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掛川SUP大会（大東総合運動場前で）

SUPは、スタンドアップ パドルボードの略で近年人気のマリンスポーツ
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中学校区学園化構想とは
市内に９つある中学校区を﹁学
園﹂と呼び︑地域住民や関係団体︑
保護者や園・学校の代表などで組
織する子ども育成支援協議会が中
心となって︑人材や環境︑文化な
どを生かした教育活動を︑地域と
園・学校が一体となって取り組む

特 集

地域コーディネーター

教育政策室（☎21-1109）

園・学校と地域のつなぎ役

仕組みのことをいいます︒
各学園内にある保育園や幼稚園
などの園︑小学校︑中学校などが
連携を強化して︑子どもの発達段
階に応じた一貫性のある教育を進
めるとともに︑地域のみなさんが︑
どの家の子も地域の子として考え
て︑園や学校を支援しながら︑地
域総ぐるみで未来のある子どもた
ちを健やかに育んでいこうという
ものです︒
地域の支援で教育が充実
近年︑園・学校では子どもたち
の体験活動を重視していて︑自然
体験や農業体験︑職業体験などを
行ったり︑地域のみなさんが先生
になって︑歴史や文化︑伝統芸能︑
産業について学んだりしています︒
このような教育活動は︑学校だけ
で行うことは難しく︑地域の協力
によって充実しています︒
このほかにも︑読み聞かせや放
課後の学習支援︑園・学校内の環

③

①さかがわ幼稚園で行われた、新春恒例の「こ
ま回し」。地域の方が先生役となって、ひもの
巻き方や投げ方を教えた。②中央小学校1年生の
児童たちが、祖父母からおはじきやお手玉、あ
やとり、竹とんぼを教わった。③東中学校2年生
が地域の方から掛川について学んだ。

②

中学校区学園化構想

中学校区学園化構想が始まって6年目。中学校区を「学園」と呼び、それぞれ園や小中学
校、さらには高校などが地域と連携して、さまざまな活動が行われています。この、地
域と学校をつなぐ役割を担っているのが、子ども育成支援協議会の地域コーディネー
ターたち。今回は、その役割と活動の内容についてご紹介します。

①

地域コーディネーターがつなぎ役。
地域の方が園や学校へ出向き、子どもたち
にさまざまなことを教えています。
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×
地域コーディネーター
×
園・学校
④横須賀小学校で本物のステン
ドグラスに触れた。⑤中小学校
3年生の児童たちが、トマトの
栽培について学んだ。

④

⑤

■冀北学園（北中学校区） 地域コーディネーター 浅井正子さん

知って欲しい
コーディネーターの役割
北中学校区では、私のほかに５人の
コーディネーターがいます。これまで、
つなぎ役となって、地域の「達人」を
園や学校に紹介してきました。昔の遊
びやミシンの授業などを楽しく指導し
てくださり、子どもたちは大変喜んで
くれています。

Interview

子どもが学校を卒業し、学校との関
わりが無くなってしまいましたが、こ
ういう活動を通して、関わりが持てる
ことはいいですね。学校からのボラン
ティア要請はあまり多くありませんが、
地域のみなさんに「掛西学園」を知っ
てもらえるよう、年に１回広報紙を全
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コーディネーターという役割を広く
知っていただき、もっと利用していた
だくようになればいいですね。
特技を持っている地域の方がいまし
たら、ぜひご連絡ください。園・学校
に子どもが通っている方もいない方も
子どもたちとのコミュニケーションを
楽しんでみませんか。きっと知識や視
野、人の輪が広がること間違いなしだ
と思います。

■掛西学園（西中学校区） 地域コーディネーター 榎本昌博さん

コーディネートします
園・学校と地域のつながり
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Interview

戸配布したり、のぼり旗を作って掲げ
たりして、PR活動を行っています。
中学生が小学校へ行き、あいさつ運
動もしています。よい交流になってい
ますし、学園化構想によって、違う園
や学校同士のつながりができたことも
先生方には好評です。
地域と園・学校のつながりをより深
めるために、もっと私たちを頼ってく
れればうれしいですね。

境整備や登下校時の見守りなど︑

地 域

年度は︑市全

万８ 千人もの方々に

29

さまざまな形で地域の支援が行わ

れています︒平成

体で延べ

園・学校を支えていただきました︒

地域のみなさんにボランティア

として園・学校を支援していただ

いた結果︑教育の内容が充実し︑

学ぶ環境の整備が進むなど︑大き

な成果を出しています︒中学校区

学園化構想は︑今や掛川市には欠

かせない教育システムとなってい

ます︒

地域コーディネーターは

園・学校と地域のつなぎ役

地域コーディネーターは︑園・

学校からボランティアの派遣依頼

を受けて︑地域でボランティアの

募集・依頼を行います︒支援内容

や日程の調整など︑ボランティア

をスムーズに派遣できるように︑

園・学校との間に立って連絡調整

を行います︒また︑支援してくれ

る人材の掘り起こしや︑地域のさ

まざまな組織との連携づくりを

行っています︒

このように︑地域コーディネー

ターは︑まさに地域と園・学校を

つないで︑これからの将来を担う

子どもたちが︑健やかに成長でき

るよう大切な役割を担っています︒
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救いたい命がある
救 急 車 は 限 り あ る 資 源

平成29年度、市内で救急出動した件数は、1年間
の出動件数としては過去最多となる3,926件を記
録しました。統計を始めた平成18年度と比べると
600件以上も増えています。
この間に搬送した方の半数は軽傷でした。

中央消防署 （☎21-0119）
西分署
（☎23-0119）
南消防署 （☎48-0119）

本当に救急搬送が必要ですか？

﹂

次のような症状や状況で救急車を利用
することは控えてください︒
・口内炎が痛い
・水虫がかゆい
・しゃっくりが止まらない
・なんとなく心配
・入院︑通院のための交通手段
・病院で長く待ちたくない
・飲酒して車を運転できない
このような症状や状況で救急要請する
と︑限りある救急車が本当に緊急を要す
る方のために出動できず︑救急対応が遅
れ︑救命活動に支障をきたす恐れがあり
ます︒
大切な命を守るため︑救急車の適正な
利用が求められています︒

キーワードは﹁突然

・ 突然の激しい胸痛や締め付けられる痛み
・呼吸が苦しい
・広範囲のやけど
・大量の出血を伴う外傷
・交通事故

次 の よ う な 症 状 は ︑ た め ら わ ず１ １ ９
番通報をしましょう︒
・意識がない︑またはおかしい
・突然の激しい頭痛
・突然のしびれや︑体の片側に力が入ら
ない
・突然しゃべりにくくなった

!!
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ためらわず救急車を呼んでほしい症状：小児（15歳未満）

頭

顔

●頭を痛がって、けい
れんがある
●頭を強くぶつけて、
出血が止まらない、
意 識 が ない、けい
れんがある

●唇 の色が 紫 色で、
呼吸が弱い

胸
●激しいせきやゼー
ゼーして呼吸が苦
しく、顔色が悪い

おなか
●激しい下痢やおう
吐で水分が取れず
食欲がなく意識が
はっきりしない
●激しいおなかの痛
みで苦しがり、おう
吐が止まらない
●ウ ン チ に 血 が 混
じった

手足
●手足 が 硬 直して
いる

意識の障害

けいれん

●意 識が ない
（返事が ●けい れ んが止ま
ない）
またはおかしい
らない
（もうろうとしている） ●けいれんが止まっ
ても、意識が戻ら
じんましん
ない
●虫に刺されて、全 身
にじんましんが出て、
顔色が悪くなった

生まれて3か月未満の
乳児

●乳児の様子がおかしい

やけど

●痛みのひどいやけど
●広範囲のやけど

飲み込み

●変な物を飲み込んで、
意識がない

事故

●交 通 事 故に 遭った
（強い衝撃を受けた）
●水に溺れている
●高所から転落

◎そのほか、いつもと違う場合、様子がおかしい場合

全国版救急受診アプリ
「Q助(きゅーすけ）」

ためらわず救急車を呼んでほしい症状：大人

頭

顔

●突然の激しい頭痛
●突然の高熱
●支えなしで立てな
いぐらい急にふら
つく

●顔半分が動きにく
い、あるいはしび
れる
●ニッコリ笑うと口
や 顔 の片 方 が ゆ
がむ
●ろれつが回りにくい、
うまく話せない
●視野が欠ける
●物 が 突 然 二 重に
見える
●顔 色 が 明らか に
悪い

胸や背中
●突然の激痛
●急な息切れ、呼吸困難
●胸の中央が締め付け
られるような、また
は圧迫されるような
痛みが2〜3分続く
●痛む場所が移動する

腹

手足

●突然の激しい腹痛
●持続する激しい腹痛
●吐血や下血がある

●突然のしびれ
●突然、片方の腕や足
に力が入らなくなる

意識の障害

けが、やけど

けいれん

吐き気

●意 識 が ない
（返 事 が ●大 量の出血を伴う
ない）
またはおかしい
外傷
（もうろうとしている） ●広範囲のやけど
●けいれんが止まらない ●冷や汗を伴うような
●けいれんが止まって
強い吐き気
も、意識が戻らない

飲み込み

●食べ物をのどに詰
まらせ て、呼 吸 が
苦しい
●変な物を飲み込ん
で、意識がない

事故

●交通事故に遭った
（強い 衝 撃を受け
た）
●水に溺れている
●高所から転落

◎そのほか、いつもと違う場合、様子がおかしい場合

消防庁ホームページ
からダウンロードし
てご利用ください。

救急要請の判断がつかないときは、症状の緊急度を素早く判定してくれるス
マートフォンアプリ「Q助」をご活用ください。
「Q助」は総務省消防庁が住民の緊急度判定を支援するため作成したアプリ。
画面上で選択していくと、緊急度に応じた必要な対応が表示され、119番通報
や医療機関の検索、受診手段の検索を行うことができます。

普通救命講習会

その勇気で救える命があります

▲講習会の様子
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救急車到着までの応急手当で、救命効果が大きく変わります。市消防本
部では、毎月(4月を除く)、普通救命講習(一般公募)を開催しています。
と き 毎月第3木曜日 午前9時〜正午
ところ 消防本部3階 大会議室（掛川）
内 容 応急手当の講義、胸骨圧迫および人工呼吸法、AED操作法、止血法、
異物除去法など
定 員 30人 (定員になり次第、締め切ります）
※最寄りの消防署へお申し込みください。

歳以上の方が対象

18

運動・食事・社会参加でポイントをためて︑賞品をGET!

市内在住・通勤・通学している

市民の健康づくりを応援す
だい

る︑その名も﹃きんじろうく
せき しょう い

ん﹁積小為大﹂健康マイレー
ジ﹄︒簡単な運動や健康的な

ポイントカードを手に入れよう

▽徳育保健センター▽東
部・中部・西部・大東・大須
賀の市内5か所のふくしあ▽
市役所本庁1階健康長寿課な

入しましょう︒

賞品は︑次の2コースから
選ぶことができます︒

回数券

どにあるチラシに︑ポイント
カードが付いています︒切り
取って使いましょう︒
自分が取り組む事を決めよう

③さんりーな・し〜すぽ

②地場野菜詰め合わせ

食事など︑自分に合った健康
づくりに取り組んでポイント
をためると︑抽選で大須賀区
域の調味料セット︑﹁さん
りーな﹂や﹁し〜すぽ﹂の回

健康づくりのために︑自分

②大須賀調味料セット

20人

数券などが当たります︒外れ

①掛川花鳥園ペア入場券 20組

20人

が取り組むことを﹁マイポイ
ント﹂とします︒例えば⁝

①掛川森林果樹公園アトリエ

（レストラン）ペア食事券 20組

た方にも︑市のオリジナル
グッズが当たる抽選があり︑

20人

Bコース 40ポイント集めて

③掛川茶詰め合わせ

応募者全員に県内の協力店で

健康づくり課︵☎

8111︶

実践してポイントをためよう

1回の取り組みを1マイポ

イントとして︑カードに記入

できます︒マイポイントは1

日 に 1 ポ イ ン ト ま で ︒ また︑

ボーナスポイントとして︑健

康づくり講座などへの参加︑

ボランティア団体への登録や

すでに登録済みの場合は2ポ

イント︑検診を受診した場

ポ

合︑特定健診やがん検診は5

ポイント︑人間ドックは

イントがカウントできます︒

月

日㈮

■ポイントをためる期間

7月1日㈰〜

■応募方法

ください︒︶

︵応募場所はチラシをご確認

応募箱に投函して応募

日㈮

30

月1日㈪〜 月

28

20人

Aコース 60ポイント集めて

23

11

①1日8時間の睡眠をとる
② 1日 分ウォーキングする

抽選で
当たる!

-

12

優待が受けられる﹁ふじのく
に健康いきいきカード﹂のプ

③朝ストレッチをする
などなど︒
自分が取り組む﹁マイポイ
ント﹂を決めて︑カードに記

10

レゼントもあります︒
﹁小さなことの積み重ね
（記入例）

1日15分ウォーキングをする

健康マイレージが始まります

積小為大

が︑やがて大きなこととな

436-8650
掛川市長谷1-1-1
0537-21-1111

毎日の積み重ねが大切だよ!

だい

い

しょう

せき

る﹂積小為大で︑毎日コツコ
ツ取り組んでみませんか︒

ろう

た

こう

けん

15

30

健康太郎

10

きんじろうくん

©掛川市
きんじろうくん
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資源リサイクルと
障がい者雇用をセット

協定締結を
さらに拡大へ
環境政策課（☎21-1145）

▲協定を締結した松井市長（左）と静鉄ストアの竹田昭男社長

スチール缶︑ペットボトル︑

舗などで︑びんやアルミ缶︑

この協定では︑事業者は店

に創設しました︒

﹁K︲STeP協定﹂を新た

を応援するための仕組み

がい者雇用を推進する事業所

市は︑資源リサイクルと障

ことから︑今回︑協定を締結

がい者の雇用を検討していた

回収ボックスの管理などに障

の減量やリサイクルに尽力︒

事業者が負担しながら︑ごみ

却が困難なものも処理費用を

す︒びんやスチール缶など売

物の回収に取り組んでいま

今では市内で最も多くの資源

ら資源物の店頭回収を実施︒

域に拡大していくよう︑取り

eP協定﹂の仕組みが市内全

市はこれを契機に﹁K︲ST

ています︒

づくりの大きな推進力となっ

目指す﹁環境日本一﹂のまち

なさんが利用しており︑市が

ができることから︑多くのみ

出た資源物を気軽に出すこと

の回収を待たずに︑家庭から

を行っています︒月1回の市

K︲STeP協定

紙パックなどの資源物を回収︒

することになりました︒

的にアルミ缶やペットボト

多くの商業施設では︑自主

SDGs
2015年に国連で採択され
た﹁持続可能な開発目標﹂の
略称︒

組みを進めていきます︒

回収ボックスの管理などに
障 がい者を雇用します︒一方
成するための取り組みとして

ル︑紙パックなどの店頭回収

賛同事業所を拡大したい

情報発信したり︑障がい者就

市 で は ︑ ﹁ S D G s ﹂※を 達

労支援事業の紹介︑手続きの

市内では、空き容器や缶の店頭回収をしている
お店がいくつかありますので、私も利用させてい
ただいています。店頭での回収は、いつもの買い
物のついでに、気軽に出すことができるため、本
当に助かっています。協定締結式を私も見させて
いただきましたが、このような取り組みが市内の
多くの店舗で実施されれば、環境にも住民にとっ
てもうれしいことですね。
ごみ出しがもっと手軽になって、さらに消費者
のエコへの意識が高まるのではないかと思いま
す。これからも、市と事業者さんのこの活動を応
援していきたいです。

サポートを行います︒

掛川市エコ・ネットワーキング
平出松子さん

事業者による環境に配慮し
た社会貢献活動や︑障がい者
雇用などを推進し︑住民サー
ビスの向上やさまざまな社会
的課題解決のための取り組み
を︑市と協働で進めていくも
ので︑県内では初の試みとな
ります︒
市内第1号の協定を締結
㈱静鉄ストアと市は6月7
日︑第1号となる協定を締結
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しました︒
同事業所では︑開店当時か

INTERVIEW

かけがわ
S
資源物
Te 店頭回収
P パートナーシップ

K

月 日 曜日

地区名

7 23 月

西山口

東部ふくしあ

6

月

原泉

原泉地域生涯学習センター

10 金

粟本

粟本地域生涯学習センター

21 火

上内田

上内田地域生涯学習センター

22 水

大坂

大東市民交流センター

28 火

掛川第三

中央小地域生涯学習センター

29 水

倉真

倉真地域生涯学習センター

3

月

原田

原田地域生涯学習センター

6

木

掛川第四

城西区公会堂

睦浜

大東市民交流センター

西南郷

西南郷地域生涯学習センター

21 金

掛川第五

掛川第五地域生涯学習センター

26 水

土方

大東北公民館

28 金

南郷

南郷地域生涯学習センター

8

10 月
9 12 水

千浜農村環境改善センター

25 木

桜木

桜木ホール

26 金

城北

城北地区ふれあいセンター

29 月

和田岡

和田岡地域生涯学習センター

5

月 大須賀第一

7

水

中

中地区コミュニティ防災センター

8

木

大渕

大渕農村環境改善センター（アイク）

12 月

葛ヶ丘

葛ヶ丘会館

16 金

東山

東山地域生涯学習センター

大須賀支所南館2階

21 水 大須賀第二

大須賀支所南館2階

22 木

東山口小学校体育館

東山口

32

ことで︑より魅力的なまちづくりを

JA掛川市日坂支所

日坂

推進します︒

木

﹁市民と市長の交流ノート﹂配付

1

地区集会で出された意見や提案

第一小学校体育館

の各地区まちづくり協議会

31 水 掛川第一・第二

地区のまちづくりについて話し

千浜

合ってみませんか?

23 火

多くのみなさんの参加をお待ちし

佐束公民館

ています︒

佐束

は︑重要度や緊急度に応じて翌年の

22 月

協働によるまちづくり地区集会とは?

西郷みらい館

施策や予算編成に反映するほか︑記

西郷

地区まちづくり協議会と自治区の

17 水

録集にまとめ各地区に配付します︒

曽我地域生涯学習センター

役員をはじめとする地域のみなさん

曽我

※開始時間は午後7時です︒

11 木

に︑市からまちづくりの方針などを

原谷地域生涯学習センター

※市内

原谷

情報提供します︒また︑各地区の代

火

単位で開催します︒自分がどの地

9

生涯学習協働推進課（☎21-1129）

表者から︑地域の課題やその解決に

大須賀市民交流センター

が始まります

区集会に参加したら良いかわから

水 大須賀第三

まちづくり地区集会

向けた取り組みなどを発表していた

3

協働による

ない方は︑お問い合わせください︒

11

場

だき︑対話を通じた意見交換を行う

10

会

8

国保・国保税の基礎知識
国民健康保険税や制度の再確認を

1世帯につき
54万円
20,000円

②支援分
1.6%
（0〜74歳）

8.0%

加入者1人につき
8,000円

1世帯につき
19万円
8,000円

③介護分
1.2%
（40〜64歳）

7.0%

加入者1人につき
10,000円

1世帯につき
16万円
5,600円

渋滞が解消されることで︑周辺生
活道路の安全性の向上︑物流・通勤
時間の短縮による経済効果︑対向車
を巻き込んだ重大な多重事故の回避
などが見込まれます︒

4車線化の効果

バイパス周辺の現状
渋滞により︑バイパスを回避した
車両が周辺生活道路に入り込み︑交
通環境の悪化や住民生活︑産業・経
済活動にも支障を来しています︒

国道1号掛川・日坂バイパス

大臣へ早期4車線化要望

国保年金課
（☎21-1143）

①医療分
加入者1人につき
4.9% 20.0%
（0〜74歳）
20,000円

国保税の納付義務者とは
世帯主が国保に加入していなくて
も︑世帯に国保加入者がいれば︑世
帯主に課税されます︒この場合︑国
保に加入していない世帯主の所得や
固定資産税額などは課税対象外です
が︑通知などは世帯主宛てに送付さ
れます︒

【平成30年度の税率】

都市建設部
（☎21-1108）

▲西郷インターチェンジ付近

賦課
限度額
平等割額
均等割額

▲石井大臣（左から3番目）へ要望書を手渡す松井市長

国土交通大臣への要望活動
掛川・日坂バイパス4車線化の早
期着手を求めて︑松井市長は5月9
日︑鈴木市議会議長らとともに国土
交通省を訪れ︑石井啓一国土交通大
臣へ要望書を手渡しました︒
これまで島田・磐田間バイパス建
設促進期成同盟会として毎年1回︑
島田市︑袋井市︑磐田市とともに要
望してきましたが︑今回初めて︑市
単独での大臣要望となりました︒
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国民健康保険制度とは
加入者の病気やけがなどに保険給
付を行うことを目的とする制度で︑
財源は加入者が納める国民健康保険
税︵国保税︶と︑国・県負担金︑市の
一般会計繰入金などで成り立ってい
ます︒なお︑国民健康保険は︑職場
などの健康保険や後期高齢者医療保
険への加入者︑生活保護を受けてい
る方を除いた全ての方が加入します︒
国民健康保険税とは
次の①②③から構成され︑課税額
はそれぞれ所得割額︑資産割額︑均
等割額︑平等割額を合計して計算し
ます︒
①基礎課税額︵医療分︶
国保加入者が病院などにかかった
場合の医療機関へ支払う診療報
酬︑出産育児一時金︑葬祭費など
の給付金
② 後期高齢者支援金等課税額︵支援

64

資産
割額
所得
割額

分︶

後期高齢者医療保険加入者の医療
にかかる費用の一部
③介護納付金課税額︵介護分︶
介護保険制度を支えるための納付
金︵ 〜 歳までの方に課税︶
40

東京女子医科大学の前身である東
京女医学校を明治33年に29歳の若

して女性医師の育成とともに医学

女子医科大学を発足させ、学頭と

東にある鷲山養斎家に生まれる。

-

立地適正化﹁届出制度﹂開始

■都市機能誘導区域外での行為
①開発行為︵土地の造成︶
・誘導施設を有する建築物の建築目
的の開発行為を行おうとする場合
②建築等行為
・誘導施設を有する建築物を新築し
ようとする場合
・建築物を改築し︑誘導施設を有す
る建築物とする場合
・建築物の用途を変更し︑誘導施設
を有する建築物とする場合
※詳しくは市ホームページをご確認
ください︒

コンパクトなまちづくり推進
市は︑人口減少・少子高齢化に対
応したまちづくりを進めるため︑
﹁掛川市立地適正化計画﹂を策定
し︑2つの区域を設定しました︒
居住誘導区域
一定の人口密度を維持する区域
都市機能誘導区域
病院や商業施設︵1000平方㍍
超︶などの誘導施設を維持・誘導す
る区域
届出が必要な行為
8月1日以降︑次のような開発や
建築などを行うときは︑着手の 日
前までに市への届出が必要です︒
■居住誘導区域外での行為
①開発行為︵土地の造成︶
・3戸以上の住宅の建築目的の開発
行為
・1戸または2戸の住宅の建築目的
の開発行為で1000平方㍍以上
の規模のもの
②建築等行為
・3戸以上の住宅を新築しようとす
る場合
・建築物を改築し︑または用途を変
更して3戸以上の住宅とする場合

都市政策課
（☎21-1151）

◆1戸の建築行為

吉岡彌生
記念館
（☎74-5566）
の教育・研究に尽力した。

はばたけ未来の吉岡彌生賞
掛川市（旧土方村）の高天神城跡

表彰・副賞
2月に表彰予定
︻最優秀賞︼
小・中・高校生各1作品以内
︻優秀賞︼
小・中・高校生各1作品以内
︻奨励賞︼
小・中・高校生各5作品以内
※入賞者副賞はタブレット端末︑健
康測定器︑図書カードなど
応募方法
所定の応募票に記入し︑作品に添

-

※届出が不要な行為の例
◆800㎡・2戸の開発行為

吉岡彌生（1871年−1959年）

付して郵送︵〒436 8650長谷
1 1 1︶ま た は 直 接 提 出 ︵ 市 役
所南館2階社会教育課または吉岡彌
生記念館︶で応募︒応募票は提出先
で 受 け 取 る か 市 ホ ー ム ページからダ
ウンロードしてください︒

30

写真：東京女子医科大学所蔵

夢と希望に満ちた作品募集

日本の女性医師育成に尽力した郷
土の偉人︑吉岡彌生先生の業績を後
世に伝え顕彰するとともに︑子ども
の優れた研究を表彰し︑次代を担う
子どもたちの夢と希望︑志を育むこ
とを目的として実施します︒
主催
市︑市教育委員会︑東京女子医科
大学
作品募集
医療・看護︑健康・福祉︑理科︑
環境などの研究︑論文︑製作物品︑
実践レポート︑意見主張文など
募集期間
9月 日㈮まで︵必着︶
対象
全国の小中学生と高校生
︵グループ研究も可︶
28

さで創設、昭和27年には新制東京

-

第3回

10

第9区 1.619㌔

小※

高校

午後7時〜

小 小学校／中 中学校／高
※第6・9区は男女不問
毎週水曜日

夏の交通安全県民運動
日㈬〜

日㈮

（6月13日現在）

前年比
−17
− 2
−33

運動の重点
・高齢者と子どもの交通事故防止
・自転車と二輪車の安全利用の推進

危機管理課
（☎21-1131）

です︒

ご当地アイドル︑
キャンペーン初日に参戦!
掛川市を拠点に活動するアイドル
ユニット﹁マーブル・メイプル﹂
が︑交通安全運動初日の街頭キャン
ペーンに参加します︒
ミニライブを開き︑交通安全の呼
びかけを行いますので︑お気軽にご
参加ください︒申込不要︒参加無料

気をつけよう 知らない道より 慣れた道
期間 7月

20

選手募集

中（男）

第2区 1.903㌔

=

第8区 3.020㌔

市町対抗駅伝

第7区 3.564㌔

=

H30
件数（件）
355
死亡数（人）
1
負傷者数（人） 471

20

高（男）

11

【掛川警察署管内の人身事故】

・飲酒運転の根絶
・交差点の交通事故防止︵﹁止ま
る・見る・待つ﹂の周知徹底︶
初日広報街頭キャンペーン
11

=

第5区 6.336㌔

=

30

18

▲アイドルユニット「Marble-Maple」

11

掛川代表として走りませんか?
一般（男）

市内では︑今年2月に生活道路で
交通死亡事故が発生し︑自転車に
乗った高齢者が
亡くなりまし
た︒これ以上︑
悲惨な交通死亡
事故が起きない
よう︑市民一人
ひとりが交通安
全に心がけ︑交
通死亡事故防止
に努めましょう︒
第12区 5.025㌔

練習日
と き

一般（女）

人でつなぐ42・195
第11区 4.310㌔ 中・高（男）
第10区 3.051㌔

㌔

掛川市選手団
事務局（NPO法人
掛川市体育協会
内☎24-9781）
※火曜定休日

中（女）

と き 7月 日㈬ 午後5時 分
〜6時
ところ JR掛川駅北口前広場
※雨天中止︒会場で自発光式反射材
の販売を行います︒

第6区 4.430㌔ 40歳以上※

︵8時 分終了予定︶
ところ 7月4日・ 日 エコパ補
助競技場︵袋井市︶
7月 日・ 日 いこいの
広場多目的広場︵細谷︶
内 容 ペース走︑タイムトライア
ルなど︒8・9月に選考会
を開催予定
※右記以降の予定や雨天の場合は︑
電話でお問い合わせください︒
選手選考
練習会の様子や選考会の結果など
を踏まえ 月に決定する予定です︒

第4区 3.549㌔ 中・高（女）

10

月1日㈯静岡市で開催

40

第 回を迎える静岡県市町対抗駅
伝競走大会に出場する市代表選手を
募集します︒
選手資格
平成 年9月1日現在︑市内に在
住・勤務している方︑もしくは次の
条件を満たす方
①小・中・高校生は保護者の居住地
が市内であること
②他県在住の高校生・一般・ 歳以
上は︑出身中学校所在地または保
護者の居住地が市内であること
③他県大学に在学する大学生は︑出
身中学校所在地または保護者の居
住地が市内であること
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第1区 3.673㌔ 中・高（女） 12
小（男）

小（女）

=

19

30

第3区 1.715㌔

25

第19回
12

〜みんなでシティプロモーション〜

Vol.07

SANABURI

応じて分配︒金額は学年が上がるに

日未明︒静まり返った大渕

3時︒区の子どもたち全員が公民館

当日︒始まりを知らせた後の午前

眠い目をこすりながら家路につきま

えるころには朝に︒子どもたちは︑

額が少なくなります︒お金を配り終

つれ多くなり︑親方の年代が多いと

地区に﹁鉦の音﹂が響き渡ります︒

に集合し︑班に分かれて笹振りに出

軒先で竹を振り厄払い

分︑雨垂区では︑親方と

す︒

子どもたちの﹁送り神﹂行事

午前2時

発します︒最近は安全確保のため

6月

鉦叩きが集合場所の公民館の周辺1

に︑区の役員や保護者が同伴してい

かね たた

㌔ほどを鉦をたたいて回り︑区内に

ます︒笹振りは︑各家の玄関の軒先

ころ︵約220年前︶︒昔から脈々

﹁送り神﹂という行事がいつごろ

唱えことばも区によってさまざ

と続く行事を︑地元ではこれからも

から始まったかは明らかではありま

日未明に行われています︒諸説あり

ま︒雨垂区では﹁おくりがみのかん

大切に受け継いでいくことでしょう︒

で行われます︒区によっては︑﹁ボ

受け継がれる伝統

﹁さなぶり﹂の始まりを知らせま
す︒

ますが︑豊作や家内安全を祈願する

じんや︑かねにいっぱいおくんなさ

せんが︑地元の言い伝えでは天明の

などの意味を持っていると言われて

い﹂と言って︑

ンデン﹂といわれる竹筒を立てて行

います︒また︑純真な子どもたち

各家の軒を笹で

うところもあります︒

が︑神様の降臨する真夜中に︑生命

ると家人がお礼

笹振りが終わ

払います︒

ことは︑もっとも効果があると言い
伝えられています︒

にお金を渡しま

裏山から笹振りと鉦を吊るす竹を切

の男女が集まり︑区の役員と一緒に

前日︒雨垂区では午後から小学生

使った竹を裏山

再び公民館へ︒

て周り終えると︑

3時間ほどかけ

分担する範囲を

と︑﹁シデ﹂と言われる半紙を笹に

るようになりました︒竹を切り出す

因に︑平成

にもらったお金

ろで︑親方がお礼

員集まったとこ

2

①親方と鉦叩きが「さなぶり」
の始まりを知らせる②唱えこと
ばを言いながら、笹竹で家の軒
先を払う（雨垂区）③「ボンデ
ン」を立てて「ねんねこやいと
ほーらやいと」と言いなが
ら、竹笹を振る（藤塚区）

す︒こうして︑

り出します︒これまで男子のみの行

へ納めます︒全

取り付けて︑鉦叩きと唱えことばの

を学年や役割に

3

平成 年から女子も参加

年からは女子も参加す

事でしたが︑子どもの数の減少を要

練習を行います︒

1

力が強いとされる笹竹で悪霊を払う

わったころの︑6月中・下旬の日曜

﹁さなぶり﹂は毎年︑田植えが終

30

13

子どもたちによる「送り神」と言われる行
事。全国では、比較的多くの地域で見られま
す。市内では、23か所（平成24年調査）で行
われていますが、1つの市域でこれほど多く
行われているところは珍しいと言われていま
す。その中でも、今号では深夜に行われてい
る、市指定無形民俗文化財の「さなぶり」に
ついて紹介します。

かけがわ
再発見
磨き上げ

17

13

さなぶり
KAKEGAWA CITY

シティプロモーション課（☎21-1123）

12

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

ぞれ現れ方が違います︒暴言や暴

周りの方の理解がとても大切

危険を回避するには

担も大きいです︒

の方への接し方や心構え︑してはい

力︑興奮︑抑うつ︑不眠︑昼夜逆

絡み合って起きてくるため︑人それ

認知症になっても住み慣れた地域で暮らす
年2月号︶で認知症

けないこと︑接するときの具体的な

転︑幻覚︑妄想︑せん妄︑徘徊︑物

前回︵平成

7つの方法などについて紹介しまし

取られ妄想︑失禁など症状はさまざ

はい かい

たが︑今回は︑認知症の症状につい

解し︑適切な対応をとることで本

けで大丈夫です︒認知症を正しく理

くしあなどへ情報提供してくれるだ

に誘導できなくても家族や知人︑ふ

しく話し掛けてあげてください︒家

まず︑本人を見かけたときはやさ

まです︒

BPSDの中でも
徘徊は対応が困難です
介護者が対応に苦慮する多くは︑
徘徊が起こる原因は︑見当識障

市は今年2月から徘徊で困ってい

人・家族が安心して地域で暮らし続

て直接起こる症状で︑直前の記憶を

害︑判断力・記憶障害による年齢逆

る介護者に対して﹁徘徊高齢者伝言

中核症状よりもBPSDです︒

忘れたり︑場所が分からなくなった

行︑過去の仕事の再現︑居場所の無

けることができます︒

り︑筋道を立てた思考ができなくな

板システム﹂を始めています︒

1142︶ま

さ︑不安感や焦燥感などさまざま︒

健康長寿課︵☎

たは︑最寄りの地域包括支援セン

ほかの人から見ると意味もなくうろ
ついているようにも見えますが︑本

ターまでお問い合わせください︒

21
人は目的をもって行動していますの
で︑無理に止めると行動を悪化させ

かで起きてくる症状です︒

周囲の人との関わりのな

険が伴います︒周りの方にも迷惑を

不明・体力の衰退・脱水症などの危

また︑徘徊は︑事故・けが・行方

てしまう恐れがあります︒

その方の置かれている環境

掛けることが多く︑家族の精神的負

BPSD
〜行動・心理症状〜

る症状です︒

ります︒認知症になれば誰でも現れ

脳の神経細胞が壊れることによっ

中核症状

けられます︒

認知症の症状は︑大きく2つに分

てお話します︒

30

や︑人間関係︑性格などが

KOHO KAKEGAWA 2018.7
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小笠
医師会
掛川市
介護支援専門員
連絡協議会

掛川市介護支援専門員連絡協議会 その33
事務局（えいせい掛川居宅介護支援事業所・☎20-1613）

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。

8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

6か月児健康相談

赤ちゃんからのスキンシップはとても大切！

生後間もない時期から、心地よい肌のふれあい（スキ
ンシップ）をたくさんしてもらった子どもは安心感が育
ち、大人になってからも計り知れないほどの大きな効果
があります。
大きな効果とは?
☆不安が減り、心が安定する
☆自分を含め、人への信頼感が根づく
☆さまざまな困難を乗り越える力がつく
「子育てコンシェルジュだより7.8月号」では、スキ
ンシップが楽しめる身近な関わり方や、親子遊びを紹介
しています。子どもも大人も、きっと笑顔いっぱいにな
りますよ! 詳しくは市ホームページをご覧ください。
きずな

市では、スキンシップで親子の絆を深め、
「自分は大切な存在だと思う心（自己肯定
感）」を育てる重要さを伝えようとパンフレッ
トを作成しました。ぜひ、ご覧ください。

徳育：徳育保健センター（御所原）
大東：大東保健センター（三俣）

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

2 木 平成30年 6月出生児

会場
徳育

3 金 平成29年10月〜平成30年1月出生児 大東
23 木 平成30年 1月 1日〜15日出生児
24 金 平成30年 1月16日〜31日出生児

徳育

6 月 平成29年 1月 1日〜10日出生児
17 金 平成29年 1月11日〜20日出生児

徳育

20 月 平成29年 1月21日〜31日出生児
9 木 平成28年 5月 1日〜10日出生児
23 木 平成28年 5月11日〜20日出生児

徳育

13：00〜13：30 24 金 平成28年 5月21日〜31日出生児

3歳児健康診査
13：00〜13：30

7 火 平成27年 7月 1日〜10日出生児
8 水 平成27年 7月11日〜20日出生児
22 水 平成27年 7月21日〜31日出生児

離乳食教室

（もぐもぐごっくん教室） 29 水

9：15〜9：30

パパママセミナー（両親育児編） 31 金
13：15〜13：30

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

市立図書館

お薦めの1冊を
紹介します

37
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※）
8月の休館日：毎週月曜日

かこさとし著『からすのパ
ンやさん』を読むと、からす
たちの人間らしさに、思わず
くすっと笑ってしまいます。
テンポ良くお話は進みます
が、おもしろくてすてきなパ
ンがどっさり焼き上がった場
面では、たっぷり時間をとっ
て読みたいですね。市立図書
館には、大型絵本もありますよ。 ▲学校教育課・平栁有紀子

■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※）
8月の休館日：毎週月曜日
■大須賀図書館（☎48-5269）
午前9時〜午後5時（金曜日は午後7時まで※）
8月の休館日：毎週月曜日
※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
楽しい!日帰り
山歩き入門

すみれちゃんの
お片づけ12カ月

渡辺ゆき/文
小林キユウ/写真
（岩崎書店）

鈴木のりたけ/著
（幻冬舎）

お片づけは大切なこと。分かっている
けれど、どうやったらいいの?小学校
5年生のすみれちゃんはお片づけが大
好き。どんなふうにやっているのかマ
ネをして、あなたもお片づけ上手にな
ろう。

しごとばシリーズの著者が描く、かわ
の本です。山に降った雨から始まる水
の流れは、かわとなり海へ。源流から
河口まで、水辺の様子とそこに住む多
くの生き物たちの姿を、迫力ある絵で
紹介しています。

神﨑忠男/監修
（主婦と生活社）
この夏初めて登山やハイキングに行こ
うと考えている方にお薦めの1冊で
す。持ち物、服装、靴はどうすれば良
いのか、果たして自分でも行けるの
か、などの疑問や不安に対して分かり
やすく教えてくれます。

催

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

■「ジモトノシゴト展」
地元の建築士が設計した住宅や施設などの建築パネル展です
期間：7月24日（火）〜8月5日（日）※初日は午後1時から 中央
※住宅相談・耐震相談 7月29日（日）午後1時〜3時
期間：8月8日（水）〜19日（日） 大東
※住宅相談・耐震相談 8月19日（日）午後1時〜3時
共催：（公社）静岡県建築士会
■オカリナ、コカリナとハーモニカの演奏会 大須賀
とき：8月1日（水）午前10時〜11時
■三浦康子さんのおはなし会「絵本をうたおう！」
とき：8月18日（土）午前11時〜11時30分 中央
午後1時30分〜2時 大東
午後3時〜3時30分 大須賀

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：8月 3日・10日（金）午前10時30分〜11時
大 東：8月 3日・10日（金）午前10時30分〜11時
大須賀：8月 17日・24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

15

中

央：毎週水曜日

午後3時〜

かわ

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： 8月11日（土・祝）・25日（土） 午後3時〜3時30分
大 東：8月 4日（土）午前10時30分〜11時10分
大須賀：8月11日（土・祝）・25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：8月17日（金） 午前10時30分〜11時

事業名

とき・ところ

対象・参加料

内容・申込方法など

演題は「河井重蔵と山﨑千三郎との関わり」。講師
どなたでも
（第2弾）
「松ヶ岡物語」
は河井弥八記念館の梅津通男さんで、明治時代の
7/14（土）13：30〜15：30
70人
第2回講座（全6回）
掛川のまちの近代化に尽力した河井重蔵と山﨑千
松ヶ岡（十王）
100円（資料代） 三郎との関わりを紹介します。
社会教育課（☎21-1158）
直接会場へ
ビジネスチャンス相談
産業労働政策課
（☎21-1125）

7/14（土）
・8/11（土・祝）、 市内在住・在勤・
起業を考えている方、経営でお悩みの方の相談に
在学の方
8/26（日）
応じます。
4人
9：30〜16：30
電話で申込（申込順）
相談無料
中央図書館（掛川）

はじめてのパソコン講座 7/18（水）9：30〜11：30
IT政策課（☎21-1341） 市役所4階会議室6

電源の入れ方や切り方、マウス・キーボードの操作
パソコン未経験者
を学びます。パソコンは市役所で用意します。
4人
7/12（木）までに電話で申込（申込多数のときは
受講無料
抽選）

医療機関にか
精神障がい者「家族教室」 7/18、11/21、H30.3/20 かっている方 精神障がいをもつ方の家族向け教室です。本人と
家族が安心して生活していくための福祉制度や支
相談支援事業所Mネット の水曜日
の家族で市内
13
：
30〜15
：
00
援について、一緒に学び合いませんか。
（☎29-8970）
在住者15人
※市委託事業
あいり〜な（掛川）
電話で申込（申込順）
参加無料

バレエ体験教室
たまり〜な
（☎24-2722）

訪問看護師就業セミナー
県訪問看護ステーション
協議会（☎054-275-3339・
FAX054-275-3338）
創業支援セミナー
産業労働政策課
（☎21-1125）

7/21、8/4の土曜日
①13：00〜13：55
②14：00〜14：55
③15：00〜16：05
たまり〜な（満水）

①高校生以上
②3〜7歳
③小中学生
1,080円/回
（2人以上で
申し込む場合
は1人756円/回）

1日目と3日目の間の希望日で3時間程度の同行訪
7/23（月）、実習日、7/30（月）
看護職有資格者 問の実習があります。
9：45〜11：45
開催前日までに電話またはFAXで申込（託児が
参加無料
菊川市総合保健福祉
必要な方は10日前までに連絡（無料））
センター（菊川市）
創業を考えて
いる方、創業し
7/28（土）13：30〜15：30
たばかりの方
大須賀図書館（西大渕）
30人
参加無料

伝言板

とき・ところ

フォークソング掛川
7/15（日）15：00〜16：30
富塚（☎090-2924-2001） 竹の丸ギャラリー（掛川）
くず お

葛苧の講座
達人に学び伝える会・藤井
（☎・FAX26-4980）

「〜あなたの夢をビジネスに〜こんなことをやりた
い!をカタチにしませんか」。講師は中小企業診断士
の山尾秀則さん。開業のための基礎知識やビジネ
スプランの作り方をわかりやすく説明します。
電話で申込（申込順）

対象・参加料
どなたでも
500円

内容・申込方法など
ギターを弾ける方、大歓迎。80〜90年代の
フォークソングをみんなで歌います。
直接会場へ
かっ ぷ

7/19（木）9：00〜16：00
市役所玄関前集合

7/21（土）17：00〜19：00
あいあい学園夏祭り
（雨天時は園内で決行）
あいあい学園（☎24-6874）
あいあい学園（板沢）
親子で楽しく性教育ワーク
掛川児童交流館
（☎24-0822）

1日だけでも、2日間でも参加できます。バレエ教室
の雰囲気を感じながら、姿勢の美しさや柔軟性、音
楽に合わせて楽しく踊る喜びを実感してください。
経験問わず、ていねいに指導します。
教室前日までに電話で申込

7/28（土）9：20〜
あいり〜な（掛川）

どなたでも20人 雑草のクズから葛布の糸を作ります。
1,000円
持ち物 弁当、水筒、帽子、剪定ばさみ
（保険料など）
電話またはFAXで申込（申込順）
どなたでも
入場無料

盆踊り、出店、交流タイムなど
直接会場へ

子どもたちを性的被害者にも加害者にもし
小学3・4年生と
ないために、今、親ができることとは?親子
保護者
で楽しく性を学んでいきましょう。
参加無料
7/7（土）から電話または来館で申込

「夏のおたのしみ会」
7/28（土）13：30〜15：00
よみきかせ会ひまわり・鈴木
大日本報徳社（掛川）
（☎23-4457）

幼児〜小学校 人形劇や大型絵本、スクリーンでのよみき
低学年と保護者 かせなど、お話いっぱいです。
参加無料
直接会場へ

第36回くさぶえ夏の祭典
8/4（土）10：00〜14：00
社会福祉法人草笛の会菊川寮
草笛の会施設（菊川市）
（☎73-6202）

どなたでも
入場無料

チャリティバザーや模擬店コーナーなどお
楽しみください。
直接会場へ
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事業名

とき・ところ

対象・参加料

マイナス金利に負けない
一般
7/28（土）14：00〜16：00
生活設計講座
30人
大須賀中央公民館（西大渕）
大須賀中央公民館
受講無料
（☎48-1012）

内容・申込方法など
マイナス金利に負けない生活設計とは。金融広報ア
ドバイザーから情報収集します。
7/21（土）までに電話、FAXまたは来館で申込
（申込順）

7/29（日）
どなたでも
①10：00〜12：05
入場無料
②14：00〜16：05
大須賀中央公民館（西大渕）

「湯を沸かすほどの熱い愛」を上映予定。午前、午
後ともに字幕あり。
直接会場へ

地域医療シンポジウムin
7/29（日）13：30〜15：30 どなたでも
かけがわ
（開場13：00）
250人
地域医療推進課
掛川グランドホテル（亀の甲）入場無料
（☎21-1324・FAX28-7670）

①「中東遠総合医療センターを地域医療にどのよう
に役立てるのか?」講師：同センター 宮地正彦院長
②「中東遠における住民が地域医療を育む『5つの
“か”』活動」講師：浜松医科大学 山岡泰治特任教授
電話またはFAXで申込（申込順）

気まぐれ映画館
大須賀中央公民館
（☎48-1012）

シニア向け
フォークリフト講習会
日建学院浜松校
（☎053-546-1077）
※厚生労働省委託事業

埋蔵文化財センター
まが だま

勾玉作り・火起し体験
社会教育課
（☎21-1158）

県内在住で
ハローワーク
7/30（月）〜8/6（月）の
求職登録中の
土日を除く全6回
55歳以上
日建学院掛川校（下垂木）
10人
受講無料

フォークリフトの講習会です（普通自動車免許必
要）。全日程の受講が必須。ハローワークにパンフ
レットを掲出しています。
電話で申込（申込後、7/23（月）の選考会で受講
者を決定）

8/5・12・19・26の日曜日
9：00〜12：00（勾玉作りは どなたでも
9：00〜と10：30〜の2回） 参加無料
埋蔵文化財センター（千羽）

8月の日曜日全てを開館し、体験講座を行います。
各日職員が展示解説も行います。
直接会場へ（当日 ☎27-0855）

市内在住の0歳 食物アレルギーを持つ子どもの保護者や、乳幼児か
0歳〜中学生の保護者向け
〜中学生までの ら中学生までの保護者を対象に、アレルギー専門医
食物アレルギー勉強会
8/6（月）10：00〜12：00
による最新の医療情報や対応方法などを学ぶため
保護者
さかがわ学校給食センター 徳育保健センター（御所原）
の勉強会を開催します。
100人
（☎25-6777）
直接会場へ
参加無料
安全・安心なお肉の教室
県食肉衛生検査所
（☎24-0725）

小学生（保護者
豚の内臓を触ったり、顕微鏡を体験したりしてみよ
8/23（木）13：30〜15：30 同伴）、中学生、一般
う。
県食肉衛生検査所（金城）30人
8/15（水）までに電話で申込（申込順）
参加無料

8/7（火）8：30〜17：00
〜8月は水の週間〜
（受付：8：00〜）
掛川市の水源地視察
水道課（☎27-0711） 水道事業所（逆川）

★事業の詳細は︑各連絡先にお問い合わせください︒

17

市内小学4〜6 掛川市の水道水がどこから運ばれ、どのように作ら
年生と保護者 れているのか。相賀浄水場・川口取水口（島田市）、
長島ダム（川根本町）などの水源地を視察します。
12組
7/17（火）までに電話で申込（申込順）
参加無料

静岡がんセンターの医師や看護師、ソーシャルワー
がんに関する
出張がんよろず相談
カーなどが、患者や家族からの疑問、不安、悩みを
8/31（金）13：00〜16：00 相談を希望する方
県立静岡がんセンター
一緒に考え、問題を解決するお手伝いをします。
徳育保健センター（御所原）5人
（☎055-989-5710）
8 / 6（ 月）〜1 7（ 金 ）までに電 話（ 予 約 専 用 ☎
相談無料
055-989-5392）で申込（申込順）

伝言板

とき・ところ

対象・参加料

8/4（土）
・5（日）9：00〜12：00
夏のオープンスクール
どなたでも
島田樟誠高校・瀧（☎0547- （受付8：20〜）
入場無料
37-3116・FAX0547-37-3129） 島田樟誠高校（島田市）

内容・申込方法など
全体会やコース概要・校内見学など
8/4（土）までに学校ホームページ、電話
またはFAXで申込

どなたでも
入場無料

県内外の金魚（らんちゅう）愛好家が自慢の
魚を出品。今年生まれた金魚の品評会です。
直接会場へ

初心者テニス教室（全10回） 8/13（月）〜9/21（金）の
どなたでも
毎週月・金曜日19：00〜21：00
掛川市テニス協会・服部
6,000円
いこいの広場（細谷）
（☎22-5245）

男女年齢問わず、どなたでも参加できます。
期間中の途中参加も大歓迎です。
8/10（金）までに電話で申込

毎週水曜日（1時間30分）
ゆかた着付け体験
女性
①10：00〜②14：00〜③18：30〜
戸塚（☎090-9944-2637）
参加無料
神代地公民館（南）

花火大会や納涼祭など、自分のゆかたを着
てお出かけしましょう。帯飾りプレゼント
参加希望日2日前までに電話で申込

きんぎょの品評会
佐藤（☎22-3570）

8/5（日）13：00〜
掛川ボデー工業内（満水）

どなたでも
ラジオのテキストを使ってネイティブとトー
中級以上の英語能力の向上を 毎週土曜日19：00〜21：00
掛川B&G海洋センター研修室 会費6,000円 クを楽しみましょう。 掛川ESS 検索
目指す会員募集
（3か月単位）
メール（arakit428@gmail.com）で申込
掛川ESS・鈴木（☎23-0614） （大池）
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7月5日（木）
・14日（土）
・15日（日）
コンビニ交付の利用停止

後期高齢者医療制度
保険証の更新と保険料の改定

国民健康保険
限度額適用認定証の更新を

システムの更新作業のため、住民票
と印鑑登録証明書のコンビニエンス
ストアでの交付は利用できません。

■保険証の更新
現在の保険証（藤色）の有効期限は
7月31日（火）です。新しい保険証（緑
色）は7月下旬までに郵送します。
住民税非課税世帯対象の限度額認
定証も有効期限は7月31日（火）です。
対象者には8月中に郵送します。また、
8月から現役並み所得の方も限度額認
定証の申請が可能です。
■保険料の改定
医療費の増加などを考慮し、2年に
1度改定します。後期高齢者医療制度
の保険料は、
「均等割額」と「所得割
額」を合計して計算します。

7 月 3 1 日（ 火 ）
に、現在お持ちの
認定証の有効期限
が終了します。8月
以 降も、入 院また
は高額の外来受診
を続 けられる方
は、認定証の更新
手続きをお願いします。
対象 国民健康保険被保険者で、認
定証を交付されている方
ところ 市役所2階国保年金課、各支
所市民窓口係
交付条件 国民健康保険税の滞納が
ないこと
持ち物 対象者の国民健康保険証、
世帯主の認め印、現在お持ちの限
度額適用認定証、来庁される方の
身分証明書（免許証など）、マイナ
ンバーのわかるもの

市民課（☎21-1141）

さんりーな天井落下防止工事

施設利用：さんりーな（☎22-5553）
工事内容：スポーツ振興課（☎21-1159）

7 月1 7日（ 火 ）
から、さんりーな
の各施設で工事
を 予 定して いま
す。トレーニング
ルームとスタジオは工事期間中も利
用できます。ご迷惑をおかけします
が、ご協力をお願いします。
工事箇所および使用停止期間（予定）
武道場 7月17日（火）〜10月12日（金）
アリーナ 10月16日（火）〜平成31年
2月13日（水）
プール 12月4日（火）〜平成31年2月
28日（木）
※エントランスの天井も、7月23日
（月）〜10月5日（金）まで工事を行
いますが、仮設通路を設置するた
め常時通行可能です。

東遠広域都市計画（案）の縦覧
都市政策課（☎21-1151）

とき 7月9日（月）〜23日（月）の開庁
日で午前8時30分〜午後5時15分
ところ 市役所3階都市政策課
内容 下垂木地区都市計画（地区計
画）の変更
意見書 7月23日（月）午後5時15分
（必着）までに郵送（〒436-8650長
谷1-1-1）または直接提出

伝言板
健康太極拳の会会員募集
板倉（☎23-2317）

国保年金課（☎21-1143）

H28・29
（改定前）

H30・31
（改定後）

所得割率

7.85%

7.85%

均等割額

39,500円

40,400円

57万円

62万円

賦課限度額

■保険料の軽減措置
保険料軽減措置は均等割2割・5割
の判定基準を拡充して継続されます。
①社会保険などの被用者保険の被扶
養者だった方は、均等割額が5割軽
減され、所得割額はかかりません。
②均等割軽減（拡充）
世帯主を含む全ての被保険者の
総所得金額などの合計

軽減
割合

「基礎控除額+50万円×世帯の
被保険者数」以下

2割

「基礎控除額+27.5万円×世帯の
被保険者数」以下

5割

基礎控除額以下

8.5割

8.5割軽減を受ける世帯の被保
険者全員が年金収入80万円以
下でその他各種所得がない場合

9割

国保年金課（☎21-1143）

固定資産税・都市計画税第2期、
国民健康保険税第1期、
納期限は8月6日（月）です
納税課（☎21-1206）

市役所や支所、市指定金融機関、コ
ンビニエンスストアなどで納付できま
す。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〜

※平成30年度の保険料決定通知書
は、8月上旬に郵送します。

とき・ところ

対象・参加料

内容・申込方法など

毎月第2・4土曜日
初心者歓迎。青空の下、気功や太極拳でリフ
どなたでも
9：00〜10：00
レッシュしましょう。
参加料500円/回
さんりーな東側公園（大池）
電話で申込

初級第1・3金曜日、中級第2・4
英会話同好会会員募集
どなたでも
金曜日 各13：30〜15：00
露木（☎090-7687-7662）
月3,000円
美感ホール（亀の甲）
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）

講師はアンジェラ・トランタ。習った英語を思
い出しながら、楽しく英会話を学びます。
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

2018緑のカーテンコンテスト 掛川市と協働し、市内の家庭・企業・学校で今年育てた「緑のカーテン」の写真を募集しま
す。大賞には3万円相当の賞品、応募者全員には参加賞を贈呈します。
作品募集
写真に住所、氏名、電話番号、工夫や苦労などのエピソードを添え、8/31（金）必着で郵送
中部電力掛川営業所
（〒436-0056 掛川市中央1-5-8）またはメール（Midorinokaten.Kakegawa@chuden.co.jp）で応募
（☎050-7772-9898）
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静岡県下水道排水設備工事
責任技術者試験
下水道課（☎21-1170）

県内で公共下水道に接続する排水
設備工事を行う工事店には、静岡県下
水道協会に登録している下水道排水
設備工事責任技術者の専属が義務付
けられています。
試験日 10月17日（水）
ところ 静岡商工会議所静岡事務所
会館（静岡市葵区）
受験資格 20歳以上で学歴に応じた
実務経験を有する者
受験手数料 4,000円
願書配布 7月2日（月）〜下水道課
（浄化センター管理棟1階）で配布
申込期間 7月17日（火）〜31日（火）
※事前講習会も開催します。

7・8月は水難事故防止強化月間
危機管理課（☎21-1131）

水に親しむ機会が多い今の季節、海
や川、プールなどでは少しの油断が水
の事故につながります。
気象情報には十分注意し、危険な場
所での水遊びを避けるなど、水難事故
防止に心がけてください。

7月は社会を明るくする運動
強調月間・再犯防止啓発月間
福祉課（☎21-1140）

★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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犯罪や非行の防止と罪を犯した方
たちの更生について理解を深め、犯罪
のない地域を築こうとする運動です。
7月2日（月）には市内4か所で啓発活
動を行います。

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6月12日現在の申出額

区分

件数

金額（円）

個人

281

7,786,740

法人

449

226,855,890

団体

282

10,675,328

合計

1,012

245,317,958

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。
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バスの車内事故防止のために

静岡県バス協会（☎054-255-9281）

■走行中に席を離れると、転倒など思
わぬけがをすることがあります。降
りる際は、バスが停留所に着いて扉
が開いてから席を立ちましょう。
■やむを得ず急ブレーキを掛けるこ
とがあります。立ってご利用のとき
は、つり革や握り棒にしっかりとつ
かまってください。

暮らしなんでも相談

ライフサポートセンター中東遠事務所
（☎0538-33-3715）

日常生活で起こるトラブルや悩みご
と、家庭問題、介護、法律、年金、消費
生活、住まいなどの相談を受け付け、
解決方法の提案や相談窓口を紹介し
ています。気軽にお電話ください。
受付時間 平日午前9時〜午後5時
※専門家への相談は有料です。

東京女子医科大学看護学部
掛川市地域枠推薦入学入試
および修学資金貸与制度

地域医療推進課（☎21-1324）

看護師や保健師を目指す学生に修
学の機会を与え、将来、掛川市の地域
医療をけん引していける人材の育成
のため、東京女子医科大学看護学部
推薦入学入試の掛川市地域枠が設け
られています。
また、この推薦入試による合格者を
対象にした修学資金貸与制度があり
ます。
対象 市内の高校に通学している学
生、本人もしくは保護者が市内に住
所を有する高校生
応募方法 9月7日（金）午後5時まで
に必要書類を地域医療推進課（杉
谷南1-1-30希望の丘中部ふくしあ
棟内）へ直接提出
※事前に必ず要項を取り寄せ詳細を
ご確認ください。

オリーブ栽培に補助金
農林課（☎21-1147）

市は、オリーブを新たな主要作物として生産する
ため圃場整備を行う方に補助金を交付し、農家所得
の増加や耕作放棄地の解消を図ります。
対象者 市内でオリーブ栽培をしようとする方
補助対象と補助額（率）
対象（植付面積500㎡以上）

補助率（全て経費の2分の1以内）

①オリーブ栽培のための障害物除去や整地、
既存作物の抜根
10アール当たり5万円を限度
②オリーブ樹の倒伏防止のための支柱の設置
③オリーブ栽培のための土壌改良

10アール当たり25,000円を限度

④オリーブの苗木の購入（推奨品種5種のみ） 10アール当たり8万円（40本）を限度
申請方法 必ず事前に相談してください。補助金の詳細や申請方法などの打ち
合わせをします。

屋外プール一般開放のお知らせ

NPO法人掛川市体育協会（☎22-5553）

時間
夜間

午前9時〜正午、午後1時〜4時
安養寺 7月21日（土）〜8月31日（金）の土・日曜日のみ午後5時〜8時
施設名

安養寺運動公園
プール（淡陽）
大東総合運動場
プール（国安）
大須賀海洋センター
プール（沖之須）

営業日

料

金

7/14（土）
・15（日）
・16（月・祝）
7/21（土）〜8/31（金）
3歳以上100円、
9/1（土）
・2（日）
小中学生200円、
高校生以上300円
7/16（月・祝）
7/21（土）〜8/26（日）
7/21（土）〜8/19（日）

3歳以上50円、小中学生100円、
高校生以上200円

お茶のまち掛川ならではの乾杯を
（仮称）掛川乾杯条例策定ワークショップ参加者募集
掛川商工会議所青年部（☎22-5151）
・

お茶振興課（☎21-1216）

現在、
「掛川流・お茶で乾杯する文化」を
創造しようと、市民提案型による条例策定
に向けた活動が行われています。
今回、その浸透に向けたアクションにつ
いて考えるワークショップを掛川商工会議
所青年部が企画しました。ぜひ、みなさんも
一緒に「お茶で乾杯するまち掛川」づくりに
参加しませんか。
とき 8月18日（土）、9月15日（土）、平成
31年3月9日（土） 各日午後1時〜3時
ところ 掛川商工会議所（掛川）
対象 どなたでも（定員30人）
応募方法 7月31日（火）までにメール（yeg@kakegawa-cci.or.jp）で応募
（応募順）

陸海空自衛官採用制度説明会

とき 7月14日（土）〜9月2日（日）
ところ
安養寺運動公園プール(淡陽)、
大東総合運動場プール(国安)、
大須賀海洋センタープール(沖之須)、
さんりーな(大池)
勤務時間
①午前8時30分〜午後0時30分
②午後0時30分〜4時30分
③午後4時30分〜8時30分
④午前8時30分〜午後10時
(④は「さんりーな」に限る)
内容 受付、監視業務
応募資格 ①高校生以上の方（高校
生は学校の許可が必要）②監視業
務は25㍍以上泳げる方③高校生は
夜間不可
選考方法 面談により選考（応募順）
応募方法 電話で応募

現在募集中の採用制度に関する説
明会。採用試験の受験を考えている
方は、ぜひご参加ください。
とき ①7月29日（日）、8月25日（土）
午前9時〜正午
②8月8日（水）午後1時30分〜4時
ところ ①掛川駅前商店街内「街な
か再生サロン」
（連雀） ②ハロー
ワーク掛川（金城）

さんりーなプール室（☎62-6336）

放送大学10月生募集

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、9月20日（木）までに応募

福祉の職場体験

県社会福祉人材センター
（☎054-271-2110・FAX054-272-8831）
taiken@shizuoka-wel.jp
※県委託事業

福祉や福祉の仕事に関心のある中
学生以上を対象に、福祉施設などの職
場体験参加者を募集します。
内容 利用者との交流、車いす介助
や食事・入浴の介助、介護など
体験先 県社会福祉人材センターが
調整した受け入れ施設・事業所で、
参加者が希望するところ
体験日数 3〜10日の間
体験時間 原則午前9時〜午後4時
参加費 無料（交通費と食事代は自
己負担）
実施期間 平成31年2月末まで
申込方法 センターホームページか
ら申込書をダウンロードし、必要事
項を記入のうえ、FAXまたはメール
で申し込み（中高校生は保護者の
了承が必要）

さ わ や か な 秋 の 米 国 オレゴン 州
ユージン市で、ホームステイをしなが
ら市民同士の姉妹都市交流を楽しみ
ませんか。
とき 9月14日（金）〜19日（水）4泊6日
定員 一般10人
費用 約25万円（国内交通費と現地
オプショナルツアーは別途）
申込方法 8月17日（金）までに電話
またはメールで申し込み（申込順）

ハロー電話「ともしび」
電話相談員養成研修会

県総合教育センター教育相談課
（☎24-9772）

青少年の悩み相談や保護者の教育
相談に応じる方法を学び、ボランティ
ア相談員としての活躍を目指す方を
募集します。
募集対象 35歳〜60歳程度の掛川市
近隣在住者
研修期間 10月〜12月（全6回）
募集人数 6人程度（面接による選考）
申込方法 9月3日（月）までに住所、
氏名、年齢、電話番号を電話で申し
込み

ふくしあ健康相談
高齢者交通安全相談（8月）
●東部ふくしあ（☎61-2900）
8/22（水） 9：30〜11：30
さすが市
8/10（金） 9：30〜11：40
●中部ふくしあ（☎28-9713）
掛川市役所
8/ 1（水） 9：30〜11：00
コープ緑ヶ丘店
8/ 8（水） 9：30〜11：30
●西部ふくしあ（☎29-5977）
8/ 7（火） 9：30〜11：30
●大東ふくしあ（☎72-1116）
8/ 1（水） 9：30〜11：30
●大須賀ふくしあ（☎48-1007）
8/ 2（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。

実行委員会︵☎
1
-125︶
／ ㈯ 午前9時〜正午

放送大学浜松サテライトスペース
（☎053-453-3303）

自衛隊静岡地方協力本部袋井
地域事務所（☎0538-43-3717）

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

今月のけっトラ市

夏期市内プール
アルバイト募集

第40次ユージン訪問団員募集
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元掛川市長で名誉市民
「お別れの会」に800人

故榛村純一氏

故人の功績しのぶ

実習指導・看護教員を募集
東海アクシス看護専門学校
東海アクシス看護専門学校総務
（☎0538-43-8111）

﹁生涯学習運動は脈々と
受け継がれている﹂

3

月7日に83歳で逝去された元掛
川市長で名誉市民の故榛村純一
氏「お別れの会」（実行委員会
主催）が5月31日、市生涯学習センター
でしめやかに営まれました。森林を
イメージした祭壇には、大好きな
木々や花々の中に故人の遺影が飾ら
れ、遺族や市民、関係者ら約800人が
最後の別れを惜しみました。
故榛村氏は昭和52年9月、43歳の若
さで掛川市長に就任。連続7期28年務

めました。任期中は全国初の生涯学
習都市宣言や新幹線掛川駅の設置、
掛川インターチェンジの開設、掛川
城天守閣の本格木造復元などの大事
業を成し遂げました。また、県森林
組合連合会会長や大日本報徳社社
長、日本茶業中央会会長なども歴任
し、その功績から平成17年8月に名
誉市民となりました。
式では、参列者の黙祷の後、実行
委員会会長を務めた松井市長が故人
の足跡を振り返りながら、「榛村さ
んが提唱された生涯学習運動は市の
事業の土台となり、大きな社会変化
の中でも市民の間に脈々と受け継が
れている」「掛川の持つ歴史・文化
を生かし、榛村さんが精魂こめて創
り上げてきたまちを大切に守り育て
なくてはならない」と追悼のことば
を述べました。
最後は参列者がスギとヒノキの苗
木を献樹し、ご冥福を祈りました。

宅地内の水道修理の連絡先（土・日・祝日）7/1〜8/5

★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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7/

1（日）
7（土）
8（日）
14（土）
15（日）
16（月・祝）
21（土）
22（日）
28（土）
29（日）
8/ 4（土）
5（日）

北

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

KOHO KAKEGAWA 2018.7

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

募集職種・人員 ①実習指導教員
②看護教員（若干名）
受験資格 経験年数や大学での科目
履修条件などがあります。
処遇 公務員としての正規職員。看
護 教 員 は県 高 等 学 校 教 員 の 給 与
に、実習指導教員は国家公務員看
護師の給与に準じます。
受付期間 10月31日（水）まで
試験日 応募者に後日連絡
試験会場 東海アクシス看護専門学校
試験方法 作文および面接試験、適
性検査
採用時期 平成31年4月
応募方法 履歴書や看護師免許証
（または保健師・助産師免許証）の
写し、卒業証明書、単位取得証明書
などの書類を学校（総務課）へ直接
提出で応募
※受験資格、試験方法、応募方法など
詳しくはお問い合わせください。

電気技術科10月入校生を募集
浜松職業能力開発短期大学校
浜松職業能力開発短期大学校
（☎053-441-4444）

不安定就労にあるおおむね45歳以
下の方の就業的自立を支援します。電
気関係に就職を考えている方を対象
に、資格取得などを目指します。
訓練期間 10月から2年間
授業料 年間39万円
試験日 ①8月1日（水）②9月14日（金）
募集期間 ①7月2日（月）〜20日（金）、
②8月14日（火）〜9月4日（火）

※宅地内の水道修理は有料です。 水道課
（☎27-0711）

7/

1（日）
7（土）
8（日）
14（土）
15（日）
16（月・祝）
21（土）
22（日）
28（土）
29（日）
8/ 4（土）
5（日）

南

部（大東・大須賀区域）
（有）
三久配管
（☎72-7223）
シンワ設備
（株）
（☎24-3322）
（有）
静管興業
（☎72-4705）
（有）
土屋設備
（☎48-2093）
綱取管興
（☎48-2004）
（有）
林配管
（☎72-5515）
（有）
豊設備
（☎72-5630）
（有）
浅岡管興
（☎48-4221）
エイケイ赤堀工事 （☎74-3340）
（有）
（有）
大城配管
（☎72-4685）
（有）
大澄設備
（☎48-4476）
（有）
北端工務店
（☎74-2445）

子ども向け 夏休み講座
参加料の記載が無い講座は「参加無料」、対象に「抽選」の記載が無い講座は「申込順」です。
●申込方法

電話

電話

講座名

FAX FAX

メール

とき・ところ

来館 来館で申し込み

対象・定員

抽選 申し込み多数のときは抽選

内容・参加料（１人分）

申込方法

夏休み子ども講座
木の椅子を作ろう

7/22(日)
13:00〜16:00
竹の丸(掛川)

夏休み子ども
フェスティバル

化石体験、工作体験、読み聞か
直接会場へ
7/28(土)
未就学児〜小学 せ、「遠州大東方言」大型かる
大東北公民館
9:30〜12:00
た取りなど
生と保護者
(☎74-2200)
大東北公民館(下土方)
●参加料 子ども100円

夏休み親子医学講座
「自分の細胞を
見てみましょう」

7/28(土)
7/7(土)9:00〜
小 学 3 〜 6 年 生 目では見えないほど小さな自分
電話 月曜休館
13:30〜15:00
と保護者
自身の細胞を顕微鏡で観察し、
東京女子医科大学
吉岡彌生記念館
15組
写真に撮ります。
大東キャンパス(下土方)
(☎74-5566)

布と貝でつくる小物

7/28(土)
14:00〜15:00
大須賀図書館

小学生以上(保護者 市内の大工に指導してもらいな 7/8(日)〜15(日)
同伴が望ましい) がら木の椅子作りを体験します。 電話
●参加料 2,000円(材料費など) 竹の丸(☎22-2112)
15人

小学生
15人

7/10(火)9:00〜
和の布「ちりめん」と貝殻を
電話 来館 月曜休館
使ってカエルの置物を作ります。
大須賀図書館
●参加料 100円
(☎48-5269)

親子水道教室2018

8/1(水)
①10:00〜12:00
②14:00〜16:00
相賀浄水場(島田市)

各回10組まで

浄水場内の沈殿池・ろ過池など
の見学、水道水ができる工程や
水質検査の実験を中心とした体
験教室を開きます。

風車が回る貯金箱を
つくろう

8/2(木)
13:30〜15:30
中央図書館(掛川)

小学生(2年生以 牛乳パックを使って、お金を入 7/10(火)9:00〜
下は保護者同伴) れると羽がくるくる回るしかけ 電話 来館 月曜休館
貯金箱を作ります。
中央図書館(☎24-5921)
15人

プラバンでつくる
海のモビール

8/3(金)
13:30〜15:00
大東図書館(大坂)

小学生
10人

透明なプラスチック板「プラバ
7/10(火)9:00〜
ン」で、吊るすインテリア雑貨モ
電話 来館 月曜休館
ビールを作ります。テーマは海。
大東図書館(☎72-1143)
ゆらゆら揺れて涼しげです。

8/4(土)
① 9:30〜12:00
②13:30〜16:00
大東北公民館(下土方)

市内在住の小中
学生(4年生以下
は保護者同伴)
各回15人

整備工事を行っている吉岡大塚
7/17(火)〜
古墳がどのように造られたか学
電話
び、古墳に並べられていた円筒
社会教育課(☎21-1158)
埴輪を作ってみましょう。

植物からハガキを
つくってみよう

8/4(土)
9:30〜12:00
環境資源ギャラリー
(満水)

植物の繊維を使ったハガキ作り
小学生(2年生以
と施設見学を行います。
下は保護者同伴)
○持ち物 筆記用具、古いタオ
15人
ル2枚、希望者は押し花や枯れ葉

ぼく・わたしの家を
つくろう

8/4(土)
9:30〜12:00
大須賀図書館

小学生
15人

夏休み文化財教室
はに わ

円筒埴輪を作ろう！

7/17(火)まで
往復ハガキ

抽選

県大井川広域水道企業団
(☎0547-32-0136)
(往復ハガキの書き方な
どはホームページ参照)

7/27(金)まで
電話

環境資源ギャラリー
(☎23-2273)

スチレンボードを使って家の模 7/10(火)9:00〜
型を作ります。横須賀高校の生 電話 来館 月曜休館
徒さんと一緒に楽しむ講座です。 大須賀図書館
(☎48-5269)
○持ち物 のり、カッター
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講座名

とき・ところ

対象・定員

内容・参加料（１人分）

捨てる油で
ロウソクづくり

8/5(日)
13:00〜14:30
環境資源ギャラリー
(満水)

幼稚園・保育
園児、小学生
(2年生以下は
保護者同伴)
30人

廃油を使ったロウソク作りと施
設見学での環境学習
○持ち物 ゼリーやヨーグルト
の空容器4個、牛乳パック4個、
クレヨン、カッターなど

親子で楽しむ
コサージュ作り

8/5(日)
14:00〜16:00
大須賀中央公民館
(西大渕)

基本を学び、いつでも作れるよ
小学生と保護者 うになろう。
●参加料 800円
10組
○持ち物 花切りバサミなど

7/7(土)〜29(日)
電話 来館 月曜休館
大須賀中央公民館
(☎48-1012)

かばんに付ける
ビーズストラップを
作ろう

8/7(火)
13:30〜15:30
大須賀中央公民館
(西大渕)

親子でペアのストラップを作ろ
小学生と保護者 う。
●参加料 700円
10組
○持ち物 無地タオルなど

7/7(土)〜29(日)
電話 来館 月曜休館
大須賀中央公民館
(☎48-1012)

小学生ものづくり講座 8/8(水)
「ビー玉万華鏡をつ 9:30〜10:30
大東図書館(大坂)
くろう！」

7/27(金)まで
電話

環境資源ギャラリー
(☎23-2273)

掛 川 工 業 高 校 の 生 徒 と 一 緒 に 7/10(火)9:00〜
ビー玉を使って万華鏡作りに挑 電話 来館 月曜休館
戦します。
大東図書館(☎72-1143)

名木巨木めぐり

「掛川市巨木・名木ガイドブッ 7/9(月)〜31(火)
小学生(4年生以
8/8(水)
電話
ク」掲載の一部をバスで巡りま
下は保護者同伴)
9:00〜16:00
維持管理課(☎21-1154)
す。
掛川市役所出発(長谷) 30人
tosikei@city.kakeg
○持ち物 昼食・飲み物
awa.shizuoka.jp

白熱サイテク教室
2018

8/10(金)
① 8:30〜12:00
②13:30〜17:00
NECプラットフォームズ(下俣) 小学5〜6年生
各日・各時間
8/20(月)
15人
① 9:00〜12:00
②13:00〜16:00
平野鋳造所(遊家)

バスで巡ろう！
大須賀の自然と歴史

自然豊かな名所を巡り、そこに
8/12(日)
小学生と保護者 まつわる歴史や木・草花を知り
9:00〜12:30
ましょう。
大須賀中央公民館集合 10組
○持ち物 おにぎり、水筒など
(西大渕)※雨天中止

8/12(日)
掛川ひかりのオブジェ展 13:00〜16:00
夏休み親子工作教室 西南郷地域生涯学習
センター(久保)

プログラミング体験を行います。 7/31(火)まで
電話 FAX
抽選
※市役所集合後、徒歩で移動
社会教育課
(☎21-1157・FAX21-1222)
skyoiku@city.kake
工場見学と工作教室を行います。 gawa.shizuoka.jp
※市役所集合後、バスで移動

大学生とパネルに絵を描いて、
5歳以上小学生以 ひかりのオブジェを作ろう。作
下(保護者同伴) 品 は 「 掛 川 ひ か り の オ ブ ジ ェ
40人
展」に出展します。
●参加料 2,500円

7/7(土)〜29(日)
電話 来館 月曜休館
大須賀中央公民館
(☎48-1012)
7/10(火)〜 FAX
のみ
かけがわ街づくり㈱
申込用紙はホームページから
ダウンロード(FAX61-1150・
kakegawa@machikabu.co.jp)
☎090-7028-3225

8/18(土)13:30〜30分
アート体験ワークショップ
ごと入れ替え
どなたでも
「モザイク画のピースを
大須賀中央公民館
各回15人
描こう」
(西大渕)

ルールの中で想像力をふくらま
直接会場へ
せて幾何学模様を描き、合同で
大須賀中央公民館
モザイク画を完成します。公民
(☎48-1012)
館に飾った後、返却します。

だいとう夏休みの学校 8/22(水)
くず
10:00〜15:30
「葛と織る!編む!
掛川ぐるっと探検!」 大東図書館(大坂)

市の名産「葛」を中心に、織物
8/1(水)〜
や編み物に関連する工場などを
電話 来館 月曜休館
探検。織物体験もお楽しみに。
大東図書館(☎72-1143)
●材料費 100円
○持ち物 お弁当、汗拭きタオル

掛工生による手作り
講座「不思議ステン
ドグラスを作ろう」

8/24(金）
13:30〜15:00
中央図書館(掛川)

8/26(日)
14:00〜15:30
バルーンアートに挑戦
大須賀中央公民館
(西大渕)
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小学生
15人

申込方法
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小学3〜6年生
15人

小学生 2年生以 掛川工業高校の生徒と虹色に輝 7/10(火)9:00〜
下は保護者同伴) く不思議ステンドグラスを作り 電話 来館 月曜休館
ます。
中央図書館(☎24-5921)
30人
7/7(土)〜8/19(日)
年長以上(3年
長い風船で動物や花、剣などを
電話 来館 月曜休館
生以下は保護
作って遊ぼう。
大須賀中央公民館
者同伴)
●参加料 300円
(☎48-1012)
20人

しお

5/26

さい

もり

潮騒の杜植樹祭に620人
「御下賜金」で記念植樹

▲記念植樹するミス日本みどりの女神の竹川さん（左から3番目）

市は、海岸防災林強化事業を進めている三
俣地内の防潮堤で、潮騒の杜植樹祭を開きま
した。地元自治会や企業などから約620人が
参加。クロマツやマサキなど10種類3千本の
苗木を防潮堤に植えました。今回、県グリー
ご

か

し

きん

ンバンクを通して天皇陛下からの御下賜金を
ち

活用し、「ミス日本みどりの女神」の竹川智
せ

世さんらが現地で記念植樹を行いました。

6/6

おかみさんが交流深める
全国フォーラムが掛川で

▲歓迎のあいさつをする掛川おかみさん会の山本和子会長

ニッポンおかみさん会全国フォーラム2018
（掛川おかみさん会主催、ニッポンおかみさん
会共催）が掛川グランドホテルで開かれ、全国
から出席した約250人が、まちの活性化をテー
マに交流を深めました。講演では、ニッポンお
かみさん会の冨永照子会長が「実績をつくると
人脈が生まれ、次につながる」と話し、参加者
らはまちづくりのヒントを学びました。

5/22

えがおいっぱいの園に
おおさかこども園起工式

▲刈り初めの儀を行う鳥井理事長

おおさかこども園の新築工事起工式が行わ
れ、関係者約70人が工事の安全を祈りまし
た。大東大須賀区域の認定こども園化の1園
目として大坂幼稚園と睦浜幼稚園、大坂保育
園を再編。来年4月に定員300人のこども園
となって開園します。大東福祉会の鳥井昌彦
理事長は「えがおいっぱい、心も体も元気な
子の育成を目指す」と目標を掲げました。

5/28

16社目を認定
健康づくり実践事業所

▲松井市長（左）から認定証を受け取る小島所長

市は16社目となる「かけがわ健康づくり実
践事業所」に、千浜地区のメルクパフォーマ
ンスマテリアルズ㈱静岡事業所を認定しまし
た。市役所で行われた交付式で、松井市長か
ら認定証を受け取った小島一弘所長は、「こ
れを機に、自分たちでは気づかない健康に対
する考えなどを教えてもらい、体制づくりに
取り組みたい」と話しました。
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6/7

横須賀高が県文化奨励賞
郷土芸能分野で55年ぶり

▲授賞式で三社祭礼囃子を披露する生徒たち（県庁）

芸術や学術を通して、静岡県の文化振興に
寄与した個人や団体に贈られる、県文化奨励
賞に横須賀高校郷土芸能部（近藤潤部長）が見
事選ばれ、県庁で授賞式が行われました。
さん じゃ れい さい ばや し

同部が行う三社祭礼囃子の披露や地域貢献
活動が、近隣へ好影響を与えていると高く評
価されました。部活動での受賞は珍しく、高
校の郷土芸能分野では県内初です。

6/12

住民主体の移動手段を
中地区が生活支援車を運行

▲テープカットで運行開始を祝う参加者たち

中地区まちづくり協議会は、通院や買い物な
どの移動手段を確保するため、「生活支援車」
の運行を開始しました。公共交通の空白地域で
あった同地区は、日常生活の移動手段の確保が
課題でしたが、住民同士の助け合いで解決する
方法を考案。地区の方が運転手となって、自宅
やバス停、大型スーパーや個人医院などへ有料
で乗車できるようになりました。
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6/7

パラスポーツにふれる
東中2年生が体験学習

▲車いすバスケットボールを体験する生徒たち

東中学校が、パラスポーツの体験と講演会を
開きました。これは、障がいを持つ方の話など
を通して、やればできる心を育もうというも
の。講師は、パラアイスホッケー日本代表で、
バンクーバーパラリンピック銀メダリストの上
原大祐さんが務めました。全校で講演を聴いた
後、2年生がパラスポーツを体験。大きな歓声
を上げながら元気よく楽しんでいました。

6/10

城下に響け報刻の大太鼓
太鼓打ち鳴らし式

▲力一杯、太鼓をたたく参加者

時の記念日に合わせ掛川城御殿で「太鼓打
ち鳴らし式」が行われ、約100人の参加者が
太鼓をたたきました。時間の大切さを知って
もらおうと始まったこの式典は、昭和32年か
ら続く伝統的な行事。直径90㌢、長さ1㍍、
胴回り3.33㍍の大太鼓は、江戸時代に掛川藩
主が城下に時間を告げるため樹齢600年のケ
ヤキの木から作らせたといわれています。

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。

一冊に込めた、球児へのエール
﹁静岡高校野球﹂の夏直前号が

期︑高校球児が表紙を飾る雑誌

夏の高校野球が始まるこの時
気や将来性など︑良いと思った

300試合以上を取材し︑雰囲

岡高校野球﹂でした︒年間

とん追いかけ︑とことん分析︒

選手は秋から翌年の春までとこ

す︒この雑誌の編集長が栗山司
一番の目玉ページは﹁注目選手

県内各書店をにぎわせていま
︶で す ︒ 栗 山 さ ん は 県 内

さ ん︵
﹁見たい試合が重なると大変だ

名鑑100﹂と力を込めます︒

撮影︑編集までをほぼ1人でこ
が︑自分が見たものじゃないと

なす敏腕編集長︒平成
刊以来︑年に2回︑冬号と夏直
た雑誌は︑発行当初より﹁うち

に入社︒約8年間︑野球雑誌の

いをきっかけに︑同雑誌出版社

野球雑誌﹁野球小僧﹂との出会

きっかけになってほしい﹂と述

会人︑プロなど野球を続ける

が選手の励みになり︑大学︑社

栗山さんは﹁本誌に載ること

にも置かせてほしい﹂と書店か

編集に携わり本作りのノウハウ

べ︑続けて﹁掲載した選手が親

﹁商売にするつもりはなく︑

を学びました︒フリーライター

になったとき︑子どもに自慢で

ら言われるほど大きな反響を呼

として帰郷後は︑県内の選手や

きる雑誌となるため︑1年でも

自分で作ったら面白いかなと思

試合の内容をブログで発信︒

長く続けたい﹂と秘めた思いを

び ま した︒

思った以上に好評で︑一冊の本

い始めた﹂と語る栗山さんは︑

前号を発行しています︒

載せたくない﹂とこだわり抜い

年の創

各地を飛び回り︑取材から写真

41

語りました︒

中学校時代、自身も野球を経
験。選手としては目立たな
かったが、仕事にしたいと思うほど
野球が好きだった。現在は雑誌とと
もにブログやツイッター、Facebook
などでも記事を発信している。

きずな

﹁最高の品質で社会に貢献﹂を

使命に︑絆や思いやり︑コミュニ

年

ケーションを大切にするブリヂス

トンエラステック㈱は創業

挑戦を続けます︒

後も防振ゴムを通して︑飽くなき

提供するエキスパートたちが︑今

モノ作りで安心・安全・快適を

せます︒

梶社長は新たな展開にも目を輝か

ソ リ ュ ー シ ョ ン ※を 提 案 し た い ﹂ ︒

組み︑これまで無かった仕組みで

ど︑グループ内の商品とタッグを

ます︒﹁タイヤやシートパッドな

び︑地域密着型の経営も進めてい

は近くの園や学校と防災協定を結

拾いなどの環境美化活動︑さらに

います︒海岸防災林の植樹やごみ

社会貢献活動も積極的に行って

となって下支えしています︒

日本の大動脈までを︑社員が一丸

は梶哲也社長︒身近な乗り物から

境を提供したい﹂と力強く話すの

音や振動を抑えた安心・安全な環

れています︒﹁乗り心地がよく︑

新幹線N700系の車軸にも使わ

や船外機に用いられているほか︑

国産自動車を中心に︑建設機械

製造しています︒

撃︑騒音を緩和する︑防振ゴムを

目︒機械から出る振動の吸収や衝

48

（横須賀）
にしてみようと作ったのが﹁静

小

身近な乗り物から新幹線までカバー
防振ゴムが人々の安全・安心を下支え

▲社員のみなさんが温かく迎えてくれました

24

司さん

栗山
「静岡高校野球」編集長

38

きんじろうくん

千浜地区

ブリヂストンエラステック㈱

※ソリューション…業務上の課題を解決するための手段。
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初 夏 の奥州路を快走
いわて奥州きらめきマラソン
初開催の昨年大会が﹁全国ランニング大
らめきマラソン﹂の第2回大会が5月
日

会100撰﹂に選ばれた︑﹁いわて奥州き

フルマラソン︑

㌔︑2㌔の3種目に全国

に行われました︒青空が広がる好天の下︑
から3853人が出場︒フルマラソンは︑
高低差が少なく平たんなコースで︑制限時
間を長めに設定しているため︑初心者でも
挑戦しやすいことが特徴です︒ランナー
は︑沿道の市民やボランティアスタッフか

まさ

こ

年世界陸上マラソン

らの熱い声援を受け︑完走を目指しました︒
ば

ゲストランナーを
ち

な

す

かわ みず

ほ

年東京マラソン優勝の那須川瑞穂

銅メダルの千葉真子さん︑大会アンバサ
ダーを
な

なみ

の佐藤七海さん︵岩手県出身︶が

さ とう

さん︵奥州市出身︶︑大会サポーターを
AKB

﹂が6年ぶりにつま

国内屈指の音楽の祭典﹁ap
bank fes

恋リゾート彩の郷で開催されます︒
音楽を通して地球環境について考えよ
うと呼びかける同フェスは︑環境日本一
を掲げる掛川市が理念に共感するイベン
トです︒小林武史さん︑櫻井和寿さんを
中心に結成されたバンド﹁Bank
組以上のアーティストによるラ

Band﹂とゲストミュージシャンの共
演など

イブや︑環境にも体にも優しい食事︑
トークイベントやワークショップなど︑

日からの3日間︒延

楽しみながら環境問題を考えるエリアな
ども用意されます︒
開催期間は7月

べ7万人以上の来場者が見込まれ︑玄関
口である掛川駅周辺もにぎわうことが予
想されます︒みなさんも︑来場者を温か
い気持ちでお迎えしましょう︒

福祉課（☎21-1140）
と き 7/17（火）、8/21（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

環境資源ギャラリー（☎23-2273）
き 7/14（土）
・22（日）、8/11（土・祝）
・26（日）
9：00〜11：30

ごみの休日受け入れ

と

表紙のSUP大会は︑4年前
から大東の海岸で開催している
国内最大クラスの大会で︑世界
大会に出場するトップサッパー
らも出場しています︒主催は
SUPのボードメーカーさん︒
今年から大会名に﹁掛川﹂がつ
き︑市のシティプロモーション
との協働が実現しました︒
と書いたものの︑今回は別の
担当者が取材︒7月に市内

献血

B&G施設で体験会があるそう
で︑タルタルなお腹を隠しなが
ら参加してみようかな︒ ︵湯︶

KOHO KAKEGAWA 2018.7
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西部健康福祉センター掛川支所（☎22-3263）
と き 7/27（金）、8/28（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）

8

※使用している薬（外用薬を含む）の名前を伺います。

7

10

二次元コード
携帯電話webサイト
「モバイル掛川」

58,962人（＋39） 58,766人（＋47） 44,519（＋77）
57,000人（＋ 4） 56,638人（＋30） 42,480（＋57）
1,962人（＋35） 2,128人（＋17） 2,039（＋20）

117,728人（＋86）
113,638人（＋34）
4,090人（＋52）

住民基本台帳人口
日本人
外国人

03

世帯数

女

男

■市の人口（6月1日現在） 人数世帯数（前月からの増減）

18

20

▲田植え後の水田がきらめく奥州路を疾走する
ランナー

,
14

09
48

務め︑大会を盛り上げました︒

Oshu

市長政策室（☎21-1224）
20

みち のく魅 力 発 信
つ な げ る・つ な が る

つま恋で6年ぶり
「ap bank fesʼ18」
全国から延べ7万人の来場者
7/14〜16開催

岩手県奥州市
姉妹都市

（c）ap bank

まな

広報 かけがわ

高齢者が
「学び」
で元気になる！

広告

「機能訓練」
「脳トレ」
プログラム

お と な の 学 校 メソッド

笑顔で集まり楽しく学ぶ
がご好評をいただいております！
「デイサービス」

平成30年
（2018）

定 員
営業日
休 み
提供時間

15名

ご家族の声

月〜金（祝日営業）
土、日
9：20〜16：30

7月

義母は
「おとなの学校」
に入学し
てから、表 情がとても明るくな
り、学校での様子をよく話してく
れます。家で観ているニュースに
も関心を持つようになったよう
に思われます。ボーっとしている
ことは少し減ってきており刺激
を受けるため夜もぐっすりと眠
るようになりました。
【80代女性 要介護1の利用者様】

国語、算数、理科、社会、音楽、家庭、体育など
各種プログラムをご用意

お気軽にどうぞ。
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）

中!
施
実
験
体
無料

掛川自動車学校グループ

掛川

心楽

検索

お問い合わせ

TEL0537-21-0050

〒436-0056 掛川市中央2丁目9-1
FAX0537-21-0051

（金
0
2
〜
）
（水
7/11

）

「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。

