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平成最後の掛川大祭りで復活
24年ぶり「西町の大名行列」
10月7・8日 お祭り広場
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■歳入の特徴
① 市税収入が、景気回復などによ
り 前 年 度 か ら４ 億４ ９ ３ ９ 万 円 増
加したこと。
② 地方交付税が、普通地方交付税
合併算定替えの縮減による影響な
ど に よ り 前 年 度 か ら４ ２ ８ ９ 万 円
減少したこと。
③ 寄附金が、ふるさと納税の推進
な ど に よ り 前 年 度 か ら１ 億１ ５ ６
２万円増加したこと。
④ 市債が、合併推進道路整備や中
央小校舎など義務教育施設整備の
事 業 費 増 の た め 、 前 年 度 か ら４ 億
７５８０万円増加したこと。

歳入のおよそ半分は、みなさんか
ら納めていただいた市税で賄われて
い ま す 。 し か し 、 そ の 市 税 も９ 年 前
の平成 年度と比較すると世界同時
不況や税制改正の影響などにより約
億円減少している状況です。
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4億5,844万円増）
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平成 年度一般会計・特別会
計・水道事業会計の決算がま
と ま り 、 ９月 の 市 議 会 定 例 会
で認定されましたので、お知

（前年度比

らせします。
問 財政課（☎ １-１９７）

一般会計歳入額 474億2,092万円

歳 入

を報告します
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納めていただいた
市税を一人当たりに換算すると179,193円
国庫支出金（11.2％）
53億2,501万円
市税（44.4％）
210億7,400万円

市債（10.0％）
47億3,300万円

依存
財源
41.8％

地方交付税（7.3％）
34億4,923万円

自主
財源
58.2％

歳入

県支出金（6.2％）
29億5,977万円

その他（6.0％）
28億1,719万円
その他（1.7％）
7億8,668万円
繰入金（1.9％） 使用料、負担金など
8億8,256万円 （2.4％）
11億4,301万円

400
350

51.0
60.7

469.6

474.2

100

その他依存財源

34.9

地方交付税

42.6

47.3

市債

85.6

82.9

国・県支出金

58.8

56.6

その他自主財源

72,131円

14,026円

市たばこ税

軽自動車税

入湯税

6,053円

3,035円

249円

繰入金

都市計画税は、街路、下水道、区画整理などの都
市計画事業に要する費用に充てるために課税される
目的税です。平成29年度は、前述の都市計画事業を
はじめ、都市計画事業のために借り入れた地方債の
償還に充てられました。

都市計画事業費等合計 27億20万円

230.2

206.2

210.7

市税
H20と比べて
19.5億円減

H20

H28

H29

〈歳入の推移〉

都市計画事業の
地方債償還
17億1,020万円

都市計画税
16億4,959万円

国庫（県）支出金
2億2,701万円
一般財源
1億5,614万円

50
0

諸収入（5.3％）
25億2,056万円
繰越金（2.5％）
12億875万円

34.5

200
150

83,699円

都市計画
事業費等

250

16.4
32.6

都市計画税

右記の
財源内訳

300

425.6

市民税

都市計画税が使われた
事業と財源内訳紹介

地方譲与税（1.1％）
5億2,116万円

（億円）
450

固定資産税

街路
3,540万円

地方債
4億9,270万円

負担金その他
1億7,476万円

下水道
6億5,165万円

その他
2億8,505万円

公園
1,790万円
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一般会計歳出額 461億5,079万円
（前年度比

■歳出の特徴
① 健康・子育て日本一のまちづく
りの実現のため、保育園にかかる
経費として 億５８８ 万円を支
出。多様な保育ニーズに対応する
ため、障がい児保育や延長保育、
一時預かりなどの保育サービスの
充実に努めたこと。
② 教育環境の充実と整備のため、
小学校施設整備にかかる経費とし
て３ 億７９５４ 万円、安全・安心
な学校給食の提供を目指し、学校
給 食 施 設 整 備 費 と し て 億９ ０ ９
４万円を支出したこと。
③ 掛川にしごとをつくり安心して
働けるようにするため、企業誘致
対 策 事 業 と し て４ 億 ２ ６ ６ ８ 万 円
を支出。また、農業者の所得安定
と新規参入者の増加を目指し、農
林 業 振 興 事 業 と し て 億１ ６ ８ ４
万円を支出したこと。

このほか、かけがわ茶エンナーレ
では多彩なプログラムを展開するこ
とにより、市民や来場者のみなさん
にアート作品や地域資源の魅力を改
めて感じていただき、掛川のすばら
しさを全国に発信することができま
した。
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■民生費《子育て支援や高齢者福祉などに》
保育園にかかる経費
24億 588万円
児童手当
20億5,716万円
高齢者福祉事業
5億 256万円
放課後児童健全育成事業
2億1,576万円
■教育費《学校施設の建設費や学校教育などに》
学校給食施設整備費
10億9,094万円
学校給食運営費
11億3,908万円
小学校の施設整備にかかる経費
3億7,954万円
幼稚園にかかる経費
12億8,093万円

消防費（3.0％）
13億7,836万円

土木費（9.2％）
42億3,486万円
衛生費（10.7％）
49億4,209万円

■土木費《道路や橋などの建設費に》
道路新設改良事業
12億1,407万円
河川整備事業
1億7,748万円
海岸防災林強化事業
1億3,744万円
■衛生費《健康づくりやごみ処理、公衆衛生費に》
ごみ処理にかかる経費
12億 926万円
中東遠総合医療センター支援事業
10億2,451万円
子ども医療助成事業
3億9,903万円
52億1,003万円

■消防費《消防・救急や地震・津波対策に》
地震・津波対策事業
1億5,555万円
消防団活動事業
1億8,986万円
■農林水産業費ほか《農業や商工労働、議会に》
農林業振興事業
13億1,684万円
企業誘致対策事業
4億2,668万円
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民生費（28.7％）
132億5,123万円

歳出
（目的別）
教育費（16.3％）
75億4,514万円

公債費（11.3％）
52億1,003万円

■総務費《自治区振興や市役所経費などに》
地域協働環境整備費
3億7,035万円
公共交通対策事業（天浜線、バス）
2億 183万円
地籍調査費
8,741万円
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H20と比べて増加
H20
H29
87.7億円→132.5億円
（44.8億円増）

労働費ほか（9.3％）
43億18万円

◇平成29年度における主な事業

■公債費《借入金の返済に》
償還金

3億9,705万円増）

歳 出

決算

平成29年度一般会計

総務費（11.5％）
52億8,890万円

〈歳出（性質別※）の推移〉

※市の経費を、経済的性質を基準として分割したもの

（億円）
450

457.5

400
350

131.6

300
250
200

40.8
63.2

150

63.0

100

72.7

50
0

461.5

412.9

41.6
H20

149.2

151.5

37.9

39.5

52.4

52.1

61.3

65.4

76.9

71.5

79.8

81.5

H28

H29

その他

繰出金
公債費
人件費
普通建設事業費
扶助費

H20と比べて
39.9億円増

一

国

般

民

健

会

計

康

保

険

特別会計

公

共

護

用

保

地

取

歳出

474億2,092万円

461億5,079万円

得

易

水

道

公 共 下 水 道 事 業
農 業 集 落 排 水 事 業

資 本 的 収 支

4億9,628万円

計

788億8,157万円

13億9,007万円

94万円

104.5

0万円

94.1

151.2

769億3,217万円

4億8,534万円
239万円

87.1

27億8,305万円

31億1,644万円

1,097万円

96.5

59.2

1,076万円

1,436万円

収 益 的 収 支

合

1億6,512万円

1億6,512万円

1億2,850万円

97.0

2億4,865万円

2億4,865万円

財産区（上西郷、桜木、東山、佐束）
水道
事業

24億2,404万円

24億2,404万円

101.2
97.4

1,914万円

2,153万円

6億 793万円

178.0

1億 650万円

1億 744万円

浄化槽市町村設置推進事業
企業
会計

1億1,654万円

6億 188万円

102.7
105.4

92億5,682万円

93億8,532万円

掛川駅周辺施設管理
簡

11億2,112万円

11億3,209万円

険

歳入－歳出
対前年比（％）
100.9
12億7,013万円

131億3,957万円

137億4,750万円

後期高齢者医療保険
介

歳入

101.4

0万円
0万円

360万円

3億3,339万円

△8億9,379万円

19億4,940万円

※収益的収支=1年間の事業活動に関する水道料などの収入と、受水費や電気料、職員の給与などの支出
※資本的収支=水道施設整備のための企業債や一般会計出資金などの収入と、水道管敷設などの投資的経費や企業債の元金償還金などの支出
※水道事業会計の不足分は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんされています。

財政の健全性を
示す5つの指標

財政良好

①実質赤字比率

H27
なし

H28
なし

H29
なし

対前年度比
-

②連結実質赤字比率

一般会計等と公営事業会計を合わせた全会計での
赤字の比率
H27
H28
H29 対前年度比
なし

なし

なし

③実質公債費比率

④将来負担比率

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債残高の
比率（家計に例えると、借金総額が年収の何倍になる
かを表す。
）
H27
H28
H29 対前年度比
76.8

63.0

健全！

掛川市
なし

11.98%

掛川市の財政は
全ての指標で
健全なんだね。

掛川市
なし

健全！
0%

健全！

0%

健全！

H27

H28

H29

各公営企業
会計なし

各公営企業
会計なし

各公営企業
会計なし

Ⓒ掛川市 きんじろうくん

財政悪化

財政再生基準
20.0%

全ての会計が黒字のため、該当なし

16.98%

30.0%

全ての会計が黒字のため、該当なし

掛川市
9.3%

掛川市
63.0%

△13.8

⑤資金不足比率

各公営企業会計での
事業規模に対する資
金不足額の比率

健全！

早期健全化基準

-

一般会計等の借入返済額の比率
（家計に例えると、1年間のローン返済額が臨時的な
収入を除く年収に占める割合。ローンが家計をどれ
だけ圧迫しているか H27
H28
H29 対前年度比
を示す。
）
△0.6
10.1
9.9
9.3

80.0
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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、平成29年度
決算に基づく健全化判断比率と公営企業の資金不足比率を算出しました。
掛川市は全ての指標において、財政上のイエローカードを示す早期健全化
基準を大きく下回っており、財政状況が健全であることがわかります。

掛川市の財政の健全性
一般会計等での赤字
の比率

市 に は 、 一 般 会 計 の ほ か に 、 の 特 別 会 計 と１
つの企業会計があります。これらを全て合わせる
と 、 歳 入 総 額 は７ ８ ８ 億 ８ １ ５ ７ 万 円 、 歳 出 総 額
は７６９億３２１７万円です。

区分

会計

特別会計など

歳出総額 769億3,217万円

各公営企業
資金不足なし

25.0%

35.0%

新規借入を抑え公債費の抑制に努めました。

350.0%

一般会計の債務の減少や、新病院など一
部事務組合の借入金負担分の減少などに
より、数値が好転しました。
20.0%

全ての公営企業会計において資金不足は
発生していません。

※一般会計等とは、一般会計および公共用地取得特別会計、掛川駅周辺施設管理特別会計の3会計を合算したものです。
※公営事業会計とは、国民健康保険および後期高齢者医療保険、介護保険、簡易水道、公共下水道事業、農業集落排水事業、浄化槽市町村設置推進事業、水道
事業の8会計を合算したものです。

4

29

28

76

活用していることも減少した
要因の一つです。
将来負担額は、平成 年度
に新病院建設により地方債負
担分が大きく増加し、ピーク
に達しましたが、その後は順
調に減少しています。
平成 年度から始まった
「地方公共団体の財政の健全
化に関する法律」の規定によ
る算定以降、最も低い水準と
なりました。

問水道課（☎ ‐0711）

れたことにより、支出
が大幅に削減され、純利
益 は 、 前 年 度 か ら１ 億７ ３ ３
８万円増となりました。
今後は、計上された利益を
管路の耐震化の推進などに有
効活用し、安定給水に向けた
施設更新を行うとともに、水
道事業と下水道事業の組織統
合のメリットを十分発揮し、
安全・安心で良質な水道水の
供給に努めていきます。

27

19

将来負担額

819.0億円

（市民一人あたり 696,399円）

一般会計等地方債残高

459.5億円

債務負担行為に基づく支出予定額

借入金の利息
8,641万円

56.8億円

（幼保園の建設債務など将来支出が予定されているもの）

施設の減価償却費※
8億8,823万円

他会計地方債残高（一般会計等負担分）

収入

支出

水道料金
27億7,306万円

受水費
12億2,630万円

（公共下水道などの特別会計への繰出見込額）

169.3億円

一部事務組合等地方債残高（一般会計等負担分） 64.3億円
（掛川市・袋井市病院企業団などの一部事務組合への負担見込額）

退職手当負担見込額

土地開発公社負担見込額（一般会計等負担分）

（公社の短期借入金や未払金に対する負担見込額）
純利益
3億3,339万円

その他収入
3億4,338万円

負担額からの控除財源

62.1億円

7.0億円

678.6億円

（市民一人あたり 577,016円）

※減価償却費とは、建物や機械などの固定資産の
原価を耐用年数に応じて分割計上した費用

地方債の償還などに充当可能な基金

80.7億円

地方債の償還などに充当可能な歳入

135.5億円

地方債残高に係る普通交付税
基準財政需要額算入見込額

462.4億円

（借入金の返済に充てることができる積立金）

水道料金収入の状況（税抜き）
使用水量は、平成21年度はリーマンショック、平成23年度
は東日本大震災、平成26年度は消費税増税の影響により大き
く減少しています。
（t）
16,000

（億円）
28

（借入金の返済に充てることができる歳入）

（借入金に対して国が地方交付税で措置するもの）

将来負担額の推移

（億円）
1000

使用水量の推移
15,000

27

水道料金収入の推移

14,000

26

24

経営活動に伴う収支の構成割合（税込み）

施設の維持、
送水のための費用
5億8,211万円

将来、負担すべき債務は前年度比 億円の減

31

将来負担額は、８ １９ 億
万円で平成 年度に比べて約
億円減少しました。
これは、一般会計や一部事
務組合の起債の償還が進み、
起債の残高が減少したことや
大井川用水事業の完了に伴
い、債務負担額が確定したこ
とによるもので、５ 年連続の
減少となりました。
また、今後の財政事情を考
慮し積み立てた基金を有効に

水

道事業会計

収益的収入は、水道料金収
入 の 微 減 に よ り 、 億１ ６ ４
４ 万 円 （ 前 年 度 比１ ８０ 万 円
減）となりました。
支 出 は 、 億８３ ０ ５ 万 円
（ 前 年 度 比１ 億７ ５ １ ９ 万 円
減）であったため、平成 年
度 は 、３ 億３ ３ ３ ９ 万 円 （ 税
込み）の純利益となりました。
水 量 の 約９ 割 に あ た る 、 大
井川広域水道企業団からの受
水費の引き下げ改定が実施さ
27

26

950
900

26
850

13,000

5

H20

H21

H22

H23

H24

H25
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H26

H27

H28

H29

25

800

H24

H25

H26

H27

H28

H29

市職員給与

人件費や職員数などの状況を
報告します。 行政課（☎21-1133）

給料の状況

給 与 水 準（ ラス パ イレ ス 指 数 ）
105

H28
100.9

H27
99.5

100

平均給料月額および平均年齢

H29
101.6

H28
99.1

H27
98.7

区

H29
99.1

分

一般行政職

95
90

掛川市

全国市平均

※ラスパイレス指数とは、国家公務員の職員構成を基準として、一般行政職に
ついて学歴別、
経験年数別に平均給料月額を比較したものです。
国を100と
した場合の数値で、
給与水準を表します。

職員数の状況
（各年4月1日現在）

区

職員数（人）

分
議

会

一般行政部門

30年度

29年度

対前年
増減
1

7

7

総

務

173

172

民

生

64

62

税
衛
労

務

44

生
働

商
土

特別行政 公営企業等
部門
会計部門

小

計

下水道
小

総合計

区

分

高校卒
5人

短大卒
1人

分

平成29年度

定年退職
21人

構成比

－3

1級

241

1

8級

0

6級

－2

2級

764

0

大学卒
27人

合

合

幹

長

任
事

主事補
計

区分
長
副市長
教育長
議 長
副議長
議 員
市

計

区

分

6月期

32人

12月期
計

※対象職員：市長部局の一般職員（年途中の採用・退職者、休職者などを除く）
※1 総取得日数を総付与日数（年間）
で割った率（小数点以下四捨五入）

7.8%

56

12.2%

84

18.3%

45

9.8%

54

11.8%

459

100.0%

給料月額（報酬） 期末手当（年間）そのほかの手当
911,000円
734,000円
677,000円

495,000円
435,000円
411,000円

扶養手当

4.4月分

※支給要件・額は
職員と同じ

3.35月分

職員手当の状況

計

22.1％

3.1%

36

（平成30年4月1日現在）

期末手当および勤勉手当
合

14

特別職・議員の報酬などの状況

33人

平均取得日数 取得率※1
8.8日

主

主

0
1

長

主

0
1

部
課

4

年次有給休暇の取得状況（平成29年）
20日＋前年残日数

（平成30年4月1日現在）

職員数（人）

133

11人

※前年の残日数のうち20日を限度に翌
年に繰り越すことができます。

388,525円

7.2%

普通退職

付与日数（年間）

315,070円

1

退職人数（平成29年4月1日～平成30年3月31日）
区

25年

372,500円

33

2

採 用と退 職

平成30年度

15年

256,300円

255,367円

主な職務

（平成30年4月1日現在）

事

64

採用人数（平成30年4月1日）

級

179,200円

主

29

※職員数は、一般職に属する職員数です。

10年

データなし

一般行政職の級別職員数

4級

17

764

区 分
一般 高校卒
行政職 大学卒

147,100円

185,800円

経験年数別・学歴別の平均給料月額

－3

18

65

151,500円

3級

30

計

大学卒

国

29.8%

17

その他

高校卒

一般行政職

掛川市

137

47

18

分

長

108

242

道

（平成30年4月1日現在）

区

係

112

計

水

防

50.7歳

5級

459

小

消

50.8歳

0

457

130

286,817円

31

25

育

国

7級

22

教

43.5歳

335,200円

－3

1

48

329,845円

70

1

木

国

42.3歳

0

31

工

平均年齢

333,900円

44

67

農林水産

0

初任給

平均給料月額

掛川市
掛川市

技能労務職

（平成30年4月1日現在）

期末手当

勤勉手当

1.375月分

0.9月分

1.225月分
2.60月分

※支給割合は、
国と同じです。

退職手当

（平成30年4月1日現在）

計

0.9月分

2.125月分

1.8月分

4.4月分

2.275月分

（平成30年4月1日現在）

区 分
20年
25年
35年
最高限度
自己都合 19.6695月分 28.0395月分 39.7575月分 47.709月分

定

年 24.5868月分 33.2707月分 47.709月分 47.709月分

6

（☎21-6104）

月9日㈮〜

日㈭は火災予防運動

月・

月

日㈭

分〜午後5時

月8日㈭と

午前8時

月は滞納整理強化月間

■滞納は公平性を欠く行為

分（

市役所2階納税課

している大多数の方との公平

ともに、期間内に税金を納付

民 サービスに支障をきたすと

権整理の支援を行う「生活再

と連携し、家計の見直しや債

プランナー（FP）や弁護士

市では、ファイナンシャル

■滞納者に生活再建支援

性を欠くことになります。

建支援型納税相談」を行って

給与、預金、生命保険、動

ます。財産の差し押さえは、

し押さえなど）の対象となり

ても今年度中の滞納処分（差

されない場合は、少額であっ

まな悩みをサポートし、解決

FPは、お金の面でさまざ

■ FPは家計管理のサポーター

護士が納税の応援をします。

はFPが、多重債務者には弁

家計に不安のある滞納者に

います。

産、不動産、自動車などが対

納期限までに自主的に納付

■納期内に納付を

つまり、財政を圧迫し、市

スを受けることになります。

は午後7時まで延長します）

税金は安定した行政運営に

15

欠かせない財源です。滞納は、

13

12

ところ

12

30

11

義務を果たさずに行政サービ

11

火災予防運動は、高齢者を
中心とする死者を減少させる
とともに、財産を保護するこ
とを目的としています。
火災予防意識を強化し、火
災発生の防止に努めましょう。
報器の設置が義務づけられて

■重点目標
・住宅防火対策の推進
から
た。現在の市内設置率は

年です。日ごろから点検
をし、電池が切れたら本体ご

ね

また、電池の寿命はおおむ

設置しましょう。

す。未設置の場合は速やかに

ついて普及啓発活動を行いま

ゼロを目指し、今後も設置に

なる本器。住宅火災での死者

火災から命を守る切り札と

です。

%

年以上が経過しまし

・乾燥時および強風時火災発
生防止の推進
・放火防止対策の推進
・特定防火対象物などにおけ
る防火安全対策の徹底
・製品火災の発生防止に向け
た取り組みの推進
・ 大勢の方が集まる催しに対
する火災予防指導の徹底

■今年の火災概況
市内では、1月から9月ま
件の火災が発生し、昨

と取り替えましょう。

でに

年同時期から5件増加してい

域と協働

■警報器の設置を事業所や地

る火災が最も多く6件。屋内

市は、中部電力㈱掛川営業

ます。枯れ草の焼却などによ
の老朽化した電気配線やたこ

寄贈を受け、地域と協働して

所からの住宅用火災警報器の
しています。

住宅用火災警報器の設置、電

足配線などの火災も3件発生
■ 住宅用火災警報器の100%

気の配線チェック、維持管理
に取り組んでいます。

納め忘れの税金はありませんか

■納付が困難な場合は相談を

象です。

す。家計に不安を抱えている

策をアドバイスする専門家で

談にも応じます。

方やお困りの方などの納税相

月〜金曜日（祝日は除く）

とき

同席できません。

外で、権限のない第三者は

※委任を受けた税理士など以

本人と直接面接します。

へお越しください。相談は、

情がある場合は、納税課窓口

失業などのやむを得ない事

許
（☎21-1206）

15

年度に住宅用火災警

設置を目指して
平成
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7

されません! 税の滞納
問納税課

77

10

10

忘れてない?サイフにスマホに火の確認

問消防本部予防課

11
27
18

災予防運動で死者ゼロを目指す

火
Information

台風24号襲来

奮った猛威、残した傷跡

9月30日、各地に大きな被害をもたらした台風24号。市
内ではピーク時に全体の7割である約37,300戸が停電し、
その影響は長い地域で10月5日朝方にまで及びました。また、
最大2,685世帯が断水しました。
市民生活に大きな不安をもたらした台風24号の記録と被
害状況を追います。
問危機管理課（☎21-1131）
鳥居を避けるように倒れた事任八幡宮の夫婦杉
めおと

日、午後２ 時に避難
か所を

飛来物や倒木による配電線

■被害状況
停電

の断線やショート、電柱が折

れ

件、骨組み損壊

設備損傷８件

公共施設

件、

水機場の排水ポンプの故障

たん すい

・茶施設損壊１件

地域

地域

・浅羽湛水防除大須賀第二排
・掛川区域
・大東区域

・小中学校、幼稚園では屋根

売り切れました。

ンやおにぎり、飲料水などが

コンビニやスーパーではパ

そのほか

夜間照明設備などが破損

フェンスや艇庫シャッター、

・さんりーななど体育施設で

壊やシャッターの破損

・給食センターでは倉庫の全

喰が剝落

該当地域の一部が停電。
※
信号が消え、停電による断

やガラス、門扉が破損、校

くい

・掛川城天守閣の壁や塀の漆

水も発生。市役所や図書館な

章の落下や雨漏り被害

・大須賀区域 ５地域

しっ

の７ 割 の 約３ ７ ３ ０ ０ 戸 が 停

ギ、サツマイモ）塩害

・露地野菜（ニンジン、白ネ

・水稲（飼料米）一部倒伏

38

電しました。

れるなどの被害により、市域

82

ど８ か 所 に 設 置 し た 「 携 帯 電

話の充電コーナー」には多く

の市民が集まりました。

断水

停電により送水ポンプが停

止し、最大２６８５ 世帯が断
水しました。

家屋

・屋根の破損、倉庫や物置の
り

転倒などの被害

・罹災証明申請１０４件

倒木

件の被害。県指定天然記念

報告されているだけで市内

物 の 樹 齢 約１０ ０ ０ 年 の 杉 が

花き、水稲）のビニール破

・ハウス（イチゴ、トマト、

被害総額は約５億円

農業施設

開設しました。また、自主防
お願いしました。

避難者数
人

人

17

世帯

世帯

30

倒れました。

令。「広域避難所」

準備・高齢者等避難開始を発

９月

1時間雨量が30～50㍉の場合、バケツをひっくり返したような
「激しい雨」で、人は「傘を差していてもぬれる」状況です。

44

25 44

■観測状況
風速と雨量

129㍉（9/30午前5時～10/1午前3時

■避難所の状況
避難勧告など

連続雨量

黒俣）
47㍉（午後10時～11時

25

13

・広域避難所
・地域の避難所

食料が売り切れたコンビニの棚

黒俣）
1時間最大雨量

災会に地域の避難所の開設を

72

風速 40㍍/sを超える風は「猛烈な風」で、人は「屋外での行動は
極めて危険」、樹木は「多くが倒れる」状況です。

30

雨量

大東支所）
43.3㍍/s（午後11時～午前0時
瞬間最大風速

8

12月2日㊐

避難にかかる時間や避難場

て認識されました。各家庭で

の確認が必要です。

所、避難経路の危険箇所など
一週間程度の水や食料の備蓄

自助・共助 地域で高める防災力
積極的な訓練参加で、
地域のつながりを力に

家屋の耐震化と
家具の固定に補助

地域の防災訓練を実施します。

ておく」「スマートフォンな

日常的に「浴槽に水をため

り亡くなると予測されていま

約６ ０ ０ 人 が 建 物 の 倒 壊 に よ

第４ 次 地 震 被 害 想 定 で は 、

をしましょう。

大規模災害時の被害軽減を

どの予備バッテリーの準備」

す。家具を固定しなければ家

自主防災会が中心となって、

図るためには、自らの命は自

などの対応も役立ちます。

詳 し く は 危 機 管理課へお問い

ら守る「自助」、自主防災会

市は、耐震化するシェル

合わせください。

の中は非常に危険な状態です。

防災訓練にあわせて、自宅

ターや、家具の固定などに補

自分の命を守るのは自分

担う役割は大きく、日ごろか

周囲の崖やブロック塀、自販

助を行っています。

や地区で助け合う「共助」の
らの地域のつながりが大きな

機などの危険箇所を防災ガイ

かるか分かりません。家族全

災害は、いつ、誰に襲いか

見直しをしましょう。

「家庭の避難計画」の作成や

ドブックで把握し、家族での

は、人的被害だけでなく、道

発生しました。塀などの倒壊

ク塀の倒壊による死亡事故が

大阪北部地震では、ブロッ

しています。

世帯に一台まで、無償で貸与

放送が聞ける防災ラジオを一

停電時でも電池で同報無線

力となります。

員で積極的に参加しましょう。

路を塞ぎ避難や救助活動など

防災ラジオの設置

災害に備え日々の準備と
心構えを

お知らせ

11月21日（水）午前11時ころ、
同報無線放送によるJアラートの
全国一斉情報伝達訓練を実施しま
す。当日は、同報無線、防災ラジ
オ、メールを通じてチャイム音と
広報文が流れます。

報など、気象庁から発表され

土砂災害警戒情報や大雨警

市防災メールマガジン

号では、停電と断水

の妨げになります。

台風

■緊急メールの一斉試験配信訓練
とき 午前9時5分ころ
内容 市内の全ての携帯電話やス
マホにメールが配信されます。
※マナーモード中に鳴ることがあ
ります。

が数日にわたり、日ごろから

■同報無線による情報伝達訓練
とき 午前9時ころから正午ころ
まで
内容 緊急地震速報・地震発生・
大津波警報のサイレン、防災訓
練終了の放送

市は、ブロック塀の撤去費

12 月2 日 （ 日） 全
市一斉で同報無線
やメールを使った
情報伝達訓練を行
います。災害時に
どのような情報が発信されるか確
認しましょう。

用などの補助も行っています。

24

災害情報の伝達訓練

家庭での備えの大切さが改め

る災害に備える情報をリアル

タイムで受信できます。
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9

台風24号で断水した地域に設置された給水車

▲二次元バーコー
ドからメールマガ
ジンの登録ができ
ます。

地域防災訓練は「みずから命を守る」「地域をみんなで守
る」ため、自主防災会を中心に、自助・共助の取り組みを広
げる機会にしましょう。
倒壊家屋から被災者を救出する参加者（矢崎町）

問危機管理課（☎21-1131）

地域防災訓練

～みんなでシティプロモーション～

Vol.11

で、ブランドメッセージをイメージ

ロモーションサイト「掛川物語」内

市ホームページに掲載したシティプ

日にかけて、

ているように見え、まさにブランド

歩いて行く、未来に向かい歩を進め

ます。まるで金次郎が報徳図書館に

中央図書館前から報徳図書館を望み

市内在住の小学6年生による作品。

5月1日から6月

させるフォトコンテストとインスタ

メッセージにふさわしい作品と評価

「大迫力の大獅子」

■準大賞

されました。

キャンペーンの作品を募集しました。
しお さい

フォトコンテストでは、スーパー
ムーンと掛川城や夕暮れの潮騒橋な
点、インス

どを写した風景や、人物などにス
ポットを当てた作品が
タキャンペーンでは海岸を勢いよく
走る女性の姿など、楽しい気持ちが
伝わるような投稿作品が320点寄
せられました。
■大賞
たん ざん おう

■準大賞

「はじめての粟ケ岳」

「世界農業遺産」に認定されてい

る茶畑を望む子どもたち。豊かな自

然と目を見張る高低差、未来を望む

姿を感じる作品と評価されました。

■応募作品を一同に展示

このほか、桜の季節に清水邸で会

話を楽しむ場面をはじめ、フォトコ

ンテストの写真を展示します。展示

日で

1階

月

会場を訪れて、掛川の魅力を再発見

月

してみてはいかがで

しょうか。

※本庁舎の展示は、
終了しました。

大東支所

〜

日㈭

「掛川物語」
フォトコンテスト

30

80

「淡山翁記念報徳図書館と金次郎」

言わずと知れた仁藤町の大獅子。
今年の大祭でも訪れた観光客など、
多くの人々を魅了しました。伝統あ
いき

る祭事を後世に伝える粋な姿と、ダ

15

日㈪

10

月

11

19

日㈮〜

12

10

16

大須賀支所2階

月

11

イナミックな躍動感が伝わってくる
作品と評価されました。

展示期間

掛川市のブランドメッセージ「あなたの夢、描い
たつづきは掛川で。」の決定を記念して、フォトコ
ンテストとインスタキャンペーンを行いました。
審査はプロの写真家などで構成する審査委員会。
数ある応募作品の中からフォトコンテストで入賞し
た3点を紹介します。

問シティプロモーション課（☎21-1123）

K かけがわ
B ブランド
M メッセージ

応募作品展示
KBMフォトコンなどに400点
かけがわ
再発見
磨き上げ
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中東遠総合
医療センター

小笠袋井
薬剤師会
小笠掛川
歯科医師会

みなさんは「歯ぎしり・食いしば

ります。また、ひどいときは歯が割

歯の揺れや欠け、知覚過敏などがあ

なストレスを受けていると考えられ

が出始めた方です。生活の中で急激

いなかったのに、最近になって症状

「歯ぎしり・食いしばり」が及ぼす影響

り」にどんなイメージを持っていま

れることもあります。

るので、注意が必要です。

マウスピースで歯を守る

スピースを作成し、「歯ぎしり・食

治療法としては、歯科医院でマウ
昼の場合は、癖や習慣によるもの

いしばり」をしているときに装着す

と夜の2種類があります。

「歯ぎしり・食いしばり」には昼

頭痛など体に影響を及ぼすことも

すか。「うるさい」や「耳障り」な
どといった印象を持つ方が多いので
はないでしょうか。実は「歯ぎし
り・食いしばり」を行っても、半数
以上の方は音が出ることはありませ
ばっ

ん。また、歯が抜けてしまう「抜

歯」の原因として、虫歯や歯周病と

が多く、患者さんとお話をしていく

ることです。マウスピースを装着し

し

ともに、「歯ぎしり・食いしばり」

とわかることが多いです。

揺れる・欠ける・知覚過敏・

ので周囲が気付かないこともありま

方もいますが、音が無い場合もある

て、すでに家族から指摘されている

りしてる?」と聞いてみてはいかが

ためにも、家族の方などに「歯ぎし

りませんが、症状が出ているか知る

歯ぎしりの全てが悪いわけではあ

て症状が治ったり、無くなったりす

割れるなど、症状はさまざま

す。主な症状として、寝起きの頭

でしょうか。

夜の場合は、習慣とストレス性の

があります。
今回は、それぞれの症状が及ぼす

近年では、適切な歯科治療

痛、枕が合わなくなったような首の

るわけではありませんが、歯を守るこ

と歯ブラシ指導を受けること

凝り、十分な睡眠時間を取ったのに

ものがあります。寝ていますから本

で、多くの歯を抜歯せずに残

寝足りない、などが挙げられます。

影響について、お話します。

すことができるようになりま

猫背の方にも多くみられます。これら

とができます。

したが、最近は「歯ぎしり・

は、患者さんとお話をして推測する

人の自覚はありません。音によっ

食いしばり」が原因で、抜歯

しかありません。
特に危険な歯ぎしりは、昔はして

する方が増えてきているよう
に思います。症状としては、

KOHO KAKEGAWA 2018.11
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小笠
医師会
掛川市
介護支援専門員
連絡協議会

（☎22-6120）

小笠掛川歯科医師会 その45

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。

12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
「あそび」で育つ赤ちゃん
子どもにとっての遊びは、食事や睡
眠と同じように毎日欠かせないもの
です。特に、小さな赤ちゃんにとって
は生活自体が遊びであり、その遊びは生きる力を育ててく
れます。
「でもどうやって遊んだらいいの?」という声をよ
く耳にしますが、難しく考えなくても大丈夫。赤ちゃんが
泣いたらちょっと声をかけたり、触ったり、機嫌良く1人で
体を動かしているときは見守ってあげればいいのです。
■赤ちゃんにとっての遊びは?
・体を動かすこと（寝返り、ハイハイなど）
・手を使うこと（握る、手をたたくなど）
・人と関わること（声をかけられる、だっこなど）
こうした遊びが、赤ちゃんの心と体を健康に育ててくれ
るのです。
子育てコンシェルジュだより11、12月号では
赤ちゃんとの遊びの具体例などを紹介していま
す。二次元バーコードからご覧になれます。

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

徳育：徳育保健センター（御所原）
大東：大東保健センター（三俣）
対

象

3 月 平成30年10月出生児
6 木 平成30年 5月 1日～15日出生児
11 火 平成30年 5月16日～31日出生児
14 金 平成30年2～5月出生児

会場
徳育

徳育
大東

7 金 平成29年 5月 1日～10日出生児
10 月 平成29年 5月11日～20日出生児

徳育

19 水 平成29年 5月21日～31日出生児
6 木 平成28年 9月 1日～10日出生児
11 火 平成28年 9月11日～20日出生児

徳育

13：00～13：30 20 木 平成28年 9月21日～30日出生児

3歳児健康診査
13：00～13：30

5 水 平成27年11月 1日～10日出生児
12 水 平成27年11月11日～20日出生児
18 火 平成27年11月21日～30日出生児

離乳食教室

（もぐもぐごっくん教室） 26 水

9：15～9：30

パパママセミナー（絆はぐくみ編） 26 水
9：15～9：30

徳育

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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図書館へ行こう

12月

市立図書館

お薦めの1冊を
紹介します

41
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※1）
12月の休館日：毎週月曜日、年末年始※2

『THE VERY HUNGRY CATERPILLAR』
絵本作家エリック・カールの
代表作『はらぺこあおむし』の
英語版をお薦めします。付属
のあおむしを使って飾り絵を
読み進めると、自然に英語が
わかります。そして最 後には
Wow!と笑顔に。自然観察もし
たくなる、乳 幼児から大 人ま
で楽しめる本です。

■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※1）
12月の休館日：毎週月曜日、23日（日・祝）、年末年始※2
■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※1）
12月の休館日：毎週月曜日、23日（日・祝）、年末年始※2
※1 祝日は午後5時まで
※2 年末年始=12月29日（土）～平成31年1月4日（金）

▲大坂小学校図書館
田中克美館長

ワクワク・ドキドキ♪ 今月紹介する話題の本
ザ・古墳群

理科が楽しく
なる大自然の
ふしぎ
絶景
ビジュアル図鑑

カクレンボ・
ジャクソン

ザ・古墳群制作
委員会/編
（140B（イチヨン
マルビー））

神奈川県立
生命の星・地球
博物館/監修
（学研プラス）

デイヴィッド・
ルーカス/さく
なかがわちひろ/やく
（偕成社）

百舌鳥（堺市）と古市（藤井寺市・羽
曳野市）の両古墳群に現存する89基
の古墳を紹介。古墳とともに歴史を
重ねてきた地元の名店や名所も案内
してくれる本です。大阪へ古墳巡り
の旅に出かけてみませんか?

これってどうなってるの?という自
然の不思議、日食や月食、オーロラ
の仕組み、砂漠に咲く花のじゅうた
んなどを、理科を使って解き明かし
ます。きれいな景色の写真が多く、
見るだけでも楽しめる図鑑です。

恥ずかしがり屋のカクレンボ・ジャ
クソンは、いつも風景に溶け込む服
を着て、目立たないように暮らして
います。そんな彼のところに、お城
で開かれるパーティーの招待状がき
て…。

も ず

催

ふるいち

し物・展示

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

★手作り講座「クリスマス飾りを作ろう!」 大東
とき：12月5日（水）午前9時30分～11時30分
定員：大人10人 ※11月20日（火）～申し込み受付
■クリスマスコンサート 大東
とき：12月9日（日）午後4時～5時
内容：歌や昔話のよみきかせなどをお楽しみください。
■大須賀図書館フレンズ作品展 大須賀
期間：12月22日（土）～平成31年1月20日（日）
内容：図書館開催の講座で作った作品や、館内装飾として使用して
いた職員の力作を展示します。

絵

■冬の夜の図書館 中央
とき：12月21日（金）午後5時～8時30分
内容：開館時間を午後8時30分まで延長し、BGMを流します。
館内でよみきかせ・演奏会も予定しています。

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：12月 7日・14日（金）午前10時30分～11時
大 東：12月 7日・14日（金）午前10時30分～11時
大須賀：12月 21日・28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～

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： 12月8日・22日（土） 午後3時～3時30分
大 東：12月1日・15日（土） 午前10時30分～11時
大須賀：12月8日・22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：12月21日（金）午前10時30分～11時

事業名

とき・ところ

対象・参加料

第2弾「松ヶ岡物語」
どなたでも
第4回講座「掛川町の山
11/10（土）13：30～15：30
70人
﨑千三郎と池新田村の丸
松ヶ岡（十王）
100円（資料代）
（全6回）
尾文六」
社会教育課（☎21-1158）

11/10（土）
・25（日）、
12/8（土）
各日9：30～16：30
中央図書館（掛川）

「税を考える週間」
小・中学生の税に関する
作品展
納税課（☎21-1206）

11/10（土）～18（日）
9：00～17：00
どなたでも
※14（水）
・15（木）は19：00まで 入場無料
中央図書館（掛川）

愛犬をしのぶ会
環境政策課
（☎21-1145）

11/12（月）10：00～
富士見台霊園（下俣）

認知症予防DVD視聴、3.5㌔のウォーキング。専用
のウォーキングポールを使って、体全体をバランス
良く動かしながら歩きます。インストラクターがて
いねいにレクチャーしますので安心です。
持ち物 動きやすい服装と靴、飲み物、雨具、タオル
11/9（金）までに代表者の住所、氏名、年齢、性
別、電話番号、参加人数を電話で申込（申込順）

どなたでも
参加無料

掛川犬愛護会が主催する愛犬の慰霊祭です。
直接会場へ

大東市民交流センター
11/18（日）9：00～12：30
どなたでも
フェスタ
大東市民交流センター
入場無料
大東市民交流センター
（三俣）
（☎72-1115）

パソコン未経験者
11/21（水）9：30～11：30
4人
市役所4階会議室6
受講無料

伝言板

税に関する小学生の習字とポスター、中学生の作文
を展示します。この機会に税の仕組みや目的などを
考えてみませんか。
直接会場へ（月曜休館）

65歳以上で認
知症予防に興
味のある方
50人
参加無料

「セカンドライフのため
11/17（土）14：00～16：00 一般30人
のお金の知識」講座
大須賀中央公民館（西大渕） 受講無料
大須賀中央公民館
（☎48-1012・FAX48-2024）

はじめてのパソコン講座
IT政策課
（☎21-1341）

のり お

講師は元県立高校教諭の高木敬雄さん。明治時代、
私財を投じて掛川町の金融、経済、まちづくりに尽
力した第8代当主と同時代に生きた旧浜岡町池新
田の名望家丸尾文六との関係を詳しく語ります。
直接会場へ（先着順）

市内在住または市
起業を考えている方、経営でお悩みの方の相談に
内在勤（在学）の方
応じます。
各日4人
電話で申込（申込順）
相談無料

ビジネスチャンス相談
産業労働政策課
（☎21-1125）

認知症予防のための
11/11（日）9：30～12：00
ソーシャル・ウォーキング® （受付9：00～）さい
ソーシャル・ウォーキン つま恋リゾート彩の郷
グ事務局（☎080-2347-0275） ホテルメインロビー集合
健康づくり課（☎23-8111） （満水）

内容・申込方法など

とき・ところ

退職後の生活を実り豊かなものにするために、金融
広報アドバイザーから家計について学びます。
持ち物 筆記用具、飲み物
11/10（土）までに電話、FAXまたは来館で申込
（申込順）
センター登録団体による活動成果の展示や、野菜・
手作り品の販売、手芸・かるた・AED（自動体外式除
細動器）の体験、健康体操などを行います。
直接会場へ
高齢者大歓迎。パソコンの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。
11/16（金）までに電話で申込（申込多数のとき
は抽選）

対象・参加料

11/11、12/2・16、H31/1/27
どなたでも
笑いヨガ
の日曜日 9：30～10：30
500円
石川（☎080-1550-1635）
竹の丸（掛川）

内容・申込方法など
健康でご機嫌な毎日のための笑う体操で
す。どなたでも無理なく楽しめます。
直接会場へ
子育ての悩みや不安を軽減するため、
「安
心」を探しに出かけてみませんか。ステージ
や体験ブースをお楽しみください。
直接会場へ

みんなで子育て「カラフル・
ブリッジフェアin掛川」
NPO法人COMPAS
（☎0538-86-3486）

11/11（日）10：00～15：30
たまり～な（満水）

どなたでも
入場無料

いくじのてらこや
掛川助産師会・髙橋
（☎090-8457-5480）

11/11、12/9、H31/1/20、
2/17、3/31の各日曜日
10：00～12：00
たまり～な（満水）ほか

妊産婦や子育て 毎月1回の育児講座。お産や育児体験、防災
中の家族
講座、今どきばぁばの育児、父親準備塾な
各回20人
ど、助産師から知恵を学ぶ講座です。
1,000円/回
電話で申込（申込順）

講座「いつまでもおいしい
食事をお口から」
天竜厚生会さやの家
（☎21-1340）

①11/13（火）19：00～20：30
宮脇の家（宮脇）
②11/17（土）14：00～15：30
さやの家（長谷）

高校生以上
①30人
②40人
参加無料

高齢者の食事のことで悩んだり困ったりし
ている方、管理栄養士からアドバイスします。
担当（鈴木・磯辺）へ電話で申込（申込順）

掛川市民グラウンド・ゴルフ大会
事務局・大井
（☎080-3068-4822）

11/16（金）9：00～15：00
いこいの広場（細谷）

一般
700円

11/9（金）13：00～15：00に掛川市体育
協会事務所（B&G海洋センター・大池）ロ
ビーに来館で申込
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事業名

とき・ところ

対象・参加料

①掛川農業祭
①11/23（金・祝）
JA掛川市営農課（☎20-0809） 9：00～14：30
農林課（☎21-1147）
JA掛川市本所（千羽） どなたでも
入場無料
②JA遠州夢咲
②11/23（金・祝）
大城フェスティバル
9：00～15：00
JA遠州夢咲（☎72-2416） 文化会館シオーネ（大坂）
子育て楽集会
このゆびと～まれ
（☎090-6092-9658）
※県はっぴー子育てモデル事業

どなたでも
①11/24（土）②12/13（木）
（託児あり）
各日10:00～
①500円
清水邸本宅（横須賀）
②参加無料

す す め

～スキンシップのすゝめ～
子どもの心の育ちを学ぶ 11/24（土）13:00～15：00 どなたでも
県総合教育センターあすなろ 100人
講演会
（富部）
入場無料
こども希望課
（☎21-1205）

内容・申込方法など
①農産物展示即売会、試食コーナー、餅まきなど
②農産物品評会・展示即売会、餅まきなど
※乗り合いまたは公共交通機関でご来場ください。
①はシャトルバスを運行します。詳しくはJA掛川
市のホームページをご覧ください。
直接会場へ
子育て経験者の協力で行われる講座です。①午前
「てづくり絵本講座」、午後「はっぴー絵本ライブ」
②「はあとのお勉強」。11/19（月）～12/2（日）ま
で川端誠原画展も開催します。
開催日前日までに電話で申込（託児は事前予約）
「幸せになる脳はだっこで育つー愛着を築くスキン
はじめ
シップの魔法ー」。講師は桜美林大学教授の山口創
さん。心地よいタッチケアから愛着関係を深める具
体的な展開方法を学びます。
11/15（木）までに電話で申込（申込順）
ステージアトラクション、学園利用者発表、餅投げ、
バザー、模擬店、福祉事業所の製品販売など
直接会場へ

第40回東遠まつり
東遠学園組合
（☎35-2753）

11/25（日）9：30～13：00
東遠学園組合（菊川市）

大人のスポーツテスト
～自立体力測定～
健康長寿課
（☎21-1142）

介護認定を受けて
①11/29（木）②12/3（月）
歩行・手作業・身体調整・姿勢変換の4種類の簡単な
いないおおむね
③12/4（火）のうち1日
測定を実施することで、日常生活で必要な自身の体
65～74歳
各日13：30～15：30
力を知ることができます。
（H30.4.1現在）
①市役所4階会議室
持ち物 運動ができる服装、運動靴、飲み物、ヨガ
①35人②30人
②大東市民交流センター（三俣）
マット、筆記用具、タオル、老眼鏡（必要な方）
③35人
③徳育保健センター（御所原）
11/22（木）までに電話で申込（申込順）
参加無料

どなたでも
参加無料

掛川視覚障害者協会が、目が見えない方や見えにく
視覚に障がい
い方の相談に応じます。一人で悩まずに生活上の悩
視覚障がい者生活相談会 11/30（金）13：30～15：30
のある方
みをお話しください。
福祉課（☎21-1139） 市役所4階会議室
相談無料
直接会場へ（申込順）
クリスマスを彩る
こけ

苔テラリウム講座
竹の丸（☎22-2112）
正月しめ縄飾り体験講座
二の丸茶室
（☎23-1199）

★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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12/1（土）10：00～12：00
竹の丸（掛川）

どなたでも
ビンの中にこけを使って箱庭を作ります。作品はア
12人
レンジを加えながら、クリスマスからお正月まで楽
2,000円
しめます。
（ドリンク付き） 11/10（土）～電話で申込（申込順）

12/8（土）10：00～12：00
二の丸茶室（掛川）

どなたでも
正月しめ縄飾り体験や煎茶の飲み方、庭園散策を楽
12人
しみます。しめ縄飾りは２種類作れます。
1,500円
持ち物 エプロン、はさみ、ニッパーなど
（材料費含む） 11/1（木）～電話で申込（申込順）

伝言板
フランス出展記念大茶会
内山（☎090-6366-6008・
FAX054-259-1800）

とき・ところ

対象・参加料

内容・申込方法など
じょう

11/17（土）11：00～16：00
清水邸庭園（西大渕）

無料調停相談会
11/19（月）10：00～15：00
日本調停協会連合会掛川
市役所4階会議室
地区調停協会（☎24-7590）

どなたでも
抹茶・煎茶各30人
入場・呈茶無料

組み立て茶室2帖または3帖でお点前。静岡
伝統工芸作家作品展も同時開催します。
FAXまたはメール（soraau2016@gmail.com）
に氏名、住所、電話番号を明記し申込（申込順）

どなたでも
相談無料

交通事故やサラ金、土地建物・近隣とのトラ
ブル、離婚・親子関係、遺産相続など
直接会場へ

乳幼児子育て応援
うたとよみきかせ（全2回）
今関（☎26-3059）

11/21・28の水曜日
10：30～11：30
たまり～な和室（満水）

東海道五十三次
MOA美術館美術セミナー
松ヶ岡を愛する会・横山
（☎24-6858）

東海道五十三次（復刻版）10点の鑑賞。感
小学3年生以上
11/23（金・祝）10：00～12：00
想発表した後にMOA美術館学芸員が作品
60人
松ヶ岡（十王）
の解説をします。
参加無料
直接会場へ（先着順）

さいごうのつぼね

3歳までの子ど 歌と絵本で親子の絆をはぐくみましょう。
もと保護者30人 1回のみの参加も大丈夫です。
参加無料
電話で申込（申込順）

西郷局と農村風景満喫ウォーク 11/25（日）9：00～14：00
どなたでも
（掛川駅北口8：50集合・雨天決行）
掛川遊歩会・中山
300円
西郷地区内の遺跡や茶園
（☎090-8862-0533）

KOHO KAKEGAWA 2018.11

掛川駅から西郷地内を歩き、西郷局、平塚
山古墳など遺跡・五明の茶園を見学します。
直接集合場所へ

事業名
年金セミナー
（一財）静岡県年金福祉協会
（☎054-251-2767）
産業労働政策課
（☎21-1125）

とき・ところ

対象・参加料

12/9（日）10：00～12：00 一般50人
生涯学習センター（御所原） 参加無料

講演会「まるごとたのし
12/9（日）13：30～15：30 どなたでも
むオリーブ!」
100人
（開場13：00～）
農林課（☎21-1147・
入場無料
市役所4階会議室
FAX21-1212）
やさしい日本語&英語で
O-MO-TE-NA-SHI講座（全8回） 12/8～H31/2/9までの
NPO法人国際交流センター 土曜日13：30～15：00
（☎24-5595・
生涯学習センター（御所原）
kic@kakegawa-life.com）
創業支援セミナー
産業労働政策課
（☎21-1125）

内容・申込方法など
年金、健康相談、失業保険のセミナーです。
12/3（月）までに電話で申込（申込順）
講師はガーデニングカウンセラーの岡井路子さん。
オリーブを育ててみたい方、オリーブオイルや料理
に興味がある方にお勧め。オリーブのイロハを楽し
く学べる120分です。
11/30（金）までに電話、FAXまたはメール（norin@
city.kakegawa.shizuoka.jp）で申込（申込順）

2019年にエコパスタジアムで行われるラグビーの
英会話が好きな
大会期間中、掛川市を訪れる外国人観光客に掛川
高校生や一般
駅周辺を簡単な英語や、やさしい日本語で案内する
30人
ための必要な知識を学びます。
2,500円
11/5（月）から電話またはメールで申込（申込順）

12/15（土）13：30～15：30 どなたでも
（受付13：00～）
30人
大東図書館（大坂）
参加無料

「“誰にでもわかる”とってもやさしい確定申告講座」
講師は中小企業診断士の山尾秀則さん。収支のま
とめ方や申告の仕方をわかりやすくお話しします。
電話で申込（申込順）

Aコース：ゲームで将棋に親しむコース
Bコース：本将棋を覚えたい初心者向けのコース
①12/15②H31/1/19
幼児・小中学生 持ち物 筆記用具、飲み物
こども将棋体験講座
③2/16の土曜日
ハガキ（〒437-1304西大渕145）またはFAXに
各回30人
大須賀中央公民館
各日9：30～11：30
氏名、性別、施設名、学年（年中・年長）、保護者名、
受講無料
（☎48-1012・FAX48-2024）
大須賀中央公民館（西大渕）
住所、電話番号、希望する日とコース名を明記、もし
くは来館で各回開催日の3日前までに申込（申込順）
クリスマスランタン作り
たまり～な
（☎24-2722）

どなたでも
（小学生以下 自分で飾りつけを決め、世界に一つだけのオリジナ
12/15（土）13：00～15：00
は保護者同伴） ルクリスマスランタンを作ってみませんか。
たまり～な（満水）
15組
12/10（月）までに電話で申込（火曜休館・申込順）
1,620円/組

クリスマス仕様の
オリジナルニット帽作り
たまり～な
（☎24-2722）

どなたでも
ワッペンやボンボンを付けたクリスマスバージョン
（小学生以下
12/15（土）10：00～12：00
の、世界に一つだけのオリジナルニット帽を作って
は保護者同伴）
たまり～な（満水）
みませんか。
10組
12/10（月）までに電話で申込（火曜休館・申込順）
1,800円/組

甲種防火管理新規講習
消防本部予防課
（☎21-6104）

市内で防火管
H31/1/23（水）
・24（木）
理者に選任予
各日9：20～16：00
定の方
消防本部3階大会議室
60人
（掛川）
3,650円

伝言板

ソフトテニス体験会
掛川ジュニアソフトテニス
クラブ・杉山（☎64-7151）

とき・ところ

持ち物 筆記用具、受講票、昼食
11/26（月）～12/14（金）までに所定の申込用
紙、顔写真1枚（縦3㌢×横2.4㌢）、印鑑、受講料の
振り込みが確認できるものを持って直接提出で申込
（申込順）

対象・参加料

内容・申込方法など

毎週火・日曜日に市内で活動。興味のある小
11/25（日）9：00～10：30
小学2～5年生
学生、一度体験してみませんか。
県総合教育センターあすなろ
参加無料
メール（kj_soft_tennis@ybb.ne.jp）で申込
テニスコート（富部）
どなたでも
30人
参加無料

「あなたの夢、描いたつづきは掛川で。」
雨桜神社、ねむの木学園、大東図書館、浜野
の射場跡、高天神城跡など
電話で申込（申込順）

不動産無料相談会
どなたでも
12/5（水）13：00～15：30
（公社）全日本不動産協会
生涯学習センター（御所原） 相談無料
静岡県本部（☎054-285-1208）

不動産の売買、賃貸借などについて協会役
員・弁護士が相談に応じます。
直接会場へ

掛川市再発見バスツアー
掛川市勤労者協議会・堀内
（☎22-3401）

第16回袋商ショップ
袋井商業高校
（☎0538-42-2285）

11/28（水）9：00～16：30
市役所玄関前集合

12/8（土）
・9（日）
各日9：00～15：00
袋井商業高校（袋井市）

どなたでも
入場無料

衣料品、陶器、家電製品、自動車などの販
売、食堂、ちびっこ広場など
直接会場へ（駐車場はヤマハ発動機へ）
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「簡単に稼げる」
「副業」
「投資」
うまい話に惑わされないで!

虐待?と思ったらすぐ電話を
11月は児童虐待防止推進月間

インターネットを
介し金もうけ の 方
法 などの 情 報を販
売 する
「情 報 商 材」
に関するトラブルが
急増しています。
「うまい話」
に惑わされず、まずは疑
うことが大事です。契約や申し込む前
に、必ず家族や公的機関に相談しま
しょう。

下記窓口へ連絡をお願いします。
児童相談所全国共通3けたダイヤル
189（いちはやく）※24時間対応
県西部児童相談所
平日 午前8時30分～午後5時
☎0538-37-2810
夜間・休日 ☎0538-33-4199
市こども希望課こども家庭係
平日 午前8時30分～午後5時15分
☎21-1144

11月は計量強調月間
～暮らしを支える正しい計量～

女性の人権ホットライン
全国一斉強化週間

市消費生活センター（☎21-1149）

産業労働政策課（☎21-1124）

私たちの身の回りでは、ガス・水道・
電気の使用量、買い物時の肉や魚の
計量、タクシーやガソリン料金の計算
など、さまざまな計量器が使われてい
ます。
これらの計量器が正確に作動し使
われるため、
「計量法」で規制の対象
となる計量器を指定するとともに、適
正な計量の基準を定めています。

こども希望課（☎21-1144）

国民健康保険税第5期、
固定資産税・都市計画税第4期
納期限は12月5日（水）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～

2019年掛川観光協会
オリジナルカレンダー発売中
掛川観光協会ビジターセンター
「旅のスイッチ」
（☎24-8711）

相談ダイヤル（☎0570-070-810）
静岡地方法務局（☎054-254-3555）

静岡地方法務局と県人権擁護委員
連合会は、夫やパートナーからの暴
力、職場でのセクシャル・ハラスメン
ト、付きまとい（ストーカー）など女性
の人権でお困りの方のために相談窓
口を開設します。
とき 11月12日（月）～18日（日）
午前8時30分～午後7時（土・日曜日
は午前10時～午後5時）

2019年は平成から新しい年号へと
変わる年。掛川もまた、時代を越えて
受け継がれてきた街です。
「継承」を
コンセプトに歴史・風景・農業・自然・祭
礼など、伝統文化が息づく掛川を美し
い写真で紹介します。
サイズ 610㍉×420㍉
全7ページ（表紙含む）
価格 500円（税込み）
販売場所 掛川観光協会ビジターセ
（JR掛川駅南
ンター「旅のスイッチ」
口構内）

平成31年成人式は1月13日（日） 市内3会場で開催
社会教育課（☎21-1157）

★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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区域
掛川区域
大東区域
大須賀区域

ところ
生涯学習センター（御所原）
文化会館シオーネ（大坂）
大須賀中央公民館（西大渕）

とき
午前10時30分～正午
午後0時30分～2時
午後1時30分～3時

対象 平成10年4月2日～平成11年4月1日までに生まれた方
※10月31日の時点で掛川市に住民登録している方へ案内状を送付します。
※上記以外の方で案内状を希望する方は、11月16日（金）までにご連絡ください。
※案内状がなくても入場できます。
す

み

伝言板

とき・ところ

鷲見誠一 バリトンリサイタル 12/23（日・祝）19:00~
（18:40開場）
実行委員会
美感ホール（亀の甲）
（☎080-1559-8520）
掛川合唱団団員募集
鷲山（☎26-0367）

毎週土曜日
9：30～11：30
水垂公民館（水垂）

対象・参加料
一般
2,000円

シューベルトの名作「冬の旅」を歌と朗読で
味わっていただくコンサートです。
直接会場へ

どなたでも
2,000円/月

一緒にコーラスを楽しみませんか。
電話で申込

毎月第4火曜日
どなたでも
うきうきハッピーコーラス
13：30～15：00
1,100円/月
天野（☎090-2772-4106）
生涯学習センター（御所原）
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）
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内容・申込方法など

譜面が読めなくても大丈夫。歌うことが好
きな方、一緒に歌いましょう。
電話で申込

おおむね63歳以上 認知症や寝たきりにさようなら!プロの講師
700円/回
からダンスを学びます（見学も歓迎）。
年会費300円
電話で申込

第6回掛川市城下町駅伝大会
平成31年1月27日（日）
参加チーム募集
実行委員会事務局（NPO法人
掛川市体育協会内・☎24-9781）

掛川市城下町駅伝のエントリーを
受け付けています。
前回同様、記録計測システムを導入
するため、チームごとの記録が残り、
参加の記念にもなります。
学校や職場の仲間たちと参加し、大
勢のギャラリーが埋め尽くす城下町を
気持ちよく走り抜けましょう。
種目 小学生男子、小学生女子、中学
生男子、中学生女子、高校生男子、
高校生女子、一般男子、一般女子、
一般男女混合
チーム編成 選手6人（正選手4人、補
欠選手2人以内）、代表者1人（成
人・兼選手可）
申込締切 平成31年1月5日（土）
※詳しくは、市体育協会ホームページ
をご覧ください。

消防本部から緊急事例報告
市内で危険な事例発生
問消防本部予防課（☎21-6104）

台風24号の停電後に通電火災
台風24号の通過に伴い、市内で2件の火
災が発生しました。異常なほどの多湿状態と
なった建物内の太陽光発電機パワーコン
ディショナーから出火したほか、水たまりに
落下破損した電力メーターが停電復旧後の
通電で出火しました。電気機器による火災を
防ぐため、次の点に気をつけてください。
■停電復旧後の通電火災を防ぐため、避難や外出時にはブレーカー
をオフにしましょう。
■電気機器は水・湿度・塩害の影響を受けやすいため、台風通過後の
使用には十分注意し、異変を感じたら点検や修理をしましょう。
■停電復旧に備え、自宅の電気機器を点検しておきましょう。
■異常を発見したら、修理が済むまで使用を控えましょう。

ポリ容器でガソリンを違法保管
市内アパートでガソリンがポリ容器で大量に保
管されていました。ガソリンは灯油よりも火災の
危険性が高く、爆発的に延焼・拡大するとても危
険なものです。次の注意を必ず守ってください。
■ガソリンは金属製の携行缶に密閉し、高温を避けて保管しましょう。
■消防法でガソリンの保管できる量が決まっています。保管前に一度
お問い合わせください。

裁判員制度にご協力を
11月中旬に名簿記載通知発送

常 設 展 示 替 え の た め 、1 2 月4 日
（火）～9日（日）は臨時休館します。

11月24日（土）電気設備点検
窓口業務を一部制限
市民課（☎21-1141）

庁舎の電気設備点検のため下記業
務が終日できなくなります。ご理解と
ご協力をお願いします。
①火葬許可証の発行
②住民票と印鑑登録証明書のコン
ビニエンスストアでの交付
③連雀出張所の窓口業務

●東部ふくしあ（☎61-2900）
12/ 19（水） 9：30～11：30
中央図書館
12/ 5（水） 10：00～11：40
●中部ふくしあ（☎28-9713）
12/ 12（水）

9：30～11：30

●西部ふくしあ（☎29-5977）
桜木ホール
12/ 4（火）

9：30～11：30

●大東ふくしあ（☎72-1116）
12/ 5（水）

9：30～11：30

●大須賀ふくしあ（☎48-1007）
12/ 6（木）

9：30～11：30

とうもんの里
12/14（金） 10：00～12：00
※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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1
-125）
／ ㈯ 午前9時〜正午

裁判員制度は、平成21年5月21日
から施行され、昨年は5,536人が裁判
員として裁判に参加しています。引き
続き、ご理解とご協力をお願いします。
■裁判員候補者名簿記載通知の発送
平成31年の裁判員候補者名簿に登
録された方には、本年11月中旬に名
簿に登録されたことの通知を発送し
ます。この通知は、平成31年2月ころ
から約1年の間に裁判員に選ばれる可
能性があることを事前に伝え、心の準
備をしてもらうためのもので、具体的
な事件の裁判員候補者に選ばれたわ
けではありません。
併せて調査票をお送りしますが、お
尋ねする項目に該当しない方は返送
する必要はありません。

吉岡彌生記念館（☎74-5566）

ふくしあ健康相談
高齢者交通安全相談（12月）
今月のけっトラ市 問 実行委員会（☎

静岡地方裁判所事務局総務課
（☎054-251-6241）

吉岡彌生記念館
12月4日（火）～9（日）臨時休館

17
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平成31年度
市立幼稚園入園児二次募集
こども希望課（☎21-1205）

3歳児クラスの定員に空きがある園
で再募集を行います。
募集 すこやかこども園（幼稚園利
用）を除く市立幼稚園8園。希望者
多数のときは、地元地区を優先した
うえで抽選。空き状況は11月9日
（金）以降にこども希望課へお問い
合わせください。
対象児 3年保育（平成27年4月2日
～平成28年4月1日生まれ）
申込期間 11月15日（木）
・16日（金）
午後2時～4時
申込方法 印鑑を持って、必ず対象児
と一緒に希望する園にお出かけく
ださい
※4・5歳児はこども希望課にお問い合
わせください。

介護認定調査員（非常勤）募集

第19回しずおか市町対抗駅伝
12月1日（土）県庁前スタート
市民応援団募集

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、
介護福祉士など調査員の基礎資格
のある方で、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 平成31年1月4日（金）～3月
31日（日）まで（更新あり）
勤務条件 平日午前9時～午後4時
（ 昼 休 み 1 時 間 ）、時 給 9 9 0 円 ～
1,290円（基礎資格による）、通勤手
当、期末手当、有給休暇あり
応募方法 履歴書と資格証明書の写
しを直接提出で応募。後日、面接日
を設定します。

掛川市選手団事務局（NPO法人
掛川市体育協会内・☎24-9781）

県庁前から草薙陸上競技場までの
12区間42.195㌔を、県内35市町38
チームが駆け抜けます。
掛川市のゼッケンナンバーは「20」。
応援団の一員となって、市代表選手た
ちに熱い声援をお願いします。
とき 12月1日（土）午前7時市役所
前出発～午後5時市役所帰着予定
定員 20人（申込順）
参加料 無料
申込締切 11月22日（木）
※詳しくは、市体育協会ホームページ
をご覧ください。

自衛官募集

自衛隊袋井地域事務所
（☎0538-43-3717）

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10月11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

283

7,808,740

法人

453

228,359,242

団体

292

11,083,645

合計

1,028

247,251,627

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。

採用上限を27歳未満から33歳未満
に引き上げました。
【陸・海・空 自衛官候補生】
応募資格 採用予定月の1日現在、18
歳以上33歳未満の男女
受付期間 通年
試験日 浜松基地は12月15日（土）、
静浜基地は11月23日（金・祝）、平
成31年2月2日（土）
・24日（日）、3月
7日（木）
【陸上自衛隊高等工科学校生徒】
高校普通科と同等の教育を受け、
電気機械工学などの専門教育を学ぶ。
応募資格 中卒（見込み含む）、17歳
未満の男子
受付期間 11月1日（木）～平成31年
1月7日（月）
試験日 平成31年1月19日（土）

宅地内の水道修理の連絡先（土・日・祝日）11/3～12/2
11/

3（土・祝）
4（日）
10（土）
11（日）
17（土）
18（日）
23（金・祝）
24（土）
25（日）
12/ 1（土）
2（日）

北

部（掛川区域）
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）
（株）
巧栄水道
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（☎26-1331）
（☎24-7661）
（☎24-8055）
（☎26-3261）
（☎24-2611）
（☎22-2975）
（☎26-2161）
（☎23-0581）
（☎23-8691）
（☎26-1331）
（☎24-7661）

駅伝中継 テレビ・ラジオ放送
■SBSテレビ 午前9時30分～午後
0時50分（生中継）
■SBSラジオ 午前9時45分～午後
1時（完全生中継）
過去5回の成績（市の部）
大会

順位（タイム）

第14回（平成25年） 19位（2時間24分34秒）
第15回（平成26年） 15位（2時間21分14秒）
第16回（平成27年） 24位（2時間27分04秒）
第17回（平成28年） 17位（2時間20分08秒）
第18回（平成29年） 20位（2時間21分38秒）

※宅地内の水道修理は有料です。問水道課
（☎27-0711）

11/

南

3（土・祝）
4（日）
10（土）
11（日）
17（土）
18（日）
23（金・祝）
24（土）
25（日）
12/ 1（土）
2（日）

部（大東・大須賀区域）
（有）
土屋設備
綱取管興
（有）
林配管
（有）
豊設備
（有）
浅岡管興
エイケイ赤堀工事
（有）
（有）
大城配管
（有）
大澄設備
（有）
北端工務店
（有）
三久配管
シンワ設備
（株）

（☎48-2093）
（☎48-2004）
（☎72-5515）
（☎72-5630）
（☎48-4221）
（☎74-3340）
（☎72-4685）
（☎48-4476）
（☎74-2445）
（☎72-7223）
（☎24-3322）

9/28

地域の防災力向上に貢献
中村さん市内初の大臣表彰

▲松井市長（右）に受賞を報告する中村さん

南郷地区まちづくり協議会会長を務める中村
隆哉さん（緑ヶ丘）が、本年の防災功労者防災
担当大臣表彰を受けました。同賞の受賞は市内
で初めて。市役所を訪れた中村さんは、松井市
長に受賞の喜びを報告しました。
地区防災計画の策定や「ペットの同行避難ガ
イドブック」作成、女性自主防災会の立ち上げ
など、防災思想の普及活動が評価されました。

10/11

幸せを運ぶ鳥「コウノトリ」
市内各地に飛来

▲田んぼでエサを探すコウノトリ（齋藤さん提供・10/11撮影）

国の天然記念物に指定されている「コウノ
トリ」2羽が領家の田んぼに姿を見せ、地元
の齋藤公雄さん（領家）が、エサを探してい
るところを撮影しました。
体長は約60㌢ほど。通常の鳥より一回り大
きく、長いくちばしが特徴です。市内では、
9月下旬ころから大渕地区や曽我地区で目撃
情報が寄せられていました。

9/23

小学生らタグラグビー体験
スポーツ交流フェスティバル

▲小野澤さん（右）とタグラグビーを楽しむ小学生ら

市民スポーツ交流フェスティバルが「総合
体育館さんりーな」などで開かれ、約2,000
人が参加しました。ボールを持つ人の腰につ
いたリボンを奪って攻撃を阻むことが特徴の
タグラグビー体験には小学生約30人が参加。
ラグビー元日本代表の小野澤宏時さん指導の
もと行われた練習試合では、パス回しなどの
コツを教わりながらプレーを楽しみました。

10/9

自由で生き生きした生活
市内実践者に大臣賞

▲大臣賞を受賞した尾白さん（左）と牧野さん（右）

年齢にとらわれず生き生きとした生活を送る
高齢者をたたえる内閣府の「エイジレス・ライ
フ」実践者として、尾白幸男さん（大坂・85）
と牧野正治さん（国安・92）が選ばれ、市役所
で松井市長による伝達式が行われました。
尾白さんはパソコン教室を開き高齢者に操作
方法を教え、牧野さんは育てた花を病院などに
寄贈していたことが評価されました。
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8/31

防災など多用途の活用を
ドローンを市に寄贈

㈱BCテクノロジー研究所（東京都港区・深田陽
子代表取締役）より、ドローン1機を市に寄贈して
いただきました。
防災や農業、
プロモーション
映像の撮影など
さまざまな用途
が期待されるド
ローン。市では、
職員の研修や、
さまざまな用途
に活用させてい
ただきます。
▲寄贈を受けた小型無人機のドローン

9/22

軽便鉄道に思いをはせて
軽便ロマンウォーク開催

掛川観光協会大東支部・大須賀支部が主催の
「第9回だいとう・おおすか軽便ロマンウォーク」
が開催され、市内外から191人が参加しました。
昭和47年に廃線となった「軽便鉄道駿遠線」の
駅跡を巡る約10㌔と18㌔の2コースを用意。コース
上の休憩場所では
地元で人気の「ふ
菓子」や、特製の
「軽便まんじゅ
う」がふるまわ
れ、参加者の疲れ
を癒やしました。

10/13・14

掛川版ロミオとジュリエット
大日本報徳社を舞台に上演

じゅ り え

▲気迫の演技を見せる「ロミ男」（手前右）と「樹里恵」

「ふじのくに野外芸術フェスタ2018 in 掛
川」が大日本報徳社で開催され、劇作家で演
出家の山田裕幸さんが書き下ろした掛川版ロ
ミオとジュリエット「おぉっと えぇっと
ええじゃないか」が上演されました。SPAC-静
岡県舞台芸術センターの俳優やプロの音楽
家・舞台スタッフ、市民出演者が熱演。報徳
社が活気あふれる劇場となりました。

10/14

全国ダンスコンクールで金
横小Dream'zが初の快挙

▲スタートの石津駅跡を出発する参加者

10/1

大須賀と掛川間が便利に

誰でも利用できるバスが運行開始

大須賀区域とJR掛川駅を結び、誰でも利用できる
自主運行バス「掛川大須賀線」の運行が始まりまし
た。これまでは、学生を対象に実証実験を実施しな
がら利用状況な
どを検証してき
ました。10月か
らは新たに3便増
やし、掛川駅発
の最終を午後9時
27分にするなど、
利用しやすくし
ました。
▲中東遠総合医療センターで（10/4撮影）
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▲全国大会出場を報告するメンバーら（10/2の表敬訪問で）

8月に行われた「全日本小中学生ダンスコン
クール東海大会」小学生部門学校参加の部で
金賞を受賞し、県内で初めて全国大会に出場
した横小Dream'zの6人が、全国大会でも金賞
に輝きました。2分30秒の制限時間内で1分以
上全員が同じ構成で踊るルールのなか、一人
ひとりのソロパートで見せ場を演出。緊張を
はねのけ、笑顔で最高の演技を見せました。

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。

献血で47都道府県制覇を達成!
かもしれない」と目を細めるの

「自分の血液が人の命を救う
しみの1つ。台風に行く手を阻

で盛り上がったりすることも楽

師と観光地やご当地グルメの話

日に献血で全国
歳
を目指さなければ体験できない

たこともあります。「全国制覇

まれ、一晩新幹線の中で過ごし

都

は、8月
）。

道府県の献血ルーム制覇を達成

した近藤光博さん（
年目
経験をしている」と話す近藤さ
か所目は秋

娘の幼稚園のPTA役員を引き
全国高校野球選手権記念大会で

田県。採血後には、第100回

んの、記念すべき

受けたことがきっかけで、人や

準優勝に輝いた金足農業高校野

代に

地域のためになり、自分自身を
がい せん

球部の母校凱旋に遭遇し、選手

全国制覇を意識し始めたのは

なっている県庁所在地のルーム

今後の目標は、残り4か所と

たちを祝福しました。

年ほど前。「献血は1人でで

活動に目覚めました。

成長させてくれるボランティア

仕事中心の生活だった

の快挙となりました。

で初めて献血をしてから

62

ルームを巡りました。仕事や旅

きるボランティア」と全国の

「健康でないと献血はできない

制覇と全国制覇2巡の達成。

歳で年齢的に厳しい
が、全国制覇2巡を目指した

定年が

ため、健康管理にもなる。献血

切

行のついでに立ち寄るのかと思
いきや、目的は献血。青春
符や夜行バスを使って各県の

い」と語る近藤さんの、飽くな

愛知県豊田市に本社がある、

ビューテック㈱は従業員4000人

を擁する会社で、自動車の内外装を

人

中心とした部品を製造しています。

掛川バイオセンターには従業員

年からは同社の新

るかも知れません。

億年以上

う」。そんな日が、近い将来に訪れ

メイドイン掛川が「地球を救

今後の展開にも力を込めます。

究を進めていきます」と笹田所長は

発し、みなさんの役に立てるよう研

「スピルリナを用いた新商品を開

るなど忙しい日々を送っています。

れました。現在は工場見学に対応す

事業およそ200提案の中から選ば

というテーマのもと、同社内の新規

は、笹田達也所長。「地球を救う」

います。解決策になれば」と話すの

食糧の不足になることが予想されて

「2050年には、タンパク質や

の王様」などとも言われています。

スも良いことから「スーパーフード

味はほぼ無味。栄養が豊富でバラン

す。生のスピルリナは、濃い緑色で

前、地球に誕生したと言われていま

鏡サイズの藻のこと。

スピルリナは、目に見えない顕微

出荷・販売を行っています。

規事業となるスピルリナの培養から

が勤務し、平成

13

（青葉台）
ル ー ム を 訪 ね ました。

き挑戦は続きます。

献

27

22

各地の方言に触れたり、看護

69

血50回以上の提供者で満60
歳を迎えた人に贈られる感
謝状を手に、通算215回の献血を
振り返る近藤さん。手前に置かれ
たアルバムには、各地で集めた献
血カードと、血液成分結果表が大
切に保管されている。

35

47

47
19

44
30
18

キーワードは「地球を救う」
新規事業で「スピルリナ」を培養・販売

▲笹田所長から製造工程の説明を受けるきんじろうくん

10

近藤光博さん
30年の節目を飾る YEG会長

42

きんじろうくん

大須賀区域

ビューテック㈱掛川バイオセンター

22

ぶし

がい せん

回アテルイ歴史の里まつり

英雄アテルイの歴史を伝承
第
す

「アテルイ巣伏の戦い大勝利凱旋武者行

アジア最強を誇る日本代表
は1987年の第1回大会か
ら連続出場中ですが、長く低
迷を続けてきました。平尾誠
二さんを中心として挑んだ第
2回大会のジンバブエ戦がラ
グビーワールドカップでの初
勝利となりますが、それ以降
も戦績はふるわず勝利から見
しかし、2015年第8回

放されてきました。
大会では、「世紀の番狂わ
せ」と言われる南アフリカを
破る大金星。サモア、アメリ
カにも競り勝ち、3勝を挙げ
るもプール戦敗退となりまし

精神保健福祉総合相談

・

月

二次元コード
携帯電話webサイト
「モバイル掛川」

44,733（＋29）
42,674（＋40）
2,059（－11）

列」を再現するアテルイ歴史の里まつり（ア
テルイ歴史の里振興会主催）が水沢神明町の
回目の開催です。

神明社で行われました。平成元年から3年に
一度開催され、今年で
神明社で行われた開会行事で、同振興会の
森岡誠会長は「アテルイは朝廷に屈すること
なく、郷土愛・独立自尊の心でこの地を守り
抜いた。ここで暮らす自信と誇りを持って、
やり

た。
そしていよいよ、アジア初
のラグビーワールドカップ
2019日本大会が、小笠山

西部健康福祉センター掛川支所（☎22-3263）
と き 11/27（火）、12/18（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）

12

※使用している薬（外用薬を含む）の名前を伺います。

11

堂々と行進してほしい」と激励。今年は小沢

い

人とともに、アテルイが地名の

昌記市長がアテルイ役を務め、弓や槍を持っ
た兵士ら約
あと ろ

み こし

人も神輿を

由来となったとされる跡呂井・花園地区を練
り歩きました。地元の小学生約
60

世帯数

女

男

■市の人口（10月1日現在） 人数世帯数（前月からの増減）

福祉課（☎21-1140）
と き 11/20（火）9：15～16：00 ※12月はお休み
ところ 市役所北側駐車場

24

10

担いで巡行したほか、婦人会がアテルイ音頭

会場で開催さ

総合運動公園エコパスタジア
ムを含む国内

れます。日本は自国開催で初
の決勝トーナメント進出を狙

ラグビー日本代表
ラグビーワールドカップでの成績
28戦 4勝22敗2分

50

を奉納するなどし、古代東北の英雄の勇姿を

▲小沢市長らによる武者行列の再現

献血

環境資源ギャラリー（☎23-2273）
き 11/10（土）
・25（日）、12/8（土）
・23（日・祝）
9：00～11：30

ごみの休日受け入れ

と

市内にも被害をもたらした台
号。その名も「チャー
風
ミー」。かわいい名前とは裏腹
に、すさまじい威力でした。
朝、電気がつかず、水も出な
い。帰っても真っ暗闇。電気が
つかないだけでこんなにさみし
く不安なものかと感じました。
「どうせ今回もそれるだろ
う」とどこか甘さがありまし
た。災害への備えは万全のはず
が、重要な「気持ちの備え」が
欠けていました。災害は起こ
る。肝に銘じます。
（隅）

KOHO KAKEGAWA 2018.11

23

12

10

今に伝えました。

Oshu

みち のく魅 力 発 信
つ な げ る・つ な が る

59,025人（＋19） 58,809人（－8）
57,073人（＋18） 56,641人（－3）
1,952人（＋ 1） 2,168人（－5）

117,834人（＋11）
113,714人（＋15）
4,120人（－ 4）

住民基本台帳人口
日本人
外国人

います。
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