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あなたの夢、描いたつづきは掛川で。
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夏の収穫祭「カジュフェス!! 2018」
（森林果樹公園）
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今年は３年に１度開催される大祭の年にあたります。
大祭では龍尾神社、神明宮、利神社（利神）、池辺神
社、白山神社、津島神社、貴船神社の７ 神社、氏子 町の
ほとんどが、２町から４町単位で屋台を連ねて引き廻し、
伝統ある華やかな衣装と手踊りを披露します。
お祭り広場とよばれる路上ステージでも、三大余興をは
じめ、各町の長唄や手踊り、衣装、お囃子などが披露さ
れ、掛川の街は祭り一色に彩られます。
掛川観光協会ビジターセンター
「旅のスイッチ」（☎

▲紺屋町「木獅子の舞」

まわ

８-７１１）

広場では、初めて見る方でもわ

かりやすいように屋台や余興の歴

史・由来なども解説します。

大祭のみの演目や衣装

三 大 余 興 は も ち ろ ん で す が 、３

年 に１ 度 の 大 祭 で し か 披 露 さ れ な

い、各町が代々受け継いできた長

唄や手踊り、衣装にも注目が集ま

ります。

年前後までは各町が競っ

て衣装を凝らし、「衣装祭り」と

昭和

呼ばれるほどの華やかな衣装を身
ことができる人気スポットで、両

子 、 三 大 余 興 な ど を２ 日 間 で 見 る

ならではの衣装で祭りを彩ります。

も数町がその名残をとどめ、大祭

にまとった余興がありました。今

上ステージ。市内

天 国 に し た 、 全 長 約１ ５ ０ ㍍ の 路

掛川駅北口の駅前通りを歩行者

▲連雀町「吉原雀」

日、大勢の観光客でにぎわいます。

41

問

▲十九首「神田祭」

41

お祭り広場は、各町の
屋台と余興が楽しめる

24

町の屋台や獅
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月５日（金）〜８日（月・祝）
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特集

掛川大祭

平成 年掛川大祭
年番長 後藤敦史さん
（肴町）

今年も各町青年や区役

員、協賛企業や店舗のみ

なさんのご支援 、ご協力

毎年盛大に行われてい

によって、準備は順調に

粋な祭りを盛大に

進んでいます。

る掛川祭ですが、年々、

青年や子どもたちの減少

が課題となっています。

各町内で継承していく

伝統を守るためにも、今

年は、祭りのあり方や伝

統を再認識して、掛川を

離れてもまた戻ってきた

いと思えるような祭典に

したいと思います。

平成最後の年にふさわ

しい、盛大で粋な大祭が

開催できるように、年番

一同引き続き準備してい

きます。

平成最後の年

30

OOMATSURI SANDAI-YOKYO

瓦町の
獅子舞かんからまち

仁藤町の大獅子

6・7・8 日の 3 日間（昼間）

6・7・8 日の 3 日間（昼間）

7・8 日の両日（昼間）

お祭り広場登場
8 日（月・祝）12:30～12:45

お祭り広場登場
7 日（日）
14:40～14:55
8 日（月・祝）13:45～14:00

お祭り広場登場
8 日（月・祝）15:45～16:00

かんからまちの行列は、天狗、花笠、

薩摩島津氏の大名行列を模して生まれ

日本一の大きさを誇る仁藤町の大獅子

て構成され、500年の歴史を持つと伝

行列が多くの奴を従えていたのは宿場

はな ほろ

花幌、三頭の獅子、横笛、従士によっ
み こし と

わる大祭では、龍尾神社からの神輿渡
ぎょ

御の先導を務める。舞いのうち、「本
舞」は2頭の雄獅子が1頭の雌獅子に求

愛する戦と、その後に3頭が和合する姿
を表現している。江戸時代、御殿の中
でもわらじを履いたままで舞うことが
許された格式高いもので、道路では畳
やむしろの上で舞いを披露する。昭和

30年に県無形民俗文化財に指定された。

3

西町の
大名行列（奴道中）

三大余興
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たといわれる、西町伝統の余興。大名
やっこ

内だけだったようで、江戸時代、西か
ら来る大名は西の木戸がある十九首と
番所がある西町との間で隊列を組んだ
といわれている。白毛の槍印を付けた
なが え

長柄の槍の投げ渡す演技は、江戸時代
をほうふつとさせ見応え十分。なお、
今年は「奴道中」だけでなく、本来の
「大名行列」が復活。日時によっては

「奴道中」のみで編成する場合もある。

は、総勢200人余を要する壮大で勇壮
な舞いを披露する。220㎏の獅子頭を
ほ

ろ

14人で持ち上げ、25mもある母衣を50
人前後の人が竹の棒で支えている。仁
はん にょしょうにん

藤町にある天然寺の帆誉上人(1858年同

寺住職)は、伊勢の国(現三重県鈴鹿市)
で大きな獅子頭を荷車に乗せ引き廻し
ている姿を見て「この動かざる大獅子
を動かしたならば、さぞ興深きものな
らん」と語り、これを参考に作り上げ
られたと伝えられている。

四十七士（肴町）
神輿還御

浦安の舞（利神社）
桃太郎（中町）

かっぽれ（緑町）
浦島（塩町）
※写真は、前回行われた大祭の様子です。

観光交流課
小嶋七海 主事補

掛川大祭には、はやり

です。

るとうれしい

ご覧いただけ

すので、一度

市の魅力を発信していま

グラムを運営しています。

会では、共同でインスタ

また、当課と市観光協

ください。

どで、ぜひ情報発信して

けて、ご自身のＳＮＳな

川」のハッシュタグを付

す。「＃たびごころ掛

姿などは、見応え十分で

とった子どもたちの余興

華やかな衣装を身にま

三大余興はもちろん、

が多くあります。

のインスタ映えポイント

インスタに写真を投稿しよう

※被写体の肖像権や著作権には、十分注意を払ってください。
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特集

掛川大祭

掛川大祭
交通規制

■駐車場のご案内

問中心市街地活性化推進係（☎21-1125）
祭典期間中（5日は18:00～21:00、6～8日は9:00～
21:00）は、交通規制のため「大手門駐車場」「中町駐車
場」などが利用できません。
■バス路線の変更
祭典中（5～8日）は、次のバスにおいて駅周辺の路線が
変更されます。詳細は各バス会社へお問い合わせください。
●市街地循環バス南回り、東山線、粟本線、居尻線、
倉真線、桜木線
問掛川バスサービス㈱（☎24-7331）
●市街地循環バス北回り
問ジーネット㈱（☎24-2210）

無断乗り入れや路上駐車をしないようご協力をお願
いします。

問 掛川観光協会ビジターセンター「旅のスイッチ」

無料シャトルバス（市役所駐車場⇔くすの木公園）

（☎24-8711）

運行日 10月 7日
（日）9:00～17:30
8日
（月・祝）9:00～17:00（随時運行）

鳥居町
交通規制図
規制実施時間

十九首

文
第二小

お祭り広場
西高

下俣町

円満寺

大池橋

中央小

掛川城

瓦町

緑町

研屋町

郵便局

大手町

中電
中央1
丁目 NTT

倉真川

天浜線

亀の甲一丁目
亀の甲二丁目

●コンビニ

掛川駅

駅南第2駐車場
● 薬局

神明宮

天然寺

道神町

仁藤町

喜町

栄町

塩町

●

ホテル
ホテル
●

9：00～17：00

中心市街地交通規制図
規制実施時間

あいり～な

神明町

肴町

駅北駐車場

N

旭町

松尾町

連雀

西町 中町

中央2丁目

中央 第一小
図書館

二の丸
美術館

くすの木公園
十王

消防署

城内

城西

10/ 8（月・祝）
12：00～15：00

生涯学習センター

弥生町
旧国道1号

逆川

の区域内

旧国道1号

JR掛川駅南口コンコース内

新町

の区域内
10/ 5（金） 18：00～21：00
6（土）

9：00～21：00

7（日）

9：00～21：00

8（月・祝）9：00～21：00
（予備日）9（火）

の区域内

駅南
第1駐車場

10/ 7（日） 12：00～18：00

南一丁目

の区域内

南二丁目
東名高速道路

西掛川駅

9：00～21：00

10/ 8（月・祝）12：00～15：00

お祭り広場余興順
時間

7

12：55～13：15

13：20～13：45

13：50～14：10

14：15～14：35

正午 開会式

5

14：40～14：55
15：00～15：25

15：30～15：50
15：55～16：15

町名
末広町
長谷
12ブロック
橘町
上屋敷
秋葉路
11ブロック
鳥居町
秋葉通り
二瀬川
城西
10ブロック
七日町
松尾町
城内
3ブロック
北門
西町1日目
中央一丁目
栄町
5ブロック
研屋町
紺屋町
十王
下俣町
7ブロック
中央二丁目
大手町
連雀町
4ブロック
肴町

余興名
ドンパン節
奴さん
ソーラン節
奴さん
獅子頭
子供三番叟
鞍馬山
木遣りくずし
五万石
かっぽれ
俄獅子
せつほんかいな
道三音頭
大名行列
外記猿
助六
と組どんたく
木獅子の舞
深川
秋の野に出て
お染久松
大原女奴
吉原雀
四十七士

10

月 日（月・祝）

月 日㈰

10

ブロック

8

時間
12：30～12：45
12：50～13：40
13：45～14：00
14：05～14：25
14：30～14：45
14：50～15：15
15：20～15：40
15：45～16：00

ブロック

町名
瓦町
中央高町
中央三丁目
8ブロック
小鷹町
十九首
西町2日目
弥生町
城北町
9ブロック
下西郷
緑町
6ブロック
中町
道神町
神明町
2ブロック
旭町
新町
喜町
1ブロック
塩町
仁藤町

余興名
獅子舞かんからまち
小獅子の舞
奴さん
かっぽれ
お囃子、神田祭
大名行列
祝い目出た
六段くづし
娘道成寺
かっぽれ
桃太郎
小獅子の舞
づぼらん
菊づくし
①娘道成寺 ②吉野山
秋の野に出て
浦島
大獅子の舞

28

31

募集定員 ※1

三笠幼稚園

上西郷4116

28-0659

53人 ※3

土方幼稚園

上土方320-1

74-2083

30人

佐束幼稚園

小貫77

74-2084

30人

中幼稚園

中3124

74-2642

20人

千浜幼稚園

千浜5870

72-3783

40人

大渕幼稚園

大渕5935-6

48-3045

30人

横須賀幼稚園

西大渕1010

48-2349

40人

住所

電話番号

62-6110
宮脇2-6-1
すこやかこども園

27-0545

こども希望課
（☎21-1205）

※1 募集欄の人数は3歳児保育の募集人数です。4歳、5歳児は定員に満たない
人数を募集します。
※2 日坂・東山・東山口地区を優先
※3 倉真・西郷・原泉地区を優先
※4 西山口・粟本地区を優先

幼稚園・保育園・認定こども園・小規模保育園

が、募集定員数を超えた場
合は抽選となります。
③市立幼稚園同士の併願はで
きません。また、すでに
市・私立幼稚園に在籍して
いる方の転園の申し込みは
ご遠慮ください。
④私立幼稚園については各園
へお問い合わせください。
⑤ちはまこども園整備のた
め、平成 年度の千浜幼稚
園の活動は睦浜幼稚園舎で
行います。
⑥大坂・睦浜幼稚園は平成

40人 ※4

募集定員 ※1
伊達方474-1

電話番号

幼稚園

31

年度から私立の認定こども
園になるため、おおさかこ
37
ども園準備室（☎
37）へお問い合わせくだ
さい。

募集する幼稚園・認定こども園

入園申し込みを受け付けます

25

幼稚園・すこやかこども園（幼稚園利用）
■受付期間
月1日㈪〜3日㈬
午前9時〜午後4時
■対象児
平成 年4月2日〜平成
年4月1日に生まれた幼児
■申込方法
印鑑をお持ちのうえ、対象
のお子さんを必ず連れて希望
する幼稚園にお出かけくださ
い。
■保育料
保護者の市民税額で算定し
ます。
■注意事項
①受付期間外の申し込みは原
則受け付けません。
②市内のいずれの幼稚園にも
入園申し込みが可能です
64

-

30人 ※2
さかがわ幼稚園

住所

認定こども園

平成31年度
10

6

27

64

27

31

11

28

10

27

31

25

保育園

子育てセンターひだまり保育園部

杉谷南2-1-1

子育てセンターさやのもり保育園部

長谷1687-2

葛ヶ丘保育園

葛ヶ丘3-4-1

掛川聖マリア保育園

かけがわのぞみ保育園

すずかけっこ保育園 ※1
千浜保育園

大坂保育園 ※2

電話番号

23-1771

24-2251

中央1-8-1

24-0875

杉谷南1-1-20

21-3001

26-9123

大池2956

61-2505

千浜4528-6

72-2400

下土方1152-3
大坂2808-1

74-2201

72-2607

横須賀1371-3

掛川あそび保育園

岡津63-2

22-8900

住所

電話番号

掛川こども園

家代の里1-5-1

61-3322

桜木こどもの森

家代1761-1

おおぶち保育園

きらきら保育園

認定こども園
こども広場あんり

大渕4385-1

柳町36

48-2258

48-0707

29-6336

本郷623-1

26-2250

くるみ幼稚園（保育利用）※3

中央2-18-5

22-5394

掛川中央幼保園 ※4

和光2-16-1

24-5501

子育てセンターとものもり
すこやかこども園

小規模保育園

ちゅーりっぷ
小さなお家

ぽっぽ保育園

モコ宮脇保育園

きらきら保育園（分園）
きよさき保育園

桜木こどものへや
掛川みなみ園
※1
※2
※3
※4

大池2305

宮脇2-6-1

22-8159

25-6800

62-6110

住所

電話番号

本所72-2

29-5760

中宿132

21-3013

沖之須1894-2
宮脇1-4-2

48-6737

28-9666

清崎104-1

24-7200

南2-16-12

21-7806

家代1761-1

22-8159

平成31年4月から、3～5歳児定員枠90人を増設
平成31年4月に、幼保連携型認定こども園「おおさかこども園」
へ移行予定
申し込みは直接くるみ幼稚園へご連絡ください
土曜日閉園、延長保育なし（開園午前7時30分～午後6時30分）
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きません。
②次のどちらかにあてはまり、
平成 年度の入園を希望す
る方も、期間中に必ずお申
し込みください。
・現在、入園待機中の方
・平成 年 月以降の入園を
希望し、すでに申込書を提
出した方

よこすか保育園

■募集園児数
0〜5歳児（小規模保育園
0〜2歳児）、各園の実態に
応じて定員に満たない人数を
募集します。
■保育料
保護者の市民税額で算定し
ます。
■注意事項
①雇用証明書など書類がそろ
わない場合は、受け付けで

城東保育園

7

住所

と（求職者含む）。
※保護者の就労状況、同居親
族の状況により、入所の優
先度を調整します。
※希望者多数のため希望する
保育園へ入園できないな
ど、ご希望に沿えないこと
があります。

募集する保育園・認定こども園・小規模保育園

保育園・認定こども園（保育利用）

■受付期間
9月 日㈭〜 月 日㈬
午前9時〜午後4時
【土・日・祝日を除く】
※申込書も9月 日㈭から配
布します。
※ 月中の毎週木曜日は、こ
ども希望課で午後7時まで
受け付けます。
※平成 年5月以降の入園申
し込みは、 月1日㈭から
受け付けます。
■対象児
原則、乳幼児、保護者とも
に市内に住所を有し、平成
年4月2日以降に生まれた乳
幼児
■申込方法
こども希望課、大東ふくし
あ（大東支所）、大須賀ふく
しあ（大須賀支所）で、入園
申込書（認定申請書）の配布
と受け付けを行います。
※9月 日㈭・ 日㈮は市役
所4階会議室で受け付けま
す
■入園基準
保護者が月 時間以上就労
するなどの理由により、家庭
でお子さんを保育できないこ
10

30
11

31

感じたこと
次の世代へ語り継ぐ

ゆう ま

（☎21-1127）

平和の大切さ
訴えていくことが使命

問 企画政策課
まな か

唯一の被爆国として、
私たち日本人が核兵器
廃絶と平和の大切さを
訴えていくことが使命
だと感じました。
平和記念式典では
「放射能汚染は、今な
お被爆者の苦悩の根源
となっている」と聞き、
考えるだけで胸が苦し
くなりました。悲しい
出来事が繰り返されな
いように、継続して
「ヒロシマ」を語り伝
えていきます。

平和記念式典に参列

原爆ドーム前

戦争によって、多く
の命や生活が奪われた
と思うと怒りと悲しみ
が止まりません。平和
記念公園内にある原爆
の子の像に千羽鶴をさ
さげましたが、すでに
たくさんあり、平和を
願う人たちの多さにう
れしくなりました。
私たちが広島に行っ
て感じてきた平和の大
切さを、同世代や次の
世代へ語り継いでいく
ことを誓います。

伊藤優真さん
（桜が丘中3年）

15

28

「ヒロシマ ピース ボランティア」
（左）から説明を受ける

千羽鶴に思いを込めて

平和の尊さを次世代へ

20

広島市平和記念式典に中学生を派遣

昭和 年８月 日の終戦か
ら 年。戦争体験者が高齢化
とともに減少していく中で、
平和の尊さや悲惨な戦争の記
憶を次世代に語り継いでいく
ため、市は平成 年から中学
生を広島市平和記念式典へ派
遣しています。
今年も８月５・６日に、３
校６人の生徒が広島の地を訪
問。１日目は、平和記念資料
館と平和記念公園を見学し、
戦争体験記や当時の映像から
被爆者たちの思いを感じとり、
その目に焼き付けました。２
日目は、被爆者や政府関係者、
海外代表者らとともに式典に
参列し、平和への祈りをささ
げました。
戦争を知らない子どもたち
が、被爆地・広島で見て、聞
いて、感じた思いを紹介しま
す。
73

大石愛夏さん
（大浜中3年）

8

年４月から学生

28

大須賀→掛川駅

【朝方出発】（東大谷経由）

とうもんの里前 横須賀高校 大須賀支所前
入口

アイク前

中東遠総合
医療センター

西南郷

掛川駅南口

6：20

6：23

6：25

6：30

‒

6：55

7：00

6：57

7：00

7：02

7：07

‒

7：32

7：37

8：25

8：28

8：30

8：35

9：05

9：12

9：15

アイク前

中東遠総合
医療センター

西南郷

掛川駅南口

【夕方出発】（西大谷経由）
とうもんの里前

横須賀高校
大須賀支所前
入口

16：35

16：38

‒

‒

‒

‒

17：10

18：20

18：23

‒

‒

‒

‒

18：55

19：10

19：13

‒

‒

‒

‒

19：45

掛川駅→大須賀

【朝方出発】（西大谷経由）
掛川駅南口

西南郷

中東遠総合
医療センター

アイク前

7：40

‒

‒

‒

大須賀支所前 横須賀高校 とうもんの里前
入口

‒

8：10

8：13

【夕方出発】（東大谷経由）

9

掛川駅南口

西南郷

中東遠総合
医療センター

アイク前

15：35

15：38

15：45

16：15

16：18

16：21

16：25

17：30

17：33

-

17：58

18：03

18：06

18：10

18：15

18：18

-

18：43

18：48

18：51

18：55

19：10

19：13

-

19：35

19：38

19：39

19：40

20：15

20：18

-

20：40

20：43

20：44

20：45

21：27

21：30

-

21：52

21：55

21：56

21：57
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大須賀支所前 横須賀高校 とうもんの里前
入口

バス路線「掛川大須賀線」
が便利に

月１日から誰でも利用できます

市は平成

を対象に、大須賀区域と掛川

10

駅の間で自主運行バスの社会

から通常のバス路線

実験を行ってきましたが、

月１日

として運行を始めます。

ぜひ、ご利用ください。

ここがポイント

①これまで通学専用でした

が 、 どなたでもご利用いた

だけるようになります。

② 通院にもご利用いただける

よう、「中東遠総合医療セ

ンター停留所」を追加しま

した。

③ 通勤などで帰りが遅くなっ

ても安心。今より３便増や

し、掛川駅発の最終便を

時以降に延長しました。

④中型バス１ 台とマイクロ

バス１台に変更。ゆったり

ご利用いただけます。

21

（月）

10

生涯学習協働推進課
（☎21-1129）
申 問 ジーネット㈱
（☎24-2210、FAX24-3183）
問

掛川大須賀線専用
お得な券を
ご利用ください
①専用回数券
通常片道600円のとこ
ろ、約300円で乗車でき
ます。
②定期券
現金より安く乗車で
きます。定期的に利用
される方にお勧めです。
購入方法
①②とも、市ホーム
ページからダウンロー
ドした申込書に、必要
事項を記入のうえ、ジー
ネット営業所（梅橋）へ
FAXまたは直接提出

までに市立幼稚園の保育室と

暑を受け、平成

年6月ごろ

市では、今年の記録的な猛
討しました。

工方法などの課題について検

ほか、事業方式や動力源、施

小中学校の普通教室のうち、
一」を掲げる市として、幼

今後も「教育・文化日本

習慣病の予防を目的とした健

尿病、脂質異常症などの生活

特定健診は、高血圧症、糖

われている疾患の有病率も少

あり、重症化して起こると言

有病率は3年連続増加傾向に

生活習慣病は自覚症状がな

しずつ増加しています。

左のグラフは市国民健康保

く、気づいたときには「血圧

診です。

年

年から

険加入者の平成

や血糖値が上がっていた」と

受診は 月がお勧め

しょう。

体のメンテナンスを受けま

健診で数値を確認しながら、

いうこともあります。毎年の

の有病率です。生活習慣病の

H28

エアコンのない教室全てに設
と、良質な学習環境の確保が

5％

児・児童・生徒の健康管理

きます。公平性の観点から学
できるよう全庁を挙げて取り

掛川市国保疾患別有病率（H26~28)

置していくことを検討してい
校によって設置時期に差が出
組みます。

ます。

かけがわでお知らせしていき

進捗状況については、広報

ないよう、一斉に設置を進め
る予定です。
今年7月から小中学校では

月までです

月はインフルエ

健診期間は

月、

月までの受診をお勧め

歳から

歳の方が勤務先

月末までの受診で5ポイ

健康マイレージの対象です

報告ください。

す。結果を健康づくり課にご

診を受診したことになりま

などで健診を受けると特定健

る

国民健康保険に加入してい

ご協力ください

勤務先健康診断の結果報告に

する必要はありません。

受ける方は、特定健診を受診

します。なお、国保ドックを

す。

ンザなどで混雑が予想されま

が、

12

10

11

28

■高血圧性疾患

H27

熱中症対策としてエアコンが
設置済みの図書館やパソコン
室を休み時間に解放
したり、授業中に水
やスポーツドリンク
を自由に飲んだりす
る取り組みを進めて

きましたが、近年の

高温多湿の異常気象

において、ソフト面

日、松井市

10％

2％

12

74

の対策では限界に近
づいているため、子
どもたちの健康管理
と集中して学ぶ環境
の早期整備は必要不
8月

可欠です。
長を本部長とする第
一回市教育施設エア
コン設置推進本部会

15％

4％

10

40

をご覧ください。

しくは、広報かけがわ7月号

ントがカウントできます。詳

11

26

20％

6％

■糖尿病

■脂質異常症

■虚血性心疾患

■脳血管疾患

■腎不全

年に1度の体のチェックを忘れずに！

特

31

議を開催し、財源の

25％

8％

来年6月をめどに一斉設置を検討

こども希望課（☎21-1205）

エ
学務課（☎21-1155）

H26

0％

H28

H27

H26

0％

定健診で生活習慣病予防
問健康づくり課
（☎62-6151）

アコン、幼小中に
問企画政策課（☎21-1127）

生活習慣病有病率
30％

重症化で起こりやすい疾患有病率
10％

15

Information

10

およぶため近隣の迷惑になり

煙や臭い、灰などが広範囲に

ンを発生させるだけでなく、

る「野焼き」は、ダイオキシ

野外での焼却行為、いわゆ

行為、たき火やキャンプファ

行った草刈りで出た草の焼却

草・小枝は可）や、地域で

スチック類の焼却は不可。

い焼却行為（ビニール・プラ

農林業に伴う、やむを得な

農林業も内容によって

年4月1日より

違反すると罰金や懲役に

ます。平成
イヤーなどは例外として認め

指導の対象に

「廃棄物処理及び清掃に関す
られています。

処される場合も

る法律」で厳しく制限されて

れる場合があります。

罰金、またはその併科に処さ

下または1000万円以下の

おり、違反すると懲役5年以

適な住環境を守るため、常に

しばしば見受けられます。快

に迷惑をかけているケースが

しかし、この場合でも近所

たとえ少量でも
ます。

離などを考慮する必要があり

風向きや時間帯、住宅との距
家庭での焼却は禁止

期間 9月

日㈮〜

秋は暗くなる時間が早くな

り、夕暮れから夜間の交通事

故が起こりやすくなります。
ドライバーは
早めのライト
オン（秋は午
後4時〜）や
適切なハイ
ビームの使
用、歩行者は
自発光式反射
材の着用を心
がけ、交通事
故防止に努め
ましょう。
運動の重点

○子どもと高齢者の安全な通

行の確保と高齢運転者の交
通事故防止

○夕暮れ時と夜間の歩行中、

自転車乗用中の交通事故防

日㈰

9月

日㈮午後5時

JR掛川駅北口前広

掛川東高校吹奏楽部の

○全ての座席のシートベルト

サート」を開催。交通安全

式反射材の販売も行いま

びかけます。会場で自発光

す。ぜひご来場ください。

※雨天の場合は中止。

○飲酒運転の根絶

（「止まる・見る・待つ」

○交差点の交通事故防止

い着用の徹底

と自発光式反射材着用を呼

光式反射材ぴかぴかコン

みなさんが参加し、「自発

内容

場

ところ

分〜6時

とき

初日広報街頭キャンペーン

30

前年比
－6
－5
＋5

H30
504
1
692

とチャイルドシートの正し

止

東高吹奏楽部によるコンサートの様子

20

家庭用焼却炉やドラム缶、
コンクリートブロック積みで

の焼却も野焼きと同じと見な

されます。
たとえ少量の焼却であって

も、悪臭や煙などにより近所
の方に迷惑をかけますので、
しっかり分別してごみ集積所
へ出しましょう。
事業所は基準に適合した焼
却炉を使用していますが、使
用方法を必ず守り、近所の迷
惑とならないようにしましょ
う。

の周知徹底）
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11

21

21

【掛川警察署管内の人身事故】

8月15日現在
件数（件）
死者数（人）
負傷者数（件）

13

慣れた道
知らない道より
気をつけよう

秋

ご近所トラブルにならない対応を

問環境政策課
（☎21-1145）

の全国交通安全運動

問危機管理課
（☎21-1131）

焼きは迷惑行為です!!

野
Information

～みんなでシティプロモーション～

「高天神を制するものは遠江を制する」と
言われるほど、戦国時代に徳川、武田の両軍
が攻防戦を繰り広げた高天神城。守りが堅く
簡単に攻め落とせない陣地として「東海一の

NAKAMURATORIDE

り戻そうと動きます。

た。城を奪われた家康は、何とか取

天神城が、武田勝頼の手に落ちまし

戦い。かつて家康が占領していた高

天正2年（1574年）高天神の

は、川などを利用して、最前線基地

あえてこの地を選んだということ

頂を中心に築くことが理想ですが、

本来は帝釈山という標高約

役割を担っていたということです。

はなく食糧などの物資の集配基地の

きく異なっていたのは、軍事目的で

現在の中地区に配置。ほかの砦と大

たが、地域住民がボランティアで、

ています。「

備。砦跡の様子が見えるようになっ

会」の方たちが、竹林などを伐採整

地域住民が砦跡を整備

大きかったことがわかります。

が、長期戦を支えた中村砦の役割が

約3年。砦の役割はもちろんです

高天神城攻略の糸口

「高天神城攻めは長期に渡る戦い

である横須賀城などからの物資搬入

め落とす際、6つの砦は重要な役割

年以上手つかずでし

現在は、地元の「中村砦城山保全

になる」。あらかじめ想定していた

少しずつ進めています。一緒に作業

㍍の山

であろう家康は、食糧や物資などの

を主な目的としていたと考えられま

していただける方がいれば大歓迎で

わ

年）掛川城攻めの際に築き、後に改

を担い、中でも中村砦は、物資の集

このように、家康が高天神城を攻

城することになります。

に近づくことができず、とうとう落

薬などが入らないほか、援軍も簡単

神城は完全に孤立。城内に食糧や弾

この6つの砦が築かれた後、高天

中村砦と武田軍の敗北

所設置されていました。

を設けて敵から砦を守る曲輪が数か

くる

地をそれぞれ2か所、高い土手や塀

造になっていました。物見台と駐屯

中村砦は現状の地形を生かした構

つでした。

たい しゃく やま

供給を遮断して敵を弱らせる「兵糧

す。また、東側の駿府方面からの援

す」と話す会長の松浦富夫さん。

ひょう ろう

攻め」のため、城を取り囲むように

軍に対する見張りも大きな役割の一

年（1568
修を施した北方向を抑える小笠山

配基地として、当時としては異彩を

と火ヶ峰砦。永禄

砦、東方向を抑える獅子ヶ鼻砦、南

高天神城の戦いに7年間を要し、

放っていたことが伺えます。
置しました。

このうち、城の孤立化を図ったのが

かがでしょうか。

馳せて歴史ロマンを感じてみてはい

現地を訪れ、当時の武将に思いを

50

45

方向を抑える三井山砦をそれぞれ配

11

堅塁を誇った山城」や「難攻不落の名城」な
どとうたわれています。
この遠江支配の鍵となる高天神城を奪われ
た徳川家康。城奪還のために6つの砦を築き
ました。
問社会教育課（☎21-1158）

けん るい

Vol.09

6つの砦の構築を進めました。

菊 川

▲高天神城を取り囲む砦の位置
徳川軍
武田軍
※火ケ峰砦の位置に関しては2説ある。 遠州灘

城を攻める軍の主力となる能ヶ坂

砦の役割

●掛川城
掛川駅

中村砦は菊川（一級河川）の西側、

▲菊川の堤防から。砦までは直線距離で約300㍍

獅子ケ鼻砦

高天神城

火ケ峰砦
能ケ坂砦

中村砦
帝釈山
三井山砦
横須賀城

小笠山砦
小笠山

菊川I.C
掛川I.C
東名高速道路
線
海道
JR東

異彩を放つ中 村 砦
かけがわ
再発見
磨き上げ

とりで

むら

なか

KAKEGAWA CITY

12

悪臭や詰まりの原因となります。三角コーナーやご
み受けネットなどで取り除いてください。

月1日は「浄化槽の日」
早めの切り替えを!

清掃、法定検査の3つを必ず行いま

しょう。検査機関から法定検査未受

検者に対して、受検案内通知や電話

による啓発を実施しています。早め

332,000円

442,000円

666,000円

7人槽

414,000円

513,000円

769,000円

10人槽

548,000円

647,000円

972,000円

の申し込みをお願いします。

5人槽

下水道接続と浄化槽切り替えを

野菜くずや生ごみ

◆切り替えに補助金を活用しよう
単独浄化槽は、トイレの排水処理
のみで、台所や風呂、洗濯などの生
活雑排水は未処理のまま放流してい
ることから、川や海を汚す原因と
なっています。
市は、美しい川や海を次世代の子
どもたちに残すため、家庭から出る
生活排水を処理する合併浄化槽を設
置する方に、予算の範囲内で補助金

既設の単独浄化
槽から付け替え
るもの

同じ自治会内で
3件以上の集団
でまとめて補助
申請し、既設の
単独浄化槽から
付け替えるもの

美しい水環境は家庭から
1人ひとりがルールを守って下水道

下水道管の中で冷えて固まり、詰まる原因となりま
す。新聞紙や油を固める製品を使用し、燃えるごみ
として処分してください。

を正しく使用しましょう。

油類

9月 日は「下水道の日」
1日も早く接続を!

ポンプなどの機械にからみつき、故障の原因となり
ます。

◆つなげて美しい水環境を作ろう
下水道が使用できるようになった
区域の家庭は、下水道法および市の
条例により、水洗トイレは1年以内
に、くみ取りトイレは3年以内に水
洗トイレに改造して、下水道へ接続
することが義務付けられています。
下水道へ接続すると、汚水が速や
かに排除され、蚊やはえなどの発生
が抑えられたり、道路側溝などから

を交付しています。
補助を受けるには条件があります
ので、対象や区域などの詳細は、設

年4月1日から、単独浄化

置 前 に お 問 い 合 わ せくだ さい。
※平成

◆浄化槽は法律で定めた維持管理を
浄化槽の機能を十分に発揮させる

新築、増築また
は改築に伴い設
置するもの。く
み取り便所の水
洗化のために設
置するもの

区分

出る臭いを防止できます。また、汚

雑巾などの布類

問下水道課
（☎21-1170）

ため、浄化槽法に基づく保守点検、

補助額

■法定検査に関すること
（一財）静岡県生活
科学検査センター
（☎054-621-5863）
■浄化槽の維持管理全般
に関すること
西部健康福祉センター
環境課
（☎0538-37-2250）

平成30年度 合併浄化槽設置に関する補助額

浄化槽に関する
お問い合わせ

水が直接河川に流入しなくなり、水

おむつ、ティッシュペー トイレに流せるのは、トイレットペーパーだけで
パー、たばこの吸い殻 す。水に溶けにくい紙製品は、下水道管が詰まる原
因となります。
などの紙類

10

槽の新設は認められていません。

13

質保全につながります。
◆異物を流すのはやめよう
下水道にごみや油を流すと、下水
道管を詰まらせる原因になるほか、
マンホール内のポンプ機械の故障や
浄化センターの処理機能が損なわれ
てしまいます。下水道に何 で も 流 し
て い い と い う わけではありません。
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理由と対応方法
流してはいけないもの

10

中東遠総合
医療センター

小笠
医師会
掛川市
介護支援専門員
連絡協議会

小笠袋井
薬剤師会
小笠掛川
歯科医師会

（☎23-4372）

小笠医師会 その45

れば不足している物を融通し合った

避難所で健康を損なわないために
でしょう。食物アレルギーがあって

不十分な水や食料をどう分配する

り、協力したりすることができるの
夏は猛烈な暑さと湿気、冬だった

か、トイレをどこに設置して、そこ

も、配られた食料に配慮は多分ない

今年も防災訓練の季節です。地震

ら毛布を通して上がってくる冷気が

までの道筋をどう区画するか、特に

心構えはできていますか?

や水害などのとき、市が広域避難所

容赦なく体を痛めつけます。段ボー

必要な物は何か、具合の悪い人はど

ではないでしょうか。

を開設することはご存知だと思いま

ルベッドがあっても、みんなに行き

こにいるかなど、的確な情報を集

でしょう。

す。

渡るわけではありません。

部屋に座布団や毛布などが敷かれ、

かったら、知人に分けてもらえるで

普段服用している薬を持っていな

つまで待っても有効な支援は届か

め、リーダーに伝達しなければ、い

多くの方は、公民館などの大きな
そこにお年寄りが横になっていた

ず、健康が損なわれてしまいます。

庫に詰め込まれ、隣の家族

援のため配置されますが、すべての

市の職員は、災害時には市民の支

大切です。

非常持ち出しを常に準備することも

助けとなる場合があるため、備蓄や

などはお互いの交流のなかで貴重な

予想されますが、特殊食品、医薬品

だけでは十分に対応できないことが

そのような場合、一家の避難物資

しょうか。

との距離も取れないような

業務に対応はできません。住民のみ

万全の対応は
期待できません

体調が悪くなって当然ですね。

り、お弁当やお菓子を食べながらテ
レビに見入っていたりする姿を想像
していませんか。
本当の大災害のときは、そんなこ
ぎれいな場所に落ち着いて避難でき

生活が何日続くかわからな

なさんに各種作業や情報の伝達に協

るわけではありません。体育館や倉

いのです。水も食料も十分

力していただかないと避難所は回り
そのためにも、できるだけご近所

に配られることは期待でき
も、他人の居場所を横切ら

のみなさんとまとまった区画を作る

ません。
なくてはなりません。赤

ことをお勧めします。顔見知りであ

ません。トイレに行くに

ちゃんのミルクは足りない
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10・11・12月 相談の窓口
相

談

と

名

き

と

こ

ろ

10/12・19、11/9、12/7（金）13：00～16：00 市役所4階会議室

問い合わせ先

10/26、11/16、12/28（金）13：00～16：00 大須賀支所1階多目的ホール

シティプロモーション課
（☎21-1123）

こころの健康相談
（予約制）

10/3、12/5（水）13：20～15：20
11/8（木）9：20～11：20

福祉課
（☎21-1139）

女

10/2・9・16・23・30、11/6・13・20・27、
12/4・11・18・25（火）
電話10：00～12：00 面接13：00～16：00

行

政

相

性

相

談

談

市役所4階会議室
電話相談
女性相談室直通（ 21-1119）
面接相談（予約制）市役所

企画政策課
（☎21-1127）

結婚相談（登録制） 10/14・21、11/4・11・18、12/2・9・16（日） あいり～な東館1階
※第2日曜日は女性のみ 13：00～16：00
開催当日は
（ 23-3036）
（受付15：30まで）

社会福祉協議会
（☎22-1294）

大須賀建築士すまいの
研究会住宅無料相談

10/21、11/18、12/16（日）
10：00～12：00

清水邸本宅（清水邸庭園東側）

大須賀支所 地域支援係
（☎48-1000）

司法書士無料相談会
（予約制）
※市内居住者に限る
9/3（月）～予約受付

10/17、11/21、12/19（水）
15：00～17：00

市役所4階会議室

福祉課
（☎21-1140）

ところ

相談名

掛川市役所

大東支所
10/12、11/9
12/7・14
（金）
3階ミーティングルーム

10/5・19、11/2・16
12/7・21
（金）
4階会議室

人権身の上相談
13：00～16：00

大須賀支所

問い合わせ先

10/26、12/7・28（金）
1階多目的ホール

福祉課
弁護士会無料法律
（
21-1140）
相 談（ 予 約 制 ） 10/10、11/14、12/12（水） 10/12、11/9、12/14（金） 10/26、11/16、12/21（金）
13：30～15：30
13：30～15：30
※市内居住者に限る 13：30～15：30
4階403会議室
4階会議室
1階相談室
9/28（金）～予約受付
10/5・19、11/2・16・30
10/12、11/9、12/14（金） 10/26、12/28
（金）
社会福祉協議会
12/7・21
（金）
1階多目的ホール
1階相談室
（
22-1294）
あいり～な東館1階
大東ふくしあ（ 72-1135） 大須賀ふくしあ（ 48-5531）
開催当日は
（ 23-3036）

心 配ごと相 談
13：00～16：00

相
青

談

少

教

名

年

育

相
相

と
談
談

き

平日 9：00～16：00

ところ・問い合わせ先
市教育委員会

（青少年補導センター ☎21-1189）

市教育センター（大東支所4階）

（☎72-1345）

平日 8：30～16：30

市役所1階家庭児童相談室
大東支所1階相談室、大須賀支所1階相談室

（☎21-1190）

談

月

市役所4階会議室

談

平日 8：30～17：00

市役所3階産業労働政策課 （消費生活センター ☎21-1149）

平日 9：00～16：00

市役所1階危機管理課

NPO法人設立相談（予約制）

平日 8：30～17：15

市役所3階生涯学習協働推進課 （協働センター ☎21-1129）

犯罪被害者相談窓口

平日 8：30～17：15

市役所1階危機管理課

（☎21-1131）

福 祉 相 談・介 護 者 相 談

平日 9：00～17：00

社会福祉協議会本所

（☎22-1294）

ボ ラ ン テ ィ ア 相 談

平日 9：00～17：00

ボランティアセンター（あいり～な2階☎24-6263）、各ふくしあ内社協

家 庭 児 童 相 談
（大東・大須賀支所は予約制）
内
消

職
費

相

生

活

相

交 通 事 故 相 談（ 予 約 制 ）
高齢者安全運転相談（予約制）

9：30～16：00

（産業労働政策課 ☎21-1125）

（☎21-1131）

※相談日が休日と重なる場合、相談はお休みします。内職相談は翌平日に実施します。昼休み中の相談は、極力ご遠慮ください。

相

談

名

ふくしあ「医療・保健・福祉・介護」
総
合
相
談
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と

き

平日 8：30～17：15

ところ・問い合わせ先
各ふくしあ（東部 61-2900、中部 28-9713、西部
大東 72-1116、大須賀 48-1007）

29-5977、

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。

10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

コンシェルジュだより
食欲アップに3つのヒント
食欲の秋、旬な食材はどれもおい
しいですよね。しかし、子どもは食
欲や気分にむらがあったり、好き嫌
いをしたりして、食が進まないことも
あります。食欲をアップさせるには、空腹を感じて食べたい気
持ちになることが大切。今回は、楽しく食が進むヒントを紹介
します。
■生活リズムを整え、早寝早起き
・朝日を浴び、しっかり目覚めておいしい朝ご飯
■体を動かしてよく遊び、おなかを空かせる
・散歩や戸外遊び、子育て支援センターやサロンなどを活用
■食べることに興味を持たせる
・会話しながらの楽しい食事や一緒にクッキング
・調理法や彩りの工夫
・嫌いな物も再チャレンジ（少しでも食べられたら褒める）
・1歳児ころの手づかみ食べは意欲がある証拠
詳しくは、コンシェルジュだより9月号で紹介し
ています。そちらもご覧ください。

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

2 火 平成30年8月出生児

13：00～13：30

12 金 平成30年3月11日～20日出生児
4 木 平成29年3月 1日～10日出生児
10 水 平成29年3月11日～20日出生児

徳育

18 木 平成29年3月21日～31日出生児
12 金 平成28年7月 1日～15日出生児
15 月 平成28年7月16日～31日出生児

徳育
大東

5 金 平成27年9月 1日～10日出生児
17 水 平成27年9月11日～20日出生児

徳育

22 月 平成27年9月21日～30日出生児
24 水

9：15～9：30

31 水

パパママセミナー（絵本栄養編） 26 金
9：15～9：30

徳育

15 月 平成30年3月21日～31日出生児

離乳食教室

（もぐもぐごっくん教室）

徳育

9 火 平成30年3月 1日～10日出生児

13：00～13：30 19 金 平成28年4～7月出生児

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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図書館へ行こう

10月

市立図書館

お薦めの1冊を
紹介します

39
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※）
10月の休館日：毎週月曜日、26日（金）

手作りの紙芝居『岡田良一
郎』が図書館にあります。倉
真出身の岡田良一郎が、二宮
尊徳の弟子として日光で学
び、倉真へ戻ってからどんな

10月3日（水）～11日（木）蔵書点検のため休館します
■大東図書館（☎72-1143）
午前9時～午後5時（木曜日は午後7時まで※）
10月の休館日：毎週月曜日、26日（金）

き ほく

ことをしたか。例えば冀北学

■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※）
10月の休館日：毎週月曜日、25日（木）

舎での勉強や生活のこと、報
徳社の成り立ち、日本初の信
用金庫のことなどを知ってほ
▲宮脇・新田多加さん
しいです。

※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
柿づくし

いのちと福祉の
ねだん

濵崎貞弘/著
（農山漁村文化
協会）

藤田千枝/編
坂口美佳子/著
（大月書店）

2週間足らずでできるスピード柿
渋、柿渋染め、失敗しない渋抜き、
かびを出さない干し柿、柿産地農家
の料理レシピなど、柿をむだなく使
い切るための加工、保存、調理が全
部わかる一冊です。

救急車は1回出動するといくらかか
るの?飲み残し・飲み忘れの薬を金
額に置き換えると?命と福祉の値段
と社会の関係をイラストや図表を
使って説明する『社会がみえるねだ
んのはなし』シリーズ第2巻。

催

し物・展示

アーサー・
ビナード/文
古川タク/作
（大月書店）

ある日、商店街のメガネ屋で「英語
メガネ」のおためしキャンペーンを
していたので、ためしにメガネをか
けて歩いてみると、横断歩道がシマ
ウマに見えました。なぜなら…。言
葉の楽しさにふれる絵本。

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

■（一社）二科会写真部静岡支部選抜作品展

ことばメガネ

大須賀

期間：10月11日（木）～28日（日）
■郷土ゆかりの部屋

展示替え

大東

・国学コーナー特別展「葛と、織る!編む!」
期間：10月20日（土）～平成31年1月20日（日）
・松本亀次郎コーナー「日中友好の架け橋」
期間：10月20日（土）～12月22日（土）

▲二科会写真部作品展

※10月28日（日）午前10時から職員による展示資料の説明あり
■ちっちゃな図書館

大須賀

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。

※ちっちゃな文化展共催
とき：10月27日（土）午前9時～午後3時（雨天中止）
ところ：横須賀高校正門西側

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：10月 12日（金）
午前10時30分～11時
大 東：10月 5日・12日（金）午前10時30分～11時
大須賀：10月 19日・26日（金）午前10時30分～11時
※
のおはなし会では子育てコンシェルジュが
育児相談などを行っています。

よみきかせ会 ひまわりのおはなし会
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北部
おおぞら号

内容：図書館を飛び出して、よみきかせ・古本市を行います

中

央：10月17日・24日・31日（水） 午後3時～

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

事業名

とき・ところ

第2弾「松ヶ岡物語」
9/8（土）13：30～15：30
第3回講座（全6回）
松ヶ岡（十王）
社会教育課（☎21-1158）

対象・参加料

内容・申込方法など

演題は「山﨑家と赤松家、遠州名望家赤松家との関
どなたでも
係」。講師は磐田市歴史文書館館長の木村弘之さ
70人
ん。明治時代に遠州地方で活躍した磐田市見付の
100円（資料代） 赤松家と松ヶ岡山﨑家との関係を紹介します。
直接会場へ

「行ってみよう、知ってみよう」
市内施説見学（全3回）
相談支援事業所Mネット
（☎29-8970）※市委託事業

9/12、10/10、11/14の
水曜日
13：30～15：00
あいり～な（掛川）ほか

障がい者就職面接会
ハローワーク掛川
（☎22-4185）

障がいのある方で 中東遠地域に就業場所がある約40社を予定。障が
9/13（木）13：00～16：00
就職を希望する方 い者支援機関の相談コーナーなども設置します。
小笠山総合運動公園エコパ
150人程度
持ち物 履歴書（複数枚ご用意ください）、筆記用具
スタジアム1階（袋井市）
参加無料
直接会場へ

子育て楽集会
このゆびと～まれ
（☎090-6092-9658）

①9/13（木）②10/11（木）
どなたでも
③11/22（木）
参加無料
各日10：00～11：30
（託児あり）
清水邸本宅（横須賀）

※県はっぴー子育てモデル事業

精神障がいのある方の良き理解者になるため、講義
市内在住の
18歳以上の方 のほか、当事者と一緒に作業をしたり、小笠病院な
どの見学をしたりしませんか。
20人
電話で申込（申込順）
参加無料

どなたでも
指ヨガ体験講座
9/15（土）10：00～11：30
15人
竹の丸（☎22-2112） 竹の丸（掛川）
1,000円

①音楽会②料理教室③お話会。未就学児の子育て
をハッピーに。子育て経験者の協力で行われる講座
です（託児は事前予約）。
開催日前日までに電話またはメール（konoyubi2018happykosodate@yahoo.co.jp）で申込
どこでも、誰でも簡単にできる指ヨガ。体験してみ
ませんか（ドリンク付き）。
9/5（水）～電話で申込（申込順）

パソコン未経験者 電源の入れ方や切り方、マウス・キーボードの操作
はじめてのパソコン講座 9/19（水）9：30～11：30 （高齢者歓迎） を学びます。パソコンは市役所で用意します。
IT政策課（☎21-1341） 市役所4階会議室6
4人
9/13（木）までに電話で申込（申込多数のときは
受講無料
抽選）
ワンコイン英会話教室
たまり～な
（☎24-2722）

①年少～年長
1日だけの体験教室です。毎週開催している教室の
9/21（金）①15：00～16：00
②小学1～3年生
雰囲気や内容を体験できます。
②16：00～17：00
各10人
前日までに電話で申込（申込順）
たまり～な（満水）
500円

①9/22（土）
天浜路ヘルシーウォーク
細谷駅→原谷駅
天竜浜名湖鉄道㈱営業部
どなたでも
②10/6（土）
（☎053-925-2276）
参加無料
掛川駅→桜木駅
生涯学習協働推進課
スタート受付8：30～11：00
（☎21-1129）
ゴール受付11：00～15：00
和服に似合うメークアップ 9/24（月・振）
9：30～12：00
講座
竹の丸（☎22-2112） 竹の丸（掛川）

伝言板

お茶に関する研究成果発表
金谷茶業研究拠点
（☎0547-45-4105）
シオーネ混声合唱団
第6回定期演奏会
市野（☎74-2289）

どなたでも
定員10人
1,600円

とき・ところ

①「掛川・和田岡古墳を目指して」②「日本一の大き
さを誇る大獅子が舞う 掛川大祭を訪ねて」
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
普段のメークにひと工夫。美容講師が下地からてい
ねいに教えてくれます（ケーキセット付き）。
9/5（水）～電話で申込（申込順）

対象・参加料

9/12（水）9：30～15：00
どなたでも
金谷茶業研究拠点（島田市） 入場無料

内容・申込方法など
お茶に関する研究成果の発表やセミナーの開
催。育成品種茶の試飲、手作り紅茶体験など
直接会場へ

古典から最近の曲までバラエティに富んだ
9/16（日）14：00～16：00
小学生以上
合唱をお楽しみください。
（開場13：30～）
前売り600円・
生涯学習センターやシオーネ、美感ホー
生涯学習センター（御所原） 当日750円
ルなどでチケット購入

9/17（月・祝）
掛川市長杯市民ゴルフ大会
受付7：30～・表彰式16：00
大会事務局（静岡よみうり
静岡よみうりカントリークラブ
カントリークラブ☎26-2111）
（家代）

市内在住または プレー代12,286円、セルフプレー代9,586
在勤（同伴者可） 円（飲食代別途）
100人程度
9/7（金）までに電話で申込（空き状況に
2,160円（プレー代別） より前日まで可能）

勤労奉仕説明会
9/20（木）13：00～14：00
寺田（☎0538-44-1607） 環境資源ギャラリー（満水）

15～75歳の勤労 修学院離宮（京都）の山荘や庭園で清掃作
奉仕に興味のある方 業を行うための資格や申請方法などを説明
参加無料
直接会場へ

・22（土）10：00～15：00
TOWA NO IRO～とわのいろ～ 9/21（金）
どなたでも
雨天決行
かけがわ街づくり㈱
入場無料
竹の丸（掛川）
（☎61-1151）

歴史的建造物でちょっと大人な空間と時間
を。ハンドメイド雑貨など35店舗が出店
直接会場へ
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事業名
ピザ作り体験
たまり～な
（☎24-2722）

とき・ところ

9/24（月・振）
10：00～12：00
たまり～な（満水）

対象・参加料

どなたでも
10人
ピザ1枚1,500円

ゲートキーパー養成研修会
9/27（木）14：00～15：30 どなたでも
県西部健康福祉センター
県中遠総合庁舎西館2階 50人
（☎0538-37-2252・
受講無料
（磐田市）
FAX0538-37-2241）

肝臓病患者や
肝臓病講演会・交流会
9/29（土）10：00～12：00 その家族、関心
県西部健康福祉センター 県中遠総合庁舎西館2階 のある方
（☎0538-37-2253）
70人
（磐田市）
受講無料
日本語サポーター研修会
（全5回）
NPO法人掛川国際交流
センター（☎24-5595）

第1回公開講座
10/6（土）13：30～16：00
袋井市総合センター
（袋井市）

内容・申込方法など
炭焼き施設を使って、手作りピザを作ります。薪で
焼き上げるのでサクサクのピザができます。
前日までに電話で申込（申込順）
自殺を予防するため、話の聴き方や心の健康を学
び、身近な方の支えになってみませんか。
氏 名 、電 話 番 号 、市 町 名を電 話 、F A Xまたはメー ル
（kfseibu-fukushi@pref.shizuoka.lg.jp）で申込（申込順）
第1部「肝がんにならないためのB型・C型肝炎につい
て」。講師は浜松医科大学医学部附属病院 小林良
正先生。第2部は患者さんや家族などの交流会です。
電話で浜松医科大学医学部附属病院・肝疾患連
携相談室（☎053-435-2476）へ申込（申込順）

どなたでも
10～12月までの全5回。掛川、袋井、磐田の各市で
50人
開催している日本語教室を体験してみませんか。
公開講座1,000円、 9/21（金）までに県国際交流協会（☎054-202全5回2,500円 3411）に電話で申込（申込順）
市内在住または
起業を考えている方、経営でお悩みの方の相談に
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）

10/13（土）
・28（日）
各日9：30～16：30
中央図書館（掛川）

初心者向けヨガ教室
（全5回）
大須賀中央公民館
（☎48-1012）

初心者大歓迎。無理なく続けて効果を実感しよう。
10/13・20、11/10・24、
持ち物 運動できる服装、ヨガマットまたはバスタ
12/8の土曜日
一般20人
オル、スポーツタオル、飲み物
各日14：00～15：30
1,000円（全5回）
10/6（土）までに受講料を持って来館で申込（申
大須賀中央公民館（西大渕）
込順）

農業体験
もち米稲刈り体験
たまり～な
（☎24-2722）

どなたでも（小学
10/13（土）13：00～15：00 3年生以下は保護
もち米の稲刈り体験。野菜の収穫もできます。
者同伴）20人
雨天中止
前日までに電話で申込（申込順）
大人300円・
たまり～な（満水）
中学生以下100円

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
10/14（日）10：00～11：30 どなたでも
すための体操です。スポーツ推進委員が実技を中
ポイント講座
40人
（受付9：40～）
心に指導します。
スポーツ振興課
大東市民交流センター（三俣） 100円（保険料）
電話で申込（申込順）
（☎21-1159）
秋のイベントデー
吉岡彌生記念館
（☎74-5566）

★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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10/14（日）10：00～15：30 どなたでも
吉岡彌生記念館（下土方） 入館無料

伝言板

とき・ところ

みんなで踊ろうフォークダンス 9/25（火）9：30～11：30
箸（☎27-0903）
竹の丸（掛川）

記念館ボランティアによるおもてなしイベントで
す。館内案内、クイズラリー、バルーンアート、抹茶
サービス、
ヨーヨー釣りなどが楽しめます。
直接会場へ

対象・参加料
どなたでも
500円

秋づみ茶ウォーク×日坂トラン
9/30（日）9：00～14：00
どなたでも
ポリン広場
日坂宿本陣跡地（日坂）
100円（保険代）
実行委員会・山田（☎54-1464）
10/5（金）10：00～
不動産無料相談会
どなたでも
静岡県不動産鑑定士協会 （受付15：30まで）
相談無料
浜松市役所本館6階（浜松市中区）
（☎054-253-6715）

内容・申込方法など

踊って笑って脳トレして、楽しく過ごしましょう。
持ち物 飲み物、筆記用具
直接会場へ
秋の茶畑を歩いたり、
トランポリンや木のお
もちゃ、掛川すごろくで遊んだりしよう。
直接会場へ
鑑定評価、価格、賃料、売買、交換、借地、借
家、相続、贈与、そのほか不動産に関すること
直接会場へ

一般市民で3日間
10/9（火）～11（木）
庭木剪定講習会
働く意欲のある初心者、大歓迎です。
受講できる方15人
掛川市シルバー人材センター 8：30～16：30
電話で申込（申込順）
シルバー人材センター（掛川） 受講無料
（☎22-0088）
第19回ふれあいミニサッカー大会 10/21（日）8：30～
中学3年生以上の 芝生のピッチでミニサッカーを楽しみましょう。
さんりーな、いこいの広場などにある申込
下垂木多目的広場「ゆうゆう 5～10人のチーム
いこいの広場・粂田
書に記入し9/15（土）～10/9（火）に申込
パーク」
（下垂木）
（☎26-0303）
5,000円
第21回童謡唱歌フェスティバル
11/24（土）12：00～
鈴木（☎22-5936 〒436-0073
美感ホール（亀の甲）
掛川市金城49-3）
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子ども個人200円、 童謡唱歌を楽しく歌いましょう。入場無料
一般個人2,000円、 9/30（日）までに申込書（市内公共施設
団体3,000円 で配布）を鈴木宅へ郵送で申込

事業名

とき・ところ

対象・参加料

内容・申込方法など

セミナー「福祉現場でいかせる利用者への言葉が
福祉の就職&進学フェア
福祉分野に興味
け」や事業所との個別相談会。履歴書・面接アドバイ
県社会福祉人材センター 10/17（水）13：00～16：00 のある方
福祉の就職進学フェア 検索
掛川グランドホテル（亀の甲）
スコーナーもあります。
（☎054-271-2110）
入場無料
※県委託事業
直接会場へ（託児あり。要予約）
動物愛護ボランティア
意見交換会
環境政策課
（☎21-1145）

10/18（木）13：30～
県中遠総合庁舎西館
（磐田市）

犬・猫が好きな方
どなたでも
参加無料

県動物愛護管理推進計画の状況、犬・猫の新しい飼
い主を探す取り組みの推進について意見交換をし
ます。興味のある方はご参加ください。
10/5（金）までに電話で申込

吉岡彌生記念館
20周年記念式典・講演会 10/20（土）13：00～15：15
一般200人
「吉岡彌生を育んだ大東の （開場12：30）
歴史-高天神城を中心に-」 東京女子医科大学看護学部 入場無料
大東キャンパス（下土方）
吉岡彌生記念館
（☎74-5566）

静岡大学名誉教授の小和田哲男さんが
お話しします。
9/21（金）までに往復ハガキに人数
分の氏名、年齢、性別、郵便番号、住所、
電話番号を記入し郵送（〒437-1434
下土方474）で申込。ハガキ1枚につき
2人まで（必着・申込多数のときは抽選）

ふくしあスクール
～ふくしあで学ぶ健康づくり～
最寄りのふくしあ
（下記参照）

第1部「『食べる』を考えよう～歯科からみた摂食嚥
下障害～」講師：牧野歯科医院大東診療所 牧野尚
子さん
第2部「みんなで楽しくお口の体操」講師：掛川東病
院言語聴覚士グループ
電話またはメール（iryou@city.kakegawa.shizuoka.jp）
で申込（申込順）

10/25（木）13：30～15：30
どなたでも
（受付13：15～）
40人
大東市民交流センター
入場無料
（三俣）

0歳向け
はじめてママのための
10/30、11/27の火曜日
育児きほん講座（全2回）
10：00～11：30（受付9：30～）
健康づくり課
あいり～な（掛川）
（☎23-8111 〒436-0068
掛川市御所原9-28）

H29.11月～H３０.7月 子どもの成長に大事な「食べる・寝る・遊ぶ」
「子ど
生まれの子どもの もの脳の成長のためにできること」など、子育て中
保護者で市内 のお母さんのための講座です。
在住者（全2回 ※託児は3か月～就園前の子ども（20人まで）
参加できる方） 官製ハガキに氏名、住所、電話番号、子どもの年
30人
齢、参加動機、託児の有無を明記し9/21（金）までに
受講無料
申込（申込多数のときは抽選・決定者へ通知発送）

幼児・小中学生 将棋対戦・自由対局。昼食や飲み物は各自用意
幼児・小中学生将棋大会
11/3（土・祝）9：00～17：00 の初心者～有
ハガキまたはFAXに氏名、性別、園名・学校名、学
大須賀中央公民館
大須賀支所南館（西大渕） 段者
年、保護者名、住所、電話番号、参加クラス（S・A・B・
（☎48-1012・FAX48-2024）
参加無料
C）を記入し、10/2（火）～30（火）までに申込
10～12月の木曜日
洋裁教室（全6回）
13：30～15：30
たまり～な（☎24-2722）
たまり～な（満水）

ガウチョパンツを作製します。初心者から経験者ま
で、気軽に参加できます。
9/30（日）までに電話で申込（申込順）

文化振興課
（☎21-1126）

開催期間 9/20（木）～27（木） 10：00～16：00（開催期間中は無休）
ところ【写真】文化会館シオーネ（大坂）
【絵画、彫刻・手工芸、書道】大東図書館（大坂）

芸術の秋の始まりです。市民の多彩な芸術作品の数々に触れてみましょう。
審査員のギャラリートークも開催します。

9月10日～16日は自殺予防週間

自分や周りの方のサインを見逃さな
いで。福祉課では電話（☎21-1139）や
来所相談に随時対応しています。

・写真部門
9/24（月・振）14：00～薩川髙宏さん
ところ 各部門展示会場
対象 どなたでも（参加無料）
9/19（水）までに電話で申込

9・10月
「秋の農作業安全運動」

農作業事故の多くが単純なミスによる
もの。十分注意することで防ぐことができ
ます。農作業事故ゼロを目指しましょう。

●東部ふくしあ（☎61-2900）
10/17（水）
9：30～11：30
さすが市
10/ 5（金）
9：30～11：40
●中部ふくしあ（☎28-9713）
10/10（水）
9：30～11：30
●西部ふくしあ（☎29-5977）
10/ 2（火）
9：30～11：30
かけがわ西の市
10/16（火）
9：30～11：30
●大東ふくしあ（☎72-1116）
10/ 3（水）
9：30～11：30
シートピア
10/17（水）
13：30～15：30
●大須賀ふくしあ（☎48-1007）
10/ 4（木）
9：30～11：30
とうもんの里
10/19（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。

9

1
-125）
／ ㈯ 午前9時〜正午

■ギャラリートーク
・美術部門（絵画、彫刻・手工芸）
9/20（木）14：00～ 中嶋明さん
・書道部門
こう とう
9/22（土）13：00～ 田代香桃さん

ふくしあ健康相談
高齢者交通安全相談（10月）

今月のけっトラ市 問 実行委員会（☎

掛川市民芸術祭

どなたでも
12人
18,000円

15
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住宅・土地統計調査に
ご協力ください

協働保育園等保育料助成
前期申請が始まります

10月1日現在で、住宅・土地統計調
査が全国一斉に行われます。この調査
は、住生活に関するさまざまな計画や
施策の基礎資料を得ることを目的に、
5年ごとに行われています。
対象は、選定された調査対象地域
から、統計上の抽出方法に基づき選ば
れた市内約2,200世帯です。
9月中旬より、対象世帯に調査員が
調査票を配布します。後日回収もしく
は、オンライン回答や郵送による提出
も可能です。内容は統計法に基づき
厳守され、統計上の目的以外に利用さ
れることはありません。
お忙しいところ誠に恐縮ですが、ご
協力をお願いします。
※「かたり調査」にご注意ください。調
査員は県知事が発行する「調査員
証」を携帯しています。

認可外保育施設に通園中の園児の
保育料助成申請（4～8月の前期分）
が始まります。
※市の助成基準を満たす施設への通
園に限ります。
申請期間 9月21日（金）まで
申請方法 直接お問い合わせください。

企画政策課（☎21-1127）

中東遠総合医療センター
特定初診料5,400円が義務化
中東遠総合医療センター医事課
（☎21-5555）

国 の 制 度 変 更 に 伴 い 、1 0 月 1 日
（月）から、紹介状がないまま初診で
受診する場合に負担する「特定初診
料」を次のとおり変更します。ご理解
とご協力をお願いします。
9月30日まで
2,700円（税込み）

★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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10月1日から
5,400円（税込み）
※症状が安定し、当院がほかの医療
機関への逆紹介を申し出たにも関
わらず、引き続き当院を受診される
場合は、特定再診料2,700円（税込
み）をご負担いただきます。

「OK!ワーク」
会員募集キャンペーン

（一財）小笠掛川勤労者福祉
サービスセンター（☎35-0298）
中 小 企 業 従 業 員 の 福 利 厚 生をサ
ポートします。キャンペーン期間中は
入会金が無料。紹介者へのプレゼント
も実施します。詳しくは電話でお問い
合わせください。
期間 9月1日（土）～10月25日（木）
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固定資産税・都市計画税、
国民健康保険税
第3期納期限は10月5日（金）です

こども希望課（☎21-1205）

掛川市国民健康保険
9月中旬に新しい保険証を郵送
国保年金課（☎21-1143）

掛川市国民健康保険に加入してい
る方に交付している保険証の有効期
限は9月30日（日）です。新しい保険
証は9月中旬ころに郵送します。
今年の4月から国保の運営に県が加
わったため、今回郵送する保険証の名
称は「静岡県国民健康保険被保険者
証」に変更しますが、各種手続きや問
い合わせはこれまでどおり市役所の
国保年金課および各
支所市民窓口係で受
け付けます。
静岡県国民健康保険
被 保 険 者 証

記号番号

氏名
生年月日
適用開始日
交付年月日
世帯主氏名
住所
交付者番号

有効期限

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～

原野谷川農地防災ダム
9月12日（水）警報を鳴らす訓練

中遠農林事務所（☎0538-37-2290）

原野谷川農地防災ダ
ムでは、近年多発してい
る突発的な豪雨などに
備え、警報サイレンを鳴
らす訓練を行いますの
で、ご理解とご協力をお願いします。
とき 9月12日（水）午前10時～正午
ところ 孕石、平島、高山、原谷およ
び和田岡地区の各警報局

平成31年9月30日

XXXXXXX
シズオカ タロウ
静岡 太郎
昭和64年1月1日
平成29年4月1日
平成29年4月1日
静岡 太郎
掛川市長谷一丁目1番地の1
220137
交付者名
掛川市

静岡県国民健康保険
被 保 険 者 証

未登録の象牙の販売は
違法です
環境政策課（☎21-1218）

有効期限

記号番号

平成31年9月30日

環境省は国内にある象牙の在庫の

XXXXXXX
把握を進めています。未登録の象牙
シズオカ タロウ
をお持ちの方は連絡をお願いします。
氏名
静岡 太郎
対象 全形を保持した象牙のみ。印
生年月日
昭和64年1月1日
▲新しく
「静岡県」
の名称が入ります
鑑やアクセサリーなどの象牙製品
適用開始日
平成29年4月1日
交付年月日
平成29年4月1日
は対象外
世帯主氏名
静岡 太郎
連絡先 象牙在庫把握キャンペーン
住所 市税の夜間窓口
掛川市長谷一丁目1番地の1
事務局（☎03-6659-4660）
交付者番号 ・納付書発行
220137 ・
交付者名
（納税相談
納付） 掛川市

月1回、第2木曜日のみに変更
納税課（☎21-1206）

10月から、毎週木曜日に午後7時ま
で行っていた納税課の夜間窓口は、毎
月第2木曜日のみになります。第2木
曜日が祝日の場合は、翌第3木曜日以
降の営業木曜日に振り替えます。
対象 市県民税・固定資産税・軽自動
車税・国民健康保険税
※両支所でも市税の納付書発行・納付
は毎月第2木曜日のみに変更
現行の夜間窓口業務（市民課・市税
課・国保年金課）は、引き続き毎週
木曜日に行っています。

消費者注意情報
法務省かたる偽ハガキに注意!

市消費生活センター（☎21-1149）

「 法 務 省 管 轄 支 局・○ ○ 相 談セン
ター」など存在しない組織をかたり、
「裁判の被告になった。連絡がなけれ
ば財産を差し押さえる」との内容のハ
ガキを送って不安をあおり、連絡した
人から金銭をだまし取る手口が頻発
しています。
絶対に電話はしないでください。不
安な方は、電話をする前に当センター
にご相談ください。

平成31年4月採用予定
市職員募集
行政課（☎21-1133）

募集職種 土木技術、建築技術、保健師
採用予定 若干名
応募要件 昭和53年4月2日以降に生
まれた方。資格・学歴要件などは、
市ホームページまたは申込書をご
覧ください。
一次試験 10月13日（土）
申込方法 申込書を市ホームページ
から取得するか、市役所4階行政課
または両支所で受け取り、9月3日
（月）～28日（金）までに直接提出
または封筒に朱書きで「職員採用試
験申込」と明記し郵送（〒436-8650
長谷1-1-1行政課宛）で申し込み
（28日必着）

音楽と美食の街ペーザロ市へ
初の市公式訪問団員を募集
企画政策課（☎21-1127）
※旅行企画・実施 ㈱JTB

イタリアの姉妹都市ペーザロ市へ
訪問する、初の公式市民訪問団員を
募集します。同国を代表する作曲家
ロッシーニ没後150周年の節目に、世
界的に有名な音楽と美食のまちで芸
術文化に触れてみませんか。
訪問期間 11月14日（水）～20日（火）
募集人員 20人
対象 市内在住もしくは在勤（在学）
している方
費用 40万円
コース・日程 市ホームページでご確
認ください。

尊徳生誕の地・小田原市開催
全国報徳サミット参加者募集

文化振興課（☎21-1126）
㈱遠鉄トラベル（☎0538-43-5490）

報徳仕法からまちづくり・ひとづく
りを学ぶことをテーマに全国報徳サ
ミットが開催されます。二宮尊徳ゆか
りの全国17市町村のみなさんと交流
を深めませんか。
とき 10月13日（土）
ところ 神奈川県小田原市
定員 25人（応募多数のときは抽選）
参加費 ㈱遠鉄トラベルへお問い合
わせください。

保育士確保や就職支援に
貸し付け申し込み募集

保育士・幼稚園教諭
新規・再就職を応援

※県助成事業

新卒者でも、有資格者でも参加でき
る個別相談会。市内法人による個別就
職相談と説明、免許更新手続きの相
談と説明を行います。
申込不要。託児（午前のみ）が必要
な方は9月28日（金）までにお申し込
みください。
とき 1 0 月1 4日（日）午 前 1 0 時 ～
午後3時
ところ 徳育保健センター（御所原）
対象 大学・専門学校などに在学中で
平成31年3月卒業見込みの方、有資
格者ですぐに働きたい方、子育てに
関する仕事に携わりたい方
募集先 市内保育園、幼稚園、認定こ
ども園、企業主導型保育施設など
※会場内で学童保育支援員や「ファミ
リー・サポート・センター」提供会員
を募集しています。

県社会福祉協議会生活支援課
（☎054-254-5244）

保育士確保のため、保育士として保
育所などに再就職する方、保育士を目
指す方を雇用する保育所などを対象
に、平成30年度貸し付け申し込みを
募集します。貸し付けは条件を満たせ
ば返済が免除されます。
対象費用
・保育士の資格取得を目指す保育補助
者がいる保育施設への雇い上げ費
・保育士として新たに勤務する方や
再就職した方への就職準備金
・未就学の子どもがいる保育士への
保育料の一部貸し付け
・ファミリー サポートや ベビーシッ
ター利用料金の一部貸し付け
対象者 保育補助者を雇う保育事業
者、保育士として就職する方、産育
休から復帰する方
申込方法 申請書に関係書類を添え
て県社会福祉協議会に郵送で申し
込み。詳しくは県社会福祉協議会
ホームページをご覧ください。

姉妹都市訪問団員と国際交流
参加者、ホストファミリー募集

NPO法人掛川国際交流センター
（☎24-5595）
kic@kakegawa-life.com

10月5日（金）～9日（火）、米国の姉
妹都市ユージン市から大人の訪問団
員11人が掛川大祭などを楽しみに、
掛川にやってきます。国際交流に興味
のある方、一緒に楽しみましょう。
■ユージン市訪問団とのランチ会
一緒にランチをしながら英語でお
しゃべりしませんか?
とき 10月5日（金）正午～午後1時
ところ 竹の丸ギャラリー（掛川）
参加費 1,500円（軽いランチ付き）
定員 15人程度
■ホストファミリー
一緒にお祭りを楽しみましょう。
滞在日程 10月6日（土）午前9時可
睡斎で対面/6日（土）～8日（月・
祝）ホストファミリーと過ごす/9日
（火）朝に掛川駅出発
募集家族 7家族程度（2人もしくは
1人の受け入れ）

こども政策課（☎21-1211）

運転免許自主返納者への
サポートの輪を広げよう
県警察本部交通企画課
（☎054-271-0110）

静岡県警察は、自治体・企業と連携
し、免許証を自主返納した高齢者に対
する生活支援として、公共交通機関の
運賃割り引き、福祉用具の割り引きの
サービスが受けられる「運転免許自主
返納者サポート事業」を行っています。
■サポート事業加盟店募集
趣旨に賛同し、サポート店として加
盟していただける事業所や店舗はお
問い合わせください。
■サポート事業
サポート店に登録されている自治
体や店舗では、
「運転経歴証明書」を
提示すると、公共交通機関の運賃割り
引きや福祉用具の割り引きなどサー
ビスが受けられます。
サポート店やサービス内容などは
お問い合わせいただくか、警察ホーム
ページをご覧ください。

申込方法 ともに9月5日（水）から電
話またはメールで申し込み（申込順）
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ALTとちっちゃな文化展散策
ホストファミリー募集

NPO法人掛川国際交流センター
（☎24-5595）
kic@kakegawa-life.com

県内高校ALT
（語学指導助手）
と遠 州 横 須 賀 街
道ちっちゃな文化
展 の 散 策と交 流
を 楽し み ませ ん ▲H29ちっちゃな文化展
か。
とき 10月27日（土）午前11時～
ところ 大須賀市民交流センター（西
大渕）
内容 歓迎会、文化展見学、ホームス
テイ（1泊）
募集家族 5家族程度
申込方法 電話またはメールで申し
込み（申込順）

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8月16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

282

7,796,740

法人

450

227,855,890

団体

286

10,999,222

合計

1,018

246,651,852

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。

公共職業訓練
介護科の受講生募集

県立浜松技術専門校訓練課
（☎053-462-5602）

1（土）
2（日）
8（土）
9（日）
15（土）
16（日）
17（月・祝）
22（土）
23（日・祝）
24（月・振）
29（土）
30（日）
10/ 6（土）
7（日）
8（月・祝）

北

部（掛川区域）
（株）
トダックス
（有）
松井管工
（株）
マツイ健設
協和水道
（株）
（株）
巧栄水道
（株）
掛川水道設備
（株）
まつだ配管
（株）
浅岡工業
（有）
諸星配管
（株）
トダックス
（有）
松井管工
（株）
マツイ健設
協和水道
（株）
（株）
巧栄水道
（株）
掛川水道設備
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掛川茶振興協会事務局
（お茶振興課内☎21-1216・FAX21-1212）

県が実施する職場実習付訓練の介
護科受講生を募集します。
訓練期間 11月16日（金）～平成31年
3月22日（金）※土・日・祝日休み
午前9時10分～午後2時50分
ところ TAPアカデミー掛川本部校
（掛川）
募集期限 10月19日（金）
対象 障害者手帳の所持者、もしくは
医 師 の 意 見 書 を 得られる方 で ハ
ローワークに求職申し込みをして
いる方
定員 10人
費用 受講料は無料。ただし、テキス
ト代8,100円、保険料、健康診断料
などは受講者負担

今年は第10回の記念大会。市内の
小学3～6年生を対象に、お茶の淹れ
方やお茶に関する3つの競技で得点を
競い、茶ンピオンを決定します。賞品
も豪華になっていますので、みなさん
の茶レンジをお待ちしています。
とき 11月3日（土・祝）午前9時～
午後1時
ところ 大日本報徳社（掛川）
定員 100人（応募多数のときは抽選）
参加料 無料
副賞 優勝者には大人気の最新ゲー
ム機本体、準優勝者にはタブレッ
ト。ほか入賞者にも豪華副賞あり
申込方法 所定の申込用紙を市ホー
ムページからダウンロードもしくは
各学校で入手し、10月5日（金）ま
でにFAXで申し込み

掛川国際交流センター（KIC）英会話教室

NPO法人掛川国際交流センター（☎24-5595・kic@kakegawa-life.com）
内容 やさしい英会話や海外文化を学ぶクラスです。
日程 A：10月2日～平成31年2月26日までの火曜日
B：10月4日～平成31年2月21日までの木曜日
ところ 掛：生涯学習センター（御所原） 大：大渕農村環境改善センター（大渕）
申込方法 9月3日（月）から電話またはメールで申し込み（申込順）
クラス
①初級・日本人講師
②入門・日本人講師
③入門・ネイティブ講師
④初級・ネイティブ講師
⑤中級・ネイティブ講師
⑥中級・ネイティブ講師

宅地内の水道修理の連絡先（土・日・祝日）9/1～10/8
9/

集まれ茶レンジャー!
T-1グランプリ in 掛川
第10回記念大会参加者募集

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

日程
A
A
A
A
A
B

とき
ところ 定員 受講料（会員費含む） 回数
9：00～10：30 掛
20
11,000円 15
10：30～12：00 掛
20
11,000円 15
19：30～21：00 掛
20
11,000円 15
19：30～20：30 大 若干名 10,000円 24
19：30～20：30 大 若干名 10,000円 24
19：30～21：00 掛
20
11,000円 15

※宅地内の水道修理は有料です。問水道課
（☎27-0711）

9/

南

1（土）
2（日）
8（土）
9（日）
15（土）
16（日）
17（月・祝）
22（土）
23（日・祝）
24（月・振）
29（土）
30（日）
10/ 6（土）
7（日）
8（月・祝）

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

（☎72-5630）
（☎48-4221）
（☎74-3340）
（☎72-4685）
（☎48-4476）
（☎74-2445）
（☎72-7223）
（☎24-3322）
（☎72-4705）
（☎48-2093）
（☎48-2004）
（☎72-5515）
（☎72-5630）
（☎48-4221）
（☎74-3340）

シティプロモーション

7/31

CP協働会議で初の交流会
活動報告や大使が曲披露

市は、企業や高校など各種団体で構成する
シティプロモーション市民協働会議メンバー
や「輝くかけがわ応援大使」らが参加する交
流会を、つま恋リゾート彩の郷で開催しまし
た。約130人が参加。掛川西高校のプロジェク
ションマッピングを皮切りに、市の魅力を発
信した取り組みの披露や、大使で歌手のス
キップ・マーティンさんがヒット曲を熱唱し
会場を盛り上げました。
交流会は、国内外で市の魅力発信を行う応
援大使と市民が顔を合わせる初の取り組み。
普段交流のない企業や団体同士がこの機会に
連携を深め、市民総ぐるみで掛川を売り込む
きっかけにと企画されました。
会場内には、シティプロモーションを展開
するまちづくり協議会や子育て応援グループ
などの活動紹介ブースも設けられ、参加者同
士が情報を交換し合いました。
大使のマーティンさんは、若さの秘訣を聞
かれたときには「掛川の緑茶を飲んでいるか
ら」と答えていることを紹介。スノーボー
ダーの三木つばきさんも、海外でのPR活動な
どを報告すると大きな拍手が送られました。

7/30

災害時の支援物資一時保管
ドーピー建設工業と災害協定

▲協定を締結した稲田社長（左）と松井市長

市はドーピー建設工業㈱（稲田義行社長）
と災害時の連携などに関する「かけがわ防災
パートナーシップ協定」を締結しました。
地震や土砂災害などで物資不足が懸念され
るため、国や県外から届く支援物資などの一
時保管場所を確保し、市民生活を支援しま
す。稲田社長は「市民とともに地域一体型の
工場を目指したい」と述べました。

①

③

④

②

①ブランドメッセージ「あなたの夢、描いたつづきは掛川で。」
を参加者で掲げ、今後の活動推進を確認し合った（ドローンで撮
影） ②大使の三木つばきさん（左）とスキップ・マーティンさ
ん ③掛川西高校生徒による活動報告 ④マーティンさん（右）
がグラミー賞受賞曲などを熱唱。会場は大盛り上がり!

7/23

西日本豪雨で栄川中が募金
「みんなの気持ち届けたい」

▲店舗入口付近で募金を呼びかける生徒ら

栄川中学校の生徒会本部役員6人と専門委員
長5人が、「避難生活を送っている方々が早く
自宅へ戻れるよう、復興に使ってほしい」と
願いを込め、道の駅掛川で西日本豪雨災害募
金活動を行いました。生徒会長で3年の山﨑慎
之助さんは「自分たちにできることは募金活
動だった。協力してくれたみんなの気持ちを
届けたい」と話しました。
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8/8

2019年に向け決起集会
ラグビーサポーターズ結成

▲ヤマハ発動機ジュビロの伊東選手らとパス交換を楽しむ

2019年にエコパスタジアムで開かれる大会
を盛り上げようと、市民有志らが「ラグビー掛
川サポーターズ」を結成。掛川商工会議所会館
で決起集会を開きました。市内外のファンら約
90人が参加。ラグビーのPRなどを通して、大
会の機運を高め合うことを確認し合いました。
発起人で代表の松本均さんは「エコパが満席に
なるよう盛り上げたい」と抱負を語りました。

8/18

まずはお茶でしょ
「掛川茶で乾杯」条例に

▲お茶で割った焼酎を飲みながらアイディアを出し合う参加者ら

飲食店などで飲む1杯目の乾杯ドリンクを、
掛川茶で行う条例の制定に向けたワークショッ
プが、掛川商工会議所会館で開かれました。
お茶を愛する新たな取り組みを進めよう
と、掛川商工会議所青年部（山本美鈴会長）
が企画したもので、市民など約30人が参加。
会場に用意された試飲メニューを飲みながら
県内初の制定に向けて意見を交わしました。

25

8/3

事業所単独で県内初受賞
三笠製薬が総務大臣表彰

▲松井市長（左）に受賞を報告する青野工場長（中央）ら

三笠製薬㈱掛川工場（青野甲子郎工場長）が、
消防団員の確保や地域に津波避難施設を提供
するなど、防災への貢献が評価され、安全功
労者総務大臣表彰を受賞しました。
単独企業としての受賞は県内初。市役所で
行われた伝達式で松井市長は「日ごろの取り
組みが評価されたもの。市にとっても光栄に
思う」と受賞を称えました。

8/12

さぁ、いっしょに踊ろう!
ちっちゃな盆踊り

▲境内で輪になって盆踊りを楽しむ参加者ら

第10回遠州横須賀ちっちゃな盆踊り（掛川
観光協会大須賀支部、遠州横須賀倶楽部主
催）が三熊野神社境内で開催され、多くの親
子連れでにぎわいました。
今年も、ステージで地元中高生らがダンス
を披露したほか、市内の盆踊りグループが境
内で輪になって「横須賀音頭」や「掛川音
頭」を楽しみました。

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。

好きなバイクでまちを守りたい
バイクレスキューネットワーク

人の役に立つなら、これほどう

「好きでやってきたバイクが
た。「自分のまちを守る。手伝

の有志で同団体を発足しまし

愛好会、アマチュア無線同好会

えることは手伝う」をモットー

す鈴木さんは、高校へのPR活

トクロス競技をしていた経験を

もともと山林や原野を走るモ

ク免許がなくても、無線に興味

る人材の必要性も訴え、「バイ

く情報を聞き取り、本部へ伝え

イクレスキューのノウハウを伝

授しています。

日立オートモティブシステムズ

メジャメントは、神奈川県川崎市

年目を迎え

%。長谷区内にある

い 」 と 力 強 く 話 し て く れ ま し た。

を通して、地元に貢献していきた

ライフラインを支える重要な事業

後の展望に、「市民のみなさんの

いる」と笑顔で話す水島所長。今

活動にも積極的に参加してくれて

え、ほとんどが掛川市民。自治会

て来たが、今では地元採用も増

「事業所設立時はみんなで移っ

油を可能にしました。

ルトという一般家庭電力相当で給

ンドのタンクがあれば、100ボ

訓に、緊急用給油機を開発。スタ

ガソリン供給が止まったことを教

長。東日本大震災で停電によって

そう話すのは水島好彦静岡事業所

に安心して使っていただきたい」

「必要なエネルギーをみなさん

も同社が手掛けています。

シ ョ ン 、 工 場 の ガ ス メ ー ターなど

内にある県内唯一の水素ステー

天然ガスステーションや、静岡市

シェアは約

機を設計から製造まで行い、国内

主に、ガソリンスタンドの給油

名で親しまれていました。

以前はTOKICO（トキコ）の

る、従業員約200人の事業所。

から掛川の地へ来て
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れしいことはない」と目を輝か

せるのは、震度5以上の地震や

現在、BRNは掛川、大東、

に災害ボランティアグループと

生かして市内の情報収集に当た
大須賀に各支部があり、支部員

災害発生時にバイクの機動力

る「BRN（バイクレスキュー
は135人。「今後は若い世代

して活動しています。

ネットワーク）かけがわ」会長
にも興味を持ってほしい」と話

では通行できない場所まで出向

動や、アマチュア無線の資格を

生かし、平成8年9月の県総合

があればぜひ参加して」と呼び

頼があれば他市にも出向き、バ

30

と、アマチュア無線の通信力を

）。四輪車

き、被災状況をいち早く確認。

持つ学生に無線訓練を体験する

の鈴木繁雄さん（

無線を使って対策本部へ情報を

機会を作るなどの取り組みを始

防災訓練でバイクによる情報収

かけます。さまざまな年代の仲

めています。現場では無線で届

集訓練に参加。これをきっかけ

間とともに地域を守るBRN

運搬したりします。

伝達したり、救護所へ医療品を

73

月に当時の掛川・小

車を走らせ訓練を重ねます。依

に、同年

の、飽くなき挑戦は続きます。

木さん。週末は専用練習場で愛

ガソリンなどの給油機を設計製造
エネルギーインフラを担う

▲暑い中、笑顔で迎えてくれた社員のみなさん

（初馬）
笠地区の二輪車クラブと二輪車

取 材前日に新しいバイクが届
いたとうれしそうに話す鈴

11

鈴木繁雄さん
BRNかけがわ会長

40

きんじろうくん

東山口地区

日立オートモティブシステムズメジャメント（株）
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家族みんなで参加型イベント楽しむ
ファミリーフェスタ2018
ファミリーフェスタ2018（市民提案型
協働支援事業）が7月1日、水沢メイプルを
会場に行われました。市内の子育て中の父母
らからなる実行委員会が、体験教室などを通
じて親子の絆を深め、家族の大切さを再認識
してもらおうと企画したもので、昨年までの
ママフェスを引き継ぎ、家族そろって楽しめ

平成

年に日本で開催される

ラグビーワールドカップで、ラ

日 、 ラ グビーワールドカッ

組織委員会と掛川市・磐田市は

グ ビ ー ワ ー ル ド カ ッ プ 2019
7月

プ地契約を締結しました。これ

TM

プ2 0 1 9 公 認 チ ー ム キ ャ ン

ンド代表、ロシア代表、オース

により、両市は正式にアイルラ
トラリア代表の公認チームキャ
ンプ地となりました。
日に日本と、ロシアは

大会期間中、アイルランドは

月

日に

開催はアジア初の快挙です。み

として絶大な人気を誇り、日本

並ぶ世界3大スポーツイベント

ワールドカップ（サッカー）と

夏季オリンピック、FIFA

ラグビーワールドカップは、

す。

ジアムで試合を予定していま

ジョージアと、地元エコパスタ

オーストラリアは

月9日にスコットランドと、

9月

10

る内容にグレードアップ。バターづくり体
験、絵本の読み聞かせ、クラフターズ・マー
ケット、ラジオパーソナリティー体験などの
イベントが盛りだくさんで、オープンと同時
鉄道模型の展示コーナーでは、その完成度

にたくさんの家族連れが訪れました。
の高さに子どもたちが満面の笑みを見せたの
はもちろん、お父さんの方がうれしそうな姿
もちらほらと。どの家族連れも思い思いの時

31

20

28

んなで盛り上げていきましょ
う。

精神保健福祉総合相談

・

月

西部健康福祉センター掛川支所（☎22-3263）
と き 9/25（火）、10/26（金）13：30～（事前予約制）
ところ 西部健康福祉センター掛川支所（金城）

10

※使用している薬（外用薬を含む）の名前を伺います。

9

35

世帯数

女

男

■市の人口（8月1日現在） 人数世帯数（前月からの増減）

献血

福祉課（☎21-1140）
と き 10/16（火）9：15～16：00 ※9月はお休み
ところ 市役所北側駐車場

環境資源ギャラリー（☎23-2273）
き 9/8（土）
・23（日・祝）、10/13（土）
・28（日）
9：00～11：30

ごみの休日受け入れ

と

今年の夏は本当に暑く、連日
の気温が 度超え。こんな年、
今までにあったでしょうか。
少年野球を見る機会が多くあ
りますが、先日の大会では試合
途中に５ 分間の休憩タイム 。選手
や審判が給水しながら休む場面
がありました。最近は主催者側
も暑さ対策で、これまでにない
対応をしているようです。
まだまだ「災害級の暑さ」が
続くかもしれませんので、水分
をしっかり取って、熱中症には
気をつけたいですね。
（井）

KOHO KAKEGAWA 2018.9
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間を楽しみ、家族の仲がさらに深まった1日

▲実物そっくりの模型に見入る親子

二次元コード
携帯電話webサイト
「モバイル掛川」

58,972人（＋ 8） 58,757人（－20） 44,590（＋22）
57,032人（＋19） 56,629人（－11） 42,573（＋40）
1,940人（－11） 2,128人（－ 9） 2,017（－18）

117,729人（－12）
113,661人（＋ 8）
4,068人（－20）

住民基本台帳人口
日本人
外国人

となりました。

Oshu

11

注）チームの滞在期間や
使用施設はセキュリティ
のため非公開です。

みち のく魅 力 発 信
つ な げ る・つ な が る

10

TM©RWCL2015

岩手県奥州市
姉妹都市

ラグビーワールドカップ2019 まであと384日
TM

公認チームキャンプ地正式契約
問スポーツ振興課（☎21-1159）

広告

広報 かけがわ

9月
平成30年
（2018）

発行 掛川市役所（〒436-8650 掛川市長谷一丁目1番地の1）
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（☎0537-21-1123・FAX0537-21-1167）
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