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近年︑アメリカをはじめとする

茶の海外市場では︑有機で栽培さ

れたお茶の需要が高まっています

が︑国内や県内︑さらには市内の

需要割合は低いのが現状です︒

このような中︑原泉茶業組合

︵後藤春男代表理事組合長︶では︑

市内の組合で初めてとなる日本農

林 規 格 のＪ Ａ Ｓ 認 証 を 取 得 ︒ ５ 月

から採れたお茶に﹁有機栽培茶﹂

と表示して販売することが可能に

なりました︒

有機栽培と海外戦略

有機とは︑農薬や化学肥料に頼

らず︑太陽や水︑生物など自然の

恵みを生かした︑農林水産業の加

工方法を指すもの︒海外では

﹁オーガニック﹂と呼ばれ︑最近

では多くの農産物などでも耳にす

年には︑有機製品に関す

るようになってきました︒

平成

マーク︶を並べて表示できるため︑

内での有機認証表示︵ＵＳＤＡ

なりました︒さらに︑アメリカ国

と表示して販売することが可能に

﹁有機﹂または﹁オーガニック﹂

農 林 規 格 のＪ Ａ Ｓ 認 証 を も っ て

る同等性相互認証が成立し︑日本

25

地域ブランドを作る
有機という選択
お茶振興課︵☎
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keyword

有機という選択

市の中心部から20㌔余り離れた山間部。
ここ原泉では、もともと放棄されていた茶

園を地元農家が再生。有機栽培が営まれて
いる。

海外の消費者も有機製品として即

座に理解することができます︒こ

のように︑有機栽培はオーガニッ

クというブランドとして︑海外の

人たちに認知されます︒

アメリカなどの海外市場では︑

健康志向の高まりから日本茶の輸

出量が年々増加していることから︑

茶業界から新しい販路としても注

目を浴びています︒

担い手不足とＪ ＡＳ認証の
マッチング

市内では︑農業従事者の高齢化

や担い手不足などによって︑お茶

の栽培面積や生産量が年々減少し

ています︒特に︑茶価の低迷など

は︑茶業を営む農家にとって深刻

な課題となっています︒

このような中︑原泉では放棄さ

れた茶園を有機という付加価値で

再生しようと︑同地区にある約２

アール

年５ 月 か ら 掛 川 市

ヘクタールの茶園のうち

した︒

間を︑有機栽培に取り組んできま

Ｊ Ａ Ｓ の 定 め る３ 年 と い う 転 換 期

農協の指導や市の支援のもとに︑

を着手︒平成

60

有機栽培を行う原泉の茶園では︑
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27

①

専 門 機 関 のＮ Ｐ Ｏ 法 人 日 本 オ ー ガ

ニ ッ ク＆ ナ チ ュ ラ ル フ ー ズ 協 会

︵Ｊ Ｏ Ｎ Ａ ︶ の 基 準 を ク リ ア し た

成分や配合で作られる自然の肥料︑

菜種かすなどが有機肥料として使

われています︒

肥料を施す時期や種類は︑事前

に立てられた計画によって管理︒

２ 〜３ 月 に は ︑ 春 用 に 配 合 さ れ た

肥 料 を ︑５ 月 下 旬 と８ 月 上 旬 に は

菜 種 か す を ︑９ 月 上 旬 に は 秋 用 に

うね

ま

配合された肥料を︑十分に手間ひ

まかけて茶園の畝間に施してきま

した︒

年月をかけたこの取り組みが実

り ︑ 茶 業 組 合 と し て 市 内 第１ 号 と

なる認証を受けました︒このよう

な価値をどうつなげ︑課題とマッ

チさせていくか︒今後の展開が注

目されています︒

国内における掛川茶の評価と
海外でのブランディング

掛川茶はこれまで︑茶農家の努

回の産地賞を

力によって︑全国茶品評会の深蒸

し煎茶の部で通算

獲得するなど︑高い評価を受けて

20

年 ぶ り３ 回 目 と な る 皇 室

き ま し た ︒ ま た ︑ 今 年 は 平 成４ 年

以来︑

26

②
③

①／ 原泉茶業組合の組合員が、有機栽培茶の初刈り取りを行った。
（5月10日、黒俣の茶園で）
②／ 掛川茶PRレディが、26年ぶりに皇室献上するお茶の摘み取りを行った。(4月22日、東山の茶園で)
③／ 世界各国の茶類について学ぶイギリスの専門機関「UKティーアカデミー」
で日本茶の講師を務めるスチュワード麻子さんと
生徒たちが、掛川の産地を視察した。(5月8日、東山の茶園で)
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keyword

有機という選択

有機栽培でブランド力
低迷するお茶の価格に風穴を

原泉茶業組合代表理事組合長

後藤春男さん

ここ原泉地区では、20年ほど前から徐々に担い手
が不足。高齢化も伴って今では、荒廃した茶園があ
ちらこちらで見られるようになってきました。この
まま放置しておくと手が付けられなくなってしまう。
そう思い、組合員や関係者などで話し合い、今より
付加価値が付く有機栽培に踏み切りました。
これまで市内のほとんどでは、農薬を使った慣行
栽培が盛んに行われてきましたが、自分たちの世代
で荒廃した茶園を見直して、新しい人につないでい
きたい。手間はかかりますが、頑張って進めていく
必要があると思います。
有機栽培を通じてブランド力を高めることで、担
い手不足の解消や茶価の低迷に風穴が開けられると
信じています。いずれ、20年前のようにみんなでお
茶の栽培ができるような地域になってくれればと。
次世代に渡せるような環境に整えて、若い担い手が
お茶栽培を絶やしてはならないと言ってくれれば最
高ですね。

右／専門機関から、
有機栽培茶の生産工
程管理者であること
が正式に認められた
「有機認定証明書」
うね ま

左／お茶の畝間に施
された有機肥料

への掛川茶献上が行われるなど︑

茶栽培や手もみ技術に至るまで最

高の品質が保たれ︑﹁日本に冠た

る深蒸し茶産地﹂として関係者が

一丸となってＰＲ や茶業の振興に

努めています︒

このように︑国内で受けている

高い評価や高品質に加えて︑有機

という付加価値を海外の消費者が

知るようになれば︑今後︑掛川茶

の海外輸出や販路拡大の可能性が

大きく広がっていくことが期待さ
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れています︒
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市は今後も︑輸出量拡大に向け

掛川茶の輸出拡大支援策を進めるため、
有機栽培をする方に補助を行っています。
対象 有機栽培用生産資材（肥料や防除
資材）の購入に要する費用。補助対象事
業費の1／2、10アール35,000円を上限
とします。詳しくは、お茶振興課までお
問い合わせください。

た流通の確立などを支援する施策

お茶振興課（☎21-1216）

も積極的に行っていきます︒

有機栽培への補助制度

熱中症を予防して

夏を楽しく

乗り切ろう！

健康被害を防ぎましょう︒

囲の方にも気配りしたりして︑

調の変化に気をつけたり︑周

防の正しい知識を持って︑体

これからの時期︑熱中症予

く発症すると言われています︒

ごろから８月上旬にかけて多

のが熱中症︒毎年︑梅雨明け

そんなときに気をつけたい

ります︒

蒸し暑さを実感するようにな

かって気温もどんどん上昇し︑

しょうか︒さらに︑夏に向

じる方も多いのではないで

ごしにくい︑こんなことを感

物が乾かない︑湿度も高く過

そろそろ梅雨の季節︒洗濯

（☎23-8111）

こんな日は熱中症に注意
①気温や湿度が高い
②風が弱い
③急に暑くなった

度を調整しましょう︒

アコンを使用して︑室温や湿

すだれや緑のカーテン︑エ

熱中症の予防には水分補給と
暑さを避けることが大切です

水分・塩分補給はこまめに

のどが渇いていなくても︑

体の水分は失われています︒

室内でも︑外出時でも︑こま

めに水分・塩分︑経口補水液

などを補給できるように︑水

筒や塩分入りのあめなどを持

ち歩くと良いでしょう︒

暑さを避け︑自分の体調に
合った活動をする

通気性の良い服装に心がけ︑

日傘︑帽子などで暑さ対策を

しましょう︒急な運動︑長時

間の外出を控え︑少しずつ暑
さに慣れましょう︒

涼しい場所へ移動
エアコンの効く室内、風通しのよい木陰などへ移動する
水分摂取
自力で水分が摂取できない場合は、医療機関へ搬送を
脱衣と冷却
できるだけ薄着にし、首筋、わきの下、足の付け根など
の大きな血管を冷やす

熱中症？と思ったら･･･

健康づくり課
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プ２０１９
に内定

来年︑国内で開催される

ラグビーワールドカップ期間中、エコパスタジ

アムでは、次の4試合が予定されています。

9月28(土)

午後4時15分〜
平成

ウンボードを点灯しました。

スポーツ振興課
（☎21-1159）

エコパの試合が熱い！

試合前には500日前を祝い、ヤマハ発動機ジュビロ

所属の五郎丸歩選手や両チーム関係者らがカウントダ

ラグビーワールドカップ︒

高校選抜の交流戦がエコパスタジアムで行われました。

出場チームのキャンプ地に︑

国フレイムズビーハイスクールのラグビーチームと県

掛川市は磐田市と共同で

大会開催500日前を迎えた5月8日、南アフリカ共和

県内５市が内定しました︒

ボードを点灯

内定︒オーストラリア︑ア

イルランドなど︑各国代表

チームのキャンプ地になり

ます︒

今後︑掛川・磐田の両市と
組織委員会で﹁公認チーム
キャンプ地契約﹂が締結され
れば︑内定から正式決定とな
ります︒
決定後︑市は︑代表チーム
がベストコンディションで試
合に臨めるように︑支援する
体制を整えていきます︒

チームの滞在期間や使用す
※
る施設は︑セキュリティのた
め非公開となっています︒

開催500日前

TM

年

31

10月4日(金)

午後6時45分〜
10月9日(水)

午後4時15分〜
10月11日(金)

午後7時15分〜

日本 V アイルランド
南アフリカ V イタリア
スコットランド V ロシア
オーストラリア V ジョージア

※対戦カードは、5月18日現在です。

チケット販売情報
大会公式サポーターズクラブ先行抽選販売 6月26日(火)まで
一般チケット抽選販売 9月19日(水)〜

▲カウントダウンボードを点灯(エコパスタジアムで)
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※詳しくは大会公式チケットサイトをご覧ください。

♣♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

希望の丘

中部

発達相談支援センター
﹁のびる〜む﹂

ところ

︶

ふくしあ棟1階︵杉谷

月〜金曜日の午

どなたでも

南一丁目1番地の

対象

開館日

前9時〜午後4時まで

※年末年始︑土日祝日休み

分まで

♣

♣

希望の丘

交流スペース
﹁のびっこ﹂

ところ

参加者交流︑自由

発達に心配のある

お子さんとその家族な

対象

せ︑手遊びなど

遊び︑絵本の読み聞か

内容

ター﹁はるかぜ﹂内

後等デイサービスセン

放課

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣♣

4月︑希望の丘にある中部

ふくしあ棟1階に発達相談支

援センター﹁のびる〜む﹂が

発達に心配のある本人や家

開所しました︒

族などが安心して生活を送る

ことができるよう︑子どもか

ら大人まで︑いつでも気軽に

相談や情報交換ができる場所

です︒一人ひとりの成長に寄

り添いながら︑温かな雰囲気

の中で︑のびのびと過ごし︑

さまざまな人たちとつながっ

ていく場となるように︑との

日からは︑中部ふく

思いが込められています︒
5月

しあ北側の放課後等デイサー

ビスセンター﹁はるかぜ﹂

で︑交流スペース﹁のびっ

こ﹂も始まりました︒

﹁のびる〜む﹂﹁のびっ

♣♣♣♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣

・中小企業振興計画の策定

こ﹂ともに︑気軽にご利用く

ど

時

火・木曜日の午

時〜

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

活の向上

基本理念
・中小企業の自主的な努力の
促進
・企業︑教育機関︑金融機

・中小企業の重要性の認識

などの経済面だけでなく︑地
関︑中小企業支援団体︑

4月1日︑中小企業を地域

・中小企業振興会議の設置

ださい︒どちらも無料で利用

開館日

前

休暇中︵夏休みなど︶

※年末年始︑祝日︑長期

は変更あり

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

♣

魅力あるまちづくりを担う
中小企業
市内の中小企業は︑事業所
数で9割以上を占めていま

域社会と住民生活に密接し︑
国︑県︑市民との協働によ

す︒産業の振興や雇用の確保

魅力と活力あるまちづくりの
る推進
活用

・人材︑技術など地域資源の

担い手として必要不可欠で
す︒中小企業がその力を発揮
することで︑地域に根ざした
・小規模企業の持続的発展

全体で支援するため︑産︵企

市の責務

できます︒

♣ ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

♣
♣♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

産業や後継者が育ち︑地域に

金供給の円滑化︑販路開拓

基本的施策

しかし︑人口減少︑グロー

支援︑人材育成確保支援︑

新たな雇用が生まれ︑地域経

バル化による競争激化など︑

情報の提供︑産官学金連

・経営革新支援︑創業支援︑
資

中小企業を取り巻く環境は︑

携︑事業承継支援︑災害時

済が活性化します︒

厳しさを増しています︒

能および連携強化

業︶︑学︵教育機関など︶︑

・基本理念に則した中小企業

事業継続支援︑支援団体機

市協働による中小企業振興
基本条例施行

金︵金融機関︶︑民︵市

24

つなぐ〜
ともに学び
〜寄り添い

発

30

30

振興施策の策定︑実施
・中小企業支援団体などとの
連携
市民の理解を深める

・中小企業の重要性に関する

11

民︶︑公︵中小企業支援団体
など︶︑官︵国・県︶︑市が
協働で推進する基本条例が施
行されました︒
・中小企業振興施策の計画的

目的
な推進
・地域経済の活性化と市民生

10

達相談支援センター開所
発達相談支援センター
「のびる〜む」
（☎28-8017）

小企業が輝くまちへ

協働による中小企業振興基本条例制定

産業労働政策課
（☎21-1125）

中

Information
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﹁COOL

CHOICE﹂とは?

日本は﹁2030年度の温
%削減す

室効果ガスの排出量を
2013年度比で
る﹂という目標を全世界に対
して掲げています︒この達成
のため︑省エネや環境にやさ
しいライフスタイルの選択な
ど︑地球温暖化対策に資する
﹁賢い選択﹂をしていこうと
いう取り組みがされていま
す︒

やってみよう!夏の か条!
﹁賢い選択﹂といっても︑
難しく考えることはありませ
CHOICE﹂

ん︒この夏に取り組める
﹁COOL
の一例を挙げますので︑まず
は無理なくできることから始

めましょう︒
冷房時の室温を下げ過ぎ

ない︵室温の目安は ℃︶
一つの部屋でみんなで過

ごし︑使用する冷房の数
を減らす
冷房のフィルターをこま

めに掃除する
冷房時は部屋の扉や窓を
閉め︑冷気を逃がさない
家の周りに﹁緑のエコ
カーテン﹂を育て︑日差
しを遮る

冷蔵庫の扉を開けたらす

ぐ閉める
冷蔵庫に物を詰め込み過

ぎない
熱い物は常温で冷まして

から冷蔵庫にしまう
地元で作られた旬の食材

を食べる
ごみは分別し︑正しい方

法で捨てる
テレビをつけっぱなしに

しない
照明をつける時間や数を

最小限にする
家電を買い換えるとき

は︑省エネ性能が優れて
いる製品を選ぶ
旅行などへ出かけるとき
は︑公共交通機関を使う
自家用車を使うときは︑
車間距離を保ち︑アクセ
ルやブレーキを踏み過ぎ
ない

無責任な餌付けは︑ご近所
トラブルの原因に

だけで︑安易に餌を与えるべ

きではないのです︒

愛護動物の遺棄は犯罪行為

メスの猫は1年に2〜4回

出産できます︒環境省の定め

る﹁家庭動物等の飼育及び保

管に関する基準﹂では︑猫は

屋内での飼育が望ましいとさ

れ︑外に出す場合は不妊・去

勢手術を受けさせることが義

務づけられています︒

繁殖により生まれた子猫を

責任もって飼い続けるため

に︑不妊・去勢手術を受けさ

動物愛護法で︑愛護動物の

せましょう︒

場所に居つきます︒ふんや

遺棄は100万円以下の罰金

野良猫は︑餌を与えている

尿︑食べ残しなどの臭い︑発

と定められています︒

結果的に︑猫が迷惑な存在

しています︒ここ3年間で回

る愛護動物︵主に猫︶を回収

市は︑公道上で死亡してい

公道での死亡事故増加

情期の鳴き声など︑周囲の環

境を悪化させご近所トラブル

となり︑猫好きな方へのイ

の原因となります︒

メージを悪くしかねません︒

年度

は︑給餌や排便の場所を自分

492匹︑平成

に460匹︑平成

収した猫の数は︑平成

の敷地内に設置し︑他人の敷

534匹と年々増えていま

それでも餌を与えたいとき

地で起きたトラブルに責任を

す︒

年度に

もつなど︑他人の迷惑となら

ないようにしましょう︒

野良猫に﹁かわいそう﹂や

﹁かわいい﹂といった気持ち

年度には

これ以上不幸な猫が増えな

いよう︑室内での飼育に努め

ましょう︒
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27

28

29

全てに責任を負う覚悟はありますか?

野

6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

26

15

28

6月は「環境月間」

環境政策課
（☎21-1218）

良猫に餌をあげないで！
環境政策課
（☎21-1145）

1
2
3
4

5

OOL CHOICEで地球を救おう

C
Information

年々︑地域課題は複雑化
し︑行政単独による解決が難
しいことから︑地区まちづく
り協議会や市民活動団体︑企
業︑行政など多様な主体がそ
れぞれの特性を生かして協働
することが重要です︒そこで
市は︑山積する課題に対し︑
持続的な取り組みが可能な人
材を育成する﹁掛川の未来を
担う実践講座﹃かけがわ未来
づくり会議﹄﹂を開催しま
す︒
講座内容 ︻テーマ別講座︼
・地域の課題とニーズを知
り︑魅力を再発見する講座
・メディアを活用した情報発
信講座
・多様な資金調達を学ぶ講座
・少子高齢化︑人口減少時代
を背景に︑最新の持続可能
なまちづくり講座
各講座定員 人
︻まちづくり実践講座︼
掛川市の未来のためにプラ
ンを企画し提案︑そして実践
する講座︒4回連続講座︒定
員 人
対象者
30

り組んでいる方︑または自

・市内でまちづくり活動に取

20

らの力で地域を良くしたい

と考えている方
※託児あり︵要事前申込︶

受講料
・テーマ別講座1回500円

さ きょう やす あき

左京泰明さん

4回1000円

・まちづくり実践講座

講師
・シブヤ大学

訓練内容

して実際に行動すること

・﹁家庭の避難計画﹂を作成

で︑避難経路や避難時間を

確認しましょう︒

分

避難準備・高齢

・市内全域へ同報無線で情報

発信

①8時

者など避難開始

避難勧告解除・

避難勧告の発令

時

分

③

録しましょう︒

バーコードから登

きます︒二次元

情報をリアルタイムで受信で

大雨警報など︑災害に備える

ン﹂で︑土砂災害警戒情報や

﹁掛川市防災メールマガジ

気象庁の警報などを
メール配信しています

訓練終了

②9時 分

30

30 00

・ローカルファースト研究会

など

年4月に配布した

10

亀井信幸さん
た

・内閣府地域活性化伝道師
きよ

飯倉清太さん

土砂災害は︑土砂が大雨な
どによって一気に押し流され
たり︑山の斜面が突然崩れ落
ちたりするなど︑一瞬にして
多くの人命や住宅などの財産
を奪います︒
市内には︑土砂災害危険箇
所が1400か所以上あるた
め︑土砂災害危険区域の全域
を対象に土砂災害から身を守
るための避難訓練を実施しま
す︒
家族全員で積極的に参加し
ましょう︒
訓練日
6月 日㈰
対象者

ます︒

ク﹂で危険箇所が確認でき

﹁掛川市防災ガイドブッ

※平成

域﹂全域の住民

市内の﹁土砂災害危険区

17

27

6月は「土砂災害防止月間」

普

「自らの力で良くしたい!」気持ちを後押し

生涯学習協働推進課
（☎21-1129）

段の備えが、命を守る
危機管理課
（☎21-1131）

▲近隣市の様子

実施主体は中西部市民活動支援
ネットワーク︵構成団体 ︵特
非︶アートコラールきくがわ・
︵特非︶クロスメディアしま
だ︶
▲最新情報、
お申し込みは
二次元バー
コードから

践型まちづくり講座始動！

実

Information

10

お勤めの方は確認を

基に計算された﹁住民税額﹂
︻自宅へ納税通知書︵納付書

毎年6月に前年中の所得を
を通知しています︒
送された方︼
毎月給与収入のある方の住

10

10

または口座振替通知書︶が郵

平成 年度
個 人 住 民 税 の税率
民税は︑6月から毎月の給与
支給時に引き去る﹁特別徴

児童手当の振り込み

児童手当を受給している方

の届け出のあった金融機関

年2月〜5月分の

日㈭ですが︑入

児童手当を振り込みます︒振

へ︑平成

込日は6月

金の確認は翌日以降にお願い

します︒

10,000円

収﹂により︑事業主から納付
いただくことになっていま
す︒郵送で住民税の納税通知
書が届いた方は︑給与から特
別徴収されません︒至急事業
主にお申し出ください︒

中学生

日まで︶

ら第1子と数えます︒

の子どものうち︑年長者か

後の最初の3月

5,000円

所得制限額以上

不明な点は︑届いた通知を
ご用意のうえ︑市税課へお問
い合わせください︒

市税の納付は確実・便利な
口座振替をご利用ください︒

15,000円

①均等割

均等割には︑防災︑減災の
ための臨時特例︵市民税
500円︑県民税500
年度ま

円︶︑森林づくり県民税
︵400円・平成

3歳から小学校修了前
（第3子以降）

歳になった

10,000円

※高校卒業前︵

3歳から小学校修了前
（第1子、第2子）

30

日㈮までに提出して

30

15,000円

18

で︶を含みます︒

子ども医療費受給者証
更新手続き
平成 年 月1日からの受
給者証を取得するためには更
新手続きが必要です︒
対象者
平成 年4月2日〜平成
年3月 日生まれで︑現在︑
子ども医療費受給者証をお持
ちの方
※転入や出産などで平成 年
4月1日以降に新規申請を
された方は︑更新の手続き
は必要ありません︒
更新方法
6月9日㈯以降︑市から
更 新申請書を送付します︒
更新締切
6月 日㈮までに提出して
ください︒
児童手当の更新手続き
6月以降︵ 月支給分〜︶
の児童手当を受給するために
は更新手続きが必要です︒
対象者
現在︑児童手当を受給して
いる方
更新方法
6月9日㈯以降︑市から
現況届を送付します︒
更新締切
6月

【支給額（月額）】

30

30

14

0歳から3歳未満

31

子ども医療費受給者証・児童手当
こども希望課
（☎21-1144）

②所得割

市民税6％︑県民税4％
※不動産や株式の譲渡所得な
ど︑他の所得と分離して税
金を計算する所得は︑所得
割税率が異なります︒

通知が届かない方は連絡を
前年中の所得額が非課税基

障がい者、未成年者、
125万円
寡婦や寡夫の方

続き忘れないで！

手

ください︒
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準の額︵下表︶を超えている

控除対象配偶者以外の （扶養親族数＋1）×
扶養親族のある方
28万円＋16万8千円

31 15

29

29

にも関わらず税額通知が届か

控除対象配偶者および （扶養親族数＋2）×
28万円＋16万8千円
扶養親族のある方

個人市民税 3,500円

ない方は︑市税課へご連絡く

控除対象配偶者および
28万円
扶養親族のない方

5,400円
計

30

額
税
分
区
ださい︒

【非課税基準の額】

個人県民税 1,900円
32

人住民税（市民税・県民税）
税額通知をお送りします

市税課
（☎21-1136）

個
Information

〜みんなでシティプロモーション〜

桜木地区上垂木にある雨桜神社と六所神社
による「垂木の祇園祭」が4月26日、市の無
形民俗文化財に指定されました。江戸時代か
ら世襲によって守られてきたこの祭礼は、地
域の特色を顕著に残し、学術的に高い価値が
認められました。
社会教育課（☎21-1158）

Vol.06

TARUKI-NO-GIONSAI

ほとんどが世襲で︑みんなの善意で

の社殿が焼失した際︑2㌔南の六所

起源は︑鎌倉時代末期に雨桜神社

りに続く3件目︒指定を受けた祇園

屋町木獅子の舞と大渕地区のさなぶ

市の無形民俗文化財の指定は︑紺

がんばりたい﹂と意気込みを示しま

じる︒伝統・文化の継承を今以上に

かなければならないという責任を感

述べ︑続けて﹁これからも伝えてい

守られてきた﹂と関係者への感謝を

神社へ御祭神を移し︑再建期間中は

祭保存会会長の榛村保さんは﹁大変

した︒

これからも伝統・文化の継承を

一緒に祭られたことから︑お礼のた

名誉なこと︒この神事に関わる方の

神事と伝承が祇園祭に共存

めの神幸祭が始まったと伝わってい
ます︒また︑この地には天から降り

１

てきた獅子が収穫した麦を食い荒ら

や ぶ さ め

数年に一度︑獅子を退治したとい
う武者の末えいらによる流鏑馬神事

江戸時代から世襲で継承
市無形民俗 文化財に指定

し︑これを7騎の武者が弓で退治し
て祭ったという伝承があります︒
この2つの神事と伝承がいつしか

かん ぎょ

合わさり﹁垂木の祗園祭﹂の原型と
なりました︒
と ぎょ

がく しき

代目が受け継いでいます︒

子が舞います︒この中村家︑現在は

子が暴れたという中村家の庭先で獅

行われる﹁獅楽式﹂は︑先述の大獅

し

とが特徴と言えます︒7日目の夜に

の各世帯で世襲し受け継いでいるこ

供える家などが︑江戸時代から地域

持ちなどの役割り︑﹁麦オコワ﹂を

神社の神輿3体に同行する獅子や旗

日をはさむ8日間開かれます︒雨桜

この祭礼は︑毎年7月の第2日曜

今年は7月8日渡御・ 日還御
15

が六所神社南東の﹁馬場﹂で開かれ
ます︒

3

①六所神社から雨桜
神社への還御。②祭
礼中は毎日麦オコワ
を供える。③市教委
で行われた指定書交
付 式 。佐 藤 教 育 長
（右）から指定書を受
けとる榛村会長（右
から2番目）

2

19

垂木の祇園祭
かけがわ
再発見
磨き上げ

さい

おん

ぎ
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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

この①〜④までの運動を

オーラルフレイル予防
年1月号︶で﹁オー

回連続

で行います︒この運動が口の周りの

前回︵平成
ラルフレイル﹂の説明をさせていた

筋肉の運動になります︒

﹁硬いものが食べられない﹂﹁むせ
る﹂﹁食べこぼす﹂﹁滑舌が悪くな
る﹂などの症状があります︒今回は
その予防法を紹介したいと思います︒

1 口の中を清潔に保ち︑
適切な治療と定期健診

4 唾液腺マッサージ

唾液腺とは︑口の中に唾液を作り

出す器官のこと︒唾液の量が少ない

減り︑おいしく食べられません︒次

と食べ物を飲み込めず︑食事の量が
パタカラ体操は︑﹁パ﹂﹁タ﹂

の唾液腺をマッサージすることで︑

唾液の量を増やすことができます︒

﹁カ﹂﹁ラ﹂と発言し︑食べるため
に必要な筋肉を鍛えます︒

② ﹁タ﹂舌 を し っ か り 上 あ ご に く っ

か

か

せん

せん

せん

③舌下腺

ぜっ

頬を手のひらで回すよう

下あごの内側の骨に沿っ

下あごの先端内側の柔ら

た柔らかい部分をマッサージ

②顎下腺

がく

にマッサージ

①耳下腺

か

各5回〜 回程度行ってください︒

周病・適切な治療が行われていなけ

つけ︑下あごに打ち付けて発音し

じ

① ﹁パ﹂唇 を し っ か り 閉 め て 発 音 し
ます︒唇の筋肉を鍛えて︑食べ物

れば︑オーラルフレイルを予防でき

ます︒舌の筋肉を鍛えて︑食べ物

をこぼさないようにします︒

ません︒かかりつけの歯科医で適切

このほかにも︑さまざまな運動が

かい部分をマッサージ
③ ﹁カ﹂の ど の 奥 に 力 を 入 れ て ︑ の

ありますが︑できることから無理を

ご

どを閉めることで発音します︒誤

せず始めてみましょう︒

いとされています︒

これらの運動は︑食前に行うとよ

どに運ぶ筋肉の運動になります︒

動を繰り返すことで︑食べ物をの

の裏につけて発音します︒この運

④ ﹁ラ﹂舌 を 丸 め ︑ 舌 先 を 上 の 前 歯

動ができます︒

えん

嚥をせずに食べ物を食道に送る運

を押し潰す・飲み込む運動です︒

これが1番大事です︒むし歯・歯

3 パタカラ体操

だきました︒オーラルフレイルには

30

な治療と定期検診を行ってください︒

2 あいうべ体操
①﹁あ〜﹂と口を大きく開く︒
②﹁い〜﹂と口を大きく横に広
げる︒
③﹁う〜﹂と口を強く前に突き
出す︒
④﹁べ〜﹂と舌を突き出して下

10

30

に伸ばす︒
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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44

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29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。

7月の子育て・健康案内
・健診、講座の問い合わせ
健康づくり課（☎23-8111）
・子育てコンシェルジュへの相談 こども政策課（☎21-1211）

事業名称・受付時間 日 曜

健診・相談・予防接種
説明会
9：15〜9：30

保健師・栄養士だより
食中毒を予防しよう!

気候が暖かく、湿気が多くなる梅雨から夏にかけて、細菌性
の食中毒が多発します。これからの季節は、食中毒には十分に
注意しましょう。
なかでも、肉類などに付着する「腸管出血性大腸菌（O-157
など）」や「カンピロバクター」などは、特に抵抗力の弱い子
どもや妊婦、高齢の方は気をつけましょう。

徳育：徳育保健センター（御所原）
大東：大東保健センター（三俣）

6か月児健康相談
9：15〜9：45

1歳6か月児健康診査
13：00〜13：30

2歳2か月児
健康診査

13：00〜13：30

6 金 平成30年 5月出生児

会場
徳育

5 木 平成29年12月 1日〜10日出生児
13 金 平成29年12月11日〜20日出生児

徳育

18 水 平成29年12月21日〜31日出生児
9 月 平成28年12月 1日〜10日出生児
20 金 平成28年12月11日〜20日出生児

徳育

24 火 平成28年12月21日〜31日出生児
5 木 平成28年 4月 1日〜10日出生児
13 金 平成28年 4月11日〜20日出生児
6 金 平成27年 6月 1日〜15日出生児
17 火 平成27年 6月16日〜30日出生児
11 水 平成27年 3〜6月出生児

離乳食教室

調理前にしっかり手洗いし、生食するものと生
肉・生魚は分けて保管する。
・ふやさない 食品は室温のまま長時間放置せず、冷蔵庫に保
存する。
冷蔵庫に入れても、安心せず、早めに食べる。
・やっつける 魚や肉は中心までしっかり加熱（目安は中心部
分の温度が75℃で1分以上）する。包丁などの
器具、ふきんは洗って消毒する。

象

徳育

13：00〜13：30 18 水 平成28年 4月21日〜30日出生児

3歳児健康診査

・つけない

対

（もぐもぐごっくん教室） 25 水

9：15〜9：30

パパママセミナー（絵本栄養編） 26 木
9：15〜9：30

徳育
大東

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。

14

KAKEGAWA C I T Y L I B R A R Y

図書館へ行こう
■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※）
7月の休館日：毎週月曜日、27日（金）
■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※）
7月の休館日：毎週月曜日、27日（金）
■大須賀図書館（☎48-5269）
午前9時〜午後5時（金曜日は午後7時まで※）
7月の休館日：毎週月曜日、26日（木）
※祝日は午後5時まで

市立図書館

お薦めの1冊を
紹介します

36
BooKリレー○
『小澤征爾さんと、音楽につ
いて話をする』を紹介します。
題名のとおり、大のクラ
シックファンの作家村上春樹
と小澤征爾がともにLPやCD
を聴いて、演奏の細部にわた
り語り合います。本でふれて
いる演奏を収録した同名のCD
を聴きながら読むと、二人の
対談が一層面白くなります。

▲名曲鑑賞サークル
石橋博雄さん

ワクワク・ドキドキ♪ 今月紹介する話題の本
そうだったのか!
しゅんかん図鑑

古地図で楽しむ
駿河・遠江

伊知地国夫/写真
（小学館）

加藤理文/編著
（風媒社）
古代の寺院、中世の城や合戦、近世の
街道、懐かしの軽便鉄道など、多面的
に取り上げ解説しています。地図や写
真が多く、読むだけでも散歩気分が味
わえますが、訪れてもみたくなりま
す。市内三城も登場します。

催

し物・展示

シャボン玉や風船が割れるとき、蛇口
から水がたれるとき、卵が割れると
き、ポップコーンがはじけるときな
ど、ふだん何気なく見ている身近な物
の、肉眼では見えない、その一瞬を切
り取った写真を紹介しています。

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：7月 6日・13日（金）午前10時30分〜11時
大 東：7月 6日・13日（金）午前10時30分〜11時
大須賀：7月 20日・27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〜

高部晴市/作
（講談社）
学校に行きたくないふうが君が、お
医者さんのツネキ先生に相談する
と、なりたい動物になれる注射をし
てくれました。猫になったふうが君
が学校に行くと、みんな大騒ぎ。み
んな注射をうけに行って…。

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

■郷土ゆかりの部屋 展示替え 大東
国学コーナー【明治150年 〜幕末から明治へ〜】
期間：9月30日（日）まで
松本亀次郎コーナー【明治150年 〜明治から昭和へ〜】
期間：6月23日（土）〜9月30日（日）
※7月22日（日）午前10時から職員による展示資料の説明あり
★初心者向け講座「布で作る小物」第2回 大須賀
とき：7月3日（火）午前9時〜正午
■夏の夜の図書館 中央
とき：7月6日（金）午後5時〜8時30分
※開館時間を延長し、館内でよみきかせ、コンサートも行います。
■図書館利用者懇談会 中央
とき：7月7日（土）午前10時〜11時 ※どなたでも
★日本茶インストラクターと学ぶお茶講座（第1回） 中央
とき：7月11日（水）午後1時30分〜3時

絵

ペッタン

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： 7月14日・28日（土）午後3時〜3時30分
大 東：7月 7日・21日（土）午前10時30分〜11時10分
大須賀：7月14日・28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：7月20日（金） 午前10時30分〜11時

7・8・9月 相談の窓口
相

談

と

名

き

と

こ

ろ

7/13、8/10、9/7（金）13：00〜16：00

市役所4階会議室

7/27、8/24、9/28（金）13：00〜16：00

大須賀支所1階多目的ホール

こころの健康相談
（予約制）

7/5、9/6（木）9：20〜11：20
8/9（木）13：20〜15：20

市役所4階会議室

女

7/3・10・17・24・31、8/7・14・21・28、
9/4・11・18・25（火）
電話10：00〜12：00 面接13：00〜16：00

行

政

相

性

相

談

談

問い合わせ先
シティプロモーション課
（☎21-1123）
福祉課
（☎21-1139）

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） 7/1・8・15、8/5・12・19、9/2・9・16（日）
※第2日曜日は女性のみ 13：00〜16：00
（受付15：30まで）

あいり〜な東館1階
開催当日は
（ 23-3036）

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

7/15、8/19、9/16（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
6/1（金）〜予約受付

7/18、8/22、9/19（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

7/6・20、8/3・17
9/7・21（金）
4階会議室

人権身の上相談
13：00〜16：00

談

少

年

教

育

福祉課
（
21-1140）
7/13、8/10、9/14（金） 7/27、8/24、9/28（金）
13：30〜15：30
13：30〜15：30
4階403会議室
1階相談室

7/6・20、8/3・17・31
7/13、8/10、9/14（金） 7/27、8/24、9/28（金）
社会福祉協議会
9/7・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

問い合わせ先

7/13、8/10、9/14（金） 7/27、8/24、9/28（金）
3階ミーティングルーム
1階多目的ホール

弁護士会無料法律
（水）
相 談（ 予 約 制 ） 7/11、8/8、9/12
13
：
30〜15
：
30
※市内居住者に限る
4階会議室
6/22（金）〜予約受付

青

大須賀支所

名
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

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、
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市内2人に栄誉

掛川茶皇室献上

春の叙勲

26年ぶり3回目

お茶振興課（☎21-1216）

平成30年春の叙勲が発表され、掛川市から
は2人が地方自治や郵政事業への功績をた
たえられました。おめでとうございます。

旭日双光章（地方自治功労）
会議員とし
市 議て平成7年から

6期22年余にわたり
地方自治の伸展に尽
力し、平成17年の1
市2町の合併や、新
病院建設、地域医療
対策の推進などに貢
堀内武治さん（下垂木） 献されました。

１

3

瑞宝双光章（郵政事業功労）
42年から平
昭 和成19年3月まで

鈴木正一さん（中方）

の40年余にわたり、
東京地方簡易保険局
や城東郵便局などに
奉職され、郵政の社
会的役割と使命のも
と郵政事業の発展に
貢献されました。

旬な話題をスマホでゲット
公式facebook・Instagram

市はフェイスブック①「掛川がもっと好きに
なる」や②「掛川観光ホットNEWS」、観光イン
スタグラム③「Kakegawa̲tourism̲oﬃcial」な
どで掛川の魅力を発信しています。また、シ
ティプロモーション事業として5月から募集して
いるフォトコンテスト作品がインスタグラム
「♯掛川物語」で楽しめます。ぜひ「いいね」
「フォロー」「シェア」をお願いします。
1

17

公式F

2

観光F

KOHO KAKEGAWA 2018.6

3

観光I

4

掛川物語

2

①手揉み式で生葉から仕上げる県手揉保存会メンバー ②生涯学
習センターで行われた謹製記念式典 ③式典で松井市長（右）から
感謝状を贈られる指定園主たち

5月18日、平成最後の献上
今年皇室にお茶を献上する掛川市で4月22日、市献
上茶謹製事業実行委員会（会長・松井市長）による謹
製記念式典・手揉み式が開かれました。茶草場農法の
実践茶園で栽培された新茶は会場で香り高い献上茶に
仕上げられ、5月18日に実行委員らが宮内庁へお届け
しました。
本事業は、県内の茶産地で謹製されたお茶を毎年皇
室へ献上するもので、掛川市の皇室献上は平成4年以
来26年ぶり3回目となります。
市生涯学習センターで行われた式典には、農協や県
茶手揉保存会、市の関係者ら約120人が出席。松井市
長が「天皇陛下の退位を翌年に控え、平成最後となる
献上で大変光栄。指定園主の仕上げた茶葉は、献上す
るのにふさわしい高品質。熟練の手揉み技術者によっ
て最高の献上茶に謹製していただきたい」とあいさ
つ。指定茶園の萩原雅弘さん（東山）、平野昇吾さん
（上内田）、青野友喜さん（入山瀬）に感謝状を手渡
しました。
続いて行われた手揉み式では、県茶手揉保存会の会
員30人が指定茶園で摘まれた生葉25㌔を10台の焙炉
で丹念に揉み込みました。
式典に先立ち、同日早朝には萩原さんの茶園で謹製
茶摘み式典も行われました。

事業名

とき・ところ

対象・参加料

内容・申込方法など

新規学卒を採
企業と高校との情報交換会 6/12（火）13：30〜16：30 用予定の事業 就職に関する諸問題や生徒の就職に必要な情報を
（受付12：30〜）
ハローワーク掛川
主または担当 交換します。
6/7（木）までに電話で申込
掛川グランドホテル（亀の甲） 者、高校の就職
（☎22-4185）
指導担当など
平成29年度に調査した吉岡原遺跡、菖蒲ヶ谷遺跡
6/13（水）〜17（日）
9：00〜17：00（6/13（水）
・ どなたでも
第14回出土文化財展
社会教育課（☎21-1158） 14（木）は19：00まで） 入場無料
中央図書館（掛川）
ステンドグラス美術館
写真パネル展
大須賀中央公民館
（☎48-1012）
幼児・小中学生書道展
大須賀中央公民館
（☎48-1012）

ら

曼荼羅塗り絵講座
二の丸茶室
（☎23-1199）
第67回お昼のピアノ
ミニコンサート
文化会館シオーネ
（☎72-1234）

はっ けい ざん

八景山古墳出土鉄剣、西岡津古墳出土鏡を展示し
ます。また、同年から整備工事に着手した、吉岡大塚
古墳の様子を報告します。
直接会場へ
ステンドグラス美術館の魅力がいっぱい。公民館内
「おもしろ横丁」にパネル20点、バナー5点を展示
する予定です。
直接会場へ

6/16（土）〜30（土）
どなたでも
9：00〜17：00
入場無料
大須賀中央公民館（西大渕）

「自然」をテーマにした子どもたちの力作を、公民
館内「おもしろ横丁」に出展します。
直接会場へ

ローマ字入力と タイピングの基礎とインターネット検索の方法を学
マウスの操作が びます。パソコンは市役所で用意します。
6/15（金）までに電話で申込（申込多数のときは
できる方4人
抽選）
受講無料

6/23（土）
10：00〜12：30
二の丸茶室（掛川）

どなたでも
12人
1,300円

好きな色を塗るだけで願いがかなうといわれる曼荼
羅塗り絵。無心になって心と体を癒やしましょう。講座
後は庭園を眺めながら抹茶や和菓子を楽しみます。
持ち物 基本の12色の色鉛筆、飲み物
6/4（月）から電話で申込（申込順）

6/25（月）
12：30〜13：00
市役所1階ロビー

どなたでも
入場無料

演奏者はピアニストの佐藤智子さん。お昼のひとと
きを心地よいピアノの音色とともに過ごしません
か。
直接会場へ

かな

まん だ

てつぞく

6/16（土）〜30（土）
どなたでも
9：00〜17：00
入場無料
大須賀中央公民館（西大渕）

6/20（水）
やさしいパソコン講座
9：30〜11：30
IT政策課（☎21-1341）
市役所4階会議室6
願いが叶う

かなづか

の出土品と、保存処理した各和金塚古墳出土鉄鏃、

せんてい

剪定枝粉砕機（チッパー） 6/28（木）13：30〜15：00 一般30人
予備日6/29（金）
運転講習会
受講無料
環境政策課（☎21-1145） 板沢最終処分場（板沢）

希望した自治区に市が貸し出す「チッパー」の操作
方法を事前に学ぶ講習会です。
6/1（金）から電話で申込（申込順）

どなたでも
つい怒ってしまって、失敗したことや後悔したこと
アンガーマネジメント講座 6/30（土）
24人
14：00〜15：30
はありませんか。上手に怒るって、どうするの?
大須賀中央公民館
200円（教材費
大須賀中央公民館（西大渕）
6/23（土）までに来館で申込（申込順）
（☎48-1012）
含む）

伝言板

第3回こどもとくらし展
ママバトン・杉山
（☎090-2616-2132）

とき・ところ
6/10（日）
10：00〜15：00
大日本報徳社周辺（掛川）

対象・参加料
どなたでも
入場無料

内容・申込方法など
物々交換会、歯並びの話、ヘルプカード作り、
フォトブース、マルシェ40店、シールラリーなど
直接会場へ

6/12・26、7/10・24の火曜日、 税理士が関与し 面接相談方式による税の相談を行います。
8/16（木）
・28（火）
ていない掛川 書類作成などは行いません。
10：00〜12：00、13：00〜15：00 税務署管内の方 ※12月までの原則第２・第4火曜日に開催
掛川商工会議所2階（掛川） 相談無料
月〜金曜日の9：30〜15：30に電話で予約
講演「経営術とおもてなしの心」 6/13（水）
銀座ママ日高利美さんを迎えての講演会で
どなたでも
15：30〜17：00
（公社）掛川法人会
す。
入場無料
掛川出雲殿（矢崎町）
（☎22-8833）
電話で申込
一般市民
受講生を募集します。持ち込める網戸があ
6/18（月）9：00〜12：00
網戸張替え講習会
れば1人2枚まで教材用にお持ちください。
掛川市シルバー人材センター 掛川市シルバー人材センター 10人
受講無料
電話で申込（申込順）
（掛川）
（☎22-0088）
無料税務相談会
東海税理士会掛川支部
事務局（☎28-8032）

6/23（土）13：30〜16：00
スポーツ吹矢体験会
掛川B&G海洋センター
杉山（☎080-3627-2782）
アリーナ（大池）

どなたでも
誰でもできる簡単なスポーツです。スポーツ吹
100円（マウス 矢式呼吸法で健康力・集中力がアップします。
ピース代）
電話で申込
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事業名

とき・ところ

対象・参加料

6/30（土）10：00〜12：00 どなたでも
第22回医療市民講座
200人
中東遠総合医療センター 中東遠総合医療センター
受講無料
（菖蒲ヶ池）
（☎21-5555）
東京女子医科大学看護学部
オープンキャンパス
大東キャンパス
（☎63-2111・FAX63-2134）

内容・申込方法など
①乳がん時代を乗り切る〜3Dマンモグラフィ導入〜
②糖尿病の表も裏もすべてお見せします〜血糖コ
ントロール大作戦〜
中東遠総合医療センターの医師がお話しします。
直接会場へ

7/8（日）
看護職を目指 入試説明、施設見学、相談コーナーなど。60台収容
11：00〜15：00
している高校生 可能な駐車場があります。
東京女子医科大学看護学部 （学年不問）
電話またはFAX、メール（daito.bk@twmu.ac.jp）
大東キャンパス（下土方） 参加無料
で申込（大学ホームページからも申込可）

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
7/8（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
大須賀支所南館（西大渕） 100円（保険料）
電話で申込（申込順）
（☎21-1159）
①9,000円（テ
平成30年度狩猟免許試験
キスト代、弁当
①7/14（土）9：50〜16：00
①予備講習会
代）
静岡労政会館6階ホール
県猟友会事務局
②5,200円
（静岡市葵区）
（☎054-253-6427）
※有害鳥獣捕獲
②8/26（日）9：00〜
②免許試験
中遠総合庁舎（磐田市） 従事目的の方へ
県自然保護課
は市補助金あり
（☎054-221-3332）

①法令講義、鳥獣の知識と判別、網わなの知識と実
技、模擬銃による点検・分解・操作
6/15（金）までに申込用紙（市農林課で配布）を
小笠猟友会（☎24-4818）へ提出で申込
②免許種類：網猟、わな猟、第1種銃猟、第2種銃猟
6/25（月）〜7/27（金）に申込用紙（市農林課で
配布）を中遠農林事務所（磐田市）へ提出で申込

学校の概要説明、学生による体験発表、模擬授業
東海アクシス看護専門学校 7/29（日）①9：30〜12：00 平成31年度 （選択制・当日受付順）、施設見学、在校生との懇談
オープンキャンパス
会、個別相談など
②13：30〜16：00（受け付け 入学希望者
総務課（☎0538-43- は30分前から）
（保護者同伴可） 6/23（土）〜7/20（金）に希望時間、氏名、居住
8111・FAX0538-43-8122）東海アクシス看護専門学校 各回定員あり 地（市）、電話番号、学校名、学年、職業、同伴者人数
https：//axis-ns.jp/
を電話またはFAX、学校ホームページで申込（申込
参加無料
（袋井市）
順）
花と緑の学習塾（全5回） 7月〜H31.1月の水曜日 初めての方で 草花などの基礎知識をわかりやすく説明。花の寄せ
9：30〜11：30
一般市民30人 植えなどの体験学習・施設見学など行います。
維持管理課
生涯学習センター（御所原）ほか 3,000円（材料費） 電話で申込（申込多数のときは抽選）
（☎21-1154）

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）

伝言板
★事業の詳細は︑各連絡先にお問い合わせください︒

19

盆踊り講習会
掛川文化協会・山崎
（☎24-3407）

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

とき・ところ

対象・参加料

①6/24（日）②7/7（土）③7/22（日）
どなたでも
各日13：30〜
①③あすなろ（富部）②第一 受講無料
小学校（掛川）

内容・申込方法など
運動のできる服装で参加してください。
持ち物 うわぐつ、タオル、飲み物など
直接会場へ

7/4（水）13：00〜15：30
不動産無料相談会
どなたでも
（公社）全日本不動産協会 生涯学習センター第3会議室
相談無料
静岡県本部（☎054-285-1208）（御所原）

不動産の売買、賃貸借など、協会役員・弁護
士が相談に応じます。
直接会場へ

鉄道写真展
鉄道写真クラブ・岡田
（☎090-7305-2033）

7/7（土）〜25（水）9：00〜17：00
どなたでも
※月曜休館・木曜19：00まで
入場無料
大東図書館（大坂）

なつかしの車両から最近の車両まで、話題
の新幹線など、会員の力作を展示します。
直接会場へ

がんサロン「なごみ」
磐田市立総合病院がん相談
支援センター
（☎0538-38-5286）

7/27（金）
13：30〜15：30
磐田市立総合病院周産期
母子医療センター（磐田市）

がん患者や家族が自由に集い、語り合う場
です。医療者によるミニレクチャーもありま
す。
直接会場へ

がん患者や家族
参加無料

行政書士無料相談会
7/29（日）
どなたでも
静岡県行政書士会掛川支部・ 10：00〜15：00
相談無料
榛葉（☎23-9380）
中央図書館地下会議室（掛川）

相続、遺言、遺産分割、成年後見、農地転用、
土地境界、帰化許可、建設業許可、産業廃棄
物許可、会社設立などの無料相談会です。
直接会場へ

どなたでも
毎月第4日曜日
50人程度
9：00〜12：00
市内体育館およびグラウンド 参加無料

主には障がいのある方や高齢者、その家族で
すが、健常者も参加できます。フライングディ
スクやボッチャ、ペタボードなどを楽しみます。
電話で申込（平日8：00〜17：00は不可）

トライアルスポーツ教室
福祉者スポーツセンター・
斉藤（☎090-9896-9756）
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6月1日〜7日は「水道週間」
〜水道水 安全おいしい 金メダル〜

Jアラート全国一斉訓練
7月5日に同報無線放送

6月は「食育月間」
毎月19日は「食育の日」

洗濯、風呂、
トイレ、歯磨きなど、毎
日の生活に欠くことができない水道
水。家や学校、会社、いつでもどこで
も蛇口をひねれば安全でおいしい水
が飲めます。
水道水は、水源となる河川などから
水を取り、浄水場で浄化し、配水池を
経由してみなさんに届けられていま
す。ライフラインとして生活に欠かせ
ない大切な資源です。
【6月16日のけっトラ市で水道水をPR】
水道事業の紹介のほか、水道メー
ターや給水車の展示、給水袋の配布
を行います。楽しく学びながら、水道
水への理解を深めましょう。

大規模災害や武力攻撃などの緊急
情報を、国から市民へ直接瞬時に伝達
するJアラート（全国瞬時警報システ
ム）で、緊急地震速報の全国一斉訓練
が行われます。
市内全域に同報無線が流れますの
で、ご理解をお願いします。
とき 7月5日（木）午前10時ころ
放送内容 チャイム→緊急地震速報
→チャイム

食育とは、さ
まざまな 経 験
を 通じ て 食 に
関する知識と、
食 を 選 択 する
力を習得し、健全な食生活を実践する
ことができる人を育てることです。
市は第2次健康増進計画・第3次食
育推進計画を新たに策定。生涯お達
者市民が大勢いるまちを目指して、

東遠広域都市計画（案）
地区計画変更の縦覧と公聴会

「若い世代への食育」
「多様な暮らしに配慮した食育」
「お達者市民につながる食育」
「食の循環や環境を意識した食育」
「食文化の継承につなげる食育」

水道課（☎27-0711）

6月23日〜29日
「男女共同参画週間」

企画政策課（☎21-1127）

今年度の国のキャッチフレーズは
「走り出せ、性別のハードルを超えて、
今」です。それぞれの個性と能力を十
分に発揮できる男女共同参画社会実
現のためには、みなさん一人ひとりの
取り組みが必要です。身の回りの男女
のパートナーシップをこの機会に考え
てみませんか。

文化会館シオーネ大ホール
8月1日〜3か月間利用休止
文化振興課（☎21-1126）

■縦覧
とき 6月4日（月）〜18日（月）
ところ 市役所3階都市政策課
意見書の提出 6月19日（火）〜25日
（月）に都市政策課へ提出
■公聴会
都市計画案について、公開の場で
意見を述べる公聴会です。
とき 6月26日（火）午前10時〜
ところ 市役所4階会議室
対象 どたなでも
応募方法 都市政策課にある公述申
出書を記入し、6月19日（火）午後5
時（必着）までに同課へ提出。公述
の申し出がなかったとき、公聴会は
中止します。

粟ヶ岳休憩所が7月から休業
平成31年リニューアル
観光交流課（☎21-1121）

粟ヶ岳山頂休憩所の建設工事に伴
い、7月2日（月）から休業し、平成31
年度中にリニューアルオープンする予
定です。ご不便をおかけしますが、よ
ろしくお願いします。
とき・ところ

Kakegawaシティコーラス 毎週金曜日
19：30〜21：30
男声コーラス員募集
渡辺（☎090-1095-8896） 粟本地域生涯学習センター
wata76017@docomo.ne.jp （初馬）

対象・参加料
高校生以上
500円/月

を5つの柱に食育を進めていきます。
詳しくは市ホームページで紹介し
ています。

平成29年度公文書開示状況
行政課（☎21-1133）

公文書の開示

（件）

内訳
実施機関 件数 全部 部分
不開示
開示 開示
市長
教育委員会
水道事業管理者
消防長
市議会
合計

59
20
10
3
0
92

41
19
9
2
0
71

18
1
1
1
0
21

個人情報の開示

0
0
0
0
0
0
（件）

内訳
実施機関 件数 全部 部分
不開示
開示 開示
市長

10

7

3

0

内容・申込方法など
ヘンデル、モーツァルト、ベートーベンの作
曲家による合唱作品や日本の合唱作品を一
緒に歌ってみませんか。
電話またはメールで申込

ペットボトルを使って雲を作ったり、減圧容
お天気教室
自治会や子ども会など、地域 小中学生の親子
器を使ったりしていろいろな実験をします。
加藤（☎080-1616-7224）
出張無料
へ出張します。
wave.hunter@sulf.tnc.ne.jp
電話またはメールで申込
毎月第4金・土曜日と平日2回 子育て中や子育て 土曜日だけの参加や子ども同伴歓迎。倉木麻
ママ ゴスペルサークル
を終えたお母さん 衣を手がけた作曲家の指導で楽しく歌おう。
ブリリアントスターズ静岡・ 10：00〜12：00
3,000円/月
瀬川（☎090-6273-2783） 宮脇公民館（宮脇）
電話またはショートメールで申込

実行委員会︵☎
1
-125︶
／ ㈯ 午前9時〜正午

伝言板

都市政策課（☎21-1151）

今月のけっトラ市

大ホールとエントランスの天井改
修工事のため、8月1日（水）〜10月31
日（水）
（予定）の期間は、大ホールの
利用を休止します。
なお、工事期間中も小ホールや会
議室など大ホール以外は利用できま
す。ご協力をお願いします。

健康づくり課（☎23-8111）

危機管理課（☎21-1131）

6
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21
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平成31年掛川市成人式は1月13日（日）
社会教育課（☎21-1157）
skyoiku@city.kakegawa.shizuoka.jp

会場および時間
区域

ところ

とき

掛川

生涯学習センター（御所原） 午前10時30分〜正午

大東

文化会館シオーネ（大坂）

大須賀

大須賀中央公民館（西大渕） 午後1時30分〜3時

午後0時30分〜2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
（市内に住所のある新成人には案内状を11月下旬に発送し
ます。案内状がなくても出席できます）

あなたの手で魅力ある成人式を!
実行委員募集
掛川市の成人式は、新成人による実
行委員会が企画・運営を行います。成
人式を自分たちの手で盛り上げたい
方、ぜひご応募ください。一生に一度
の成人式、実行委員として参加し、思
い出深いものにしてみませんか。
応募資格 上記対象の新成人
活動期間 8月〜平成31年1月まで
申込方法 7月31日（火）までに電話
またはメールで申し込み

「刈草」を活用しませんか

国土交通省浜松河川国道事務所
平田出張所（☎73-2051）

★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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菊川・下小笠川の除草作業で発生す
る刈草を無料提供します。畑などの敷
き草やたい肥などに活用したい方は、
お問い合わせください。
とき 7月末まで（秋刈りも予定）

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5月16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

280

10,667,761

合計

1,010

245,310,391

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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市県民税第1期
納期限は7月5日（木）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〜

県宅建協会支所事務所の廃止
（公社）静岡県宅地建物取引業協会
（☎054-246-1511）

4月から3支部7支所の事務所を東・
中・西部の3支部に統合しました。
西部支部 浜松市中区曳馬5-17-11
※現行どおり
中部支部 静岡市駿河区南町14-25
エスパティオ4階（事務所移転）
もり
東部支部 沼津市新宿町2-2水の杜
ビル5階（事務所移転）

労働保険加入事業主の方
申告・納付はお早めに
静岡労働局労働保険徴収課
（☎054-254-6316）

労働保険の概算・確定保険料および
石綿健康被害救済法の一般拠出金の
申告・納付は6月1日（金）〜7月10日
（火）までです。最寄りの金融機関ま
たは静岡労働局、労働基準監督署へ
申告書を添えて納付してください。
申 告 書 の み の 提 出 は 、7 月 1 0 日
（火）までに静岡労働局労働保険徴収
課または、労働基準監督署へお願いし
ます。
電子申請で申告・納付もできます。

▲平成30年成人式（掛川会場）

空き家問題解決への第一歩
専門家集団が解決をお手伝い

都市政策課（☎21-1152）
かけがわランド・バンク（☎21-3373）

市は今年2月、市内の空き家問題の
解決を目指し、宅地建物取引士や司
法書士、一級建築士などで構成された
民間の土地・建物専門家集団「NPO
法人かけがわランド・バンク」と協定を
結びました。
空き家の管理で困っていることな
どがありましたら同NPO法人が相談
に応じますので、ご連絡ください。
【相談内容の例】
・管理不全の空き家の解体
・空き家などの跡地活用
・維持管理や相続など

子犬・子猫をゆずる会
飼育講習会

県動物管理指導センター
（☎053-437-0142）

県動物管理指導センターは、県下で
保護または引き取りされた子犬や子
猫を飼育希望者に譲渡しています。講
習会の受講が必要です。
■子犬譲渡のための講習会
とき 7月4日（水）、8月8日（水）、
10月3日（水）、12月5日（水）ほか
各日午後1時30分〜3時30分
ところ 県動物管理指導センター
（浜松市西区）
申込方法 市役所2階環境政策課ま
たは、県健康福祉センターにある専
用往復ハガキで申し込み
※講習会当日は譲渡しません。
■子猫の譲渡
講習・譲渡の申し込みは随時電話で
受け付けます。その後、子猫の確認と
講習を含む譲渡の計2回来所してい
ただきます。

統計調査員募集

企画政策課（☎21-1127・FAX21-1167）
kikaku@city.kakegawa.shizuoka.jp
10月1日を基準日に、住宅・土地統計調査を行います。5年ごとに行われ、今年が
15回目になります。市は、この統計調査の調査員を募集します。
対象 20歳以上の男女で、8月下旬〜10月中旬ころ活動できる方。無職の方だけ
でなく、パートやアルバイトなど仕事をしている方、子育て・介護をしている方
も対象です。空いた時間を活用して活動できます。
内容 説明会への出席、名簿の作成、チラシの配布（約100〜150世帯）、調査票
の配布と回収（約30〜60世帯）、書類の提出など
報酬 受け持ち数に応じた調査員手当を支給（約4〜7万円）
応募方法 6月29日（金）までに電話、FAXまたはメール（住所、氏名、生年月日、
職業、電話番号を明記）で申し込み。詳細は後日連絡します。
※そのほかの各種調査でも、調査員を募集していますのでご相談ください。

税務職員採用試験（高卒程度）
名古屋国税局人事第二課
（☎052-951-3511）

受験資格 ①4月1日現在、高校また
は中等教育学校を卒業した日の翌
日から3年を経過していない方②平
成31年3月までに高校または中等
教育学校を卒業する見込みの方③
人事院が①②に準ずると認める方
試験日 第１次：9月2日（日）、第2次：
10月10日（水）〜19日（金）のうち
指定する日
応募方法 6月18日（月）〜27日（水）
にインターネットで申し込み
名古屋国税局

採用

検索

福祉サービス第三者評価調査者
養成研修受講者募集
県福祉長寿局福祉指導課
（☎054-221-2325）

県は、公正・中立・客観的な立場から
福祉サービスの提供事業者を評価し
結果を公表する福祉サービス第三者
評価機関において、評価を行う調査者
を養成する研修を行います。
とき 8月20日（月）〜9月28日（金）
のうち6日間
ところ 県総合社会福祉会館（静岡
市葵区）ほか
対象 ①組織運営管理業務3年以上
の経験者②福祉、医療、保健分野の
有資格者もしくは学識経験者（当該
業務の3年以上の経験者）
定員 30人（申込順）
受講料 3万円
応募期間 6月29日（金）まで

平成30年度掛川市民芸術祭
出品作品募集
文化振興課（☎21-1126）

応募資格 市内に在住・在勤・在学す
る満16歳以上の方
種目 絵画、彫刻・手工芸、写真、書道
応募点数 各種目1人1点
作品規格 種目ごとに定めています。
展示期間 9月20日（木）〜27日（木）
応募方法 7月30日（月）〜8月10日
（金）に、出品票に必要事項を記入
し、郵送（〒436-8650長谷1-1-1）
または市役所3階文化振興課へ直
接提出で応募
※優秀作品には、市長賞・教育長賞・文
化協会長賞・奨励賞を授与。作品搬
入日および展示期間、展示場所は
募集要項でご確認ください。
※詳しくは、市役所、大東支所、大須
賀支所、生涯学習センター、シオー
ネ、大須賀中央公民館にある募集
要項（兼作品出品票）または市ホー
ムページをご覧ください。

未来の航海士・機関士へ
入学生募集

国立清水海上技術短期大学校
（☎054-334-0922）

オープンキャンパス開催。練習船に
乗って清水港をクルージングします。
とき 6月23日、7月14日・28日の土
曜日のいずれか、各日午前9時30分
〜午後3時30分（予定）
ところ 清水海上技術短期大学校
（静岡市清水区）

子育て協働モデル事業
企画提案募集

こども政策課（☎21-1211）

少子化対策や子育て支援環境の整
備に寄与する企画および事業実施に
ついて、提案を募集します。
書類審査の後、審査会で採用候補
となった事業は、内容確定後、委託契
約を締結します。
委託費 1事業上限20万円
応募資格 原則、市内に事務所や拠
点がある市民活動団体・地縁的団
体・企業など
応募方法 6月1日（金）〜8月31日
（金）の平日に市役所1階こども政
策課まで直接提出（様式あり）で応
募（予算が終了し次第、応募を締め
切ります）
審査会 第1回：7月上旬、第2回：9月
上旬（予定）
※詳しくは市ホームページをご覧くだ
さい。

ふくしあ健康相談
高齢者交通安全相談（7月）
●東部ふくしあ（☎61-2900）
7/18（水） 9：30〜11：30
中央図書館
7/ 4（水） 10：00〜11：40
●中部ふくしあ（☎28-9713）
コープ緑ヶ丘店
7/11（水） 9：30〜11：30
●西部ふくしあ（☎29-5977）
7/ 3（火） 9：30〜11：30
●大東ふくしあ（☎72-1116）
7/ 4（水） 9：30〜11：30
大東温泉シートピア
7/18（水） 13：30〜15：30
●大須賀ふくしあ（☎48-1007）
7/ 5（木） 9：30〜11：30
※高齢者交通安全相談のお問い
合わせは危機管理課（☎21-1131）
まで。
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市民団体が企画・運営する「男女共同参画講座」を募集

「文芸かけがわ」作品募集
〜あなたの思いを活字にのせて〜

企画政策課（☎21-1127）

講座が採用されると、講師謝礼などの費用を市で負担します。
応募資格 市内で主に活動を行う団体で、政治または宗教活動、営利を目的とし
た団体などではないこと。
対象事業 次の全てを満たす事業・
・
・①男女共同参画社会の実現に向けた内容
②一般公開講座③市と共催して参加者を募集④自主的に企画・準備・運営⑤平
成31年1月末までに実施予定⑥ほかの補助金を申請しない
支援内容 講師料（上限3万円）やチラシ作成費用、事業への助言
募集枠 4企画程度
応募方法 7月31日（火）必着で、所定の応募用紙に必要事項を記入のうえ、郵送
（〒436-8650長谷1-1-1）または市役所5階企画政策課に持参で応募
※応募された企画書類は返却しません。
※応募用紙は企画政策課、大東・大須賀支所で配布、もしくは市ホームページか
らダウンロードで入手

容量超えた
「たこ足」
で火災
電器製品の消費電力を超える配線は危険です
消防予防課（☎21-6104）

★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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【NITEの再現実験】
トラッキング現象による発火

先日、市内の大規模店舗でコー
ドから出火する火災がありました。
延長コードを束ね、さらにその先の
接続されたテーブルタップに容量
を超えた電気を流したことが原因
でした。
テーブルタップは、差し込み口の
数だけ使用できるものではありま
せん。接続可能な電流容量があり、
これを超えるとコードに負荷が掛
かって発熱します。また、コードを
束ねると発熱しやすく、ショートの
原因にもなります。電器製品の消
費電力を超える「たこ足配線」をし
ないでください。
「NITE出典」

宅地内の水道修理の連絡先（土・日・祝日）6/2〜7/1
北
6/

7/

日ごろの文化芸術活動の成果など
を発表してみませんか。
応募資格 市内在住・在勤・在学・出身
または市内の団体に加入し活動し
ている満16歳以上で、文芸創作活
動をなりわいとしていない方
種目 小説、評論・ノンフィクション、
随筆、児童文学、詩、短歌、俳句、川柳
応募点数 1人2種目以内（詩は1人2
編以内、短歌・俳句・川柳は1人5首
または5句以内、そのほかの作品は
1人1編）
応募方法 9月28日（金）までに、メー
ル、郵送（〒436-8650長谷1-1-1）
または市役所3階文化振興課へ直
接提出で応募
投稿料 無料
注意事項 本人の創作であり、未発表
の作品であること。文字数・用紙数
は厳守。写真や絵などの画像は掲
載しません。応募された原稿は返却
しません。
審査結果 「文芸かけがわ」第14号
の誌上で発表します（平成31年3月
発行予定）。
※既刊本を1冊510円で文化振興課に
て販売中（第8、9、11号は完売）

※宅地内の水道修理は有料です。 水道課
（☎27-0711）

南

部（掛川区域）

2（土）

（株）
トダックス

（☎26-2161）

3（日）

（有）
松井管工

（☎23-0581）

9（土）

（株）
マツイ健設
協和水道
（株）

10（日）

文化振興課（☎21-1126）
culture@city.kakegawa.shizuoka.jp

6/

2（土）

部（大東・大須賀区域）
（有）
土屋設備

（☎48-2093）

3（日）

綱取管興

（☎48-2004）

（☎23-8691）

9（土）

（有）
林配管

（☎72-5515）

（☎26-1331）

10（日）

（有）
豊設備

（☎72-5630）
（☎48-4221）

16（土）

（株）
巧栄水道

（☎24-7661）

16（土）

（有）
浅岡管興

17（日）

（株）
掛川水道設備 （☎24-8055）

17（日）

（有）
エイケイ赤堀工事 （☎74-3340）

23（土）

（株）
まつだ配管

（☎26-3261）

23（土）

（有）
大城配管

24（日）

（株）
浅岡工業

（☎24-2611）

24（日）

（有）
大澄設備

（☎48-4476）

30（土）

（有）
諸星配管

（☎22-2975）

30（土）

（有）
北端工務店

（☎74-2445）

（株）
トダックス

（☎26-2161）

（有）
三久配管

（☎72-7223）

1（日）
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1（日）

（☎72-4685）

4/20

地域に根ざして20年
二の丸美術館で記念式典

▲20周年記念展覧会の開始を祝う関係者たち

開館20周年を迎えた二の丸美術館で記念式
典が行われ、関係者や地元小学生がくす玉を
割って祝いました。開館当時、美術工芸品のた
ばこ道具などを含む約2,300点を寄贈した故木
下満男さんの子で、名誉館長を務める木下清志
さんが「地域に根ざし親しまれる美術館にした
い」と話しました。6月24日まで、同館で記念
の展覧会が開催されています。

4/27

車いすバスケを体験
原野谷中1年生が福祉学習

▲車いすからシュートを放つ生徒たち

原野谷中学校が車いすバスケットボールの
体験会を開きました。これは、福祉学習の一
環で毎年行われているもので、同競技を行う
のは初めて。参加した1年生47人は、静岡県
車いすバスケットボールクラブの選手から指
導を受け、慣れない手つきで車いすを操作し
ながら、ドリブルをしたりシュートしたりし
てバスケットボールを楽しんでいました。

4/19

お米の大切さ感じて
土方小5年生が田植え体験

▲指導を受けながら苗を植える児童たち

土方小学校5年生30人が総合学習の一環と
して、学校近くの田んぼで田植えを体験しま
した。児童たちは、高天神コシヒカリグルー
プのメンバー6人から指導を受けながら、15
あか

ね

㌢ほどの苗を定植。溝口茜音さんは「等間隔
に植えることが難しい。みんなが喜ぶ米に
なって」と思いを込めました。7月には、収
穫に向けかかし作りなども行う予定です。

4/26

お茶摘みにぎやかに
東京女子医大1年生が体験

▲にぎやかにお茶摘みを楽しむ学生たち

東京女子医科大学看護学部の1年生80人
が、キャンパス内にある茶園でお茶摘みを楽
しみました。これは、地域の基幹産業にふれ
てもらおうと毎年行っているもの。JA遠州夢
咲の職員たちから一芯三葉の摘み方を教わっ
た学生たちは、さっそく茶園へ。約400㎡の
茶の木に生えた新芽を、にぎやかに摘み取っ
ていきました。
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4/24

高齢者見守りに一助

市と藍澤證券が協定を締結

市と藍澤證券㈱掛川支店（芳賀克仁支店長）
は、高齢者見守りネットワーク推進事業に関す
る協定を締結しました。同支店の従業員が、業
務で訪問する一人暮らしの高齢者世帯などで異
変があるか確認
するもの。新聞
や郵便物が数日
分たまっている
場合など、市内
5か所にある地
域包括支援セン
ターや市へ情報
▲協定を締結した芳賀支店長（右） 提供をしてもら
と松井市長
います。

4/25

防災用リヤカー100台
内山商会が寄贈

▲組み立て方法を説明
する内山社長（左奥）

5/2

㈱内山商会（内山隆社
長）が自社で開発したア
ルミ製折りたたみ式リヤ
カー100台を市へ寄贈し
ました。道具が不要で、
簡単に組み立てられるリ
ヤカー。一番の特徴はパ
ンクしないタイヤで、災
害時の資材や負傷者の運
搬に役立ちます。内山社
長は「地元メーカーとし
て地域に貢献したい」と
話しました。

大空に向かってジャンプ！
NPOが体験イベント開催

掛川城三の丸広
場で街中トランポ
リン広場が開か
れ、普段体験でき
ない屋外のトラン
ポリンを楽しもう
と、多くの家族連
れが列をつくり
ました。参加し
た子どもたちは
「楽しかった」
「バランスをと
るのが難しかっ
た」などと声を
▲お城を背にトランポリンを楽しむ参加者
弾ませました。
イベントは7つの市民団体からなる「かけが
わNPO村」が開催し、誰もが楽しめる手作り
おもちゃや、くぎを使わず組み立てられた
ジャングルジムの体験なども行われました。

5/11

母の日に感謝を込めて
園児にカーネーション贈る

天浜線へ木製ベンチ寄贈
北中3年生がホームに設置

北中学校3年生187人が、1年生のときに製作
した木製ベンチ10基を、天竜浜名湖鉄道に寄贈
しました。学校林を管理するNPO法人の会員か
ら学校の授業でかんなのかけ方などを学びなが
ら製作。縦50㌢、
横150㌢、重さ約
30㌔のベンチを
完成させました。
生徒会役員が掛川
市役所前駅を訪
れ、3基をホーム
に設置しました。

▲ベンチを設置する生徒たち

25

4/30

▲園児にカーネーションを贈る大場さん（右）

「母の日」を前に、花の生産者の大場猛雄
さん（沖之須）が横須賀幼稚園を訪れ、全園
児72人にカーネーションを贈りました。大場
さんが「家族のために働くお母さんに、感謝
の言葉を言いながらカーネーションを渡し
て」と呼びかけると、園児の1人は、「いつ
もご飯を作ってくれてありがとうと言って渡
したい」と笑顔で話しました。

広報かけがわ電子版では、フォトニュースをカラーでご覧いただけます。

オールスター悲願のSG初制覇！

回

4月下旬に福岡県の飯塚オー
す︒優勝したレースでは︑内側

る格闘技﹂とも言われていま

オールスター戦で︑市内在住の
6番車からスタート︒そのまま

が有利の中︑外側から3台目の

トレース場で行われた第

オートレーサー佐藤貴也さん
先頭に立ちました︒﹁自分のス

初優勝を飾りました︒このレース

︵ ス ー パ ー グ レ ー ド ︶ で 見 事︑

身が描く会心のレース展開に︒

かせないところ﹂と︑まさに自

タイルは︑前を走って後ろに抜

立ちました︒この勝利に﹁表彰

て︑オートレースを多くの人に

ルホルダーに恥じない走りをし

今後の目標について﹁タイト

式に多くのファンが残ってくれ

知ってもらいたい﹂と力強く話

選手の頂点に

た︒周 囲 か ら も た く さ ん 祝 福 さ
してくれました︒

㍍のコースを舞台に競

巧みに操り︑直線部分では約

います︒600ccのバイクを

㍍︑幅

オートレースは︑1周500

せていました︒

たと実感した﹂と終始笑顔を見

れ うれしかった︒すごいことをし

ファン投票上位

で︑賞金1300万円を獲得︒

︵
︶が最高位クラスのSG

37

150㌔のスピードが出ること

▲終始先頭を走って優勝を飾った
佐藤選手（手前・飯塚オートレース場で）
©kohokan H.SHIMIZU

今年

月に

周年を迎える大須賀

25

台分の駐車場を完備︒販売所

が訪れます︒

格も人気のひとつ︒年間

万人以上

物は︑新鮮さはもちろん︑手軽な価

ります︒毎朝市場に出品される農産

それを支える出荷者は215人に上

加工品約200品目が店頭に並び︑

ます︒四季折々の野菜やフルーツ︑

のほか︑軽飲食コーナーなどもあり

約

ンしました︒

の拠点施設として平成5年にオープ

農産物・地場産品の販売︑観光PR

は︑国道150号沿いの観光農業や

物産センター﹁サンサンファーム﹂

12

か︒

恵みにふれてみてはいかがでしょう

南部エリアで育った豊かな大地の

と声を弾ませます︒

域のさらなる活性化につなげたい﹂

を数多く取りそろえ︑地場産業や地

店長の岡田昇さんは﹁よりよい物

いるほど好評︒

県外からも買い求めるリピーターが

た歯ごたえのゴールドラッシュは︑

も︑甘みが強く︑シャキシャキとし

チャなどが店頭を彩ります︒なかで

ルドラッシュ︶や小玉スイカ︑カボ

からは夏野菜のトウモロコシ︵ゴー

いちご狩りシーズンが過ぎ︑6月

30

96

70

33

も︒猛スピードで激しいバトル

南部エリアのアンテナショップ
農・商・工一体となって地域活性化

▲旬な農産物や特産物が豊富にそろっています

（下西郷）
が繰り広げられることから﹁走

2

004年に19歳でデビュー。これま
で通算優勝回数は20回。GⅡ以上
のグレードレースは7回。今期ランキ
ングは398人中で9位。6月13日（水）
〜17日（日）に浜松オートレース場に
出場予定。趣味はスケートボードと
バス釣り。

30

佐藤貴也さん
オートレーサー

37

きんじろうくん

大渕地区

サンサンファーム
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年に建設され

周年

宇 宙 が身近に感じられる場 所
奥州宇宙遊学館が開館
奥州宇宙遊学館は︑大正
た緯度観測所旧本館を改築して開館した施
設で︑国立天文台水沢VLBI観測所のキャ
ンパス内にあります︒木造2階建てのドイ
ツ風建築の館内では︑歴史的な天文機器の
展示など天文・宇宙の体験ができ︑多くの
周年を迎えたことから︑記

来館者でにぎわっています︒
今年︑開館
日に開催され︑関係者が節

目を祝うとともに今後のさらなる発展を願

念式典が4月
いました︒これまで運営に尽力された1団
体3人に感謝状が贈られたほか︑同天文台
の小久保英一郎教授による記念講演会が行
われ︑同キャンパス内に設置された天文学
専用スーパーコンピュータ﹁アテルイ﹂に

4月から5月にかけ︑市内
各所でドラマや映画︑旅番組
の撮影が行われ︑多くの市民
エキストラが活躍しました︒
二

その一つ︑二宮金次郎の生
涯を描く映画﹁地上の星
・

日︑掛川

宮金次郎伝﹂︵来春上映予定︶
のロケが4月
だ

日には2019年NH
ばなし

きますので︑ぜ

どで提供してい

ホームページな

の募集情報を市

後もエキストラ

ていきます︒今

の向上を目指し

知名度や愛着度

を通じて︑市の

影の誘致や支援

映画やドラマ撮

市は︑これら

上げました︒

れ ぞ れに 与 え ら れ た 役 を 務め

約100人のエキストラがそ

定の大日本報徳社で︑市民ら

も︒明治期の柔道場という設

京オリムピック噺〜﹂の撮影

K大河ドラマ﹁いだてん〜東

5月

に撮影に臨みました︒また︑

合田雅史さんら俳優陣ととも

ごう

城御殿で行われ︑金次郎役の

20

ひご参加くださ
い︒

献血

福祉課（☎21-1140）
と き 6/19（火）、7/17（火）9：15〜16：00
ところ 市役所北側駐車場

・

精神保健福祉総合相談

月

ごみの休日受け入れ

と

環境資源ギャラリー（☎23-2273）
き 6/9（土）
・24（日）、7/14（土）
・22（日）
9：00〜11：30

4年ぶり2回目︒広報を担当
させていただきます︒5年前に
編集後記で︑わが子の小学校入
学の様子を書きました︒その子
も今年で6年生︒心も体も大き
くなりました︒一方で私は︑と
いうと・・・︒大きくなったの
はお腹周りと態度くらいでしょ
うか︒反省です︒
新たな気持ちで広報1年生︒
初心を忘れず市内を飛び回りた
いと思います︒どうぞよろしく
お願いします︒あと︑今年こそ
は︑絶対に痩せるぞ〜! ︵井︶

KOHO KAKEGAWA 2018.6
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世帯数

女

男

■市の人口（5月1日現在） 人数世帯数（前月からの増減）

西部健康福祉センター掛川支所（☎22-3263）
と き 6/26（火）、7/27（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）

7

※使用している薬（外用薬を含む）の名前を伺います。

6

19

10
10

よって明らかになった宇宙の姿の説明に︑

▲記念講演会で「アテルイ」の研究成果を説明
する小久保英一郎教授

22

▲掛川城御殿で「地上の星・二宮金次郎伝」の撮影に臨む
五十嵐監督（右）や市民エキストラたち（4月）

21 10

出席者は興味深く聞き入っていました︒

Oshu

みち のく魅 力 発 信
つ な げ る・つ な が る

二次元コード
携帯電話webサイト
「モバイル掛川」

58,923人（＋32） 58,719人（＋ 5） 44,442（＋70）
56,996人（＋10） 56,608人（＋19） 42,423（＋65）
1,927人（＋22） 2,111人（−14） 2,019（＋ 5）

117,642人（＋37）
113,604人（＋29）
4,038人（＋ 8）

住民基本台帳人口
日本人
外国人

岩手県奥州市
姉妹都市

フィルムコミッションで市民エキストラが大活躍

市内で映画やドラマ撮影
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