
郷土資料館企画展ギャラリートーク

問 申  市郷土資料館　TEL23-8511　FAX23-7780
（午前9時～午後5時　月曜日、9月21日、22日、24日は休館）

時  9月28日（火） ①午前10時～11時30分　②午後1時30分～
3時　所  市郷土資料館　内  歴史文化館職員が企画展「中遠の
古刹　真言宗西楽寺Ⅱ－高平山－」の見どころや資料の解説
を行います。　対  どなたでも　定  各12人（先着順）　料  無料
申  氏名・電話番号を窓口、電話、ファクスで（申込期間…9
月14日（火）～26日（日）午後4時30分まで）

障がい者就職ミニ面接会

問  ハローワーク磐田障がい者担当　TEL32-6181
（音声ガイダンスに従って「41＃」を入力）

時  9月6・13・27日（全て月曜日）、9月1・8・15・22・29
日（全て水曜日）　午前の部…午前9時～11時30分　午後の部
…午後2時～4時30分　所  ハローワーク磐田3階・会議室（磐
田市見付3599-6）　内  就職を希望している障がい者と企業と
の個別面接会。参加企業は磐田市・袋井市・森町に就業場所
がある16社（各日午前・午後1社ずつ）　対  どなたでも　申  電
話で（申込期限…開催日まで）

市スポーツ協会感謝祭 in 愛野公園
問  市スポーツ協会　TEL42-1920

時  10月3日（日）午前10時～正午　所  愛野公園・Aゾーン、B
ゾーン　内  弓道・テニス・グランドゴルフなどのスポーツ体
験、ウオーキングスタンプラリー　対  市内在住、
在勤の方　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。

人権文化創造講演会

問 申  しあわせ推進課社会福祉係　TEL44-3121
FAX43-6285　  shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp

時  11月13日（土）午後1時30分～3時　所  メロープラザ・多
機能ホール　内  演題…「地域で生き、地域で逝く人々を支え
る～「ええ人生やった」その一言のために～」（講師…中村伸一
さん（おおい町国民健康保険名田庄診療所所長））　NHK「プロ
フェッショナル 仕事の流儀」で地域医療のスペシャリストと
して紹介された医師・中村さんの講演を通して、住み慣れた
地域で最期まで自分らしく生きることや自分自身の生き方に
ついて考え、患者やそれを支える
家族に対する理解を深める。手話
通訳・要約筆記あり　対  市内在住
の方　定  150人（先着順）　料  無料
申  住所・氏名・電話番号を電話、
ファクス、Eメールで（申込期間…
9月15日（水）～11月5
日（金））

「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  10月3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

第1回報徳リレー研修会

問 申  遠州アカデミー　戸田孝　TEL090-4861-9206
 takashi-t@hw.tnc.ne.jp

時  10月3日（日）午後1時30分～4時30分　所  袋井北コミュニ
ティセンター・ホール　内  二宮金次郎の足

そく

跡
せき

の説明、映画
「二宮金次郎」の紹介および上映、感想交換など　対  どなたで
も　定  50人（先着順）　料  1,000円（資料代。ただし、高校生
以下は無料）　申  氏名・電話番号を電話、Eメールで（申込期
間…9月15日（水）～29日（水） ）

市役所2階・市民ギャラリー10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  ①1日
（金）～10日（日）色鉛筆画2021年作品展　②11日
（月）～20日（水）「えんぴつ画」作品展　対  どなた
でも　料  無料　申  申込不要。直接会場へ

中村伸一さん
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撮影テクニック講座

問 申  袋井写真協会事務局　浅羽　TEL・FAX43-2845
〒437-0023　高尾1559-25

回 時 所 内容

1
10月15日（金）
8：00～18：30

（集合時間…7：45）

明治村（集合場
所…月見の里学
遊館・駐車場）

風景・スナップなど
の撮影実習

2
11月27日（土）
9：00～12：00

高南コミュニ
ティセンター

作品の講評、優秀作品
表彰（講師…蜂須賀秀
紀さん（二科会・日本
写真作家協会会員））

対  市内在住、在勤でカメラをお持ちの方。撮影の基本操作が
できる方　定  35人（先着順）　料  7,000円（バス代・入場料。
当日支払い）　申  住所・氏名・電話番号・勤務先（市外在住の
方）をファクス・郵送で（申込期間…9月14日（火）～9月22日
（水） 必着）

mama＋「水引きで作るマスクバンド」
問 申  mama＋・佐々木　  mamaplus26@yahoo.co.jp

時  10月21日（木）午前10時～正午（受付…9時30分～）　所  お
茶畑助産院（豊沢2158-3）　内  日本伝統の水引きを使って耳
が痛くならないオリジナルマスクバンドを作る（講師…中村
寛乃さん）、マスクバンド作製キットの販売　持ち物…はさ
み、洗濯ばさみ2個、持ち帰り用の袋　対  子育て中の方なら
どなたでも　定  10人（先着順）　料  1,500円/人　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…9月14日
（火）～10月18日（月））

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 定員
（先着順） 受講料 内容

はじめての
英会話

（全10回）

10月8・15・22・29日、11
月5・12・19・26日、12月
3・10日（全て金曜日）

10：00～
11：00

8人  6,000円
全く英語を話すことができない方向けの簡単
な英会話講座（講師…横田C.スワルナーリさ
ん）　持ち物…筆記用具

秋のスイーツ 10月9日（土）
13：00～

16：30 
10人

2,600円
（材料費含む）

抹茶クリームと栗が入った和風モンブランを
作る（講師…江川唯姫子さん）　持ち物…エプ
ロン、三角巾、布巾、スリッパ

ビューティ
ボディメイク

（全8回）

10月16・ 23日、11月13・27
日、12月4・11・18・25日
（全て土曜日）

19：30～
20：30 

16人 3,300円
筋肉の動きを意識して、美しい体づくりを目
指す（講師…堀浩二さん）　持ち物…タオル、
飲み物、ヨガマット

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（申込受付…9月
14日（火）～）　◆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。

外国人のための防災講座

問 申  袋井国際交流協会　TEL43-8070   FAX43-8068
 fifa25-a@office.tnc.ne.jp

時  9月25日（土）午前9時30分～11時　所  袋井国際交流セン
ター（新屋1-1-15）　内  日本で起きる災害を知り、災害への
備えや自分の命を守るための行動を学ぶ。起震車で地震の揺
れを体験。外国人の参加者には、1家族に1つ「非常用持ち出
し袋」をプレゼント。ポルトガル語・ベトナム語・中国語・
英語の通訳あり　対  市内在住、在勤または在学の外国人、外
国人を雇用している企業の担当者、自主防災隊長など　定  外
国人…15人　日本人…5人（申込多数の場合、抽選）　料  無料
申  住所・氏名・電話番号・国籍・通訳希望の有無を窓口、電
話、ファクス、Eメールで（申込期限…9月17日（金）まで）

大学共同授業「特別公開講座」

問  静岡文化芸術大学地域連携室　TEL053-457-6105
申  （公社）ふじのくに地域・大学コンソーシアム

時  10月2日（土）午前9時30分～午後0時40分　所  静岡文化芸
術大学（浜松市中区中央2-1-1）　内  講義テーマ…「SDGsの
歴史的意義と企業、行政に求められるもの」（講師…戸成司朗
さん（（一社）中部SDGs推進センター代表理事））　対  市内在
住、在勤または在学の方　料  無料　申  住所・氏名・ふりが
な・年齢・電話番号・メールアドレス・会場参加希望かオン
ライン配信希望かをホームページの申込フォーム
で（申込期限…9月23日（木・秋分の日）まで）
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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　月曜日、祝日休館）

講座名 日時 内容 定員 受講料（円） 申込先・会場

①笠原わくわく体験
講座

10月3日（日）
9：30～12：00

製茶工場の見学、おいしいお茶のいれ
方講座、ミカンの収穫体験（講師…荻
原克夫さん）

5組
（応募多数の
場合、抽選）

500円
笠原コミュニ
ティセンター
TEL23-2283

②木製デコボード作
り講座

10月16日（土）
13：30～16：30

木製ボードに色をつけ、ステンシルや
デコレーションをしてオリジナルボー
ドを作る（講師…杉本宏幸さん、長谷
川昌吾さん）

20人
（先着順）

3,000円
笠原コミュニ
ティセンター
TEL23-2283

③ボディメイク講座
10月12・19日、11月2・
16・30日、12月14日（全
て火曜日）10：00～11：30

健康的で引き締まった体づくりのため
の正しいトレーニング法を学ぶ（講師
…加藤未緒さん）

10人
（先着順）

800円
高南コミュニ
ティセンター
TEL42-4224

④リンパマッサージ
講座

10月17日、11月28日、
12月19日（全て日曜日）
9：00～10：30

リンパの流れを良くするセルフマッ
サージとストレッチで体の調子を整え
る（講師…熊切千晶さん）

15人
（先着順）

500円
三川コミュニ
ティセンター
TEL49-0393

⑤ガーデニング講座
10月27日、11月24日、 
12月8日（全て水曜日）
9：30～11：00

三川さんさん公園の花壇でガーデニン
グを学ぶ（講師…片桐篤子さん）

15人
（先着順）

500円
三川コミュニ
ティセンター
TEL49-0393

⑥初めてのスマホ
　講座

10月5・19日、11月2・
16・30日、（全て火曜日） 
13：30～15：00

メール・LINE・ネットなどの機能を
学習する（開催日ごとに学習する機能
が異なります）（講師…神谷知里さん）

10人
（応募多数の
場合、抽選）

500円
浅羽東コミュニ
ティセンター
TEL23-7470

⑦歴史ウオーキング
10月17日（日）　　　　　
8：45～12：00

実物を現地で確認しながら、浅羽地区
の石碑について学ぶ（講師…岡本寛二
さん）

8人
（応募多数の
場合、抽選）

300円
浅羽東コミュニ
ティセンター
TEL23-7470

⑧地元で愉
た の

しむ
　寺社巡り講座

10月2・16・30日、
11月13日、（全て土曜日）
10：00～11：30

地元の名刹や由緒ある神社の魅力や見
どころ、人気の御朱印やマナーを学ぶ
（講師…蓮仏ゆきさん）

20人
（先着順）

500円
浅羽北コミュニ
ティセンター
TEL23-6099

⑨イライラをすっき
りさせるやさしい
心理学入門講座

10月3・17日、11月7日
（全て日曜日）
13：30～15：00

イライラをすっきりさせる心理学を学
び、楽しく充実した人生を送ることを
目指す（講師…三浦正人さん）

10人
（先着順）

500円
袋井東コミュニ
ティセンター
TEL43-3389

⑩おもしろキッチン
10月7日（木）
9：30～12：00

フルーツサンドを作る（講師…右田慶
子さん）

8人
（先着順）

1,000円
袋井南コミュニ
ティセンター
TEL43-3386

⑪お手軽な体操講座
10月26日、11月2・9・
30日、12月14日（全て火
曜日）10：00～11：00

いつでもどこでもできる「ながら運動」
を取り入れた手軽な体操（講師…小井
啓子さん）

25人
（先着順）

1,000円
袋井北コミュニ
ティセンター
TEL43-3387

対  市内在住、在勤の方。ただし、①は小学生以上の方と保護者、②は小学4年生以上（小学生は保護者同伴）　申  住所・氏名・電
話番号を窓口、電話で（申込受付…9月15日（水）～）

託児・高齢者サポーター養成講座
問 申  ふくろいファミリー・サポート・センター　TEL・FAX44-3149

日時 内容

①10月  8日（金）9：30～11：45〈合同〉ファミサポの仕組み

②10月15日（金）9：30～11：30〈託児〉保育の心・託児の心構え

③10月22日（金）9：30～11：30〈高齢者〉サポートのマナーと補助具の使い方

④10月29日（金）9：30～11：30〈合同〉救急法　子どもと高齢者の安全

⑤11月  2日（火）9：30～11：30〈託児〉子どもの遊び　手を使って遊ぼう

⑥11月12日（金）9：30～11：30〈託児〉感染症への対策

⑦11月19日（金）9：30～11：45〈合同〉見直そう　交通ルールとマナー

所  月見の里学遊館　①～⑤集会室C　⑥集会室
A　⑦舞台芸術のワークショップルーム　対  ど
なたでも　定  20人程度（申込多数の場合、抽
選）　料  無料　申  住所・氏名・電話番号を電
話、ファクスで（申込期限…9月30日（木）まで）
◆託児または高齢者の講座のみの受講も可能　
◆受講後、希望により会員登録を行いサポー
ターとして活動できます（入会金…1,000円）。
◆無料の託児あり（5人程度）
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袋井体育センタースポーツプログラム（11月～3月）
問 申  袋井体育センター　TEL43-1790（午前8時30分～午後9時30分　月曜日休み）

プログラム名 曜日 時間 定員 
（先着順） 内容

①フィットネスサプリ

火

13：30～14：45 40人 簡単なエアロビック・ストレッチ・筋コンディショニングなど
を行う

②背骨コンディショニング A 15：00～16：00 15人 背骨のゆがみを整え、不調の改善を目指す　
③さわやかエアロ&
　背骨コンディショニング（夜間） 19：30～20：30 40人 簡単なリズムステップで行うエアロビックと、筋力維持を目指

すトレーニングを行う
④リズム＆ビューティ

水
  9：30～10：30 40人 ストレッチなど分かりやすい動作を中心に有酸素運動を行う

⑤楽しいフィットネスケア 13：30～15：00 40人 ゲーム・基礎運動・球技などで仲間づくりをしながら無理なく
運動する

⑥お手軽シェイプ 木
  9：30～10：30 40人 ダンベル体操・リズムステップ・ストレッチを中心とした全身

運動を行う
⑦よくばり体力（夜間） 19：30～20：30 30人 トレーニング・ストレッチ・ダンベル体操などで筋肉を鍛える

⑧いきいきボディづくり

金

13：15～14：15 30人 リズム体操やボール・ダンベルなどを使った運動で全身の引き
締めを目指す　

⑨背骨コンディショニングB 13：00～14：00 9人
背骨のゆがみを整え、不調の改善を目指す

⑩背骨コンディショニングC 14：00～15：00 9人

⑪ちびっこスポーツランド   9：30～11：00 50組 家庭では体験できない、集団活動に慣れるための集団遊びなど
を行う

時  ①～⑩11月4日（木）～令和4年3月18日（金）　⑪11月5日（金）～令和4年3月11日（金）　所  ①・③～⑧・⑪袋井体育センター　
②・⑨・⑩サンライフ袋井　対  ①～⑩20歳以上の方　⑪ひとり歩きできる就園前の子どもと保護者　料  ①・③～⑧6,000円（全
17回）　②・⑨・⑩7,000円（全17回）　⑪6,000円（全15回）　申  窓口にある申込用紙に受講料を添えて窓口へ（申込期間…9月
18日（土）～25日（土））

令和3年度甲種防火管理再講習

問 申  （一財）日本防火・防災協会
TEL 03-6263-9903　FAX 03-6274-6977

（月～金曜日午前9時～午後4時　土・日曜日、祝日は休み）

時  11月11日（木）午後1時～4時　所  袋井南コミュニティセン
ター　対  甲種防火管理新規講習修了者で、一定規模以上の防
火対象物の防火管理者に選任されている方　定  50人（先着
順）　料  7,000円　申  ホームページにある申込用
紙をファクス、またはホームページの申込フォー
ムで（申込期間…9月30日（木）～10月7日（木））

令和3年度第2回甲種防火管理新規講習

問 申  （一財）日本防火・防災協会
TEL 03-6263-9903　FAX 03-6274-6977

（月～金曜日午前9時～午後4時　土・日曜日、祝日は休み）

時  11月17日（水）午前9時30分～午後4時30分、18日（木）午
前9時30分～午後3時35分（受付（両日）…午前9時～）　内「防
火管理者」の資格を取得する講習　所  袋井南コミュニティセ
ンター　対  どなたでも　定  70人（先着順）　料  8,000円　
申  ホームページにある申込用紙をファクス、また
はホームページの申込フォームで（申込期間…10
月5日（火）～12日（火））

新体操体験教室

問 申  NPO法人袋井アートスポーツ（市スポーツ協会　新体操部）
竹尾　TEL090-4193-8205

時  9月25日（土）午前10時～11時30分　所  さわやかアリー
ナ・メインアリーナ　内  新体操のレッスン体験、模範演技
の見学　持ち物…体操服の上下、飲み物、タオル　対  小学
生女子　定  20人（先着順）（詳しくは、ホームページをご確認
ください）　料  無料　申  氏名・学年・電話番号を電話で（申
込受付…9月21日（火）午前10時～）　※留守番電
話に接続された場合は、再度ご連絡ください。

訪問看護師就業セミナー

問 申  （一社）県訪問看護ステーション協議会
TEL054-297-3311　FAX 054-297-3312

時  ①1日目…10月5日（火）午前9時45分～11時45分、2日目
…1日目と3日目の間の希望日（3時間程度）、3日目…10月13
日（水）午前9時45分～11時45分　②1日目…11月4日（木）午
前9時45分～11時45分、2日目…1日目と3日目の間の希望
日（3時間程度）、3日目…11月18日（木）午前9時45分～11時
45分　所  ①浜松市子育て情報センター・研修室1（浜松市中
区中央3-4-18）　②掛川市中部地域健康医療支援センター
「中部ふくしあ」（掛川市杉谷南1-1-30）　内  訪問看護の仕事
内容と現場の様子をセミナーや実習で学ぶ。希望者に無料の
託児もあり（要事前申込）　対  看護職の資格をお持ちの方　
料  無料　申  住所・氏名・電話番号・①希望か②希望かを電
話、ファクスで（申込期限…開催日前日まで）　
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10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

13日（水）  9：30～11：30  浅羽北コミュニティセンター 28日（木）  9：30～11：30 浅羽西コミュニティセンター

14日（木）  9：30～11：30 山名コミュニティセンター 29日（金）  9：30～11：30 袋井東コミュニティセンター

15日（金）  9：30～11：30 袋井北コミュニティセンター 29日（金）  9：30～11：30 浅羽東コミュニティセンター

21日（木）  9：30～11：30 今井コミュニティセンター 30日（土）  9：30～11：30 笠原コミュニティセンター

23日（土）10：00～15：00 袋井南コミュニティセンター 31日（日）  9：00～14：00 三川コミュニティセンターさんさん会館

27日（水）  9：30～11：30 袋井西コミュニティセンター 31日（日）10：00～11：30 幸浦コミュニティセンター

28日（木）  9：30～11：30 高南コミュニティセンター 31日（日）10：00～15：00 豊沢ふれあい会館

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…9月14日（火）～開催日前日）

県市町対抗駅伝競走大会　第3回選手選考記録会
問 申  市スポーツ協会　TEL42-1920（月曜日、祝日休み）

時  10月2日（土）午後6時30分～　集合…午後6時　所  エコパ
スタジアム　内  小学5・6年生…2,000メートル　中学生・高
校生年代女子・一般女子…3,000メートル　高校生年代男
子・一般男子・40歳以上…5,000メートル　対  市内在住、在
勤で小学5年生以上の方 　料  無料　申  住所・氏名・年齢・学
年・電話番号を電話で（申込期限…9月26日（日）午後5時まで）

シニア面接会

問 申  しずおかジョブステーション
TEL053-454-2523　FAX053-458-7026

時  10月20日（水）午後2時～4時　所  シルバーワークプラザ2
階・会議室（久能1287-1）　内  市内企業との面接会、再就職
に関するミニセミナー、シルバー人材センターの事業案内
対  市内在住で再就職・転職を希望している55歳以上の方　
定  20人（申込多数の場合、抽選）　料  無料　申  氏名・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…9月16日（木）～10月15日（金））

子育てセンターにじいろ（幼児部）
入園願書受付・説明会
問  子育てセンターにじいろ準備室（天竜厚生会子育て支援課内）
TEL 053-583-1428

対  3歳児（平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれ）　
定  30人（申込多数の場合、抽選）　申  入園願書を高南コミュ
ニティセンター窓口へ（申込受付…10月1日（金）午前9時～正
午まで）　募集要項・入園願書配布…入園説明会参加者に当
日配布、入園説明会に参加されなかった方には9月24日（金）
から配付
◉入園説明会を開催します
時  9月22日（水）・24日（金）午前10時～11時　所  高南コミュ
ニティセンター・集会室　内  子育てセンターにじ
いろ概要説明、募集内容および今後の予定等の説
明　申  申込不要。直接会場へ

令和4年袋井市成人式動画作成者

問 申  生涯学習課生涯学習係　TEL86-3191　FAX86-3666
 syougai@city.fukuroi.shizuoka.jp

内  式典（令和4年1月開催予定）などで使用する動画コンテンツ
の作成（撮影・編集など）にご協力いただける方を募集します
（昨年は、オープニング動画や市民・恩師からのお祝いメッ
セージ動画を作成しました）。　対市内在住、在勤または在
学の方。袋井市に縁のある方　申  住所・氏名・電話番号・動
画作成経験の有無、袋井市との縁（市外在住の方）を窓口、電
話、ファクス、Eメールで（申込期限…10月8日（金）まで）
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令和4年度市立幼稚園・
市立認定こども園（幼児部）入園児
問 申  すこやか子ども課子ども保育係　TEL86-3332

対  平成28年4月2日～平成31年4月1日生まれの幼児　対象幼
稚園…袋井東・袋井西・田原・今井・三川・浅羽西・浅羽
南・浅羽北　対象こども園…笠原・若草・浅羽東・山梨・若
葉（山梨幼稚園と若葉幼稚園は令和4年度からこども園に移行）
定  申込人数が各園の定員を超えた場合は、居住地域や兄弟姉
妹の在園の有無などを考慮して入園児を決定します。　申  各
園にある申込用紙を、入園を希望する園へ（申込期間…10月1
日（金）～11日 （月） ※土・日曜日は除く）
◉市立幼稚園・こども園（幼児部）の預かり保育、延長預かり保育
時  月～金曜日　預かり保育（全市立幼稚園・こども園）…午後
2時～5時（午前保育の場合は保育終了後～午後5時）　延長預
かり保育（浅羽北幼稚園）…上記時間に加え、午前7時30分～
8時30分、午後5時～6時　◆山梨幼稚園と若葉幼稚園は令和
4年度からのこども園化に伴い延長預かり保育は令和3年度
末で廃止　申  各園にある申込書を、入園を希望する園へ　
※延長預かり保育を希望する場合は、住所地に限らず浅羽北
幼稚園に申し込みをすることができますが、保育園の利用と
同等の要件を満たす必要があります。

令和4年度　中東遠看護専門学校組合（東海アクシス看護専門学校）実習指導教員または看護教員
問 申  東海アクシス看護専門学校総務課庶務係　TEL43-8111　〒437-0033　上田町267-30

1職種、採用予定人員および受験資格　昭和56年4月2日以降に生まれた方で、看護師の資格を有し、次の要件を満たす方

職種 採用予定人員 受験資格

実習指導教員
または
看護教員

2人

①実習指導教員
　保健師、助産師または看護師として勤務経験が5年以上（4年制大学卒業者の場合は3年以上）
ある方

②看護教員
　①に加え、大学において教育に関する科目を履修して卒業した方、または大学院において教
育に関する科目を履修した方。あるいは、厚生労働省認定看護教員養成講習会を修了した
方、または令和4年3月31日までに修了の見込みの方

※地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条に規定する欠格条項に該当する方は、受験できません。 
2処遇　①公務員としての正規職員での採用　②実習指導教員は、国家公務員看護師の給与に準ずる　※前歴換算制度あり　初
任給　4年制大学卒…239,400円　専門学校卒…226,300円　③看護教員は、静岡県高等学校教員の給与に準ずる　※前歴換算
制度あり　初任給　4年制大学卒…242,500円　専門学校卒…230,100円　④実習指導教員として採用した場合、厚生労働省認
定看護教員養成講習会を受講する場合は、受講経費の全額を公費で負担。また、講習会終了後には、看護教員に身分を切り替え
ることも可能　3保険など　静岡県市町村職員共済組合へ加入　4福利厚生、諸手当等　袋井市職員に準じた扱い　5申込期限
10月20日（水）まで　6試験期日および試験場所　①試験期日…応募者に後日連絡　②試験場所…東海アクシス看護専門学校　
7試験の方法　①作文試験…職務遂行に必要な見識・判断力・表現力等についての記述式の試験　②面接試験…個別の面接試験
8合格者の決定および発表　試験の結果に基づいて合否を決定し、文書にて通知　9採用時期　令和4年4月　�受験手続き　次
の書類を窓口へ　共通…①履歴書（写真貼付、市販可）　②看護師免許証の写しまたは保健師、助産師免許証の写し　③職務経歴
書（様式任意、A4縦・4頁以内）　看護教員のみ…④卒業証明書および単位取得証明書（大学において教育に関する科目を履修し
て卒業した方）　⑤修了証明書（大学院において教育に関する科目を履修した方）　⑥看護教員養成講習会修了証の写しまたは修了
見込証明書（看護教員養成講習会修了者（修了見込みを含む））

令和4年度放課後児童クラブ（学童保育）入所児童

問 申  すこやか子ども課子育て支援係　TEL86-3330
申  市民サービス課市民サービス係　TEL23-9211 

親の就労などにより日中保護者が家庭にいない小学生児童
に、支援員等が遊びを中心とした健全育成を行います。放課
後児童クラブの開所時間や保護者負担金、入所条件などの詳
細は募集案内をご確認ください。　対  保護者が就労等の理由
により家庭での保育が困難な小学生　定  申込期間内の申込者
で利用調整（入所選考）します。　申  申込書に保護者の就労証
明書などを添付して受付場所へ　受付場所…現在通っている
市内認可保育所・認定こども園・公立幼稚園・利用している
市内各放課後児童クラブ。初めて利用する小学生および市外
の保育所等に通っている方は窓口へ（申込期間…10月1日
（金）～10月29日（金））　募集案内は9月24日（金）から窓口お
よび現在通っている市内認可保育所・認定こども園・公立幼
稚園・放課後児童クラブで配布するほか、市ホームページか
らダウンロードもできます。10月から電子申請が可能で
す。申請方法は募集案内をご確認ください。　
◆現在利用中の方や長期休業期間のみ利用する方
も申し込みが必要です。
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自動車事故に伴う損害賠償問題でお困りの方へ

問 申  （公財）交通事故紛争処理センター静岡相談室
TEL054-255-5528（午前9時～午後5時　土・日曜日、祝日、
12月29日～1月3日休み）

自動車事故の被害に遭い、示談をめぐる損害賠償の問題でお
困りの方に対して、弁護士が当事者間の紛争解決のお手伝い
をします。　料  無料　申  住所・氏名・事故に遭った場所を電
話で（随時受付）

見えない方、見えにくい方への入学相談

問 申  県立浜松視覚特別支援学校高等部専攻科入学相談係
TEL053-436-1261

県立浜松視覚特別支援学校では「見えない、見えにくい」ため
に就職や進学・仕事でお悩みの方に、専攻科への入学相談を
行っています。入学すると3年間で、あん摩マッサージ指圧師
およびはり師、きゅう師になるための国家試験受験資格が取
得できます。卒業後は医療技術者としての道が開かれます。
入学試験は3月上旬、願書配布は1月中旬です。　対  高等学校
卒業資格（見込み含む）を持ち、次のいずれかに該当する方　
①矯正視力が0.3未満か、0.3以上であっても視野異常など高
度の障がいのある方　②進行性の眼

め

の疾患などで
将来視覚に異常を生じる可能性のある方

福祉のミニ就職相談会

問  県社会福祉協議会社会福祉人材センター
TEL054-271-2110

時  10月13日（水）、11月22日（月）、12月17日（金）　各日と
も午後1時～3時30分　所  県総合社会福祉会館シズウエル（静
岡市葵区駿府町1-70）　内  福祉の仕事に関する就
職相談やセミナー　 対  どなたでも　料  無料　
申  申込不要。直接会場へ

専門職が聴く「なんでも相談会」

問 申  市社会福祉協議会生活支援係　TEL43-3020
FAX43-6305　  csw-fukur@fukuroi-shakyo.or.jp

時  9月15日（水）午後1時～4時　所  袋井南コミュニティセン
ター・ホール　内  成年後見制度・法律・福祉・介護など　
対  市内在住の方　定  20人（先着順） ※定員に達した場合は、
別日で日程を調整します　料  無料　申  住所・氏名・年齢・
電話番号・相談内容を窓口、電話、ファクス、Eメール、郵
送で（申込期限…9月14日（火）まで）

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  10月21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
などについての専門医による個別相談　定  4人程度（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
…10月14日（木）まで）

全国一斉子どものための養育費相談会
問  司法書士牧野賢努事務所　TEL054-631-9120

時  9月25日（土）午前10時～午後4時　内  養育費でお悩みの方
の相談会。司法書士による養育費に関する無料電話相談　
電話番号…0120-567-301（フリーダイヤル：通話料無料）　
対どなたでも　料  無料　申  申込不要。直接電話でご相談く
ださい。

9月1日～10日は屋外広告物適正化旬間です
屋外広告物の適切な設置・管理をお願いします
問 申  都市計画課まちづくり計画室　TEL44-3122

市では、屋外広告物条例により、適切に屋外広告物を設置す
るための基準を設けています。営利・非営利に関係なく、高
さや大きさなどの基準があり、設置には原則許可が必要です。
◉屋外広告物とは
次の①～④までの全ての要件を満たしているものです。
①常時または一定の期間継続して表示されるもの　②屋外で
表示されるもの　③公衆に表示されるもの　④看板・立看
板・はり紙・はり札・広告塔・広告板・建物その他の工作物
などに表示・設置されたものやこれらに類するもの　◆すで
に設置されている屋外広告物についても今一度、許可の状況
をご確認いただき、適切な管理をお願いします。

広報ふくろい6月号特集記事の補足説明
問  ごみ減量推進課　TEL84-6057

本紙6月号8ページ「ごみ処理の有料化を含め、ごみ減量化の
取組を強化します」の中で、中遠クリーンセンターに搬入さ
れる可燃ごみの量について、『この10年間で約18％（約
5,000トン）増加し、この間の人口増加率が約1％である』と
記載しましたが、ごみの増加量は本市の家庭ごみのほか、森
町の家庭ごみや事業所の一般廃棄物、し尿・下水汚泥等も含
めたものであり、人口増加率1％は本市の増加率を示したも
のであるため、本市の家庭ごみが18％増加したことを示す
ものではありません。本市の家庭ごみの増加率は、この10
年間で約6％ですので、誤解のないようお知らせいたします。
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ひとり親家庭自立支援給付金事業
問 申  しあわせ推進課家庭福祉係　TEL44-3184

区分 支給対象者
（全てに該当する方） 内容 支給額

自立支援教育訓練
給付金事業

①事前相談で必要性が
　認められた方
②児童扶養手当支給水
　準の所得の方

厚生労働省が指定する
職業能力開発のための
講座を受講した場合、
講座修了後に受講料の
一部を支給する。

対象講座の受講料の6割相当額
上限…200,000円　下限 …12,001円
※雇用保険法による一般教育訓練給付金の支給を受けるこ
とができる方は、上記の額から、雇用保険法による一般教
育訓練給付金の額を差し引いた額

高等職業訓練促進
給付金等事業

①事前相談で必要性が
　認められた方
②児童扶養手当支給水
　準の所得の方
③看護師・理学療法士
　・作業療法士・介護
　福祉士・保育士等の
　資格を取得しようと
　している方

看護師等の資格を取
得するために1年以
上修業する場合、生
活費の負担を軽減す
るために支給する。

高等職業訓練促進給付金
支給期間：修業期間の全期間（上限4年）
・市民税非課税世帯（同居の扶養義務者を含む）　
　月額…100,000円
・市民税課税世帯　月額…70,500円
ただし、養成機関における課程修了までの期間の最後の12
か月については、
・市民税非課税世帯（同居の扶養義務者を含む）
　月額…140,000円
・市民税課税世帯　月額…110,500円
高等職業訓練修了支援給付金
支給期間：修業修了後
・市民税非課税世帯（同居の扶養義務者を含む）  50,000円
・市民税課税世帯　　　　　　　　　　　　　  25,000円

対ひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）の方で、児童扶養手当を受けている方または同等の所得水準にある方　申  受
講・申請前に相談が必要ですので、窓口までお問い合わせください。

社会生活基本調査
問  県知事直轄組織統計調査課消費班　TEL054-221-2236

10月20日を調査期日として社会生活基本調査が実施されま
す。事前準備のため、9月1日から調査員が対象となる調査
区を訪問し、世帯主の氏名や住所を確認しますので、ご協力
をお願いします。　実施方法…10月上旬から調査員（知事が
任命した地方公務員）が調査世帯を訪問し調査票を配布。10
月下旬に調査票を配布した世帯を訪問し、調査票を回収　
調査項目…趣味・娯楽などの生活行動、1日の生活時間など
対  一定方法により抽出された世帯

ボランティア活動指導者賠償責任保険
問 申  生涯学習課生涯学習係　TEL86-3191

内  ボランティア活動での指導中に起きた事故の賠償に対して
補償が受けられます。　加入期間…11月1日から令和4年11
月1日まで　対  市内の社会教育およびボランティア団体の指
導者　料  無料　申  窓口にある申請書・団体の規約や年間活
動計画等の活動目的や内容がわかる資料を窓口へ（申込期限
…10月5日（火）まで。以降は随時受付）

交流・自主学習コーナーをご利用ください
問  教育企画課教育総務係　TEL86-3111

教育会館の2階には、誰でも自由に利用できるスペースがあ
ります。交流や自主学習の場として、ぜひご利用
ください。　利用可能時間…午前9時～午後9時
30分　対  どなたでも

家屋の現況確認調査（今井地区・袋井西地区）

問  税務課資産税係　TEL44-3110
    (株) 四門　TEL052-453-6221

この調査は、市の家屋課税台帳と現在の状況を照合し、増改
築などによる課税漏れまたは取り壊しなどがある家屋を調査
し、固定資産税の公平・公正な課税を行うことを目的に行う
ものです。　調査方法…①公道目視調査　公道から市の家屋
課税台帳の登録内容と家屋の現況が一致しているか確認しま
す。所有者の方が立ち会う必要はありません。また、調査員
は敷地内には立ち入りません。　②現地立会調査　公道目視
調査の結果、市の家屋課税台帳の登録内容と現況が異なる場
合など、より詳細な調査が必要な場合には個別訪問し、家屋
の所有者または居住者の方の立ち会いのもとで調査を行いま
す。基本的に調査員は建物内には立ち入りません。　調査員
…市が委託した業者（（株）四門）の現地調査員。腕章と現地調
査員証を携行しています。口座の確認や金銭の支払いなど調
査の目的以外のお願いをすることはありません。　調査期間
…9月から12月末まで
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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

時  10月20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…9月17日（金）～30日（木））

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

❶体験コース…10月4日（月）午前9時30分～11時　❷トレー
ニングコース…10月14日（木）・18日（月）　①午前9時30分
～10時30分　②午前10時40分～11時40分　❸開放日…10
月18日（月）午後1時～4時、28日（木）午前9時～正午　
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  いずれも
市内在住の介護認定を受けていない65歳以上の方　体験
コース…筋トレマシン初めての方　トレーニングコース…体
験コースに参加したことがある方　開放日…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 ❶・❷…各10
人（先着順）　料  ❶・❷…200円/回　❸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…9月15日（水）～）　※開放日は申込不要

献血にご協力ください
問  しあわせ推進課社会福祉係　TEL44-3121

時  10月8日（金）午前9時30分～11時15分、午後0時30分～4
時　所  市役所駐車場・献血バス（受付…市役所駐車場・マイ
クロバス）　内  輸血に使用する血液は、人工的に造ることが
できず、長期保存することもできません。病気やけがなどで
輸血を必要としている患者さんの生命を救うため、献血にご
協力ください。　対  16～69歳までの健康な方（献血基準を満
たさない場合、献血をご遠慮いただく場合があります）　
申  申込不要。直接会場へ

（総合健康センター）　久能2515-1

打ちたて新そば祭り!「そば打ち体験」

時  11月6日（土）・7日（日）　午前の部…午前10時～正午　
午後の部…午後1時～3時　所  月見の里学遊館・こども室　
内  旬の新そば粉を使ったそば打ち体験。そばはお持ち帰りい
ただきます。　対  13歳以上の方。個人または家族やグループ
（2人程度）。家族の場合、小学3年生以上の子どもと保護者　

定  4組/回（先着順）　料  1,000円（材料費含む）　申  住所・氏
名・年齢・電話番号・参加希望日と時間帯を窓口、電話、
ファクス、Eメールで（申込受付…9月15日（水）～）

各種運動講座

◉月見の里うんどうあそび
コース 日

月曜コース
（2歳～3歳半向け）

11月1・8・15・22・29日、12月
6・13・20日、令和4年1月17・24・
31日、2月7日（全て月曜日）

金曜コース
（1歳半～2歳向け）

11月5・12・19・26日、12月3・
10・17・24日、令和4年1月14・
21・28日、2月4・18日（全て金曜日）

時  午前10時～11時　所  月見の里学遊館・集会室C　内  運動
と遊びをミックスした親子で楽しむフィットネス（講師…小
井啓子さん（親子うんどうあそびインストラクター））　対  平
成30年5月1日～令和2年5月1日生まれの子どもと保護者　
定  各15組（先着順）　料  4,500円　※キャンセル料…初回の1
週間前から3,000円発生　申  住所・氏名・年齢・電話番号を
窓口、電話で（申込受付…9月14日（火）～（電話受付…午後1
時～））
◉月見の里ベビービクス&ヨガ

コース 日

ねんねコース
11月10・17・24日、12月1・8・
15・22日、令和4年1月12・19・26
日、2月2日（全て水曜日）

はいはい&
あんよコース

11月12・19・26日、12月3・10・
17・24日、令和4年1月14・21・28
日、2月4・11日（全て金曜日）

時午前10時～11時 　所  月見の里学遊館・和室　内  ベビービ
クス&ヨガで親子のコミュニケーションを深める（講師…山内
佳代さん（ベビービクスインストラクター））　対  令和2年5月
1日～令和3年8月1日生まれの子どもと保護者　定  各15組
（先着順）　料  4,500円　※キャンセル料…初回の1週間前か
ら3,000円発生　申  住所・氏名・年齢・電話番号を窓口、電
話で（申込受付…9月15日（水）～（電話受付…午後1時～））

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

児童扶養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

9月はひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）などを対象とした児
童扶養手当の支給月です。7～8月分の児童扶養手当を指定の
口座に振り込みます。　振込日…9月10日（金）　支給額…児童
扶養手当証書に記載された金額　◆新しく児童扶
養手当の受給対象となった方は申請してください。
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メロープラザ「10月開講！メローカレッジ」

講座名 期間・回数 時間 内容 定員 
（先着順） 受講料

�キッズビクス（Aコース） 10月9日（土）～
全6回

  9：45～
10：45 体を動かして親子で楽しくリフレッシュする（講師

…山内佳代さん）

10組 3,000円

�キッズビクス（Bコース） 10月9日（土）～
全6回

11：00～
12：00 10組 3,000円

�一日の終わりの癒やしヨーガ 10月12日（火）～
全8回

19：30～
20：30

心と体にリラックスを与え、ストレス対処能力の向
上を目指す（講師…永井理恵子さん） 9人 4,000円

�ライフキネティック 10月18日（月）～
全9回

10：00～
11：00

運動と脳トレを組み合わせたエクササイズ（講師…内藤
裕己さん（ライフキネティックトレーナー）） 10人 4.500円

�やさしいヨガ 10月19日（火）～
全8回

  9：30～
10：30

緊張した身体を緩め、心を穏やかにし健康な体のサ
ポートをする（講師…永井理恵子さん） 9人 4,000円

�スローエアロビック
　＆エクササイズ

10月21日（木）～
全9回

10：00～
11：00

代謝を良くするエアロビックと筋肉をつける運動で健
康な体づくりを目指す（講師…木村憂子さん） 10人 4,500円

�背骨コンディショニング 10月22日（金）～
全9回

19：00～
20：00

簡単な体操で背骨のゆがみを整える（講師…MIHO
さん） 10人 4,500円

�癒やしの空間茶道
　（裏千家）（夜の部）

10月14日（木）～
全9回

18：30～
21：30 和やかな雰囲気の中で稽古を楽しむ（椅子に座って

も可）（講師…後藤宗智さん）

10人
9,000円
（材料費含む）�癒やしの空間茶道

　（裏千家）（昼の部）
10月21日（木）～

全9回
  9：30～

12：30 10人

�美文字を習得
　かな書道とペン字

10月25日（月）～
全6回

13：30～
14：30

筆ペンとボールペンを使って、季節の手紙・宛名書
き・かな書道を学ぶ（講師…清葉さん） 10人 3,000円

（教材費含む）
�リフレッシュ
　オータムフラワー講座 10月2日（土） 10：00～

11：30 秋の花を寄せ植えする（講師…落合道乃さん） 10人 2,500円
（材料費含む）

�職人さんから学ぶ
　木工教室

10月22日（金）～
全5回

19：00～
21：00

折りたたみテーブルを作る（講師…飛田孝さん
（TOBITA CRAFT）） 10人 8,000円

（材料費含む）

�第4回米麹
こうじ

づくりから
　始める味噌づくり

10月14日（木）19：00～21：00
10月15日（金）19：00～20：00
10月16日（土）9：00～10：00、
16：00～19：00（3日間全4回）

米麹にこだわった手づくり味噌を作り、1人10キロ
グラム持ち帰る（講師…寺下恵美子さん） 6人 4,500円

（材料費含む）

�手づくりパン教室
　（夜コース）　　

10月15日（金）～
全6回

18：30～
21：30 毎月1回2種類のパンづくりに挑戦する（講師…江川

唯姫子さん）

10人 9,000円
（材料費含む）

�手づくりパン教室
　（午前コース）　

10月16日（土）～
全6回

  9：30～
12：30 10人 9,000円

（材料費含む）

�初めてのパンづくり 10月16日（土）～
全6回

13：30～
16：30

毎月1回2種類のパンづくりに挑戦する（講師…江川
唯姫子さん） 10人 9,000円

（材料費含む）

�10月のスイーツ倶楽部 10月30日（土）   9：30～
12：30

季節のフルーツを使ったミニカップシフォンケーキ
を作る（講師…江川唯姫子さん） 10人 2,500円

（材料費含む）
�10月のたのしい
　ぱんづくり　 10月30日（土） 13：30～

17：00
コーヒー味の生地に大納言を入れた菓子パン「カ
フェ」を作る（講師…岩倉恵美子さん） 10人 1,700円

（材料費含む）

�中国語講座（中級編） 10月18日（月）～
全9回

19：30～
21：00

中国語会話の基礎を学ぶ（簡単な日常会話ができる
方向け）（講師…金英玉さん） 8人

5,000円
（教材費別途
1,430円）

対  どなたでも（お子様連れはご遠慮ください。ただし�・�は除く）。�は平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれの子どもと
保護者。�は平成31年4月2日～令和元年9月30日生まれの子どもと保護者。�～�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・受講者カードをお持ちの方はカード番号を電話で（申込受付　�～�…9月18日（土）～　�～�…9月
19日（日）～）　◆希望者が少ない場合は、講座を開催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

問 申  TEL30-4555　FAX23-8000（午前9時～午後10時　水曜日休館）
〒437-1102　浅名1027　  mellow-plaza@asahi-net.email.ne.jpメ ロ ー プ ラ ザ

市民音楽劇「月見の里物語」出演者（演技）オーディション

時  11月27日（土）午後2時～4時　所  月見の里学遊館・集会室C　内  月見の里学遊館の開館20周年を記念して、うさぎホールで開催す
る市民音楽劇「月見の里物語　Sing＆Dance」出演者（演技）オーディションを開催します。演技未経験者でも大丈夫です。　公演内容
…月見の里で動物たちが協力して生きていく物語を歌・ダンス・演技で表現する音楽劇。詳しくは、ホームページをご確認ください。
公演日…令和5年春予定（2回）　稽古日程・場所…12月から土曜日の午後に月見の里学遊館で（講師…横山央さん（元SPAC俳優））　
対  小学2年生以上　定  10人程度（オーディションにて決定）　料  無料　合格者は12月から練習料が月3,000円かかります。　申  窓口にあ
る申込書を窓口、郵送、Eメールで。申込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…9月14日（火）～11月10日（水））
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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）




