がない場合は、実名で発表します。
結果発表 優秀作品は、市ホームページ内「掛川物語」で発表します。最優秀賞
1点、入賞5点。応募作品は、市ホームページ、ポスターなどに使用し多くの方に
読んでいただく予定です。

さかがわ学校給食センター
（☎25-6777）

今月のけっトラ市（100回記念）

あなたの「掛川物語」を募集

ふくしあ健康相談
高齢者交通安全相談（2月）
●東部ふくしあ（☎61-2900）
2/20（水）

9：30～11：30

●中部ふくしあ（☎28-9713）
2/13（水）
9：30～11：30
●西部ふくしあ（☎29-5977）
桜木ホール
2/ 5（火）

9：30～11：30

●大東ふくしあ（☎72-1116）
2/ 6（水）

9：30～11：30

●大須賀ふくしあ（☎48-1007）
2/ 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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～受けてください、命を守るがん検診～

平成31年度がん検診などの申し込み受け付けを開始します
健康づくり課（☎23-8111）

少ない自己負担金で各種検診を受診できます。がんは早期の段階では自覚症状がないため、定期的な受診
が大切です。1年に1回、検診を受けましょう。
対象 掛川市に住民登録があり、ほかで受診の機会のない方
※現在治療中の方、ご自身や配偶者の勤務先、学校、人間ドックなどで受診される方は対象から除きます。
●平成30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30年度（乳がん検診は平成29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

検査内容

対象（平成31年4月1日現在） 自己負担金

実施時期（予定）

肺がん・結核
胃がん

胸部エックス線検査
40歳以上の男女
胃部エックス線検査（バリウム検査） 37歳以上の男女

100円
1,100円

6～11月

前立腺がん

血液検査

1,000円

7～11月

けい

子宮頸がん

乳がん

50歳以上の男性

21歳以上の女性
1,200円
20歳の女性
無
料
（無料クーポン券6月送付）
※検診会場：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）

内診･細胞診

マンモグラフィ

41歳以上の女性
（2年に1回）

1,300円

5～12月

40歳の女性
無
料
（無料クーポン券6月送付）
※検診会場：中東遠総合医療センターまたは検診車（申込時に選択）

●以下の検診を希望する方は、申し込みが必要です（大腸がん検診を除く）。
検診名

検査内容

血液検査
（B・C型肝炎ウイ
肝炎ウイルス
ルスの感染を調
べます）

対象（平成31年4月1日現在） 自己負担金
39～70歳の男女で
これまで一度も検査をして
いない方
40、45、50、55、60、65、70歳

500円
無

料

実施時期など
（予定）
7～11月
・掛川医療センター
・大東支所
・大須賀支所

骨粗しょう症

手首レントゲンに
よる骨密度測定

50、55、
60歳の女性

1,000円

8～11月
※掛川医療センター

歯周疾患

歯周病など、口の
中のチェック

40、50、60、70歳の男女

1,000円

7～10月
※市内指定歯科医院

大腸がん

便潜血検査
（2日分の便を
採って提出）

40歳以上の男女

410円

6～11月
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

・75歳以上（平成31年4月1日現在）の方は検診料が無料です（大腸がん検診を除く）。
・生活保護世帯の方の検診料は無料ですが、別途申請書の提出が必要です。受診前にご連絡ください。
＜申込方法＞
次の1～3のいずれかでお申し込みください。申込期限：7月31日（水）
1 徳育保健センター、大東支所または大須賀支所へ来所
2 電話または、市ホームページ「電子申請」から
二次元コード
※右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）。
3 希望する検診名（子宮頸がん、乳がん検診は検診会場も）、住所、氏名、性別、生年月日、電話番号を
ハガキに記入して郵送（〒436-0068 御所原9-28 健康づくり課宛）
※検診会場および日時は、申し込みをされた方に別途ご案内します。
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②

③

①

⑤

11/27 両陛下が15年ぶりに掛川へ
「ねむの木学園」をご訪問

大勢の市民が掛川駅や沿道で温かいお出迎え

天皇、皇后両陛下が私的旅行で掛川市を訪問され
ました。今年で創立50周年を迎えた障がい者支援
施設「ねむの木学園」を訪れた両陛下は、親交のあ
る宮城まり子園長の案内を受けながら、園内の美術
館で絵画を鑑賞されました。美術館前広場では、園
生らがダンスを披露。両陛下は手拍子をするなど、
園生との交流を楽しまれました。
臨時列車が12時27分、JR掛川駅に到着。駅の
ホームで松井市長と鈴木市議会議長が両陛下をお出

④
①臨時列車でJR掛川駅に到着された天皇、皇后両
陛下 ②歓迎のためJR掛川駅南口には大勢の市民
らが集まる ③宮城まり子園長（右）の案内を受け
ながら美術館で絵画を鑑賞される天皇、皇后両陛下
④子どもと触れ合われる天皇、皇后両陛下 ⑤美術
館前広場でダンスを披露する園生ら

迎えしました。平成31年4月末の退位を控えている
こともあり、両陛下をお迎えしようと、駅周辺や沿
道には大勢の市民らが詰めかけ、国旗を振るなどし
て温かくお迎えをしました。
当初は平成30年7月に予定されていましたが、西
日本豪雨の被災地を案じた両陛下の意向を反映し、
取りやめになっていました。両陛下の掛川入りは、
平成15年の「NEW!!わかふじ国体」以来15年振り
です。
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11/26

浜松国際ピアノコンクール
今田さんが県内初の4位

▲伊村副市長（左）に入賞を報告する今田さん

掛川市出身で、輝くかけがわ応援大使を務
める今田篤さんが市役所を訪れ、第10回浜松
国際ピアノコンクールで県内出身者として初
の本選出場を果たし、4位になったことを、
伊村、浅井両副市長に報告しました。今田さ
んは「掛川からたくさん聴きに来てくれ、力
になった。掛川の実家から通えたことも精神
的に良かった」と大会を振り返りました。

12/13

スポーツ振興に32年
中山さんが文科大臣表彰

▲松井市長（右）に受賞を報告する中山さん

市スポーツ推進委員の中山武弘さんが、同
委員功労者として文部科学大臣表彰を受賞。
松井市長に報告しました。昭和61年から地域
スポーツの振興や指導に尽力。優れた指導力
や、委員の資質向上への取り組みなどが高く
評価されました。中山さんは「先輩や仲間、
家族のおかげ。体の続く限り、市民の健康寿
命を伸ばす活動をしたい」と話しました。
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ふき

いし

古墳に使う葺石
小学生が運搬作業を体験

11/20

▲古墳で市職員（左から3番目）から葺石の説明を受ける子どもたち

和田岡小学校5・6年生56人が、国指定史跡
の吉岡大塚古墳の復元に使う葺石を、原野谷
川で採取し運搬する作業を体験しました。
子どもらは、河川敷で採った約20㌢四方の
石2つを自分の小型リュックに詰めて、約1.5
㎞の道のりを徒歩で運搬。作業終了後、市職
員の説明を聞きながら葺石に触って、当時に
思いをはせていました。

郷土の誇りたすきでつなぐ
市町対抗駅伝市の部20位

12/1

▲県庁前をスタートする選手たち（掛川市は左から3番目）

県庁前から草薙陸上競技場までの42.195㌔
を12区間でつなぐ「第19回静岡県市町対抗
駅伝競走大会」が行われ、掛川市選手団が力
たく ごう

走しました。2区の城北小学校6年、平尾拓煌

さんが区間1位（新記録）、9区の同校6年、
てん

き

鈴木天喜さんが区間3位とチームをけん引。
ほかにも3人の選手が区間10位以内に入るな
ど健闘し、市の部20位でゴールしました。

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。

市内初!電動RCカー世界チャンピオン

松浦健太さん

月にツインメッセ

カーは生活の一部」と目を輝か

「ラジオコントロール（RC）
いたときには触ることが習慣に

のころ。父親の影響で、物心つ

RCカーとの出会いは幼稚園

せるのは、

2018電動RCカーワールド
るほど上手くなる。セッティン

自分で操縦でき、練習すればす

なっていました。「RCカーは

チャンピオン決定戦」GTクラ
グを変えることで自分の思い通

スで、

いた松浦健太さん。日本国内

ヨーロッパなど各エリアの予選

と地域、アメリカ、カナダ、
標レベルの半分を超えたくら

在も「まだまだ知識が浅く、目

世界チャンピオンとなった現

ります。

大会を勝ち抜いた代表選手が集

い」と松浦さん。スピードを

を見逃さず、一気に抜き去り1

シンガポール選手の一瞬のミス

んは、決勝1本目で首位を走る

予選を2位で通過した松浦さ

し、これからもずっと続けた

励んでいます。「常に上を目指

サーキット（淡陽）での練習に

を磨くため、毎週、タミヤ掛川

スを走らせる高度なテクニック

保ったまま曲がりくねったコー

位でゴール。2本目は2位でし

い」と話す松浦さんの、飽くな

初の快挙を達成しました。

う、世界最高峰のレースで市内

大会に加え、アジアの9つの国

りに走らせられる」と魅力を語

歳の若さで世界一に輝

静岡で行われた「タミヤフェア

11

たが、ポイントの合計得点で優

世 界大会を共に戦った相棒のマシン
を披露する松浦さん。「RCカー

をやらない人にも楽しさや、市内に世界
トップレベルのサーキット場があること
を知ってほしい」と笑顔を見せました。

グリフィスフーズ静岡工場は、

創業1978年。主に揚げ物の衣

や、ス パ イ ス と 調 味 料 を ブ レ ン ド し

てスナック菓子の味付けに使う

シーズニングと呼ばれるパウダー

を製造しています。「社員は家族

のように行動し、働く環境をすば

らしいものに」を目標に日々明る

い 職 場 づ く り を 実 践 し て い ま す。

アメリカシカゴの本社は、19

19年設立。世界中に工場などを

展開していて、日本では静岡工場

のほか、東京に本部を構えます。

「食の安心安全は、常により高

い水準を目指していきたい」そう

人をまとめます。

話すのは菅貴光工場長。同工場の

従業員

なる歩みを進めていきます。

ともに、今後も静岡工場は、さら

年。ビジネスパートナーや地域と

本社100年の節目となる今

組んでいます。

を向上させる環境づくりにも取り

に原料を買ったりして、生活の質

と協力して、契約農家から継続的

家庭に提供したり、製造メーカー

プミックスを生活に困窮している

同社で製造したパンケーキやスー

います。フードバンクを通して、

社会貢献活動も積極的に行って

36

15

17

勝が決まりました。

き挑戦は続きます。

米国本社は創業100年目
ビジネスパートナーや地域とともに歩む

▲会社のことをていねいに教えてくれました

（掛川工業高校機械科3年）

44

きんじろうくん

大須賀第三地区

グリフィスフーズ㈱ 静岡工場

22

さらなる活躍を願って
トークイベント ”翔タイム “
いわて奥州からエール
月4日、市文化

本市出身の米大リーグエンゼルス大谷翔平

選手を応援するイベントが
しました。

会館で開かれ、市内外から約400人が来場

とおる

基調講演では、花巻東高校時代から大谷選
手を追うスポーツライターの佐々木亨さんが
「大谷翔平選手の生き方にふれて〜岩手で育
まれた思考力と感性〜」と題して、両親の子
育てや高校での練習の様子などを紹介。
引き続き行われたパネルディスカッション
では、「大谷翔平選手ふるさと応援団」顧問
の立花公夫さんらが「地元の野球大会に出場
したときは3番サードだった。彼が投げると
受けられる子どもがおらず内野手だった」と
いった子どものころのエピソードを披露。
人々を引き付けてやまない大谷選手の魅力が
語られ、来場者は興味深く聞き入りました。
最後は全員で記念撮影し、来季以降の活躍を

昔は豚のぼうこうを膨らま

ラグビーボールってなぜ「だ円形」?

せ、それに皮を貼り合わせて
ボールを作っていました。適
度な弾力があってボールに最
適な素材だった豚のぼうこう
は、空気を入れて膨らませる
と形がだ円形だったのです。
その後、持ちやすく投げやす
時に予想外の方向に弾むだ

いように改良されました。
円球が勝敗の行方を左右する
こともあり、ままならぬ人生
気まぐれなだ円球が、ラグビー

に例えられることも。そんな
の魅力をいっそう深めている
ことは間違いないでしょう。
なぜ得点することを「トライ」っ
て言うの?
ラグビーでは、ボールを
持ったまま相手サイドのゴー
ルラインを割り、地面に接地
すると「トライ」として得点
が与えられます。現在のルー
ルでは、トライをすると5点
しかし、ルールが制定され

の得点が加算されます。
た当時はトライをしても得点
への「挑戦権」が与え
られるだけでした。こ
のことから「トライ」
と名付けられるように
なりました。

献血

福祉課（☎21-1140）
と き 1/15（火）、2/19（火）9：15～16：00
ところ 市役所北側駐車場

・

精神保健福祉総合相談

月

ごみの休日受け入れ

と

環境資源ギャラリー（☎23-2273）
き 1/12（土）
・27（日）、2/9（土）
・24（日）
9：00～11：30

新年明けましておめでとうご
ざいます。
今回掲載した天皇、皇后両陛
下の「ねむの木学園」ご訪問を
取材させていただきました。緊
張の中での撮影となりました
が、掛川にお越しになられたこ
の日は私の誕生日。忘れられな
い１日と写真になりました。
今年もみなさんが忘れられな
くなるような広報紙をお届けで
きるよう、広報取材班一同、市
内各所を駆け回り、取材に努め
（湯）
てまいります。
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世帯数

女

男

■市の人口（12月1日現在） 人数世帯数（前月からの増減）

西部健康福祉センター掛川支所（☎22-3263）
と き 1/18（金）、2/26（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）

2

※使用している薬（外用薬を含む）の名前を伺います。

1

-

11

二次元コード
携帯電話webサイト
「モバイル掛川」

59,069人（－58） 58,018人（－25 ） 44,861（＋ 3）
57,036人（－59） 56,599人（－32） 42,712（＋ 2）
2,033人（＋ 1）
2,219人（＋ 7）
2,149（＋ 1）

117,887人（－83）
113,635人（－91）
4,252人（＋ 8）

住民基本台帳人口
日本人
外国人

は加算されず、ゴールキック

TM©RWCL2015

願ってエールを送りました。
▲身近に知るパネリストがエピソードを披露

みち のく魅 力 発 信
つ な げ る・つ な が る

Oshu

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262日
TM

ラグビー豆知識

問スポーツ振興課（☎21-1159）

広報 かけがわ

運動型健康増進施設

フィットネスクラブ

効果的な運動習慣
はじめませんか？

広告

1月

平成31年
（2019）

発行 掛川市役所（〒436-8650 掛川市長谷一丁目1番地の1）
編集 シティプロモーション課広報広聴係
（☎0537-21-1123・FAX0537-21-1167）

「広報かけがわ（音声版）」をご希望の方は、お問い合わせください。

※資源リサイクル推進のためグリーン購入法適合再生紙を利用しています。
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いつでも見学OK!
フィットネスクラブ
静岡県掛川市大池 958-2 掛川スイミングスクール隣

TEL.0537-24-7380

営業時間
休 館 日

平
日 ／AM9:30~PM11:00
土 曜 日 ／AM10:00~PM9:00
日曜・祝日 ／AM10:00~PM6:00
毎月末日休館

詳しくは

K-FIT

検索

http://www.kss-k-fit.co.jp

AED

自動体外式除細動器

設置しています

