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あなたの夢、描いたつづきは掛川で。
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倉真小学校3年生がお茶摘み体験

が実現できるまち︒そんな言葉

積極的に売り込むと同時に︑市民も
見・磨き上げ︑創造していきます︒

る市民力や地域資源が整っているこ

入れられる懐の深さと︑夢をかなえ

夢を実現したい人が全国から集まっ

え︑みんなが笑顔で夢を語り出す︒

増します︒掛川の魅力をみずから伝

情報発信した分だけまちは輝きを

とを広く伝えるブランドメッセージ

企業︑地域︑市民活動団体︑大学︑

市民協働会議で魅力発信

進んでいます！
オール掛川による情報発信

る取り組みを紹介していきます︒

てくる︒そんなまちへの第一歩とな

人口減少が進む状況にあっても﹁選

ジづくりを進めてきました︒地方の

民協働によるまち﹂といったイメー

ち﹂﹁報徳思想が根づくまち﹂﹁市

的になる前から︑﹁生涯学習のま

︵以下﹁ＣＰ ﹂︶という言葉が一般

掛川市は︑シティプロモーション

を発表しました︒

市 は 今 年３ 月 ︑ さ ま ざ ま な 方 を 受 け

もらえたらうれしいですよね︒掛川

夢

掛川の魅力を市民総ぐるみで発信する「掛
川流協働力によるシティプロモーション」
が昨年度から本格的に動き出しました。
今年度は新たな事業がめじろ押し。みんな
でシティプロモーションを進め、「このま
ちが好きだ」「このまちで夢を実現した
い」という掛川ファンを増やしましょう。
シティプロモーション課（☎21-1123）
まだ気付いていない地域の魅力を発

あなた
描いた の夢、
掛川で つづきは
。
を︑市民から︑全国から言って

セージ

ばれる都市﹂となるために︑掛川を
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■平成29年4月、もえぎ色
に染まる五明区の茶園で、
ちっちゃな茶娘（堀井い
ちかちゃん（五明））が
サイクリストらを出迎え
た。あまりのかわいさに
撮影希望者が殺到。SNS
で世界へ発信された。

ドメッ

ブラン
掛川市

特集・シティプロモーション

が集まって︑掛川の魅力を 考え︑発

各 種 団 体 ︑ 行 政 な ど１０ ０ 団 体 余 り
ンボル︒光を当てることで魅力に磨

さ ん ︵３ 年 ︶ は ﹁ 掛 川 城 は 市 民 の シ

市民活動団体︑地縁団体︑
企画提案書などの書類を
５ 月１ 日

〜

審査会により選考

月

日

掛川の魅力発信

きをかけたい﹂と語ってくれました︒

市民提案型の
ＣＰ市民協働事業を募集

市民︑企業など協働力によるＣＰ

募
を推進し︑ブランドメッセージ﹁あ

選考

夢かなうまちへのプロローグ

信する﹁シティプロモーション市民協
働会議﹂を開催しています︒

みんなが気付いていないまちの魅
一緒に取り組んでいただける企業
なたの夢︑描いたつづきは掛川

力とは？発信方法は？
や団体を募集しています︒一緒に掛

ません︒
契約限度額
応募資格
企業など

応募期間

シティプロモーション課まで提出

応募方法

万円︵委託事業︶

画を募集します︒事業の大小は問い

で︒﹂のイメージ構築につながる企

川の魅力を発信しませんか︒

高校生が光のアートで
掛川の魅力を磨き上げた

月から計３回にわたり︑

掛川西高校生徒有志による実行委員
会が︑昨年
掛川城天守閣などを活用したプロジェ
クションマッピングを行いました︒

きっかけは授業のＩＣＴ ︵情報通

などと協働し︑企画を

■上）平成30年1月、掛川西高校
生徒によるプロジェクションマッ
ピング 下）平成27年7月、中心
市街地で開かれた「かけがわバン
ドフェスティバル」で同校生徒た
ちがダンスを披露

わ街づくり

まで︵予算状況に応じて期間延長

(水)

材を使い︑掛川のことを多くの方に

31

あり︶

10

知ってもらおうと企画︒市やかけが

信技術︶講習会︒掛川ならではの素

50

詳細は市ホームページ参照
※

3

(火)

12

（株）

実現しました︒映像担当の二宮晴高

高校生の夢を
協働力と実行力で実現

希望の該当番号を明記し︑顔写真
と 全 身 写 真 の デ ー タ を 各１ 枚 添 え
て申し込み
個人情報は外部に開示することなく︑
※
目的以外に使用することはありません︒

締め切り ５月 日 正午

年４ 月 か らＣ Ｐ サ イ ト ﹁ 掛

掛川の魅力フォト大募集
インスタでも応募可能
﹁掛川物語﹂がより魅力的になる

募

んよ︒

を発見できるかもしれませ

なたも知らない掛川の魅力

過ぎて見過ごしている地域資源︑あ

川の魅力を発信︒普段から当たり前

成で︑﹁移住・定住﹂を促進する掛

掛川の暮らしにフォーカスした構

川物語﹂を開設しました︒

平成

ＣＰサイト﹁掛川物語﹂オープン

詳細は市ホームページ参照
※

ＮＨＫドラマ番組部︵☎０３ ６‑４
５５ １‑８６２︶

(木)

市民︑観光客がみずから
情報発信し売り込みます！
フィルムコミッションで
自慢話に花が咲く
映画やドラマ撮影の誘致や支援を
通じて︑市の知名度や愛着度の向上
を目指した取り組みを進めます︒
﹁○○○って映画︑私のまちで撮
影したんだよ﹂﹁あの名シーンは︑
このベンチで生まれたんだ﹂﹁エキ
ストラで出演したよ﹂︒そんな会話

ばなし

午 前７ 時 〜 午

10

ズ︑募集人員①〜④の

身長・体重・足のサイ

ドレス︑緊急連絡先︑

ンスタグラムで募集します︒

人物などの写真をメール︑またはイ

な掛川︑お気に入りの風景やグルメ︑

応募方法 メール︵ m02711-idaten- よ う ︑ ブ ラ ン ド メ ッ セ ー ジ ﹁ あ な た
の夢︑描いたつづきは掛川で︒﹂に
︶に氏名︵よみが
extra@li.nhk.or.jp
ちなんだ︑あなたが見つけた魅力的
な︶︑年齢︑メールア

人︑女児５人

30

■CPサイト「掛川物語」。「私たちはあな
たを誘う」のメッセージに誘われクリック
すると、見慣れた光景・風景が誇らしく感
じられます。
このほかにも、移住者の物語や、各プロ
モーション事業を紹介しています。

あなたのおすすめ写真をメール、
インスタで

やＳＮＳの自慢話に花が咲きますね︒

募

２０１９大河ドラマ
エキストラ大募集

日

﹁いだてん〜東京オリムピック噺〜﹂

５月

代

人︑④

30

撮影日程
後６時︵予定︶
代の女性
人・女性

人︑③

① 代〜 代の男性 人︑

(火)

30

10

募集人員
代〜

代の男性
10

②

35

22

10

25

20

５ 歳 以 上 で 小 学 校 入 学 前 の 男 児５

〜

60 10

■市内には、あまり知られていないあなただけの絶景スポット
やグルメ、たくさんのインスタ映えポイントやシーンがありま
す。今回募集するコンテストを利用して、掛川市の新しい魅力
を発信・創造してみませんか？シティプロモーションは市民が

楽しまなければ、魅力は伝わりません。「近き者説べば、遠き

よろこ

者来らん（論語）」

きた

4

特集・シティプロモーション

（CPサイト「掛川物語」より抜粋）

レットなどに使用させていただきま

付けてインスタグラムに投稿

﹁＃ 掛 川 物 語 ﹂ の ハ ッ シ ュ タ グ を

■インスタグラムで応募

す︒入賞者にはすてきな賞品を用意︒

応募写真はホームページやパンフ

みなさんの応募をお待ちしています︒
30

(土)

ガイド﹂に︑掛川市のプロモーショ

ン動画や記事を掲載しています︒

外国人取材陣が外国人の視点で動

画や記事を作成︒今後開催されるラ

グビーワールドカップや︑東京オリ

ンピック・パラリンピックなどを控

え︑積極的に掛川の魅力を発信して

訪日外国人観光客に向けた日本の

覧いただき︑海外のみならず︑日本

してください︒

同ウェブサイトで公開中︒ぜひご

内︶︒住所︑氏名︑電話番号︑応

観光情報サイトとして高く評価され

の友人︑知人にも掛川の魅力を拡散

いきます︒

募テーマ︑作品タイトルを明記の

ている人気ウェブサイト﹁ジャパン

海外の掛川ファン増加計画
インバウンドで交流促進

当選発表や詳細はＣＰ サ
※
イト参照

応募期間 ５月１日 〜６月 日
当選発表 ７月 日
■メールで応募

(水) (火)

１ 人２ 点 ま で ︵１ 点 最 大２ Ｍ Ｂ 以

18

に送信で応募
うえ︑ km@bt-r.jp

﹁こうしたい﹂に向き合い︑
夢が実現できる掛川に

みなさんの周りや暮らしの中に︑

紹介したい場所︑文化︑作法はあり

ませんか︒もっと学びたい︑もっと

磨き上げたいことはありませんか︒

このまちの魅力や情報を発信すれば

するほど︑このまちは輝きを増し︑

住民は誇りを︑市外の方は憧れを抱

くようになります︒

あなたが夢みる﹁こうしたい﹂に

向き合い︑生涯夢を追い続けられる

まち︑希望で満たされるまち掛川

へ︒ひとりでも多くの方の夢がこの

掛川で実現できるよう︑その土壌を

一緒に作っていきましょう︒

KOHO KAKEGAWA 2018.05
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■山内一豊公のよろいをまとい、掛川城周辺を
取材する訪日外国人向け人気ウェブサイト
「ジャパンガイド」の記者ら（平成29年12月）

縁あって知り合った人からのつながりで、昔からやっ
てみたかったカフェをオープンした。掛川の地で「カ
フェのオーナーシェフ」という第2の人生が始まった。
「この店ができたことで、おもしろい出会いがいっぱ
いある。今までは会いに行かないといけなかったけど、
待ってたら来てくれるからね」と語る。
好きなことで生きている人を支持するまちは、自由に
生きている大人に寛大なまちなのだ。
掛川で自由に楽しく暮らし、人生の折り返しを過ぎた
人の暮らしがそこにはあった。

好きなことで生きる人を支持するまちは︑人に寛大なまち

カフェを開いた移住者の物語

介護予防のチカラ
ともに自立するために

健康長寿課（☎21-1142）

〜 歳代をはじめとする高齢者のみなさんは︑体力的にも﹁自立﹂し
ており︑多くの方は介護認定には至っていません︒一方で︑高齢者のみ
なさんが︑社会で活動する場が少ないことが課題といわれていて︑健康
づくりを実践する場の確保が求められています︒
こ こ で 紹 介 す る﹁介 護 予 防 ボ ラ ン テ ィ ア﹂は︑高 齢 者 の 社 会 参 加 や コ
ミュニケーションの場の広がりに︑大きなきっかけとなっています︒さ
ら に︑こ う し た 活 動 が︑自 他 と も に 生 き が い に つ な が り︑介 護 予 防 や 閉
じこもり防止にもつながっています︒

今や日本全国で大きな問

口の減少や少子高齢化は︑

のやる気スイッチを入れる﹂

寿命を延ばして﹁健康づくり

護予防ボランティアは︑健康

介
題となっています︒掛川

をテーマに︑中高年や高齢者の体力
歳以上の高齢者の割合が
約 ％︵ ※
︶ と な り ︑３ 人 に１ 人
が高齢者︑平成 年には約 ％

65

だりして︑地域でできる健康づくり

や体力づくりを実践する方たちのこ

とをいいます︒市はボランティアを

育成するために﹁介護予防ボラン

るといわれています︒こうした時

代が訪れる前に︑﹁自立﹂してい

座では︑自立体力測定や運動

のしかた︑健康セミナーなど

健 康 長 寿 の 知 識 を 得 な が ら︑教 え る

の 運 営 方 法 を 学 ん で い ま す︒
市では介護予防に向けた取り組み

側 も 教 わ る 側 も︑と も に 楽 し く 健 康
育成しています︒
︵ 国
※立社会保障・人口問題研究所の推計︶

ポート隊﹂という介護予防ボラン

講座が終わると﹁茶ちゃっとサ

で自立することを目指しています︒

として︑介護予防ボランティアを

る 高 齢 者 が１ 人 で も 増 え る よ う ︑

人が受講しています︒

44

講

れ上がり︑日常生活にも影響が出

護や医療にかかる社会保障費が膨

︵ ※
︶とさらに高齢化が進行して
くことが予想されています︒

35

テ ィ ア 育 成 講 座 ﹂ を 開 催 ︒３ 年 間 で

52

このように高齢化が進むと︑介

31

を評価したり︑運動実践方法を学ん

年には︑

70

市も例外ではなく︑平成

60

市内の

37

人

茶ちゃっとサポート隊による教室「がんばれ！筋ちゃん体操」

6

ひ

他人の健康も自分の健康も大切

と

参加者のみなさんが「元気の源」

しゅん じ

育成講座で学んだことを基本に︑

ティアの活動が始まります︒現在︑ チューブを使ったりして︑みんな

簡単な運動やレクリエーションを

教室の進行やサポート役まで全て

30

人 の 方 が サ ポ ー ト 隊 に 登 録 し ︑ ができる簡単な体操を行います︒

楽しんだりして︑介護予防に取り

ふれあいを大切にして実施してい

ます︒

２つ目は︑地域の公民館や公会

を行いながら︑地域の方たちとの

ちゃっとサポート隊の活動

堂に出向く﹁おでかけ講座﹂を行

内容は３ つ︒１つ目は︑

います︒これは︑簡単な体操やレ

65

組んでいます︒

茶
歳以上のみなさんが決まっ

クリエーションを実施して︑地域

KOHO KAKEGAWA 2018.5

た場所へ集まり︑介護予防活動の

7

の健康づくりのお手伝いをします︒

体力測定や健康づくり教室の運営方法を学び、地域活動の
担い手となるボランティアの育成講座です。（全9回）
とき 6月12日（火）・26日（火）、7月4日（水）・10日（火）
17日（火）・31日（火）、9月4日（火）・10日（月）
※実習があります。（日程未定）
ところ 市役所4階会議室1（※7月10日（火）は徳育保健センター）
対象
65〜69歳の方（平成30年4月1日現在）
定員
20人
申込方法 5月25日
（金）までに電話で申し込み（申込順）

﹁がんばれ！筋ちゃん体操﹂を運

健康長寿課（☎21-1142）

３ つ 目 は ︑ 月 に１ 回 定 例 会 を 行

申 問

営します︒この教室では︑ゆっく

介護予防ボランティア育成講座
に参加しませんか

い︑ボランティア同士が顔を合わ

せて意見交換をし︑学びながらよ

り良い活動をみんなで考えていま

す︒

退職が近づいたころから、地域のため
にできることがあれば活動したいと思っ
ていました。介護予防には興味がありま
したが、そんなときに、ボランティアの
存在を知りました。体を動かして、自分
も健康になるし、教室に来てくれる人た
ちも健康になるなら良いと思い、講座に
応募しました。
講座に行くと、自分と同世代の方たち
がたくさんいて互いに健康について話を
しました。みなさんも自分と同じ思いを
持っていることが分かり、ますますやる
気になって、講座を終えると同時に、茶
ちゃっとサポート隊へ入りました。
今では、参加者とともに教室で運動し
ながら汗をかいたり、コミュニケーショ
ンや交流も増え、心も体も健康で過ごせ
ています。参加者のみなさんが元気の源。
これからも、みなさんとともに自分も楽
しく運動できるよう、元気に活動してい
きたいですね。

月に1回行う定例会

り足を上げ下げしたり︑ゴム製の

茶ちゃっとサポート隊
森下俊次さん︵ 歳・幡鎌︶

66

年度掛川市消防団が始動

過去最高800人超え
平成

な災害時︑地域の防災リーダーとし

す︒
実際︑阪神・淡路大震災や東日本
大震災では︑消防団を筆頭とした地
域防災力が一番重要な役割を果たし
たと言われています︒

年度新入団員

私はこ
こに日
本国憲
擁護す
法を尊
るとと
重し、
も
に、命
かつ、
を順守
令およ
し、良
び
法
心
令
に
の規定
従って
防の任
誠実か
務を遂
行する
つ公平
ことを
に消
厳粛に
誓いま
す

き

たい き

た

2
落合一義︑粟本＝山崎健
松永和実 ※ ︑

郎︑川島一成︑日坂＝服部充︑東山＝

二＝ 北 野 高 通 ︑ 落 合 永 直 ︑ 村 松 裕 一

＝赤堀秀馬︑松嶋康仁︑奥村晃佑︑掛

輔︑平野翔太︑掛川＝永田雄哉︑中央

美広貴︑森下大樹︑石川直希︑岩元慶

こう

子卓也︑駅南＝三浦颯太︑上内田＝渥

朗︑西山口＝榛葉太一︑谷口和生︑兼

かず ま

第一＝鴨川悠太︑青野隼大︑加藤光太

しょう

1
1
斉藤奈々 ※ ︑
後藤舞子 ※ ︑
枝村未歩 ※ 1

予防指導隊＝河上真帆︑曽根貴美香︑

平成

宣誓

多︑西郷＝戸塚寿典︑戸塚裕貴︑宮内

8

有海将也さん

大東第二分団団員

代表

若き防災リーダーがまちを守る

火︑豪雨被害など︑さまざまな大規

て大きな力を発揮した消防団の重要

模災害が発生しています︒そのよう

年度消防団入退団式が4月

新入団員103人
前年比 人増の入団者
平成

消防団員は︑その管轄区域に居住

性が改めて注目されています︒

で挙行されました︒団本部や団員ら

1日︑市総合体育館﹁さんりーな﹂
約550人が集結︒多くの来賓が見

している方︑または市内に勤務して
いる方なので︑地域の特性を熟知し
ています︒急傾斜地などの危険箇所

守る中 ︑団長の遠藤健太郎さんが
人の退団者へ感謝を述べるととも

安全な避難場所などの情報をあらか

や高齢者が1人で暮らしている家︑

きな期待を寄せました︒

じめ把握しています︒地域を守る上
でこれらを把握していることは重要

団員数は前年度と比べ

801人︒800人を超える団員数
を確保できたのは平成
なりました︒

地域の危険箇所などを
把握している消防団員
ここ数年︑東日本大震災や火山噴

人命救助などの活動が可能になりま

なことで︑災害現場で的確・迅速に

人増の

に︑103人の新入団員の活躍に大

89

年度の新市

14

合併以降初めてで︑最多の団員数と

17

30

30

14

30

消防本部総務課
（☎21-6101）

決意新たに

〜新入団員からひと言〜

新入団員

生まれ育った地域の防災に
貢献できるよう頑張ります

生まれ育った地元に貢献し、
信頼される団員を目指します

入団しなければ出会うことがな
かったかもしれない同級生や先輩た
ちと、地域防災の要として活動でき
ることを楽しみにしています。先輩
団員とともに消防団活動を通じて同
じ目標に向かって頑張りたいです。

自分たちで地域の方々の生命や財
産を災害から守るという責任感を持
ち、日ごろの訓練や防災訓練に取り
組んでいきたいです。また、消防団
活動を通じて地域住民の方々と交流
を深めていきたいと思います。

「市民の生命と財産を守る」。こ
れを常に心の中におき、生まれ育っ
た地元に少しでも貢献できるように
責任感を持って活動していきたいと
思います。地域に信頼される消防団
員を目指して頑張っていきたいです。

新入団員

予防活動を通じて防災・減災に
積極的に取り組みたいです
地震や津波などの大きな災害時
は、日ごろの備えが重要であること
を予防活動を通じて伝えていきたい
です。地域のみなさんが少しでも防
災に興味を示すようなPRをできる
よう頑張ります。

ひろ き

1
智貴︑一瀬大輝︑尾白啓太 ※ ︑
倉真＝

五條誠︑松浦広樹︑大石淳平︑原谷＝

きずく

有馬健太郎︑藤本郁也︑北村仁志︑河

住慎吾︑原田＝山本築︑戸塚祐太︑原

泉＝平出秀憲︑中山人志︑曽我＝長井

郁織︑桜木東＝佐藤健太︑中林夏貴︑

桜木西＝田宮章裕︑鈴木優弥︑和田岡

＝大場博仁︑小柳貴裕︑西尾優人︑大

東第一＝藤原詳太︑本間卓也︑鈴木隆

たか ふみ

広︑佐藤滉平︑細川和朗︑小林勇希︑

ゆう すけ

し

大東第二＝有海将也︑二村悠吾︑船田

つよ

拓馬︑石井佑育︑福田貴史︑大東第三

＝名倉省吾︑神谷信太郎︑山本剛士︑

鈴木一馬︑伊藤裕太︑大東第四＝山﨑

や

太郎︑久保山裕介︑中島幹尚︑大東第

ふみ

五＝松本光平︑鈴木大介︑飯田翔太︑

ひかり

安藤和樹︑大東第六＝鈴木雅之︑厚原

克成︑杉本拓美︑鈴木晃︑浅羽郁哉︑

まさ のり

大須賀第一＝小野祐輔︑植田健太︑松

とう はら

本崇弘︑大須賀第二＝土屋昌紀︑村松

げん き
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裕斗︑鈴木康仁︑溝口征史︑清水宗

久︑鈴木元基︑東原啓悟︑大須賀第三

＝横山秀成︑杉山慧︑大須賀第四＝都

築寛人︑水野翔太︑松下峰央︑岩田慧

太︑金原有希︑星野良介︑相楽翔太︑

内海信哉︑栗原大輔︑青野翔太

※ 1平成 年度途中入団︑※ 2再入団

29

新入団員のみなさん、入団おめでとう
ございます。訓練や点検など、活動範囲
は広いですが、多くの先輩団員から指導
や教育を受け、一日でも早く一人前の消
防団員となっていただくことを期待して
います。
全国的に団員減少が大きな問題となっ
ているなか、掛川市消防団は総員801人
で活動することができます。これは掛川
市消防団の歴史上最多の団員数です。
団員一丸となって、実災害に即した、
実災害に強い消防団を目指し、掛川市の
安心・安全なまちづくりのため努力しま
しょう。

予防指導隊

掛川市消防団長
遠藤健太郎さん（倉真）

河上真帆さん︵横須賀︶

実災害に即した、実災害に強い消防団に!
地域の防災リーダーとして活躍を期待しています

9

大須賀第四分団

新入団員

青野翔太さん︵東大谷︶

大東第三分団

新入団員

鈴木一馬さん︵三井︶

桜木東分団

中林夏貴さん︵下垂木︶

先輩や後輩の垣根を超えた
仲間づくりを大切にします

地震による家屋の倒壊から命を守る「 T O U K A I ‐ 0 」

自宅や店舗は
安全+安心ですか?

静岡県では、21世紀最初の年を「防災元年」と位置付け、減
災に取り組んできました。それから早17年が経過し、幸いに
も東海地震は発生していませんが、大規模地震の危険性はます
ます高まっています。掛川市も「自らの命は自ら守る」を原則
とした各種の取り組みに対し、支援制度を継続していきます。
家庭やご近所、地域の安全と安心にご活用ください。
都市政策課（☎21-1152）

万円

部︵補助限度額

万4千円︶

補強工事は住みながら進め

を補助します︒

る可能性が高いため︑耐震工

ることができるため︑工事を

を兼ねた改修などの要望を設

事などを検討してください︶

診断の結果︑どこに︑どの

計者に伝え︑相談しながら無

したくない場所やリフォーム

年

ような補強を施すのかを検討

万円です︒
年

理のない計画を検討できます

補強計画を立てる

木造住宅の耐震補強に補助
補助限度額は最高
一般世帯は 万円︑
高齢者の
み世帯などは
買物券交付事業は平成
度で終了しました︵平成

するため︑建物の所有や居住

︵平成 年度実績の費用平均

日以前に着

の3分の2以内

②店舗や事務所︑工場など︑

は

者に対し補強計画作成費の一

度実績の費用平均は156万
9千円︶︒

年6

日以前に着

耐震補強工事への流れ
年5月

補助対象
昭和

手した木造住宅︵昭和

年5月

一戸建て住宅以外は床面積

万2千円︶︒

■吹付けアスベストなどの飛散を防止するための除去対策工事
に上限60万円（含有調査を希望する方はご相談ください）

月以降に増築した住宅でも︑
対象家屋と構造的に一体と
なった木造住宅は対象︶
専門家による無料診断
電話で申し込み︒市が無料
で専門家を派遣し︑耐震診断
を行う︵評点1未満は倒壊す

補助対象
昭和

手した木造以外の建築物の耐

に応じて算出した基準額と

診断経費を比較し︑少ない

震診断を行う場合

補助額

200万円︶

方の3分の2以内︵上限
万4千円と診

①木造以外の一戸建て住宅
は︑基準額

14

■対象道路に面する危険なブロック塀などを撤去する工事は、
上限10万円（造り替えは事前に相談）
■中心市街地の道路や緊急輸送路、避難地などに面する危険な
ブロック塀の改善工事は上限25万円

29 29

断経費を比較し︑少ない方

アスベスト除却

29

ブロック塀などの撤去・改善工事

31

31

13

16

そのほかの建築物に関わる補助

95 65

木造以外の既存建築物などにも補助

▲工事が困難な方は補助のある耐震シェル
ターや防災ベッドをご検討ください。

95

56

56

56

10

Information

掛

行政課
（☎21-1133）

川市職員募集

平成31年4月採用予定

■採用予定職種・応募要件
職種

採用予定

◎一般事務

20人程度

消 防 士

年齢要件

資格要件（見込み含む）

平成3年4月2日以降に生まれた方

なし

平成5年4月2日以降に生まれた方

◎土木技術

若干名

◎建築技術

土木専門課程修了者
平成3年4月2日以降に生まれた方

保健師資格取得者
若干名

大学、短期大学または
高等学校を卒業した方

建築資格取得者

◎保 健 師
上記◎の職種
（職務経験者）

学歴要件（見込み含む）

昭和53年4月2日以降に生まれた方

大学、短期大学を卒業した方

同一企業で3年以上の職務経験がある方
※資格・学歴要件取得期限は、平成31年3月末日とする。

■受験手続き
申込書を市ホームページから取得
するか、市役所4階行政課で受け取
り、5月7日
（月）〜31日
（木）までに直
接提出、または郵送（5月31日
（木）必
着）。
詳しくは市ホームページをご覧く
ださい。

市民と一緒に掛川
を盛り上げよう!

平成29年度
新規採用職員

けてるかな?特定健診
知ってるかな？特定健診

受診票の発送
5月末〜6月

歳以上

国保加入の40〜74歳が対象です

市の国民健康保険に加入し

ている方で︑血圧・糖尿病の

治療をしている方や︑生活習

慣病が重症化して起こると言

われる脳血管疾患や心疾患を

治 療している方が増えていま

す︒

しかし︑特定健診の受診率

は減少傾向にあります︒自覚

症状がない今こそ︑生活習慣

病をいち早く見つけて予防す

るために︑年に一度の特定健

検尿︑血圧測定︑

診を受けてみませんか︒

検査内容

歳以上︵および

65

に随時郵送します︒

※
で一定の障がいのある方︶

の後期高齢者医療健康診査

の受診票は7月ごろ郵送

受診票同封の医療

1200円

機関一覧表をご覧ください︒

実施機関

自己負担

勤務先での健康診断結果報
告のご協力をお願いします

75

内科診察︑血液検査︵脂

質・血糖・肝機能・腎機

歳の方︵平成

74

能・貧血︶

40

〜

日時点︶

31

国民健康保険に加入し

ている

31

年3月

対象です︒

月まで︒

月はインフルエンザ

※定期的に受診している方も

〜
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受診票が届いた日

勤務先などで健康診断を受け

12 12

健診時期

予防などで混雑しますので

た場合︑結果のコピーを健康づ

11

11

から

※
月までの受診をお勧めし

を受診したことになります︒健

くり課へ提出すると︑特定健診

康づくり課までご連絡ください︒

月以降は医療機関

へ問い合わせてから受診し

ます︒

てください︒

11

10

対象

受

健康づくり課
（☎62-6151）

インフォメーション

ゆったり子育て三世代応援事業

をもてる三世代同居を始める世

市は︑毎日の子育てにゆとり
よる同居の実績がないこと

※過去1年以内に同一世帯員に

世帯住宅や敷地内同居も可︶

太陽光発電設置の交付額を変更

2262︶

環境政策課
（☎21-1218）

年度以降に本事業による交

②これまでに補助金または平成

エネルギー機器を設置

①市内にある自宅に家庭用の新

対象

︵☎

大須賀支所︵西大渕︶

・掛川みなみ商工会

新エネ機器設置で買物券
市は︑新エネルギー機器など
を設置した世帯へ﹁パートナー
シップ買物券﹂︵有効期限6か
月︶を交付します︒今年度から
新築の家の太陽光発電設置に対

新築上限3万円

設置経費の2分の1以

する交付額が変更となりました︒
交付額
内
・太陽光発電

既築上限6万円
・太陽熱温水器
上限2万円
・HEMS︵※︶
上限2万円
・リチウムイオン蓄電設備
上限6万円
・木質燃料暖房機器 上限5万円
申込方法 5月7日㈪〜平成

日㈰に次の窓口で申

48

買物券で三世代同居を応援

帯に対して︑住宅の新築など費
②三世代同居開始後︑6か月以

万円以上の事業のみ対象

築︑増改築︑購入をすること

③三世代同居のため︑住宅の新

上同居の状態が続くこと

用の一部を﹁パートナーシップ
買物券﹂︵有効期限6か月︶に
より助成します︒
買物券は︑市内商工会議所と
※
︵土地代を除く︶
④孫世代のうち1人以上が︑三
世代同居を6か月経過した時
点で小学生以下であること
⑤市税や保育料︑給食費に滞納
がない世帯であること

詳細は市ホームページまたは︑

年3月

し込み︵平日午前9時〜午後

2701︶

イ

年3月

ト

日までに設置

コ

ネ

の木質燃料を使用するもの

ッ

ト

レット・木質チップ・薪など

⑦木質燃料暖房機器は︑木質ペ

いるもの

ターフェイスとして搭載して

Lite﹂規格を標準イン

ラ

⑥HEMSは︑﹁ECHONET

エ

している住宅に設置したもの

電設備は︑太陽光発電を設置

⑤HEMS︑リチウムイオン蓄

契約のもとに設置した施設

④太陽光発電は余剰買取制度の

が完了するもの

③平成

付金を受けたことのない世帯

22

こども政策課
（☎21-1211）

市役所1階こども政策課窓口に
ある申込書類を
ご覧ください︒

4時︶
5151︶

・掛川商工会議所︵掛川︶
︵☎
︵☎

・掛川みなみ商工会︵大坂︶

31

30

-

31

商工会に加盟している店で使用

住宅の新築︑増改築︑

6月1日㈮〜7月2

日

本とする三世代が掛川市で新

31

できます︒
交付額
万円︶

購入に要する経費の2分の1
︵上限
申込方法
日㈪にこども政策課窓口で申

年3月

次の①〜⑤を全て満

し込み︵申込多数のときは抽
選︶
助成対象
たす世帯
①4月1日〜平成

31

までの間に︑親と子と孫を基

31

たに同居を開始すること︵二

31

22

-

72

-

30

※HEMS = ホーム エネルギー マネジメント システムの略

12

インフォメーション

高齢者の詐欺被害を未然に防止

詐欺電話等対策機器の
購入費助成開始
象とした振り込め詐欺や悪質な
・補助金請求書

・補助金交付申請書

申し込みに必要なもの

電話勧誘販売などを未然に防止
・領収書の写し︑印鑑

市は︑深刻化する高齢者を対

するため︑本年度から3年間
・機能が記載されているカタロ
グまたは取扱説明書の写し

﹁詐欺電話等対策機器﹂購入費
の一部を助成します︒
・口座番号がわかるもの
対象

機器を固定電話に取り付ける
と︑詐欺電話などを判断して︑

・市内に住民票があり︑現に居
歳以上の方また

赤や黄色に点灯したり︑自動で
住している

は同一世帯の方

サービスを利用されている

大好評受付中

300人が利用

エーロ﹂の普及を昨年から進め

市は︑生ごみ処理容器﹁キ

す︒

理費用の削減にもつながりま

で燃えるごみが減少し︑ごみ処

生ごみ処理容器﹁キエーロ﹂

ていて︑現在300人の市民が

自己負担

万4千円︶

4千円︵通常価格2
利用しています︒
微生物の力を利用する﹁キ

環境政策課へ電話で

対象

申し込み

申込方法
必要もありません︒利用者から

・市内に住民票がある方

わきにくいのが特徴︒水切りの

エーロ﹂は臭いが少なく︑虫が

は﹁生ごみをごみ袋に入れない

・1世帯につき1台まで

㌢×奥行

ので臭わず長く置ける﹂﹁ごみ

㌢×幅

・事業所は対象外

高さ

出しの回数が減る﹂などの声が

㌢

規格
家庭から出る燃えるごみのう

あがっています︒
ち︑約4割を生ごみが占めてい
ます︒キエーロを活用すること

90

着信を切ったりします︒
詐欺に使われる電話番号は︑
されます︒

方︑または詐欺電話等対策機

・自宅の固定電話が番号表示

※自分で電話番号

器設置までに番号表示サービ

常に自動的に更新

を登録する機能

スの利用開始ができる方
危機管理
課に連絡いただければ︑とり

機器の購入について

・一世帯1台で1回に限る

のみの機器は対

機器購入費の2分の1

まとめてメーカーに発注しま
す︒

※生ごみのうち、半分近くは食べ残し
（市調べ）

環境政策課
（☎21-1145）

キエーロ

85

ステンレス製の
フタ付き容器も
ついてきます。

危機管理課
（☎21-1131）

※販売店などで購入したものも

60

65

対象となります︒

可：リサイクル
可能なもの
不：リサイクル
不可能なもの
木・竹・わら類 その他
2％
1％

象外︒
補助額

以内の額︵上限6千円︶
年4月1日以降に購入

した機器が対象

※平成
申込方法

危機管理課窓口で申し込み

KOHO KAKEGAWA 2018.5
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〜みんなでシティプロモーション〜

今年で認定5周年を迎える世界農業遺産「静岡の

茶草場農法」は、世界から注目されている伝統農法
の一つです。桜の季節が過ぎ、もえぎ色の茶園とお
茶の甘い香りが街中に広がる掛川のゴールデンシー
ズンに、ぜひ茶草場農法の魅力にふれてください。

Vol.05

お茶振興課（☎21-1216）
CHAGUSABA NOHO

FAO認定から5年
乾 燥 さ せ た ス ス キ や サ サ な どの有
機物を利用した栽 培 方 法 ﹁茶草場農
法﹂は︑東 山 地 区 を は じ め 市 内 の 多

です︒

年5月︑イタリアのローマ

今年は認定を受けてから5年目の
節目の年となります︒

自然と共生する茶草場農法
茶草場農法は︑茶畑周辺に生育す
るススキやササなどの茶草を︑種が
落ちた秋口に刈り取ることから始ま
ります︒﹁草刈り﹂と一言で言って
も︑平坦な場所がほとんどなく︑斜
度がスキーのジャンプ台ほどの危険
な場所もあるため︑決して簡単な作
業ではありません︒
刈り取った草は︑乾燥させた後に
機械を使って細かく裁断し︑茶畑の
うね ま

①②茶草が敷き詰め
られた畝間 ③刈り
取ったススキなどを
立てた状態で乾燥さ
せている ④羽が退
化した掛川の固有種
「カケガワフキバッ
タ」
3

くの茶畑で︑古くから受け継がれて
います︒
平成

年4月現在︑世界農業遺産に
50

地域で︑そのう

20

11

ちの1つが掛川市を中心とした区域

国内の認定地域は

認定された地域は世界 か国 地域︒

平成

世界農業遺産として認定しました︒

︵FAO︶がこの農法を高く評価し︑

に本部を置く国際連合食糧農業機関

25

畝間に手作業で敷き詰めます︒茶草

あるいはそれ以上の量を必要とする

ため︑運ぶだけでも重労働です︒

こうして敷き詰められた茶草は︑

土中の微生物の繁殖や土壌の保湿︑

保温︑流出防止に役立てられ︑良質

な堆肥を生成します︒市内のお茶生

産者は︑高品質なお茶を生産するた

めに︑通常の茶栽培に加え︑手間を

惜しむこと無くこの農法をおよそ

130年も前から続けています︒

世界から注目される特別な場所

草地は長年放置すると林になり︑

%を占めていた草地が

やがて森になります︒江戸時代後半

まで国土の

を運んでみてはいかがでしょうか︒

区をはじめとする世界農業遺産に足

を見に︑ぜひ新茶シーズンに東山地

﹁静岡の茶草場農法﹂の茶園景観

や絶滅危惧種も確認されています︒

では︑300種類以上の草地性植物

します︒特に粟ヶ岳周辺の東山地区

物が生育できる環境を同時に生み出

陽光が地表まで届くため︑弱い動植

また︑毎年秋の草刈りによって太

の生育環境が守られています︒

ら森への変化を防ぎ︑持続的な草地

という人が手を加えることで草地か

ている市内の茶畑周辺は︑草を刈る

た︒し か し ︑ 茶 草 場 農 法 が 実 践 さ れ

現 在は1%以下になってしまいまし

30

ば のう ほう

ちゃ ぐさ

かけがわ
再発見
磨き上げ

30

は一つの茶畑に対して数百㌔︑数㌧︑

130年守り続ける掛川の宝です
2
4

世界が注目 ! 茶草場農法
KAKEGAWA CITY

1
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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

手の甲をのばすようにこすります。

ので︑注意が必要です︒特に高熱が

が︑改めて肝心な場面ではきちんと
に感染する力が高くなります︒主に
飛沫感染︵唾液などがせきなどで飛
んで︑これが口から入って感染す
る︶があり︑そのほかにも熱がある
程度下がってからでも便にウイルス
が入っていて︑そこから感染する場
合などがあります︒
かかってしまってからは︑特効薬
などがなく︑症状を抑えるための治
療となります︒予防はやはり︑うが
いと手洗いが一番です︒今回は改め
て︑感染症の予防になるようなきち
んとした手洗いを紹介したいと思い

で子どもがかかりやすい病気

※ヘルパンギーナ 夏に流行する急性の咽頭炎

やってみましょう︒

手首も忘れずに洗います。

出ているときや︑高熱が出る前など

指の間を洗います。

うがいと手洗いで感染症を予防しよう

昨年末から全国的に猛威を振るっ
たインフルエンザが︑今年の春先で
やっと終息しました︒ただ︑これか

親指と手のひらをねじり洗いします。

充血やかゆみといった結膜炎の症状も発症す

※プール熱 のどの痛み︑高熱に加えて︑目の

=

らの時期はまた別の感染症がはやり
やすくなります︒以前に書いたこと
がありますが︑これから
の時期は︑ヘルパンギー
ナ︵※︶やプール熱
︵※︶などの感染症に気
を付けましょう︒これら
の感染症は︑発熱︵とき
に高熱︶と咽頭の痛み︑
腫れをおこします︒小児
や乳幼児に感染︑発症す
るイメージのものです

指先・爪の間を念入りにこすります。

ます︒以前見たことがあるでしょう

る夏風邪の一種

=

流水でよく手をぬらした後、石けんをつけ、
手のひらをよくこすります。

が︑大人にも感染します

KOHO KAKEGAWA 2018.5
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小笠
医師会
掛川市
介護支援専門員
連絡協議会

（☎22-7120）

小笠袋井薬剤師会 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。

6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
親子で遊びに行ける施設を紹介します。
季節の行事や遊び、子育て
相談や子育て講座など親子が
楽しめる交流の場として、
「地域子育て支援センター」
「つどいの広場」「児童館」
があります。
また、地域にもボランティアによる「子育てサロン」
「子育てサークル」があり、地域の子育てや仲間づくり
のお手伝いをしています。
活動日や時間、場所などは市ホームページや「掛川市
子育てガイドブック」で、また、詳しい内容は市子育て
総合案内サイト「かけっこ（子育てカレンダー）」で確
認することができます。「初めての場所でちょっと行き
にくいな…」というときは連絡をいただければ子育てコ
ンシェルジュが一緒に行くこともできます。

徳育：徳育保健センター（御所原）
大東：大東保健センター（三俣）

6か月児健康相談
9：15〜9：45

1歳6か月児健康診査
13：00〜13：30

2歳2か月児
健康診査

対

象

1 金 平成30年 4月出生児

13：00〜13：30

7 木 平成29年11月11日〜20日出生児
6 水 平成28年11月 1日〜10日出生児
15 金 平成28年11月11日〜20日出生児

徳育

20 水 平成28年11月21日〜30日出生児
7 木 平成28年 3月 1日〜15日出生児
12 火 平成28年 3月16日〜31日出生児

徳育
大東

8 金 平成27年 5月 1日〜10日出生児
13 水 平成27年 5月11日〜20日出生児

徳育

22 金 平成27年 5月21日〜31日出生児
11 月

9：15〜9：30

27 水

パパママセミナー（絆はぐくみ編） 27 水
9：15〜9：30

徳育

12 火 平成29年11月21日〜30日出生児

離乳食教室

（もぐもぐごっくん教室）

徳育

5 火 平成29年11月 1日〜10日出生児

13：00〜13：30 14 木 平成27年12月〜平成28年3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
■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※）
6月の休館日：毎週月曜日、29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※）
6月の休館日：毎週月曜日、29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※）
6月の休館日：毎週月曜日、28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

35
BooKリレー○
点字付き触る絵本『さわって
たのしむ どうぶつずかん』
を紹介します。
動物の色鮮やかな写真はも
ちろんですが、毛や皮膚の感じ
が触れる本です。鳥の羽やサメ
の歯の 感 触 が すごいです。障
がいの有無や子どもも大人も
関係なく楽しめるバリアフリー
▲学校司書・高橋順子
な本です。

ワクワク・ドキドキ♪ 今月紹介する話題の本
世界の終わりの
天文台

ライバル・オン・
アイス

リリー・ブルックス=
ダルトン/著
（東京創元社）

吉野万理子/著
（講談社）

突然人類が滅亡した世界で、生き
残った老人と幼女。一方、木星探査
から地球へ帰還する宇宙飛行士た
ち。極限状態でそれそれが過去を振
り返り、物語は平行していくが、2
つの話が交わるとき…。

催

し物・展示

小学4年生の美馬は、クラスメイト
の江見香とフィギュアスケートを習
うことに。意地悪なライバルやフィ
ギュアをやめさせようとする母親。
「誰にも応援されなくても私はフィ
ギュアが好き。だから負けない。」

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：6月 1日・ 8日（金）午前10時30分〜11時
大 東：6月 1日・ 8日（金）午前10時30分〜11時
大須賀：6月 15日・22日（金）午前10時30分〜11時
※
のおはなし会では子育てコンシェルジュが
育児相談などを行っています。

よみきかせ会 ひまわりのおはなし会

17

中

央：毎週水曜日

午後3時〜

ルイス・
スロボドキン/作
（偕成社）
村の小さな時計屋さんのたくさんの
はと

鳩時計の中で、いつも一羽だけ遅れ
て鳴く鳩がいます。どうしてだろう
と店のおじいさんと子どもは一緒に
考えますが…。ねぼすけな鳩時計を
めぐるほのぼのとしたお話です。

市内32か所へ！ 移動図書館

★は各館へ申し込み、■は直接会場へ

■図書館利用者懇談会 中央
とき：6月2日（土）午前10時〜11時 ※どなたでも
■ひさよし君のふしぎな世界 大東
期間：6月2日（土）〜24日（日）
内容：独特の感性で描かれた松井久悦さんの絵画展です。
カラフルで不思議な世界をお楽しみください。
★初心者向け講座「布で作る小物」第1回 大須賀
とき：6月6日（水）午前9時〜正午
■虹いろコンサート 大東
とき：6月16日（土）午後4時〜5時
内容：歌や昔話の読み聞かせなど、子どもから大人まで楽しめます。
■報徳図書館開館90周年記念展「掛川に図書館ができた日」 中央
開館当時の写真や貴重な本などを紹介します。
期間：6月21日（木）〜7月1日（日）

絵

ねぼすけ
はとどけい

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： 6月9日・23日（土） 午後3時〜3時30分
大 東：6月2日・16日（土） 午前10時30分〜11時10分
大須賀：6月9日・23日（土） 午後3時〜3時30分

おすすめ絵本の紹介「え（ほ）んむすび」
対
中

象：家庭でよみきかせをしたい方
央：6月15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

第8代当主山﨑千三郎と同じ時代に生き、ともに掛
どなたでも
第2弾「松ヶ岡物語（全6回）」
5/12（土）13：30〜15：30
川のまちの近代化に尽力した岡田良一郎の活躍
70人
第1回講座
松ヶ岡（十王）
ぶりを紹介します。
100円（資料代）
社会教育課（☎21-1158）
直接会場へ（申込順）
はじめてのパソコン講座 5/16（水）9：30〜11：30
IT政策課（☎21-1341） 市役所4階会議室6

パソコン未経
電源の入れ方や切り方、マウス・キーボードの操作
験の方4人（初心
を学びます。パソコンは市役所で用意します。
者・高齢者歓迎）
5/11（金）までに電話で申込（申込多数のときは抽選）
受講無料

どなたでも10人 誕生日について、単なる数の羅列だけではないもう
数秘術講座（入門編）
5/19（土）10：00〜12：00
一つの意味を学びます。
1,000円
「誕生日の不思議」
竹の丸（掛川）
（資料代含む） 5/7（月）〜電話で申込（申込順）
竹の丸（☎22-2112）
小笠山ウォーキング
スポーツ振興課
（☎21-1159）
電気を使わない生ごみ処理容器
「生ごみパックン」作り講習会
環境政策課
（☎21-1145）

小学4年生以上
5/20（日）9：00〜12：30
小笠神社や展望台からの絶景など、見どころいっぱ
40人（小学生は
（8：00市役所北側駐車場
いの小笠山でウォーキングを楽しみます。
保護者同伴）
集合）
5/18（金）までに電話で申込（申込順）
100円（保険料など）
①5/24（木）、②7/31（火）、
微生物の力を借りれば、生ごみは家庭で簡単に処理
どなたでも
③8/16（木）各日10：00〜11：00
できます。発泡スチロールの容器に杉チップや堆肥
各日10人
①③板沢最終処分場（板沢）
などを入れて作ります（容器1個持ち帰り）。
500円（材料費）
②大須賀中央公民館（西大渕）
開催日の2日前までに電話または来庁で申込（申込順）

5/26（土）
・27（日）
10：00〜15：30
天浜線フェスタ2018
天竜浜名湖鉄道㈱営業課 （小雨決行、荒天中止）
天竜二俣駅構内
（☎053-925-2276）
（浜松市天竜区）

どなたでも
大人300円
（小学生以下
150円）、天浜線で
来場の方は無料

①転車台乗車体験、②車両下の見学ツアー、③タブレッ
ト閉塞の実演、運転席記念撮影とオリジナル缶バッチ
の制作、作業用車両展示、鉄道歴史館、ヨーヨー釣り、
お楽しみ抽選会など（①〜③は、当日整理券が必要）
直接会場へ

袋井特別支援学校
小・中学部運動会
袋井特別支援学校
（☎0538-43-6611）

5/26（土）9：45〜14：00 どなたでも
袋井特別支援学校（袋井市） 入場無料

応援合戦やグループ種目など、児童生徒が力一杯競
技や演技に取り組む姿をご覧ください。
直接会場へ

建てまい家セミナー
産業労働政策課
（☎21-1125）

5/29（火）18：30〜
市役所4階会議室1

どなたでも
受講無料

最近の金利情勢や、市と金融機関の提携ローンを
含めたお得な住宅ローンの組み方、家づくりに役立
つポイントを、セミナー形式で紹介します。
電話で申込（申込順）

講師は、㈱ウェルネスライフサポート研究所代表取
締役の加倉井さおりさん。
※託児は予約制。3か月〜就学前の子ども30人
①託児希望：5/10（木）必着でハガキ（親子の氏
名、住所、電話番号、子の性別・生年月日、託児中の授
乳の有無を明記）で申込（申込多数のときは抽選）
②託児なし：5/29（火）までに電話で申込（申込順）
自衛官採用制度説明会
採用試験の受験 自衛官採用に伴う各種制度の説明、イベント情報な
6/4（月）13：30〜16：00
自衛隊静岡地方協力本部
を考えている方 どをお知らせします。
ハローワーク掛川（金城）
直接会場へ
（☎0538-43-3717）
参加無料
三つ子の魂を育てる講演会
市内在住で就学前
「ママも家族もみんなで
6/3（日）10：00〜11：30 の子どもの保護者
ハッピーに!〜毎日を前向
（受付9：30〜）
100人（子ども
きに楽しく過ごす秘訣〜」
徳育保健センター（御所原） 同伴の参加不可）
健康づくり課
受講無料
（☎23-8111）

伝言板
カイロプラクティック体験
健康講座
山下（☎54-1068）

とき・ところ

対象・参加料

内容・申込方法など

①5/9（水）19：00〜21：00
美しい姿勢を身につけ、ヘルシーライフを
どなたでも
②5/10（木）10：00〜12：00、14：00〜16：00
①〜③各回10人 送るための方法について学びます。
③5/13（日）10：00〜12：00
電話で申込（申込順）
1,000円/人
シオーネ（大坂）

5/16・23、6/6・20、7/4・18 3か月〜1歳3か月 楽 器や 小 道 具を使って、さまざまな音 楽
0歳児のための音楽教室
の親子15組
「マンマ・ミュウ・サローネ」 の水曜日9：45〜10：30
を赤ちゃんと一緒に体感します。
大庭（☎090-4853-1388） 生涯学習センター（御所原） 4,200円（6回分） 電話で申込（申込順）
どなたでも10人 ①キットを使い押し花を作ります。
5/17、6/21の木曜日
春の押し花アート体験（全２回）
3,000円
10：00〜11：30
②作った押し花でアート額や小物を作ります。
横地（☎090-6767-0362）
生涯学習センター（御所原） （2回分・材料費） 電話で申込（申込順）
毎週日曜日18：00〜19：30
どなたでも
1か月の無料体験あり
佐束小学校体育館（小貫）
空手教室恒心塾
1家族1,000円/月
恒心塾ホームページで確認後、直接会場
石川（☎090-5459-0439） 火曜日（月2回）19：00〜20：30
（スポーツ保険別途） へ
あいり〜な体育館（掛川）
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事業名

とき・ところ

音訳ボランティア講座（全3回）
福祉課（☎21-1215） 6/5・12・19の火曜日
中央図書館（☎24-5921） 13：30〜15：00
中央図書館（掛川）
サークル声代表・柳原
（☎090-3424-3472）
ビジネスチャンス相談
産業労働政策課
（☎21-1125）

6/9（土）
・24（日）
各日9：30〜16：30
中央図書館（掛川）

対象・参加料

内容・申込方法など

音訳に興味の 講師は、元SBSアナウンサーの郷隆志さん。話し方
ある方30人
の技法や技術、写真やパンフレットなどの音訳方法
500円（テキスト を学びます（初心者歓迎）。
代・初日に徴収） 電話で申込（申込順）
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4人 応じます。
電話で申込（申込順）
相談無料

「暮らしの困りごと」
どなたでも
6/9（土）14：00〜15：30
問題解決支援教室
30人
大須賀中央公民館（西大渕）
大須賀中央公民館
参加無料
（☎48-1012・FAX48-2024）

どなたでも
孫育て講座
6/16（土）14：00〜16：00 20人
大須賀中央公民館
大須賀中央公民館（西大渕） 受講無料
（☎48-1012・FAX48-2024）

専門の弁護士が、さまざまな事例を交えて、相談先
や解決方法などを紹介します。
持ち物 筆記用具、飲み物
6/2（土）までに電話、FAXまたは直接来館で申込（申込順）
孫を預かるとき、預けるときに知っておいて欲しい
ことを、保健師がお話しします。
持ち物 筆記用具、飲み物
6/9（土）までに電話、FAXまたは直接来館で申込（申込順）

どなたでも
6/23、7/28、9/22、
おしゃれで便利な小物を作ってみませんか。
「男のお裁縫」教室
10/27、11/24の土曜日 10人
持ち物 裁縫道具、筆記用具、飲み物
大須賀中央公民館
1,000円（全5回分・ （持っている方はミシンをお持ちください。）
14：00〜16：00
（☎48-1012・FAX48-2024）
大須賀中央公民館（西大渕） 材料費は別途必要） 6/16（土）までに参加料を添えて来館で申込（申込順）
6/27~9/19の水曜日
①9：30〜11：30
健やかステップ
②13：30〜15：30
〜脳と身体の若返り教室〜
6/28~9/20の木曜日
健康長寿課
③9：30〜11：30
（☎21-1142）
④13：30〜15：30
さんりーな（大池）
甲種防火管理新規講習
消防本部予防課
（☎21-6104）

認知症予防や転倒予防の効果が期待できる、別名
「歩く脳トレ」といわれる「スクエアステップ」を取り
入れた教室です。さんりーなの施設体験もできます。
※8/15（水）、16（木）は教室を行いません。
※8/29（水）、30（木）は施設設備などの体験もでき
ます。
（ただし、プールは有料（510円））
5/7（月）〜18（金）に電話で申込（申込順）

市内で防火管理
持ち物 筆記用具、受講票、昼食
①7/25（水）
・26（木）
者に選任予定の
①6/11（月）〜29（金）②11/26（月）〜12/14
②H31/1/23（水）
・24（木） 方優先
（金）に所定の申込用紙、受講料、顔写真1枚（縦
9：20〜16：00
①②各回60人
3cm×横2.4cm）、印鑑および受講料の振り込みが
中央消防署3階大会議室（掛川） 3,650円
確認ができるものを持って直接申込（申込順）
（テキスト代）

伝言板
★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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おおむね65〜
74歳の方
全12回参加
できる方
①〜④各回20人
参加無料

とき・ところ

原田ふくし館「長藤まつり」 5/19（土）9：00〜12：00
原田ふくし館・岡田
（雨天決行）
（☎26-0651）
原田ふくし館（原里）

対象・参加料
どなたでも
入場無料

小笠山「ネイチャーウォーク」 5/19（土）9：00〜15：00
健康な方
小笠山を愛する協議会
（8：50集合、雨天のときは翌日）
参加無料
中山（☎090-8862-0533） 富士見台霊園駐車場（下俣）

内容・申込方法など
館内の庭に長藤の花が咲き、見ごろを迎えて
います。団体、クラブの活動発表も行います。
直接会場へ（車で来る方は、原田小学校ま
たは農協原田支所駐車場をご利用ください。）
自然を観察しながら小笠山山頂を往復
（約5時間）します。
持ち物 弁当、飲み物など
直接会場へ

3歳までの子ども 歌と絵本で親子の絆を育みましょう。
と保護者30人 （1回のみの参加も可）
参加無料
電話で申込（申込順）

「乳幼児子育て応援」
うたとよみきかせ（全2回）
今関（☎26-3059）

5/23・30の水曜日
10：30〜11：30
たまり〜な和室（満水）

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

小学1〜5年生 ソフトテニスに興味がある小学生は、一度体
5/27（日）9：00〜10：30
（小学6年生は 験してみませんか。
県総合教育センターあすなろ
要相談）
持ち物 運動ができる服装、帽子、水筒
テニスコート（富部）
参加無料
メールで申込

6/12、7/10の火曜日
20歳以上の方3人 季節や行事に合わせてぬくもりのあるちぎり
和紙ちぎり絵の会
13：30〜15：00
1,000円/回
絵を創作します。どちらか1日のみの参加も可。
榛葉（☎090-2630-8645）
粟本地域生涯学習センター（初馬）（教材費別途） 電話で申込（申込順）
40歳以上で
おいしい手打ちそばの作り方を習ってみま
6/11・25、7/9・23の月曜日
そば打ち体験
全回参加でき
せんか。
9：30〜11：00
小山（☎090-9943-9150）
る方12人
5/31（木）までに電話で申込（申込順）
生涯学習センター（御所原）
800円/回
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「緑のエコカーテン」種を配付します
環境政策課（☎21-1218）

緑のエコカーテンを育てて夏を涼
しく、楽しく過ごしてみませんか。
配付日時および場所
6月29日（金）までの各日午前8時30
分〜午後5時（閉庁日を除く）まで
に、市役所2階環境政策課、大東支所
ロビー、大須賀支所地域支援係で配
布（無くなり次第終了）
種の種類 アサガオ、ゴーヤなど

工業統計調査を実施します
企画政策課（☎21-1127）

経済産業省では、6月1日現在で工
業統計調査を実施します。この調査
は、従業員4人以上の全ての製造事業
所を対象に、1年間の生産活動に伴う
製造品の出荷額、原材料使用額など
を調査し、製造業の実態を明らかにす
ることを目的としています。お願いす
る製造事業所には、5月中旬から6月に
かけて統計調査員が調査票を持って
伺うか、または国から直接郵送で届き
ますので、ご協力をお願いします。

不正大麻・けしを見つけたら
ご連絡ください

県西部保健所掛川支所（☎22-3262）
kfseibu-eiyaku@pref.shizuoka.lg.jp

危機管理課（☎21-1131）

地震や津波、武力攻撃などの緊急
情報を、国から住民まで直接瞬時に伝
達するJアラート（全国瞬時警報シス
テム）による、全国一斉訓練放送が以
下の日程で行われます。市内全域に同
報無線放送が流れますので、ご理解を
お願いします。
とき
5月16日（水）、8月29日（水）、11月
21日（水）、平成31年2月20日（水）
各日午前11時ごろ

5月6日（日）〜8月31日（金）は
大井川用水の夏期通水

大井川右岸土地改良区（☎35-2413）
農林課（☎21-1146）

この期間は、用水路の水が大幅に
増量します。大井川用水が流れるとこ
ろでは、危険防止のため、次のことに
ご協力ください。
①水路の近くでは、子どもを絶対に遊
ばせないでください。
②大井川用水は、稲作などに使う大切
な農業用水路です。ごみや雑草など
を捨てないでください。

子ども・家庭110番を
ご利用ください
☎053-458-4152
よ

い

こ

に

こども希望課（☎21-1144）

お子さんや子育てに関する悩みを
一緒に考える電話相談です。相談内容
は秘密厳守、匿名での相談も受け付
けます。
相談時間 午前9時〜午後8時
（土・日曜日は午後5時まで。祝日、
年末は休み）

元掛川市長 故榛村純一氏
お別れの会
市長政策室（☎21-1224）

掛川市名誉市民の榛村純一さん
が、去る3月7日にご逝去されまし
た。故人のご功績をたたえ、ご遺徳
しの

を偲ぶため、
「お別れの会」を執り
行います。
多くの市民の方々のご来臨を賜
わりますようお願いします。
とき 5月31日（木）午前10時〜
ところ 生涯学習センター（御所原）
・申し込みは不要です。
・市と大日本報徳社の共催です。
・ご香典やご供花などは、固くご辞
退いたします。
・平服でお越しください。

ふくしあ健康相談
高齢者交通安全相談（6月）
●東部ふくしあ（☎61-2900）
6/20（水） 9：30〜11：30
さすが市
6/ 8（金） 9：30〜11：40
●中部ふくしあ（☎28-9713）
6/13（水） 9：30〜11：30
●西部ふくしあ（☎29-5977）
6/ 5（火） 9：30〜11：30
かけがわ西の市
6/19（火） 9：30〜11：30
●大東ふくしあ（☎72-1116）
6/ 6（水） 9：30〜11：30
●大須賀ふくしあ（☎48-1007）
6/ 7（木） 9：30〜11：30
とうもんの里
6/15（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まで。
危機管理課（☎21-1131）

今月のけっトラ市

県では、毎年5月から6月にかけて、
不正大麻・けしの撲滅運動を実施して
います。不正けしは、麻薬（あへん）の
原料となるため、法律で栽培・採取が
厳しく規制されています。許可無く栽
培または、観賞用として栽培している
場合は、処罰の対象となります。
庭や畑などに疑われるものを発見
したときは、保健所までご連絡くださ
い。メールで生育場所と写真を送付し
ていただければ鑑定します。

Jアラート（全国瞬時警報システム）
全国一斉情報伝達訓練

住宅リフォームで買物券

産業労働政策課（☎21-1124）

伝言板

第42回掛川合唱祭
参加団体募集
掛川合唱連盟事務局
堀内（☎22-8390）

とき・ところ

対象・参加料

内容・申込方法など

1団体6,000円
生涯学習センター、美感ホール、シオー
出演者1人につき
8/19（日）12：00〜
ネ、大須賀中央公民館にある申込用紙に
生涯学習センター（御所原） 大人300円
必要事項を記入のうえ、郵送で申込
（小人200円）

実行委員会︵☎
1
-125︶
／ ㈯ 午前9時〜正午

市では中小建築事業者による住宅リフォームで、最大10万円分の買物券を交付する事業を行います（一定の要件と交付数
に限りがあります）。詳しくは、市や申込窓口に備え付けのちらしをご覧ください。
申込期間 6月6日（水）〜11日（月）
（日曜日を除く）
申込および問い合わせ先
掛川商工会議所（掛川・☎22-5151）、掛川みなみ商工会（大坂・☎72-2701）、掛川みなみ商工会大須賀支所（西大渕・☎48-2262）

5

19

21

20

ちょっと知りたい税金のこと
〜固定資産税と都市計画税〜
資産税課（☎21-1137）

固定資産税は、土地や家屋、償却資産の資産価値に対して課される市税で、
1月1日現在の所有者に納付していただきます。
■土地
土地係
登記簿の地目や現況、農地転用許可などにより評価します。今年度は評価替
えとなり、価格変動や街路などの状況変化を反映させた評価額に見直します。
また、住宅用地は、課税標準額が軽減されますが、家屋が取り壊されたり、住
宅以外の用途に変更したりすると、税額が上がる場合があります。
■家屋
家屋係
新増築の際、市の実地調査に基づき、その家屋と同じ建物を新築した場合の
建築費（再建築価格）を算出し、経過年数などによる補正を行って課税標準額
を算出します。建築確認を要しない10平方㍍以下の建物や居住者のいない家
屋なども、使用の有無にかかわらず課税対象になります。
なお、家屋を取り壊したときは「建物滅失届」を提出してください。
■償却資産
家屋係
会社や個人が事業を営むために所有している土地、家屋以外の有形の固定
資産が課税対象です。償却資産をお持ちの方は、税務署への確定申告とは別
に、毎年1月1日現在の状況を市へ申告する必要があります。初めて申告される
方は、申告書を送付しますのでご連絡ください。
■都市計画税
土地係・家屋係
都市計画事業や公共下水道事業などの費用に充てるため、市の条例で定め
る区域内にある土地・家屋の所有者に課税されます。課税標準額は、固定資産
税の評価により算出されます。ただし、住宅用地の特例率の違いから、土地の
課税標準額が異なる場合があります。固定資産税と合わせて納めていただく
ため、納税通知書は、固定資産税と一括して送付します。
■納税通知書と課税明細書
平成30年度分は、5月10日（木）に発送します。課税明細書には、一筆一棟ごと
に税相当額が記載されます。再発行はしませんので大切に保管してください。
〜「価格等縦覧帳簿」の縦覧と、
「固定資産課税台帳」の閲覧を行っています〜
とき 6月5日（火）まで
ところ 市役所2階資産税課、大東・大須賀支所市民窓口係

★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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やっこ

西町区が奴道中の
道具を整備しました
生涯学習協働推進課（☎21-1129）
整備した道具
長柄 5本
台傘・立傘 各1本
※（一財）自治総合センターの宝く
じ助成金で整備されました。
※この事業は宝くじの社会貢献広
報事業として、宝くじの受託事
業収入を財源に実施しているコ
ミュニティ助成事業です。

KOHO KAKEGAWA 2018.5

健康づくり推進事業費補助金
健康づくり課（☎23-8111）

健康の保持や増進、健康寿命の延
伸のために、市民や団体などが自主的
に行う健康づくり活動に対して、補助
金を交付します。
対象 市民グループ、地区、自治区、
企業などが集団で実施するウォー
キング、ラジオ体操などの営利を
目的としない健康づくり活動
補助額 経費の2分の1以内で上限
25,000円（1年度で1回のみ）
申請期間 5月31日（木）までの
平日午前8時30分〜午後5時15分
申請窓口
徳育保健センター（御所原）

自動車税の納付期限は
5月31日（木）です
磐田財務事務所課税課
（☎0538-37-2211）

納付場所 金融機関、郵便局、コンビ
ニエンスストア
※インターネットバンキングでの利
用もできます。

固定資産税・都市計画税第1期
軽自動車税全期の納期限は
6月5日（火）です
納税課（☎21-1206）

市役所、支所、市指定金融機関など
のほか、コンビニエンスストアで納付
できます。また、口座振替の方は口座
残高をご確認ください。
納税は口座振替が便利です。

安心して活動するために
スポーツ安全保険に
加入しませんか?
スポーツ安全協会静岡県支部
（☎054-262-3039）

4人以上の団体が行うスポーツ、文
化 、ボランティア、地 域 活 動 、レクリ
エーション活動などにおける不慮の事
故に備える保険です。
市 役 所 3 階スポーツ振 興 課 、さん
りーな、し〜すぽなどの窓口でも、申
し込み書類を配布しています。
※インターネットでの申込も可能です。

「エコアクション21」認証
取得支援セミナー開催

環境政策課（☎21-1218）
kankyo@city.kakegawa.shizuoka.jp

近年、
「パリ協定」や「SDGs」など
により、事業者の環境に対する取り組
みが一層求められています。市では、
事業者の取り組みを支援するため、国
内中小事業者向けの環境マネジメン
トシステム「エコアクション21」の認
証取得支援セミナーを開催します。
第1回目は事前説明会です。
対象 市内の事業者
申込方法 5月31日（木）までに電話
またはメールで申込
※セミナーは袋井市・菊川市と共催です。
事前説明会
とき 6月7日（木）午後1時30分〜
3時30分
ところ 菊川市役所2階会議室201

危機管理課
（☎21-1131）
平成30年4月18日現在の申出額

区分

件数

金額（円）

個人

281

7,786,740

法人

447

224,949,890

団体

275

10,537,200

合計

1,003

243,273,830

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。

ユージン市（米国姉妹都市）
交流事業参加者募集

宅地内の水道修理の連絡先（土・日・祝日）5/3〜6/3
5/

3（木・祝）
4（金・祝）
5（土・祝）
6（日）
12（土）
13（日）
19（土）
20（日）
26（土）
27（日）
6/ 2（土）
3（日）

北

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

今年度の市の施政方針や地域の活 3
動内容、取り組み方針について、市民
と行政が情報を共有し合う集会です。
長年、地域の役員を務められた方へ
6
の表彰と、協働への取り組み活動の事
例発表も行います。
とき 5月19日（土）午前9時30分〜正午
ところ 生涯学習センター（御所原）
対象 地 区 役 員 、市 内 主 要 団 体 の
役員および一般の市民
※申込不要。直接会場へ

NPO法人掛川国際交流センター
（☎24-5595）月〜金 9：00〜16：00
kic@kakegawa-life.com

■ホストファミリーをしてみませんか
ユージン市の小学5年生や保護者
たちと、家族ぐるみで国際交流しませ
んか。
日程 6月22日（金）掛川着
（掛川城で夕方対面）
23日（土）ホストファミリーと過ごす
24日（日）掛川駅出発（午前10時ごろ）
2泊3日
対象 7家庭（親子2〜3人の受入れ）
応募方法 5月7日（月）から電話また
はメールで応募（応募順）
※市委託事業
■姉妹都市交流ランチ会
ユージン市の親子と一緒にランチ
しながら英語でお話しませんか。
とき 6月22日（金）午後1時〜2時
ところ 中遠ガスギャラリー（中央）
参加料 1,000円
対象 どなたでも15人程度
応募方法 電話またはメールで応募
（応募順）

（☎22-2975）
（☎26-2161）
（☎23-0581）
（☎23-8691）
（☎26-1331）
（☎24-7661）
（☎24-8055）
（☎26-3261）
（☎24-2611）
（☎22-2975）
（☎26-2161）
（☎23-0581）
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掛川市非常勤職員
（介護認定調査員）募集

健康長寿課（☎21-1142）

募集人員 1人
応募資格 介護支援専門員、看護師、
介護福祉士などの介護認定調査員
の基礎資格を有する方、運転免許
証（AT限定可）がある方
勤務場所 市役所1階健康長寿課
勤務内容 要介護認定の度合いを判
定するために、申請者の自宅または
施設などを訪問して、心身の状態を
調査します。
雇用期間 6月1日〜平成31年3月31日
（次年度の更新あり）
勤務時間 平日午前9時〜午後4時
（昼休み1時間）の6時間
賃金 時給990円〜1,290円
（基礎資格で変動あり）
通勤手当、期末手当、有給休暇の制
度あり（服務、勤務時間、休暇など
は市の定める規定に準ずる）
応募方法 健康長寿課に履歴書と資
格証明書の写しを添えて応募。後
日、面接を行います。

維持管理課︵☎
︶
時〜︵雨天決行 警報発令時は中止︶ ところ 市内の海岸

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

家族や友人など大切な方を失うと、
生活だけでなく心やからだにさまざま
な変化が表れることがあります。一人
で悩まないでください。
とき 5月16日（水）午後1時〜4時
相談 専門相談員が対応します。
ところ 西部健康福祉センター（磐田市）
※電話相談は、随時行っています。

生涯学習協働推進課（☎21-1129）

月 日㈰午前

かけがえのない出会いと体験があ
なたを待っています。
とき 8月8日（水）〜17日（金）8泊10日
訪問先 コーニング市（ホームステイ
5泊）とニューヨーク市、ワシントンDC
対象 市内在住または在学の中学3
年生または高校生15人、一般若干
名
参加料 40万円程度（為替レート、燃
油などによる変動あり）
※中高生は、市から10万円を補助し
ます。
参加条件 説明会や結団式、勉強会
（2回）への参加
応募方法 5月7日（月）〜25日（金）
に電話またはメールで応募
※応募多数のときは当センターの要
項に準じ決定。10人未満のときは、
中止の可能性あり。
（旅行企画：㈱近畿日本ツーリスト）

協働によるまちづくり
中央集会を開催

県精神保健福祉センター
（☎054-286-9245）

とき

NPO法人掛川国際交流センター
（☎24-5595）月〜金 9：00〜16：00
kic@kakegawa-life.com

自死遺族面接相談「すみれ相談」

●海岸清掃にご協力を

コーニング市（米国姉妹都市）
友好訪問団参加者募集
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1
1
5
4

※宅地内の水道修理は有料です。 水道課
（☎27-0711）

5/

3（木・祝）
4（金・祝）
5（土・祝）
6（日）
12（土）
13（日）
19（土）
20（日）
26（土）
27（日）
6/ 2（土）
3（日）

南

部（大東・大須賀区域）
（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）
（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）
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平成30年度
がん検診などの追加申し込みは7月31日まで
健康づくり課（☎23-8111）

平成30年度の各種検診追加申し込みが始まります。各検診の対象年齢（平成30年4月1日現在）を確認のう
え、お申し込みください。申し込みをした方は、後日、郵送する受診票が届いてから受診してください。
対象：市内に住民登録があり、ほかの方法（勤務先や人間ドックなど）で検診を受ける機会のない方
※気になる症状がある場合は、検診ではなく、必ず医療機関を受診してください。

●平成29年度に市の検診を受けなかった方で、以下の検診を希望する方は申し込みが必要です。
※平成29年度（乳がん検診は平成28年度）に受けた方には、受けた検診の受診票が届きますので、申し込みは必要ありません。
検診名

検査内容

対象（平成30年4月1日現在） 自己負担金

実施時期

肺がん・結核
胃がん

胸部エックス線検査
40歳以上の男女
胃部エックス線検査（バリウム検査） 36歳以上の男女

100円
1,100円

6〜11月

前立腺がん

血液検査

1,000円

7〜11月

けい

子宮頸がん

乳がん

50歳以上の男性

21歳以上の女性
1,200円
20歳の女性
無
料
（無料クーポン券6月送付）
※検診会場：開業医・中東遠総合医療センターまたは検診車（申込時に選択）

内診･細胞診

マンモグラフィ

41歳以上の女性
（2年に1回）

1,300円

5〜12月

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

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

検査内容

血液検査
（B・C型肝炎ウイ
肝炎ウイルス
ルスの感染を調
べます）

★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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対象（平成30年4月1日現在） 自己負担金
39〜70歳の男女で
これまで一度も検査をして
いない方
40、45、50、55、60、65、70歳

500円
無

料

実施時期など
7〜11月
・掛川医療センター
・大東支所
・大須賀支所

骨粗しょう症

手首レントゲンに
よる骨密度測定

50、55、
60歳の女性

1,000円

8〜11月
※掛川医療センター

歯周疾患

歯周病など、口の
中のチェック

40、50、60、70歳の男女

1,000円

7〜9月
※市内指定歯科医院

大腸がん

便潜血検査
（2日分の便を
採って提出）

40歳以上の男女

410円

申込不要
検査容器（410円）を、掛川医療センター、
肺がん・結核検診会場または胃がん
検診会場で直接購入
購入日：6月8日（金）〜11月22日（木）
提出日：6月11日（月）〜12月7日（金）

・75歳以上（平成30年4月1日現在）の方は検診無料です（大腸がん検診を除く）。
・生活保護世帯の方は検診無料ですが、別途申請書の提出が必要です。受診前にご連絡ください。
＜申込方法＞
次の1〜3のいずれかでお申し込みください。申込期限：7月31日（火）
1 徳育保健センター、大東支所または大須賀支所へ来所
2 電話または、市ホームページ「電子申請」から
※右の二次元コードからも電子申請できます（通信料がかかります）。
3 希望する検診名（子宮頸がん、乳がん検診は検診会場も）、住所、氏名、性別、生年月日、電話番号を
ハガキに記入して郵送（〒436-0068 御所原9-28 健康づくり課あて）
※検診会場および日時は、申し込みをした方に別途ご案内します。
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機能のさらなる強化を
掛川みなみ商工会が開所

3/25

火縄銃の炮術演武を披露
高天神社例大祭

▲火縄銃の炮術演武は大きな音と白煙で迫力満点

▲開所を祝う関係者たち

大東町商工会と大須賀町商工会が合併して
誕生した、掛川みなみ商工会の開所式が大坂の
本所で行われ、関係者たちが新しい看板の除幕
を行いました。
新たに就任した若杉吉明会長は辞令交付式
で「平成18年から協議をしてきて、本日を迎
えた。合併して良かったと思われるような商工
会にしていく」と職員に呼びかけました。

はや

4/6~8

ほう じゅつ

高天神社例大祭が高天神城跡で開かれまし
た。掛川観光協会大東支部をはじめ、神社や大
東町商工会（当時）、JA遠州夢咲などがさま
ざまな催し物を行い、会場は大勢の親子連れで
にぎわいました。注目を集めたのは、陣羽織を
着込んだ駿府古式炮術研究会「駿府鉄砲衆」に
よる火縄銃の演武。ごう音が鳴り響くたびに観
衆を沸かせました。

し

お囃子が春を呼ぶ
三熊野神社大祭

大須賀区域で見ごろ迎える
ぎょ

い

こう

みどりの桜「御衣黄」

▲鮮やかな緑色の花をつけた御衣黄

▲境内の舞台でお囃子を披露する西本町（4/7撮影）

江戸時代の伝統的な祭りを今に伝える三熊
野神社大祭が横須賀地区で行われ、火消し装束
姿の若衆たちが「シッタシッタ」のかけ声とと
もに城下町を練り歩きました。7日には神社境
内で当番町の西本町が県無形文化財第一号の
ね

4/5

り

「三社祭礼囃子」を奉納。13台の祢里と市内
外から集まった観衆が見守るなか、太鼓や笛、
ひょっとこ踊りを披露しました。

通称「みどりの桜」と呼ばれる御衣黄は、
八重桜の一種で、江戸時代より栽培されている
種です。葉が茂るのと開花がほぼ同時期のた
め、近くに寄らないと花に気付かないことも。
開花は、少し遅めで、毎年4月の中旬から下旬
にかけて満開になります。今年は暖かな日が続
き、大須賀支所や中新井池の周辺では、例年よ
り10日ほど早く見ごろを迎えました。
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3/20

災害時に妊産婦など支援
県助産師会と災害協定

市は、県助産師会（草野
恵子会長）と、災害時など
の医療救護活動に関する協
定を締結しました。市役所
で行われた協定式には、草
野会長や同会掛川地区理事
の高橋美穂さんらが出席。
協定書にサインしました。
協定は、災害時に妊産婦 ▲協定を締結した草野
会長（右）と松井市長
や乳幼児への医療救護活
動、心身のケアなどを支援
する内容。掛川地区の開業助産師5人が中心とな
り、人手が不足するときは県内各地から応援に駆
けつけます。

4/12

三木選手

年間総合優勝

オリンピックへの思い語る

桜が丘中学校3年生で、輝くかけがわ応援大使
を務めるプロのアルペンスノーボーダー三木つば
き選手が、松井市長にヨー
ロッパジュニアレースツアー
「アルペアドリアシリーズ」
15歳以下女子の部の年間優
勝を報告しました。
現在はけがのリハビリ中
ですが、「北京五輪に向け、
まずは2020年ユースオリン
ピックで優勝したい。けが
への怖さよりワクワクが勝
▲健闘を誓う三木選手
つ」
と闘志を燃やしました。

4/13

24年ぶり
春巡業で大相撲掛川場所

▲大きな力士に立ち向かう子どもたち

24年ぶりとなる大相撲掛川場所が、市総合
体育館「さんりーな」で行われ、約3,000人の
相撲ファンが駆けつけました。
しょっきり

稽古や初切、土俵入りなどが行われるな
か、「ちびっこわんぱく相撲」では、自分の何
倍も大きな力士を相手に子どもたちが奮闘。会
場を沸かせました。子どもらは「うまく突進で
きた」と声を弾ませました。

4/15

雨上がりの掛川路駆ける
新茶マラソンに6,200人

柔術大会で世界一

桜木小の金城さんが喜び報告

米国で今年2月に開催された「PAN KIDS柔術
チャンピオンシップ2018」5・6歳部門男子灰色
帯21㌔級で、桜木小学校1年の
金城ノアさんが優勝し、松井市
長に喜びを報告しました。
世界大会で優勝経験がある
姉の影響で3歳から柔術を始め
たノアさんは「投げたり、技
を決めたりするのが楽しい」
と話しました。毎週3回、浜松
市と磐田市の道場で技を磨い
▲大きなメダルを披 ており、昨秋の全日本選手権
露するノアさん
大会でも優勝しています。

25

4/9

▲一斉にスタートを切る選手たち

第13回掛川・新茶マラソンがつま恋リゾー
ト彩の郷を発着点に開かれ、フルマラソンや
10㌔、5㌔、3.5㌔、ファミリーなどの6種目に
全国から延べ約6,200人が参加しました。
当日明け方の大雨で開催が心配されました
が、スタート時には雨が上がり、選手らは新芽
でもえぎ色に染まった茶畑を眺めながら元気に
駆けていきました。

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。

視覚障がい者ソフトで県代表に初選抜

特別支援学校の高等部で先輩に
誘われ野球部に入部したのが

日に小笠山総合運動公
きっかけでした︒﹁この競技最

5月

園で開かれる﹁日盲連東海地区
大の魅力は︑グラウンドで気兼

グランドソフトボール静岡大会﹂

に︑初の県選抜選手として出場
ねなく走り回れること﹂と話し

グランドソフトとは︑視覚障
チーム﹁浜松クレバーズ﹂に所

卒業後は良雄さんが創設した

ます︒

がい者のための野球のこと︒球
属︒浜松市内で練習を積み重ね

︶です︒

するのは︑視力0・01で全盲

は ハ ン ド ボ ー ル の 3 号 を 使 用し︑
てきました︒昨年9月に開かれ

という藤原拓也さん︵

人で

た県大会では外野手として出場

全盲4人と弱視6人の計
チームをつくります︒静寂の中︑

し︑優勝に貢献︒今回の県代表
選抜チームの全盲選手8人の

ボールの転がる音に耳を澄ませ
さんは外野手で守備が得意︒

うち︑出場枠は4人︒し烈なレ

選抜につながりました︒

﹁打った瞬間の音で打球の強さ

ギュラー争いに︑﹁若くていき

打ったり守ったりします︒藤原

や方向がわかる︒全盲選手は動

のいい子がいるので負けないよ
できる戦力がそろっている﹂と

いているボールを取ればアウト
野球好きの父・良雄さんの影

目を輝かせる藤原さん︒毎週日

うにがんばりたい︒今年は優勝

響もあり︑幼少期からボール遊

曜日に静岡市内で練習に励み︑

にできる﹂と笑顔を見せます︒

びや野球が好きだったという藤

初の全国大会出場を目指しま
す︒

▲茶そば以外に中華麺なども製造しているよ。

島フーズは︑創業明治

時間かけて
うめんやひやむぎとともに業務

さや色の違いを︑一食一食丁寧

温度︑湿度で左右される麺の硬

熟成させます︒その日の天気や
用向けの茶そばを作り始め︑現

り抜きます︒国内の主な出荷先

に 手 作 業 で 確 認 ︒細部までこだわ

は︑料 亭 や ホ テ ル ︑ 旅 館 な ど ︒

在では茶そばの国内シェア第一

製造課の山本安幸課長は﹁プロ

掛川から世界へ︒味も見た目

だいている﹂と話します︒

の料理人からも高い評価をいた

国などにも輸出していて︑一日
人︒﹁社員全員

も存在感を放つ茶そばが︑これ

されます︒

からも職人の手によって生み出

さまに喜ばれる品質第一﹂に心

毎日本社から送られてくる︑

んでいます︒

がけて︑日々麺づくりに取り組

が職人﹂を合い言葉に︑﹁お客

従業員数は

に約8万食を製造しています︒

位 ︒ア メ リ カ や ロ シ ア ︑ 韓 国 や 中

年から︑そ

などを取り扱う店として産声を

などを練り込み︑

天竜川の伏流水を使って仕込む

「茶そば」の国内シェアNo1
こだわり抜いた職人仕込み

乾麺は︑小麦粉や抹茶︑そば粉

池島フーズ㈱掛川工場

年︒米

原谷地区

浜松市浜北区に本社がある池

36

上げました︒昭和

50

10

原さんが本格的に競技を始めた

がら、グランドソフト
やブラインドテニスな
どのスポーツに取り組
む。趣味は寝ること。

10

32

歳のとき︒県立浜松視覚

しんきゅう

38

（柳町）
のは

現 む鍼灸院で働きな

きんじろうくん

30

27

16
在は良雄さんの営

藤原拓也さん
東 海 大 会（5/27）で の 活 躍 誓 う

26

姉妹都市

岩手県奥州市

つ な げ る・つ な が る

奥 州 ・台湾合作
シ ョ ートムービーが完成

奥州市は︑台湾との交流を深め︑台湾人観

光客の誘客をさらに進めるために︑奥州市民

イ

と台湾映画関係者による合作のショートムー

コウ

ビー﹁アップルパイ﹂を制作しました︒台湾

リ

市議会2月定例会で︑今年3月

日で任期満了を迎えた山田文子教育

︶の 就 任 が 決 ま り ま し

長の後任に︑市立東中学校校長の佐

藤 嘉 晃 氏︵

本会議場のあいさつで﹁子どもた

た ︒ 任 期 は 4 月 1 日 か ら 3 年 間 で す︒

ちが夢実現に向かう心豊かで凜とし

た大人に育つように︑職務に専念し

たい﹂と目標を掲げました︒

31

福祉課（☎21-1140）
と き 5/15（火）、6/19（火）9：15〜16：00
ところ 市役所北側駐車場

5

・

6

月
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献血

4月から広報広聴係に配属と
なりました︒文章の自信なし︑
カメラ経験なしという広報担当
として絶望的ななか︑取材や紙面
の編集に悪戦苦闘の毎日です︒
先日︑三熊野神社大祭の取材
に行ったのですが︑半日カメラ
を構えただけで腕が筋肉痛とな
りました︒カメラの腕前ととも
に筋力も鍛えなければ︑と感じ
ています︒見慣れた風景のなか
から新しい掛川を発見できる記
事が残せるようまい進します︒
よろしくお願いします︒ ︵隅︶

27

の映画監督・李孔尉さんと奥州市の若手グ

2019年に開催されるラグビーワールドカップで、世界中
から訪れる全ての方々を温かい思いやりの心で迎え、ラグ
ビーの価値と母国の魅力を伝える大会の顔として活躍い
ただきます。
活動内容 試合会場周辺での運営補助、最寄り駅や空港
での案内など
対象 2019年3月31日時点で満18歳に達している方
募集人数 全国12開催都市 約10,000人
※応募時に活動を希望する開催都市を選択します。
応募方法 7月18日（水）午前11時59分までの間に大会
公式ウェブサイト（www.rugbyworldcup.
com/volunteers）から応募
※応募後、面接を行います。

117,605人（−213）
113,575人（−209）
4,030人（− 4）

ループが脚本段階から意見を出し合い︑お互

ボランティアプログラムコールセンター（☎03-4405-6225）
info̲vot@japanrugby2019.or.jp

住民基本台帳人口
日本人
外国人

いの視点から見た奥州市の魅力を詰め込みま

新教育長に佐藤嘉晃氏

ラグビーワールドカップ2019TM
日本大会ボランティア募集

■市の人口（4月1日現在） 人数世帯数（前月からの増減）

した︒また︑奥州市民が配役・エキストラ出

演︑ロケボランティア︑楽曲提供など︑さま

ざまなシーンで協力しています︒

3月3日には︑胆江地区勤労者教育文化セ

ンターで上映会を行い︑上映終了後には監督

Tube﹂で公開し

と地元出演者などによるトークイベントも行

いました︒

動画サイト﹁You

▲ショートムービー「アップルパイ」の一場面

ていますので︑奥州市の魅力あふれるショー

約24分間の動画です。
データ通信料は自己
負担でお願いします。

トムービー﹁アップルパイ﹂をぜひご覧くだ

さい︒

Oshu

みち のく魅 力 発 信

※使用している薬（外用薬を含む）の名前を伺います。

精神保健福祉総合相談

西部健康福祉センター掛川支所（☎22-3263）
と き 5/22（火）、6/26（火）13：30〜（事前予約制）
ところ 西部健康福祉センター掛川支所（金城）

ごみの休日受け入れ

環境資源ギャラリー（☎23-2273）
き 5/12（土）
・27（日））、6/9（土）
・24（日）
9：00〜11：30

と

男

女

世帯数

58,891人（−80） 58,714人（−133） 44,372（＋112）
56,986人（−99） 56,589人（−110） 42,358（＋133）
1,905人（＋19） 2,125人（− 23） 2,014（− 21）

二次元コード
携帯電話webサイト
「モバイル掛川」

広告

広報 かけがわ
5月

平成30年
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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）

生徒 !
中
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募

「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。

水はともだち

水泳は
「健康な体作り」
を目的に、幅広い年齢層の
多くの方々に人気の高いスポーツとして認知されて
います。また、乳幼児期という早い段階から始める
事のできる効率的な運動として習い事の上位にラ
ンクインしています。
当スクールでは、
「水は鍛える 丈夫なこころと体」
をコンセプトに、水泳を通してより多くの子供達に
体作り、心の成長のサポートを行っています。

掛川市大池958

TEL.(0537)24-7337
掛川スイミング

検索

