
「東海道どまんなか市」フリーマーケット

問 申  東海道どまんなか市実行委員会　代表　鈴木邦彦
TEL090-2263-5522

時  7月4日（日）午前9時～午後1時　所  市役所西側駐車場
内フリーマーケット、軽トラ市（新鮮野菜）
◉出店者も募集中です。
申  出店希望の方は、氏名・電話番号・出店内容をショート
メールで

中遠の古刹　真言宗西楽寺Ⅲ―西楽寺の年中行事―

問  歴史文化館　TEL23-9269
（午前9時～午後5時　土・日曜日、祝日休館）

時  6月15日（火）～9月10日（金）　所  歴史文化館　内  市内最
大規模の古文書群「西楽寺文書」から、江戸時代の袋井を描く
展示シリーズの第3回（全4回）。年中行事や、年頭の参府儀
式を取り上げます。　対  どなたでも　料  無料　申  申込不
要。直接会場へ

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴うイベント等の中止・延期について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本紙でお知らせしたイベント等が急きょ中止・延期となる場合があります。イベ
ント等の開催予定などについては、ホームページをご覧いただくか、各問い合わせ先へご確認ください。

浅羽海岸クリーン作戦

問  維持管理課管理係　TEL44-3130　　当日　TEL43-2111

7月は「海岸愛護月間」です。私たちの「浅羽海岸」をきれいにして、いつまでも美しく安全な海岸にしましょう。
時  7月4日（日）午前8時～9時　※小雨決行　所浅羽海岸全域　駐車場…早川製作所、東海精機浅羽第2工場　持ち物…マスク、軍
手や火ばさみなど（ごみ袋は用意します）　対  どなたでも　申申込不要。直接会場へ

ふくろい産業イノベーションセンター
開設記念セミナー　
問 申ふくろい産業イノベーションセンター　TEL45-0136

 shakai@sist.ac.jp

時  6月23日（水）午後2時45分～5時15分　所  袋井新産業会館
キラット・あきはホール　内  センターの紹介、講演　演題…
イノベーションとは何か～様々な事例を踏まえ～（講師…原
一隆さん（ASTI（株）取締役））、トークセッション　対  どなた
でも　定  50人（先着順）料  無料　申  所属（会社名）・部署名・
所属の住所・所属の電話番号・氏名をファクス、Eメールで
（申込期限…6月21日（月））

市役所2階・市民ギャラリー7月の展示内容
問  企画政策課シティプロモーション室　TEL44-3104

時  午前8時30分～午後5時15分　※最終日は展示入れ替えの
ため午後3時まで　所  市役所2階・市民ギャラリー　内  21日
（水）～31日（土）中村医師の活動の記録写真展（内容…アフガ
ニスタンで国際貢献した中村哲

てつ

医師の活動の記録）　対  どな
たでも　料  無料　申  申込不要。直接会場へ

高砂フード
プロダクツ

● 高砂香料工業

農免農道

自転車道福田漁港

国道150号

早川製作所　 ●

幸浦郵便局 ●

前

N

●

川

●＝ごみ袋配布・ごみ回収場所

● 浅羽南小学校

●　 東海精機

●幸浦(浅羽南)
コミュニティセンター

同笠海岸

西同笠

●

コニカミノルタ
ケミカル

浅羽南幼稚園 ●

●

●

●

バルバーニ

アイテック

J-オイルミルズ

●
●●●●●● ● ●

P

P

駐輪場

早川製作所

東海精機
浅羽第2工場

P

P
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山名幼稚園　入園願書受付・説明会
問 申  学校法人山名学園　山名幼稚園　TEL42-3312

対  ①3歳児（平成30年4月2日～平成31年4月1日生、令和4年
4月入園）　②満3歳児（平成30年4月2日～平成31年4月1日
生、満3歳児の誕生日を迎えた日以降の入園で、令和3年9月
1日から入園開始）　定  ①②合わせて60人（申込多数の場合、
諸条件を勘案し選考）　申  願書を窓口へ（申込期限…9月1日
（水）午後4時まで）9月2日（木）～7日（火）に面談。　募集要
項・入園願書配布…入園説明会参加者には当日配布（入園説明
会に参加されなかった方には7月10日（土）から配布）
◉入園説明会を開催します
時  7月10日（土）午前10時～　所  山名幼稚園（三門
町8-1）　内  園の概要説明、募集内容および今後の
予定等説明、園内の案内　申  申込不要。直接会場へ

傾聴力セミナー「コロナ時代の人間関係づくり」

問 申  サンライフ袋井　TEL43-5051（午前9時～午後8時30分
第4月曜日休館）

時  7月11日（日）午後1時30分～3時30分　所  サンライフ袋井
内  傾聴力を育むためのコミュニケーションスキルを学ぶ（講
師…根本英行さん（東海大学海洋学部学生相談室、公認心理
士））　対  どなたでも　定  20人（先着順）　料  無料　申  住所・氏
名・電話番号を電話で（申込期間…6月15日（火）～7月4日（日））

mama＋「助産師富田江里子先生オンライン講演会
〜人間本来の産み方とは〜」　
問 申  mama＋・佐々木　  mamaplus26@yahoo.co.jp

時  7月9日（金）午後9時～10時30分（配信から1週間はいつで
も見ることができます）　内  フィリピンで無料のマタニティ
クリニックを開設し、活動している富田江里子さん（フィリ
ピン在住助産師）による講演会。フィリピンのお産事情から
みえる人間が本来持っている力やお産のすばらしさを学ぶ。
参加費は全額クリニックに寄付されます。　対  子育て中の
方、出産に関心のある方　料  2,000円（事前にお支払いくださ
い）　申  住所・氏名・電話番号・メールアドレス
をホームページの申込フォームで。（申込期間…6
月14日（月）～7月6日（火）まで）

mama＋「2学期の勉強が楽しくなる夏休みの過
ごし方講座」
問 申  mama＋・佐々木　  mamaplus26@yahoo.co.jp

時  7月15日（木）午前10時～正午（受付…午前9時30分～）　
所  お茶畑助産院（豊沢2158-3）　内  家庭教育の大切さや勉強
が楽しくなるコツを学ぶ（講師…中島夕子さん（暮らしに学び
を））　持ち物…筆記用具　対  4歳児～小学2年生程度の子ど
もの保護者　定  10人（先着順）　料  2,000円　託児…200円/
人　お弁当…500円（要予約。持ち帰り可）　申  住所・氏名・
電話番号・メールアドレス・託児利用の有無（子どもの氏
名・年齢）・お弁当注文の有無をホームページの
申込フォームで（申込期間…6月14日（月）～7月
12日（月））

第33回　医療市民講座
問 申  中東遠総合医療センター経営戦略室　TEL0537-21-5555

時  7月31日（土）午前10時～正午　所  中東遠総合医療セン
ター3階・大会議室（掛川市菖蒲ヶ池1-1）　内  ①「正しく知ろ
う皮膚がん」（講師…大塚正樹さん（皮膚科・皮膚腫瘍科診療
部長））　②「脳卒中と脳神経外科～脳卒中はFASTとTime  is 
brain～」（講師…市橋鋭一さん（副院長兼脳神経外科統括診療
部長））　対  どなたでも　定  100人（先着順）　料  無料　申  住
所・氏名・年齢・電話番号を電話、ファクス・
ホームページの申込フォームで（申込期間…6月
14日（月）～7月28日（水））

サンライフ袋井　短期講座
問 申  サンライフ袋井　TEL43-5051（午前9時～午後8時30分　第4月曜日休館）

講座名 日 時間 内容 定員
（先着順）

受講料
（材料費含む）

家庭でも作れる
夏の和菓子 7月13日（火）9:00～11:30

水ようかん、淡雪を作る（講師…岩崎真也さん）　持ち物…三角
巾、ふきん、スリッパ、エプロン、持ち帰り用の入れ物 10人  1,800円

対  市内または近隣市町に在住、在勤の18歳以上の方（高校生を除く）　申  住所・氏名・電話番号を窓口、電話で（申込
期間…6月14日（月）～）　◆希望者が少ない場合は、開講しないことがあります。　◆勤務先が遠州ライフサポートセ
ンター会員の場合、文化教養講座受講料補助金交付制度が利用できます。詳しくは、勤務先にご確認ください。

経営セミナー

問 申  産業政策課産業労政係　TEL44-3136　FAX44-3179
 sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp

時  6月27日（日）、7月3日(土）、8月25日（水）、9月15日（水)
土・日曜日…午後1時30分～3時30分、水曜日…午後7時～9
時　所  6月…月見の里学遊館・集会室C、7・8・9月…教育
会館3階・B会議室　内  新型コロナウイルス感染症による経
済情勢の変化に対応するための経営改善策や各種補助金につ
いて学ぶ（講師…辻村泰宏さん（（有）辻村））　対  事業者の方　
定  各日20人（先着順）　料  無料　申  窓口にある申込書を窓
口、ファクス、Eメールで。申込書は市ホームページからダ
ウンロードもできます（申込受付…6月14日（月）～）
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令和3年度第1回狩猟免許試験のための「実技講習会」
問 申  （一社）静岡県猟友会事務局　TEL054-253-6427（午前9時～正午、午後1時～午後4時）

時 所 定員（先着順）
8月1日（日） 静岡労政会館（静岡市葵区黒金町5-1） 280人（第一種銃猟80人、網猟・わな猟200人）
8月6日（金） 協同組合浜松卸商センターアルラ（浜松市南区卸本町37） 200人（第一種銃猟80人、網猟・わな猟120人）

※受付時間は、後日送付する受講票に記載。受付から終了まで概ね1時間30分～2時間程度
内  鳥獣の知識と判別、網猟・わな猟の知識と実技、模擬銃による点検・分解・操作　※実技のみ。学科はテキストを
郵送　対  県内在住の方で、網猟・わな猟は18歳以上、第一種銃猟は20歳以上の方　料  8,000円（テキスト代等、送料
を含む。猟友会員は6,000円）　申  電話で（申込期間…6月14日（月）～7月2日（金））

メロープラザ「7月開講！メローカレッジ（入門編）」
問 申  メロープラザ　TEL30-4555（午前9時～午後10時　水曜日休館）

講座名 期間・回数 時間 内容 定員 
（先着順）

受講料
（材料費含む）

�職人さんから学ぶ
　木工教室

7月9日（金）～
全5回 19:00～21:00 和室用の腰掛けをつくる（講師…飛田孝さん

（TOBITA CRAFT）） 12人 6,500円

�スイマーと多肉植物と
サボテンの寄せ植え 7月10日（土） 10:00～11:30 小さな人形を使い、水辺をイメージして箱

庭風にアレンジする（講師…伊藤依里さん） 10人 2,500円

�金山寺みそづくり
　（午後の部） 7月12日（月） 13:30～15:30 甘みをおさえ、減塩に配慮して作る（講師…

埋田信子さん） 10人 1,000円

�金山寺みそづくり
　（夜の部） 7月15日（木） 19:00～21:00 甘みをおさえ、減塩に配慮して作る（講師…

埋田信子さん） 10人 1,000円

�7月のスイーツ倶楽部 7月25日（日）   9:30～12:30 マンゴーとパッションフルーツを使ったゼ
リーを作る（講師…江川唯姫子さん） 10人 2,500円

� 7月のたのしい
　ぱんづくり　 7月25日（日） 13:30～17:00 たこ焼きをまねたパンを作る（講師…岩倉恵

美子さん） 10人 1,500円

対  どなたでも（お子様連れはご遠慮ください）。�・�は18歳以上の方（高校生は除く）　申  氏名・電話番号・希望講座番号を電
話で（申込受付…6月20日（日）～）　◆希望者が少ない場合は、講座を開講しないことがあります。　◆各講座開講日
の当日（開催時間前）に受講料をお支払いください。　※キャンセル料…開講日1週間前から材料費分のみ発生。当日
キャンセルは受講料全て

地域元気いきいき講座
問 申  下表のとおり（受付時間…午前9時～午後5時まで　月曜日、祝日休館）

講座名 日時 内容 定員 受講料 申込先・会場

①小さな水族館を
テーブルに！アク
アリウム講座

7月10日（土）
10:00～12:00

アクアリウム専用のシールの魚を
使用し、自分好みの水族館を作る
（講師…家田千春さん）　持ち物…
はさみ

10人
（申込多数の
場合、抽選）

2,000円
浅羽東コミュニ
ティセンター
TEL23-7470

②夏のウオーキング 7月25日（日）
8:45～12:00

桶ヶ谷沼（磐田市岩井）周囲の自然
散策。糸とんぼや水辺の鳥などを
観察する（講師…岡本寛二さん）　
持ち物…タオル、飲み物

8人
（申込多数の
場合、抽選）

300円
浅羽東コミュニ
ティセンター
TEL23-7470

③自分で作れる！
　簡単パン作り

7月10･24日、8月7･21日、
9月4日（全て土曜日）
13:00～16:00

初心者向けの簡単な手ごねパン作
り（講師…金子友子さん）

12人
（先着順） 3,000円

袋井西コミュニ
ティセンター
TEL43-3304

④初めてのウクレレ
講座

7月4･18日、8月1･22日、
9月5･19日、10月3・17・
31日、11月7･28日
（全て日曜日）13:30～15:30

初めての方でも楽しく演奏できる
初心者向け講座（講師…高林明人
さん）

12人
（先着順） 1,000円

袋井西コミュニ
ティセンター
TEL43-3304

⑤おもしろキッチン
「お父さんの休日
ごはん」

7月17日（土）
9:30～12:00

料理をするのが初めてのお父さん
向けの簡単な料理講座（講師…右
田慶子さん）

8人
（先着順） 500円

袋井南コミュニ
ティセンター
TEL43-3386

対  市内在住、在勤の方　申  住所・氏名・電話番号を窓口、電話で（申込期間…6月15日（火）～）
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市文化協会　市民「ひとり一句一首運動」

問 申  市文化協会事務局（月見の里学遊館内） 「市民ひとり一句一
首運動」係　TEL・FAX49-3443（午前9時～午後4時　木・土・
日曜日、祝日休み）　〒437-0125　上山梨4-3-7

内  優秀作品は、市民文化祭にて展示と表彰。郵便はがき1枚
に1作品（種目ごと）　種目…俳句（テーマ：夏または秋）、川
柳（テーマ：騒ぐ）、短歌（テーマ：自由）　※全て未発表作品
に限る　対市内在住、在勤・在学の方、市文化協会会員　
申  種目・作品・住所・氏名・ふりがなを郵送で（「市民ひとり
一句一首運動」係）（申込期限…8月31日（火）消印有効）

高校生対象の地元企業研究会

問 申  産業政策課産業労政係　TEL44-3136
 sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp

担当者から直接、企業の事業概要や企業理念、求める人材
などについて学び、地元企業への関心を高めるための企業
研究会

時 参加企業

8月17日（火）
13:00～15:00

（株）さのや会館（上山梨）
静岡製機（株）（諸井）
高雄工業（株）静岡工場（山科）

8月18日（水）
13:00～15:00

（株）内田建設（久能）
（株）サンワネッツ（堀越）
日研フード（株）（春岡）

8月19日（木）
13:00～15:00

（社）三宝会（浅名）
塚本建設（株）（小山）
ネオファーマジャパン（株）袋井工場（久能）

8月20日（金）
13:00～15:00

遠州トラック（株）（木原）
（株）早川製作所（西同笠）
（株）ハマネツ諸井工場（諸井）

所  教育会館　対  高校2年生　定  各日30人（申込多数の場合、
市内在学・在住者を優先）　料  無料　申  住所・氏名・電話番
号・学校名・希望日を電話、Eメールで（申込期限…6月30日
（水）まで）

7月ふくろい健康保健室
問 申  健康づくり課地域健康係　TEL84-7811　FAX42-7276

時 所 時 所
  4日（日）9:30～11:30 笠原コミュニティセンター 18日（日）13:30～15:30 幸浦コミュニティセンター
  6日（火）9:30～11:30 袋井南コミュニティセンター 20日（火）13:30～15:30 豊沢ふれあい会館
  7日（水）9:30～11:30 三川コミュニティセンターさんさん会館 20日（火）  9:30～11:30 浅羽東コミュニティセンター
14日（水）9:30～11:30 今井コミュニティセンター 21日（水）  9:30～11:30 袋井西コミュニティセンター
15日（木）9:30～11:30 山名コミュニティセンター 24日（土）  9:30～11:30 浅羽北コミュニティセンター
15日（木）9:30～11:30 清水町公会堂 29日（木）  9:30～11:30 浅羽西コミュニティセンター
16日（金）9:30～11:30 袋井北コミュニティセンター 30日（金）  9:30～11:30 袋井東コミュニティセンター

内  市の保健師・栄養士が毎月1回、コミュニティセンターへ出向き、楽しく若返るための運動や体にいい食事の講座、健康相談
などを実施　対どなたでも　定  各15人（先着順）　料  無料　申住所・氏名・年齢・電話番号を窓口、電話、ファクスで（申込期間
…6月14日（月）～開催日前日）

令和3年度狩猟免許試験

問 申  県中遠農林事務所森林整備課　TEL37-2301
〒438-0086　磐田市見付3599-4

時  8月22日（日）午前9時～　所  網猟…静岡総合庁舎（静岡市
駿河区有明町2-20）　わな猟…中遠総合庁舎（磐田市見付
3599-4）　第一種銃猟・第二種銃猟…北遠総合庁舎（浜松市
天竜区二俣町鹿島559）　内  知識試験、適正試験、技能試験
対  県内在住の方で、網猟・わな猟は18歳以上、第一種銃
猟・第二種銃猟は20歳以上の方　料  5,200円（他の狩猟免許
を所持している方は3,900円）　申窓口にある申請書に必要
書類を添付して窓口、郵便で。申請書はホーム
ページからダウンロードもできます（申込期間…6
月21日（月）～7月21日（水）必着） 

「南の丘寺子屋」学習支援員
問 申  南の丘寺子屋学習支援員（鈴木）　TEL42-9476

時  6月9・30日、7月14日、9月8・22日、10月13・27日、
11月10・24日、12月1・15日、令和4年1月12・26日、2月
9・16日、3月9日（全て水曜日）　午後3時～5時　※11月24
日のみ午後2時～午後4時　所  袋井南中学校・木工室、金工室
内  放課後に自主学習をする中学生の学習支援　対  どなたで
も（教員免許等の資格は不要。学生可）　申  住所・氏名・電話
番号を電話で（随時受付）　◆交通費ほか必要経費は支給　

市スポーツ協会タグラグビークラブメンバー

問 申  市スポーツ協会　TEL・FAX42-1920（月曜日休み）
 fukuroi-sports@air.ocn.ne.jp

時  練習日　初回…6月20日（日）　2回目以降…原則毎月最終
日曜日　午前9時30分～午前11時　所  市役所南側芝生広場
内  タグラグビーの練習会や近隣市との交流試合、大会への出
場など　※小学4～6年生は9月に岩手県釜石市への遠征を予
定（参加は任意）　対  市内在住の小学生　定  10人（先着順）　
料  無料　※試合に出場する場合は別途ユニフォーム代4,000
円。また、釜石市遠征に参加する場合は別途遠征費20,000
円（予定）　申  住所・氏名・年齢・学年・電話番号を窓口、電
話、ファクス、Eメールで（申込受付…6月15日（火）～）
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精神保健福祉総合相談会
問 申  県西部健康福祉センター福祉課　TEL37-2252

時  7月15日（木）午後1時～3時30分（各30分/回）　所  県中遠
総合庁舎（磐田市見付3599-4）　内  精神的な不調に関するこ
とや飲酒に関する問題、思春期における問題、老人性認知症
などについて専門医による個別相談　定  先着順　料  無料　
申  住所・氏名・年齢・電話番号を電話で（申込期限…7月8日
（木）まで）

高次脳機能障害医療等総合相談会
問 申  県西部健康福祉センター福祉課　TEL37-2252

時  6月28日（月）午後1時10分～4時（各50分/回）　所  県中遠
総合庁舎（磐田市見付3599-4）　内  頭部外傷または脳血管障
害などの後、忘れっぽくなった、集中できなくなった、怒
りっぽくなった等の問題を抱えている高次脳機能障害（疑い）
の本人および家族を対象とした専門医などによる個別相談　
定  3人（先着順）　料  無料　申  住所・氏名・年齢・電話番号を
電話で（申込期限…6月18日（金）まで）

創業・経営相談会

問 申  産業政策課産業労政係　TEL44-3136　FAX44-3179
 sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp

時  6月16日（水）、7月11日（日）、8月18日（水）、9月12日
（日）、10月20日（水）、11月14日（日）、12月18日（土）、令
和4年1月19日（水）、2月19日（土）、3月16日（水）　水曜日
…午後6時～7時30分、午後7時45分～9時15分　土・日曜
日…午前10時～正午、午後1時～3時　所  サンライフ袋井2
階・相談室　内  専門の相談員による創業や経営に関する相談
会（相談員…辻村泰宏さん（（有）辻村））　対  創業を希望される
方または経営を改善したい方　定  各回1人（先着順）
料  無料　申  住所・氏名・電話番号・希望日を電話、ファク
ス、Eメールで（6月14日（月）～）

春の叙勲、危険業務従事者叙勲
おめでとうございます
問  秘書課秘書係　TEL44-3103

◉春の叙勲
瑞
ずいほうしょうじゅしょう

宝小綬章（税務行政事務功労）
鈴木久市さん（中）

    ／元名古屋国税局徴収部長
多年にわたり国税職員として、名古屋国税
局徴収部長などの要職を歴任し、各種税務
行政業務に貢献・尽力されました。

◉危険業務従事者叙勲
瑞
ずいほうそうこうしょう

宝双光章（警察功労）
堀内常好さん（広岡）／元静岡県警部
多年にわたり県警・警察官として、地域
課・交通課等に勤め、地域警察・交通警
察など各種警察業務に貢献・尽力されま
した。

◉危険業務従事者叙勲
瑞
ずいほうそうこうしょう

宝双光章（消防功労）
牧野敏男さん（磐田市（浅名出身））

／元袋井市森町広域行政組合消防監
昭和51年の入署以来、消防職員として消
防長などを歴任し、山梨分遣所や袋井消防
庁舎・袋井市防災センター整備など、袋井
消防本部の発展に尽力されました。

鈴木久市さん

堀内常好さん

牧野敏男さん

広報ふくろい6月号訂正とおわび
問  企画政策課シティプロモーション室　TEL44-3104

 本紙5月号21ページ「ふくろい日記帳」に掲載した「花いっぱ
いコンクール地域団体の部」受賞者の名称に誤りがありまし
た。正しくは次のとおりです。訂正してお詫びします。
誤…笠原花の会　正…笠原花の会三角畑

生涯学習総合単位制度単位取得おめでとうございます
問  生涯学習課生涯学習係　TEL86-3191

 「生涯学習総合単位制度」とは、市民の皆さんが目標を持って楽
しみながら生涯学習を進めていくための制度です。学習のしお
りに参加した講座や講演会、図書館で借りた本など、学習成果
を記録して受講時間数などによって単位を認定しています。
2,000単位取得…久野やす子さん（下山梨）

新型コロナワクチン（ファイザー社製）接種の
前後2週間はその他の予防接種が受けられません
問  健康づくり課おやこ健康係　TEL42-7410

新型コロナワクチン（ファイザー社製）を接種する場合、接種
の前後2週間はその他の予防接種が受けられません。予防接
種（新型コロナワクチン含む）の予約の際や受けるときに最近
受けた予防接種を必ず医師や医療従事者にお伝えください。
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証明書コンビニ交付サービス
問  市民課マイナンバーカード係　TEL44-3108

証明書コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを利
用して、全国のコンビニエンスストアで各種証明書を取得で
きるサービスです。

証明書 料金

住民票（世帯全部または一部） 300円

印鑑登録証明書 300円

所得課税証明書 300円

戸籍謄抄本 450円

戸籍附票 300円

※戸籍謄抄本と戸籍附票は本籍地と住所地が袋井市の方のみ
発行可能　時  午前6時30分～午後11時（年末年始を除く）

児童手当の振り込みをご確認ください
問  しあわせ推進課家庭福祉係　TEL44-3184

6月は児童手当の支給月です。2～5月分の児童手当を指定の
口座に振り込みます。　振込日…6月10日（木）　手当の額
（月額）子ども1人につき　①3歳未満児・第3子以降の3歳～
小学生…15,000円　②第1子・2子の3歳～小学生と中学生
…10,000円　③特例給付対象者…一律5,000円

児童手当現況届の提出をお忘れなく

問 申  しあわせ推進課家庭福祉係　TEL44-3184
申市民サービス課市民サービス係　TEL23-9211

時  受付場所　市役所1階・しあわせ推進課、支所1階・市民
サービス課　対  児童手当を受給されている方　申  提出方法
…次の①・②を返信用封筒で郵送または窓口へ　提出書類…
①児童手当現況届（6月上旬に発送）　②その他の書類（必要な
方には通知にてご案内します）　提出期限…6月30日（水）ま
で　※マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインサー
ビス「ぴったりサービス」での申請も可能です。

水道課・下水道課が移転します

問  水道課総務経理係　TEL23-9214
下水道課総務経理係　TEL23-9219

7月26日（月）から水道課・下水道課が市役所3階へ移転しま
す。移転に伴い、電話・ファクス番号が変わりますので、ご
確認ください。
水道課　
　総務経理係…TEL84-6058
　水道工事係…TEL84-6063　FAX 84-6072（共通）
下水道課
　総務経理係…TEL84-6081
　下水道工事係…TEL84-6082　FAX 84-6083（共通）

静岡県知事選挙の期日前投票所を
新たに設置します
問  市選挙管理委員会　TEL44-3100

6月20日（日）に執行予定の静岡県知事選挙の期日前投票所
を新たに設置します。　期間…6月4日（金）～6日（日）　投
票時間…午前10時～午後7時　投票場所…袋井ショッピン
グセンターパティオ2階・パティオホール（上山梨4-1-2）

市教育委員会委員が決まりました（敬称略）
問  教育企画課幼小中一貫教育推進室　TEL86-3122

任期満了に伴い、現委員が再任されました。
委員…大谷純

じゅんのう

應（法多）
任期…5月19日～令和7年5月18日（4年間）

各種委員会委員が決まりました（敬称略）
問  総務課行政係　TEL44-3100

任期満了に伴い、委員が新任・再任されました。
◉袋井市外3組合公平委員会
委員…片桐秀樹（再任・下山梨上）
任期…令和3年5月18日～令和7年5月17日
◉袋井市監査委員
識見選出
委員…久永豊彦（新任・下久能）
任期…令和3年5月18日～令和7年5月17日
議会選出
委員…大庭通嘉（再任・土橋）
任期…令和3年5月14日～議員の任期

市議会議長・副議長が決まりました
問  議会事務局総務係　TEL44-3143

5月市議会臨時会で、市議会議長と副議長が次のとおり就任
しました（敬称略）。
　議長…戸塚哲夫
　副議長…伊藤謙一
各常任委員会と議会運
営委員会の正副委員長
は次のとおりです（敬
称略）。
総務委員会　　　委員長…佐野武次　副委員長…髙木清隆
民生文教委員会　委員長…村井勝彦　副委員長…大場正昭
建設経済委員会　委員長…近藤正美　副委員長…寺田　守
議会運営委員会　委員長…鈴木弘睦　副委員長…山田貴子

戸塚哲夫 伊藤謙一
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ひとり親家庭等医療費助成の申請はお済みですか

問 申  しあわせ推進課家庭福祉係　TEL44-3184
　申  市民サービス課市民サービス係　TEL23-9211

7月1日から、ひとり親家庭等（母子家庭等）医療費助成の受給
資格は、令和2年分所得税の状況で判定します。令和2年6月
以降に申請・更新手続きをされた方には、申請書類を郵送し
ますので、手続きをしてください。なお、昨年度に対象外と
なった方も、6月中に申請すれば、新たな所得税額により7月
1日から対象となる場合があります。また、現在まで未申請
の方でも対象となる場合がありますので、ご相談ください。
内  医療機関などで受診した場合、保険診療分の自己負担金に
ついて助成します。ただし、健康保険などが独自に付加する
給付金・高額療養費などは除きます。　※7月以降に申請し
対象となった場合には、申請日の翌日受診分からの助成とな
ります。　対  20歳未満（20歳になる誕生日の前日の属する月
の月末まで）の児童を扶養している母子・父子家庭などで、
所得税非課税の世帯（同居の扶養義務者も含む）　※平成22
年度税制改正による扶養控除見直し前の計算により、所得税
額が0円になる場合も含む。　持ち物…申請書（手元にある
方）、健康保険証（対象者全員のもの）、助成金振込先の分か
るもの（通帳やキャッシュカードなど（ゆうちょ銀行の場合
は、支店名・口座番号が記載された通帳））　※令和3年1月2
日以降に市外から転入された方は、マイナンバーがわかるも
のと運転免許証など本人確認ができるものを持参してくださ
い。または、令和3年1月1日現在に住所があった市区町村役
場で、令和3年度所得・課税証明書を発行し、添付してくだ
さい。　時  受付日時…月～金曜日　午前8時30分～午後5時
15分　休日受付…6月27日（日）　午前8時30分～正午　※休
日受付日は、市役所1階・しあわせ推進課でのみ受け付けま
す。　所  受付場所…市役所1階・しあわせ推進課、支所1
階・市民サービス課　申  申込不要。直接会場へ

後期高齢者医療の健康診査が始まります
問 申  保険課保険給付係　TEL44-3191

後期高齢者医療制度に加入している方を対象に、市が指定し
た医療機関で実施する健康診査が、6月から始まります。令
和2年度に後期高齢者の健康診査を受診した方（生活習慣病で
服薬治療中との連絡を市へされた方は除く）には、受診票な
どを郵送しています。健康診査の結果は、受診した指定医療
機関で説明を受けてください。
時  6月1日（火）～12月31日（金）　※医療機関により期間が異
なります。　所  市が指定した医療機関　内  診察、身体測
定、血圧測定、血液検査、尿検査（医師が必要と判断した方
は、貧血検査、心電図検査、眼底検査）　対  後期高齢者医療
制度に加入している方（次の①～④に該当する方を除く）①病
院に6か月以上継続して入院している方　②施設に入所して
いる方　③会社で健診を受ける方　④市の助成を受ける人間
ドックを受診する方　※生活習慣病の服薬治療をしている方
は、受診の必要はありません。　料  500円　持ち物…受診
票、保険証、自己負担金、無料券（無料券は、市民税非課税
世帯の方に交付します（要申込））　※無料券の交付を希望さ
れる方は、氏名・生年月日・電話番号を電話で（申込期限…
健診日の10日前まで）

介護保険サービス利用者の負担軽減制度

問 申  保険課介護保険係　TEL44-3152
　申  市民サービス課市民サービス係　TEL23-9211

◉社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
社会福祉法人が提供する介護サービス費の負担を軽減するこ
とができます。
対  次の①～⑥の全ての条件を満たす方　①住民税非課税世帯
②預貯金等が単身世帯で350万円（世帯員が1人増えるごとに
100万円を加算した額）以下　③年間収入が単身世帯で150
万円（世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額）以下　
④活用できる資産がない（家賃収入を得ることができる借
家、駐車場等）　⑤負担能力のある親族などに扶養されてい
ない　⑥介護保険料を滞納していない
申  窓口にある申請書を窓口へ　持ち物…介護保険被保険者
証、医療保険被保険者証、1年間の収入が確認できる書類、令
和2年1月1日から申請日まで記帳されている預金通帳の写し
◉施設入所やショートステイの利用者負担軽減制度
施設入所やショートステイの食費と居住費（滞在費）の負担を
軽減することができます。
対  次の❶～❸の全ての条件を満たす方　❶住民税非課税世帯
（別世帯の配偶者も非課税）　❷預貯金額　単身…1,000万円
以下　夫婦…2,000万円以下　※所得の状況によって、預貯
金などの上限が変わります　❸介護保険料を滞納していない
申  窓口にある申請書を窓口へ　持ち物…介護保険被保険者
証、申請日まで2か月分が記帳されている預金通帳の写し、
有価証券の証書の写し（証券資産がある場合）

風しんの抗体検査と予防接種を行っています
問  健康づくり課おやこ健康係　TEL42-7410

風しんの流行を防ぐため、過去に風しんの予防接種を受ける
機会がなかった男性を対象に、風しんの抗体検査を実施し、
抗体価が低かった方に対して予防接種を行っています（令和3
年度の期限は、令和4年3月末日まで）。
所  風しん抗体検査・予防接種委託医療機関　対  抗体検査ま
たは予防接種実施日現在、市内に住民登録がある昭和37年4
月2日～昭和54年4月1日生まれの男性　※対象の方には、4
月にクーポン券を郵送しています。　料  無料（クーポン券を
利用する場合）　申  対象の医療機関に事前にご予約ください
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6月23日〜29日は、「男女共同参画週間」です
問  協働まちづくり課コミュニティ推進室　TEL44-3107

令和3年度キャッチフレーズ
「女だから、男だから、ではなく、私だから、の時代へ。」
市では、「袋井市男女共同参画推進条例」および「第4次袋井市
男女共同参画推進プラン（令和3～7年度）」に基づき、あらゆ
る分野に男女がともに参画し、その個性と能力を十分に発揮
することができる「男女共同参画社会」の実現に向けた取り組
みを推進しています。誰もが、職場・学校・地域・家庭でそ
れぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」の実現
のため、私たちのまわりのパートナーシップについて考えて
みましょう。

がけ地に建つ危険住宅の移転に対する補助制度
問  都市計画課建築住宅係　TEL44-3123

令和4年度以降にがけ地近くの危険な場所から安全な場所へ住宅
を移転する予定の方に向けた補助制度です。建築士などに相談の
うえ、移転予定の前年8月末までにお問い合わせください。
対  ❶傾斜が30度を超え、高さが2メートルを超えるがけ地に接し
ていて、昭和29年3月以前に建てられた住宅
❷土砂災害特別警戒区域内に建っている既存不適格住宅

補助限度額

①危険住宅の除去などに要する費用 97万5千円
②移転する住宅の建設費または購入費 465万円
③移転する土地の取得費 206万円
④移転する土地の造成費 60万8千円

（②～④は金融機関などからの借入金の利子に対する補助）

狂犬病予防注射はお近くの動物病院で
問  環境政策課環境衛生係　TEL44-3115　市民サービス課市民サービス係　TEL23-9211

令和3年度の6月実施予定だった狂犬病予防集団注射は、新型コロナウイルス感染防止のため中止となりました。お近くの動物病院
での注射をお願いします。狂犬病予防法により、生後91日以上の犬には、毎年1回（原則、4月1日から6月30日までの間。令和3
年度については、12月31日まで）、狂犬病予防注射を行うことが義務付けられています。狂犬病を発生させないため、愛犬には必
ず予防注射をしましょう。

病院名 住所 電話番号 病院名 住所 電話番号
あいのどうぶつ病院 高尾85-5 0120-101-749 オーシャン動物病院 磐田市上岡田942-4 31-2311
ウッドベル動物病院 下山梨2-12-4 48-5588 COO動物病院 磐田市鳥之瀬99-2 36-1770
コスモス動物病院 湊965 24-0808 ゴーゴーゴー動物病院 磐田市福田555 55-1555
コパ動物病院 国本2695-15 43-0300 ひかりどうぶつ病院 磐田市今之浦4-4-8 21-2012
袋井動物病院 可睡の杜31-1 49-2255 本間獣医科医院 磐田本院 磐田市二之宮1315-1 37-1139
本間獣医科医院 袋井山梨病院 下山梨2-10-34 49-0139 三鷹獣医科医院 磐田市富士見台14-1 32-9031
渡ペットクリニック 小川町1-11 43-3598 森のどうぶつ病院 周智郡森町一宮4080-1 89-6222
青山動物病院 磐田市今之浦2-11-17 35-8870 ムー動物病院 掛川市下俣1193 0537-62-6226
対  すべての飼い犬　料  基本注射代金2,950円、注射済票（金属）交付手数料550円、初診料など（病院によって異なります）　持ち
物…愛犬手帳　※市委託動物病院以外で注射した場合は、注射済票は発行されません。窓口で発行しますので、注射済証書（紙）
を持って交付手続きをしてください。
◆犬が病気や高齢のため注射が打てない場合は、動物病院で発行された猶予証明書（年度内有効）と愛犬手帳を窓口へお持ちください。
◉鑑札と注射済票
鑑札と注射済票は、首輪などに着けておくことが法律で義務付けられています。登録犬を保護した場合、番号から飼い主の確認
ができるので必ず装着し、首輪にも飼い主の連絡先を表示しましょう。
◉飼い犬の登録はお済みですか？
狂犬病予防法により、飼い犬は生後90日を過ぎた日から30日以内に登録することが義務づけられています、必ず登録しましょ
う。登録は窓口で行います。　登録料…3,000円/頭
◉こんな場合は、届け出が必要です
①犬が既に死亡している場合　②長期間、行方不明の場合　③飼い主の変更・市内転居等で登録内容が変わった場合（愛犬手帳と鑑
札を持って窓口へお越しください）　④犬の譲渡や、飼い主と共に転出した場合（新しい住所地で、犬の登録事項変更届が必要です）

自動車臨時運行許可（仮ナンバー）申請書の変更
問  市民課戸籍住民係　TEL44-3112

自動車臨時運行許可の申請書を6月1日から変更しました。変
更前のものは使用できませんのでご注意ください。また、窓
口に来た人の運転免許証など、本人確認できるものが必要と
なりますのでご注意ください。変更後の申請書は窓口で配布
しているほか、市ホームページからダウンロードできます。

19 広報ふくろい 2021　令和3年6月

問…お問い合わせ先　申…お申し込み先　☎…電話番号　 …Eメール　HP…ホームページ
時…とき　所…場所　内…内容　対…対象　定…定員　料…料金　申…申込方法（いつまでに・どんな情報を・どの方法で）



特定健診を受診しましょう
問申  健康づくり課検診指導係　TEL42-7275

袋井市国民健康保険に加入している、40歳～75歳未満の方を対象に、市が指定した医療機関で実施する特定健診が、6月から始
まります。特定健診は、生活習慣病で治療している方も受診していただく健診です。4月2日以降に被保険者となった方で、受診
を希望する方は、袋井保健センターへお申し込みください。市の助成を受ける人間ドック、JA共済人間ドックやJA女性部で特
定健診（要申込）を受診する方は、受診できません。

日 所 定員 申

個別
健診

6月1日（火）～12月31日（金）
※医療機関毎に実施期間が異なります

市が指定した医療機関 なし
一部予約が必要な医療機関があり
ます

集団
健診

7月～令和4年1月で市が指定した
日時（9日間）

市が指定した会場（コミュニティ
センターおよび保健センター）

各日100人
（先着順）

案内に同封されているピンク色の
用紙を郵送で（受診希望日の2週間
前必着）

内  診察、身体測定、血圧測定、血液検査、尿検査（医師が必要と判断した方は、貧血検査、心電図検査、眼底検査）　※結果は、
特定保健指導の対象となる方、生活習慣の改善をお勧めしたい方には、後日、個別面談などでお渡しします。それ以外の方には
郵送します。　対  袋井市国民健康保険に加入している40～75歳未満の方（令和4年3月31日現在） 　※令和3年4月1日現在、被
保険者の方には、5月31日までに案内（受診票など）を郵送しています。　定  集団健診のみ各日100人（先着順）　料  自己負担金…
1,500円 （40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳（いずれも令和4年3月31日現在）の方は、自己負担なし） 　持ち物…
受診票、保険証、自己負担金、無料券（市民税非課税世帯の方に交付 （要申込））　※無料券の交付を希望される方は、氏名・生年
月日・電話番号を電話で（申込期限…健診日の10日前まで）

令和3年度がん検診等の申し込みはお済みですか
問申  健康づくり課検診指導係　TEL42-7275　TEL42-7276

検診項目 対象年齢 会場 実施時期 検査内容 自己負担金

胃がん検診
40歳以上の方

はーとふるプラザ袋井、浅
羽保健センター、コミュニ
ティセンターなど（検診車）

5月～

レントゲン検査（バリウム撮影） 1,300円

大腸がん検診 便潜血反応検査（便検査） 500円

胸部検診
（肺がん検診・結
核検診）

40歳以上の方
（65歳以上は必須）

コミュニティセンターなど
（検診車）

レントゲン検査 無料

喀痰検査（対象者のみ） 700円

前立腺がん検診 50歳以上の男性 はーとふるプラザ袋井な
ど、または指定医療機関 5～12月 血液検査（PSA検査） 1,100円

子宮頸がん検診 20歳以上の女性

コミュニティセンターほか
（検診車） 5～12月

問診、内診、細胞診 1,300円中東遠総合医療センター  6～10月

市内産婦人科医院 6～12月

乳がん検診 30歳以上の女性
コミュニティセンターほか
（検診車） 5～12月 問診、乳房レントゲン検査ま

たは乳房エコー検査（年齢ご
とに異なります）

1,300円
中東遠総合医療センター 6～10月

肝炎ウイルス検診

40歳以上で今まで
に市の肝炎ウイル
ス検診を受診した
ことがない方

指定医療機関 6～12月
（一部6～10月） 血液検査 無料

申  検査項目・氏名・生年月日・電話番号を電話、ファクスで
◆詳しい日程・会場は、問診票と一緒にお送りします。令和3年度の市のがん検診をお申し込みの方には、5月中旬までに発送し
ています。　◆市民税非課税世帯や生活保護世帯の方で無料券をお持ちの方、後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方は、無料
です。市民税非課税世帯や生活保護世帯の方で無料券の発行を希望される方は、検診日の10日前までにお申し込みください。
◆年齢は、いずれも令和4年3月31日現在です。
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合併処理浄化槽設置事業費補助金

浄化槽の大きさ 合併処理浄化槽設置事業費補助金

新設

5人槽    332,000円

6～7人槽    414,000円

8～10人槽    548,000円

付け替え

5人槽    703,000円

6～7人槽    902,000円

8～10人槽 1,272,000円

令和3年度　公共下水道工事予定箇所

下山梨

中

西同笠

神長

山科 高尾

諸井

市の公共下水道整備の状況・合併処理浄化槽関係補助金

問  下水道課　工事に関すること…下水道工事係　TEL23-9220　　補助金に関すること…総務経理係　TEL23-9219
※7月26日に市役所3階に移転します。　移転後…下水道工事係　TEL84-6802　総務経理係　TEL84-6801

市では、将来にわたり安全・安心な水環境を維持するために、公共下水道の整備や合併処理浄化槽の設置推進を行っています。
今年度の下水道整備地区は、下山梨・山科・高尾・神長・諸井・中・西同笠地区です。工事期間中は、交通規制などご迷惑をお
かけしますが、ご理解とご協力をお願いします。なお、整備箇所は事業の状況により変更する場合があります。また、公共下水
道への接続は、下水道の供用を開始した日から1年以内に行ってください。
◆浄化槽設置事業費補助金…公共下水道事業計画区域および農業集落排水処理区域以外の個人住宅に合併処理浄化槽の新規設置
や付替えをする方で、一定の要件を満たしている場合、その設置費用の一部について補助金を受けることができます。
◆浄化槽維持管理費補助金…下水道の供用開始区域および農業集落排水処理区域以外の合併処理浄化槽を設置した個人住宅に居
住し、維持管理をする方で、一定の要件を満たしている場合、その維持管理費用の一部について補助金を受けることができます
（申請期限…6月30日（水））。
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（総合健康センター）　久能2515-1

健康度測定
～あなたの健康を数字で「見える化」します～
問申  健康づくり課健康企画室　TEL84-6127

 kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp

時  7月21日（水）午後1時30分～3時　所  はーとふるプラザ袋
井2階・健康運動ルーム　内  体脂肪率、BMI、筋肉量、バラ
ンス能力、長座体前屈、下肢筋力、全身反応などの測定・評
価　対  市内在住・在勤の18歳以上の方　定  10人（先着順）
料  無料　申  住所・氏名・年齢・電話番号を電話で（申込期間
…6月15日（火）～30日（水））

介護予防筋トレマシン教室
問申  健康づくり課地域健康係　TEL84-7811

時  体験コース…7月1日（木）午前9時30分～11時　トレーニ
ングコース…7月8日（木）、19日（月）　①午前9時30分～10
時30分　②午前10時40分～11時40分　開放日…7月8日
（木）午後1時～4時、19日（月）午後1時～4時　所  はーとふる
プラザ袋井2階・健康運動ルーム　内  介護予防のための、マ
シンを使ったやさしい筋力づくり　対  体験コース…市内在住
65歳以上で筋トレマシン初めての方　トレーニングコース
…市内在住65歳以上で体験コースに参加したことがある方
開放日…市内在住65歳以上でトレーニングコースに10回以
上参加したことがある方　定  体験コース、トレーニングコー
ス…各10人（先着順）　料  体験コース、トレーニングコース
…200円/回　開放日…300円/回　申  住所・氏名・年齢・電
話番号・希望する日程を電話で（申込受付…6月15日（火）午
前9時～）※開放日は申込不要

映画をつくろう！2021

オリエンテーション
Bコース…7月29日（木）13:00～17:00

Aコース…7月30日（金）13:00～17:00

撮影

Aコース…7月31日（土）、8月1日（日）
　　　　  10:00～17:00

Bコース…8月2日（月）・3日（火）
　　　　  10:00～17:00

編集 Aコース…8月4日（水）10:00～13:00
Bコース…8月4日（水）14:00～17:00

所  月見の里学遊館　文字・文/ものづくりのワークショップ
ルームほか　内  袋井市出身の池田千尋映画監督が監修。映画
のシナリオ作りから撮影・編集・上映までを経験するワーク
ショップ。完成した映画はうさぎホールで上映します。　
対  Aコース…小学1～4年生　Bコース…小学5年生～中学3年
生　定  各30人（申込多数の場合、抽選）　料  7,000円/人（同
一世帯で複数人参加の場合は6,000円/人）　※キャンセル料
…7月22日（木）から3,000円発生　申  窓口にある申込書を窓
口、電話、郵送、Eメールで。申込書は月見の里学遊館ホー
ムページからダウンロードもできます（申込期間…6月14日
（月）～7月7日（水））

須川展也S
サ ク ソ フ ォ ン

axophoneクリニック

時  8月27日（金）・28日（土）午後7時30分～8時30分　所  月
見の里学遊館・うさぎホール　内  日本が世界に誇るサクソ
フォン奏者の須川展也によるサクソフォン講座（曲目…「たな
ばた」、「オーメンズ・オブ・ラブ」）。受講者は「月見の里室
内楽アカデミー2021」のファイナルコンサート（8月29日
（日））で演奏します。　持ち物…サクソフォン　対  サクソ
フォン経験者　定  20人（先着順）　料  一般…5,000円　高校
生年代以下…2,500円　申  窓口にある申込書を窓口、ファク
ス、Eメールで。申込書は月見の里学遊館ホームページから
ダウンロードもできます（6月15日（火）～7月14日（水））

Jazz＆ゴスペルコンサート2021 in 月見の里

時  9月19日（日）午後6時～8時（開場…午後5時30分）　所  月
見の里学遊館・うさぎホール　内  月見の里学遊館のワーク
ショップから誕生した「月見の里ゴスペルクワイア」。豪華な
ゲストとともに魂の歌声を聴かせます。　対  小学生以上　
定  180人（先着順）　料  チケット　前売り券…2,500円　当日
券…3,000円　チケット販売場所…月見の里学遊館　チケッ
ト販売開始…6月21日（月）～　※電話予約も同日午後1時か
ら受付開始

第九を歌おう2022

時  9月4日（土）・18日（土）・22日（水）、10月13日（水）・16
日（土）・27日（水）・30日（土）、11月10日（水）・27日（土）、
12月8日（水）・18日（土）・22日（水）、令和4年1月15日（土）・
17日（月）・26日（水）　午後7時～9時（9・10月の土曜日は午
前10時～正午）　所  月見の里学遊館・うさぎホール　内  令和
4年1月30日（日）に開催する第九コンサートに向け、ベー
トーヴェン作曲の交響曲第九番第四楽章「合唱」の歌い方や音
程、リズムを覚える　対  中学生以上　定  60人（先着順）　
料  一般…10,000円　学生（中学～大学生）…5,000円　申  住
所・氏名・電話番号・学年を窓口、電話、郵送、Eメールで
（申込受付…6月21日（月）～）

問申  TEL49-3400　FAX49-3405（午前9時～午後5時　
木曜日休館）　〒437-0125　上山梨4-3-7

 info@tsukiminosato.com
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