
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。

スポーツウエルネス吹矢体験会
問申  市スポーツ協会吹矢部　杉山　TEL080-3627-2782

時  2月6・13・20日（全て日曜日）午後1時30分～3時30分　
所  袋井北コミュニティセンター1階・ホール　内  5～10メー
トル離れた円形の的を目掛けて息を使って矢を放ち、矢が刺
さった的の得点を競う「スポーツウエルネス吹矢」の初心者向
け体験会　対  18歳以上の方　定  10人（先着順）　料  参加回数
にかかわらず200円　申  氏名・電話番号を電話で（申込受付
…1月15日（土）～）

市役所2階・市民ギャラリー2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　※最終日は午後3時まで
所  市役所2階・市民ギャラリー　内  ①1日（火）～10日（木）第
17回子ども書きぞめ大会（内容…書きぞめの展示）　②11日
（金・建国記念の日）～20日（日）大石衛作品展（内
容…クレヨン画・水彩画の展示）　対  どなたでも
料  無料　申  申込不要。直接会場へ

まちじゅうひなまつりプロジェクト

問  市観光協会　TEL 43-1006
　 産業政策課商業観光室　TEL 44-3156

時  1月1日（土・元日）～3月31日（木）　内  可睡齋ひなまつり
開催期間に合わせ、市内の店舗・企業・施設にひな人形が飾
られて街中がひなまつり一色になります。
◉クーポンパスポートでおもてなしサービス
開催期間中に市内の参加店舗でクーポンパスポートを提示す
ると、割引やプレゼントなどのおもてなしサービスを受ける
ことができます。クーポンパスポートは、開催期間中に可睡
齋や観光案内所など市内各所で配布します（10,000部限定、
先着順）。
◉Instagramプレゼントキャンペーン！
Instagramで市観光協会公式インスタグラムアカウント（@
hot_fukuroi）をフォローし、ハッシュタグ「#まちひな
2022」を付けて写真を投稿すると、抽選で20人にクラウン
メロンもしくは可睡齋鉢植えぼたんが当たるキャ
ンぺーンを実施します。詳しくは、ホームページ
をご確認ください。

企画展「中遠の古刹　真言宗西楽寺Ⅳ
―西楽寺の幕末・明治―」

問 市郷土資料館　TEL23-8511（午前9時～午後5時　月曜日休館）

時  1月13日（木）～2月23日（水・天皇誕生日）　入場…午後4
時30分まで　所  市郷土資料館　内  市内最大規模の古文書群
「西楽寺文書」から、地域の歴史を読み解く全4回の展示シ
リーズの最終回。テーマは幕末・明治。激動の時代で変化し
た地域の寺院の歴史を取り上げます。　対  どなたでも　料  無
料　申申込不要。直接会場へ 

第17回JOCジュニアオリンピックカップ
全国エアロビック選手権大会 in 袋井2022
問  スポーツ政策課スポーツ推進係　TEL44-3139

時  1月23日（日）午前9時50分～午後5時50分　所  さわやかア
リーナ・メインアリーナ　内  全国から集まった16歳以下のトッ
プ選手約300人が、12部門に分かれ華麗な演技を披露します。
対  どなたでも　料  無料　申  申込不要。直接会場へ

磐田・袋井・掛川インターナショナルフェア2022
問  袋井国際交流協会　TEL43-8070  

時  1月22日（土）・23日（日）午前10時～午後6時　所  ららぽー
と磐田1階・西広場、中央広場、東広場、2階・LaLa Club
など（磐田市高見丘1200）　内  外国とつながりがある人たち
の企画展、外国の食品や雑貨などの販売、民族衣装の試着体
験、アフガニスタンで国際貢献した中村哲医師の写真展など
対  どなたでも　料  無料　申  申込不要。直接会場へ

いわた・ふくろい就職フェア
問申  産業政策課産業労政係　TEL44-3136

時  2月25日（金）午後1時～5時（受付…午後0時30分）　所  ア
ミューズ豊田・メインアリーナ（磐田市上新屋304）　内  袋井
市・磐田市を中心とした県西部地域の企業約50社が参加予
定。企業と学生のマッチングを行います。　対  令和4・5年3
月卒業予定の大学生など（大学院・大学・短大・高専・専修
学校）、卒業後3年以内の既卒者　料  無料　申  市
ホームページの申込フォームで（申込期限…2月
21日（月）まで）
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第13回むかし話を語り継ぐ仲間の集い

問  市文化協会事務局（月見の里学遊館内）　TEL49-3443
（午前9時～午後4時　木・土・日曜日、祝日休み）

時  2月13日（日）午後1時30分～4時　所  月見の里学遊館・う
さぎホール　内  市文化協会の「むかし話の会」と近隣市町の
「むかし話を語り継ぐ会」との合同発表会。寸劇や朗読など
で、遠州地域に残るむかし話を語ります。　対  どなたでも　
定  180人（先着順）　料  無料　申  申込不要。直接会場へ

「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
TEL090-1987-5522

時  2月6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

サンライフ袋井　短期講座
問申  サンライフ袋井　電話43-5051（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
（材料費含む） 内容

ショコラシュー
2月11日
（金・建国記念の日）

13：00～
16：30

10人  2,500円
ココア味の生地にチョコクリームを入れたバレンタイ
ンデー向けのシュークリームを作る（講師…江川唯姫子
さん）　持ち物…エプロン、三角巾、ふきん、スリッパ

ブーケフレーム
と軽やかなネッ
クレス（全3回）

2月18・25日、3月4日
（全て金曜日）

10：00～
12：00

8人 2,500円
ペーパークイリング（紙を巻いて作るアート）で、ブー
ケフレームとネックレスを作る（講師…沼田晶子さん）
持ち物…定規（30センチメートル）、木工用ボンド

免疫力を
上げましょう

2月3日（木）
10：00～
11：30

8人 1,000円
免疫力を上げるつぼ押しなどを実践し、病気にかかり
にくい体づくりを目指す（講師…石川茂樹さん）
持ち物…筆記用具

ピラティス
（全5回）

2月8・15・22日、3月
1・8日（全て火曜日）

13：30～
14：30

10人 2,000円
体幹トレーニングで腹筋や背筋などを鍛える（講師…荒
内幸代さん）　持ち物…ヨガマット、飲み物、タオル

初めてのギター
弾き語り（全4回）

2 月 1 2・2 6 日、3月
12・26日（全て土曜日）

13：30～
15：30

8人 2,000円
初心者や、基本を学び直したい人向けの講座
（講師…朝倉由則さん）　持ち物…ギター、カポタス
ト、チューナー、筆記用具

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…1
月14日（金）～）　◆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制度が利用できます。詳しくは、勤務先にご確認ください。

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
（先着順） 受講料 申込先・会場

ブローチ作り講座
2月19・26日、3月5・12・26日
（全て土曜日）
9：30～11：30

粘土で花のブローチを作る
（講師…飯田政子さん） 10人 3,000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　申  住所・氏名・電話番号を窓口、電話で（申込受付…1月15日（土）～）
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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　月曜日休館）

時  1月28日（金）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Ⅳ　―西楽寺の幕末・明治―」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  住所・氏名・電話番号を窓口、電話、
ファクスで（申込期間…1月14日（金）～27日（木））

mama＋
「親子で作ろう！バレンタインのアイシングクッキー」
問申  mama+佐々木　  mamaplus26@yahoo.co.jp

時  2月11日（金・建国記念の日）①午前10時～10時30分（受
付…午前9時30分～）　②午前11時～11時30分（受付…午前
10時45分～）　所  お茶畑助産院（豊沢2158-3）　内  バレンタ
インモチーフのクッキーに、アイシングペンで簡単なデコ
レーションをする（講師…伊藤まゆみさん（Miri Café、野菜
ソムリエプロ））　持ち物…持ち帰り用の入れ物　対  3歳以上
の子どもとその保護者（保護者のみの参加も可。また、小学
生以上は子ども1人での参加も可）　定  各6組（先着順）　
料  1,000円/人（クッキー4枚分）　託児…200円/人　お弁当
…500円/個（要予約。持ち帰り用）　キャンセル…2月8日
（火）以降のキャンセルはできません。開催当日にキットをお
受け取りいただくか、後日完成品をお受け取りください。　
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…1月14日
（金）～2月8日（火））　

第36回医療市民講座～がん講習会～
「がんと闘う　住みなれたこの場所で」
問申  中東遠総合医療センター経営戦略室
TEL0537-21-5555　FAX0537-28-8971

時  2月26日（土）午前10時～正午　所  月見の里学遊館・うさ
ぎホール　内  ①「最近増えてます！大腸がんとすい臓がん」
（講師…京兼隆典さん（医務局長兼外科診療部長））　②「がん
と共に生きる～緩和ケア外来～」（講師…内山智浩さん（副医
務局長兼麻酔科診療部長））　③「がん相談支援センターのご
紹介」（講師…中川穂波さん（副看護部長兼がん相談支援セン
ター長））　対  どなたでも　定  200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…1
月17日（月）～2月25日（金））

創業セミナー

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

時  3月5日（土）午後1時30分～3時30分　所  教育会館3階・B
会議室　内  創業経験者・創業予定者によるパネルディスカッ
ション。夢を実現したい方が「創業」を学ぶ（講師…篠田久美さ
ん（もこあもこ（同））、湖東聡さん（おそうじ本舗袋井駅前店）
コーディネーター…辻村泰宏さん（（有）辻村））　対  創業に興
味のある方や創業間もない方　定  30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…1月14日（金）～）。

2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

  2日（水）  9：30～11：30 三川コミュニティセンターさんさん会館 16日（水）  9：30～11：30 袋井西コミュニティセンター

  4日（金）  9：30～11：30 袋井南コミュニティセンター 18日（金）  9：30～11：30 袋井北コミュニティセンター

  9日（水）  9：30～11：30 幸浦コミュニティセンター 19日（土）  9：30～11：30 松原研修センター

10日（木）  9：30～11：30 山名コミュニティセンター 24日（木）10：00～11：30 浅羽北コミュニティセンター

10日（木）  9：30～11：30 浅羽西コミュニティセンター 25日（金）  9：30～11：30 袋井東コミュニティセンター

15日（火）13：30～15：30 笠原コミュニティセンター 25日（金）  9：30～11：30 高南コミュニティセンター

15日（火）13：30～15：30 豊沢ふれあい会館 27日（日）  9：30～11：30 今井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等へ出向き、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  氏名・年齢・電話番号を窓口、電話、ファク
スで（申込期間…1月14日（金）～開催日前日）
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花工場で生産した夏・冬花壇向け花苗の配布

問申  維持管理課公園緑地係　TEL44-3165　FAX42-3367
 kensetsu@city.fukuroi.shizuoka.jp　〒437-8666

内  年2回、夏花壇向け花苗（マリーゴールド・サルビアなど）と
冬花壇向け花苗（パンジー・ビオラなど）を無償配布します。
1回目…6月中旬～7月上旬　2回目…11月中旬～12月上旬
対  公園やコミュニティ広場などの公共施設に植える団体で、
市内8か所の花工場に花苗を取りに行ける団体　申窓口にあ
る申込書を窓口、ファクス、Eメール、郵送、または静岡県
電子申請システムの申込フォームで。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
期限…1月21日（金）必着）。 

市営愛野駅前北駐車場　定期利用の開始

問申  市営袋井駅東駐輪場内管理人室
TEL43-3470（午前9時～午後8時）

市営愛野駅前北駐車場（愛野東2-8-1）の定期利用者を募集し
ます。利用日… 月～金曜日（祝日含む）　利用開始…2月1日
（火）～　料  3,300円/月（税込）　申  住所・氏名・
電話番号・使用期間・車両番号・車名・車の色を
窓口で（申込受付…1月4日（火）～）

放送大学2022年度第1学期（4月）入学生

問申  放送大学浜松サテライトスペース　TEL053-453-3303
〒430-0916　浜松市中区早馬町2-1

テレビやインターネットで授業を行う通信制の大学です。
※資料および願書の請求（無料）は電話で　対  15歳以上の方
料  11,000円（放送授業、テキスト代含む）/1科目　※別途入
学料が必要　申  願書を郵送、またはホームページ
の出願フォームで（申込期限　第1回…2月28日
（月）必着　第2回…3月1日（火）～15日（火）必着）

「高校生と企業を結ぶ合同企業説明会」参加高校生
問申  産業政策課産業労政係　TEL44-3136

時  3月18日（金）午後1時30分～4時25分（事前説明…午後1時
30分～1時35分　個別企業説明…午後1時35分～4時25分）
所  さわやかアリーナ・メインアリーナ、サブアリーナ
内  高校生と地元企業が直接話すことができる合同企業説明会
対  令和5年3月卒業予定の高校生　料  無料　申  住
所・氏名・学校名・電話番号を電話で（申込期限
…2月10日（木）まで）

放課後児童クラブ支援員・補助員
問申  すこやか子ども課子育て支援係　TEL86-3330

市が委託している各放課後児童クラブでは、入所児童の増加に
伴い、放課後児童クラブの運営に意欲のある方を募集します。
職種…放課後、小学生が家族の迎えまでの間過ごす放課後児
童クラブで、適切な遊びや生活の場を提供し、保育を行う支
援員・補助員　応募資格…保育士資格または幼稚園教諭免
許、小・中学校の教員免許をお持ちの方（資格や免許がない
場合も、子どもが好きな方や放課後児童クラブで勤務した経
験がある方も可）　募集人数…5～10人程度（定員になり次第
終了）　給与　（常勤）資格・免許あり…時給1,080円　なし
…時給940円　※勤務年数に応じて昇給有り　（非常勤）資
格・免許あり…時給930円　なし…時給920円　※学生の場
合、時給913円　勤務時間　月～金曜日…下校時刻～午後6
時15分　土曜日（袋井南コミュニティハウス第1のみで実施）
…午前7時45分～午後6時15分　※小学校の長期休業中　月
～金曜日…午前7時45分～午後6時15分の間でシフト制
勤務場所…市内各小学校区の放課後児童クラブ　
申  住所・氏名・年齢・電話番号を窓口、電話で
（随時受付）

都市再生整備計画「歩いて楽しい・健康まちづく
り地区」事後評価（案）に対する意見
問申  企画政策課企画係　TEL44-3105　FAX43-2131

 kikaku@city.fukuroi.shizuoka.jp　〒437-8666

内  意見募集（資料閲覧）期間…１月11日（火）から25日（火）
※消印有効　資料の閲覧場所…窓口、市ホームページ　対  市
内在住または在勤、在学の方、市内の企業・団体　申意見提
出方法…件名・意見・住所・氏名・電話番号を窓口、ファクス、
Eメール、郵送で　※電話でのご意見は受け付けていません。
また、個別の回答は行いません。　
※提出された意見は、個人情報を除き、市の考え
方を付して市ホームページで公表します。

令和4年度市役所2階・市民ギャラリー展示者

問申  企画政策課シティプロモーション室　〒437-8666
TEL44-3104　FAX44-3150　  kikaku@city.fukuroi.shizuoka.jp

時  4月1日（金）～令和5年3月31日（金）のうち、次の①～③の
いずれか10日間　①1日～10日　②11日～20日　③21日～
月末　所  市役所2階・市民ギャラリー　内  絵画・陶芸・写真
などの作品展示（販売活動は不可）　対  市内在住の方、市内の
団体　定  36団体（申込多数の場合は抽選）　料  無料　申  展示
希望期間（第3希望まで）・展示タイトル・展示内容・展示予
定点数・使用責任者の住所・氏名・電話番号を
ファクス、Eメール、郵送で（申込期間…1月17日
（月）～2月10日（木）必着）
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令和4年度入札参加資格審査申請の追加受付

問申  市…財政課契約検査室　TEL44-3171　〒437-8666　中東遠総合医療センター…掛川市役所管財課　TEL0537-21-1132
〒436-8650　掛川市長谷1-1-1

市および中東遠総合医療センターが発注する工事などの入札に参加するための申請を追加で受付けます。
※市は、物品販売・役務提供などは登録制度をとっていません。ただし、中東遠総合医療センターが発注する物品販売や役務提
供などの入札に参加する場合は、1月11日（火）～2月4日（金）までに掛川市での登録が必要です。
提出書類　一般建設業…①一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（建設工事）　 ②完成工事高表　③工事経歴書　④営業所一覧表
⑤技術職員名簿　⑥経営規模評価結果通知書・総合評定値通知書の写し（審査基準日が申請しようとする日の1年7か月以内である
もの）　⑦法人…商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）の写し　個人…代表者身分証明書の写し　⑧市税完納証明書（市内に本支
店等を有する者のみ）　⑨納税証明書（消費税）の写し　⑩支店・営業所などに委任する場合は委任状（原本）　⑪個人市民税特別徴
収実施誓約書　⑫暴力団排除に関する誓約書　◆①～⑤は全国統一様式、⑩～⑫は市ホームページ掲載の様式に記入してください。
測量、建設コンサルタントなど…❶一般競争（指名競争）参加資格申請書（測量、建設コンサルタント等）　❷業態調書　❸測量等
実績調書　❹技術者経歴書　❺営業所一覧表　❻登録者証明書の写し　❼法人…商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）の写し　
個人…代表者身分証明書の写し　❽市税完納証明書（市内に本支店等を有する者のみ）　❾納税証明書（消費税）の写し　�支店・
営業所などに委任する場合は委任状（原本）　�個人市民税特別徴収実施誓約書　�暴力団排除に関する誓約書　◆❶～❹は全国
統一様式、�～�は市ホームページ掲載の様式に記入してください。　登録有効期間…4月1日（金）～令和5年3月31日（金）　
対  建設工事、測量・設計または建設工事関係の委託業務を営む方または物品販売・役務提供の業務を営む方　申  必要書類を窓
口、郵送で（申込期間　市…2月1日（火）～2月28日（月）　中東遠総合医療センター…1月11日（火）～2月4日（金）　※いずれも消
印有効）

市営住宅・県営住宅入居者

問申  県住宅供給公社西部支所　TEL053-455-0025
（午前8時30分～午後4時30分　土・日曜日、祝日休み）
〒430-0929　浜松市中区中央1-12-1

毎月10日に募集団地を公表。募集情報はホームページまた
はテレフォンサービスでご確認ください。県住宅供給公社テ
レフォンサービス　日本語…053-455-2366　ポルトガル語
…053-489-9411　対  市営住宅…市内在住、在勤の方　県
営住宅…国内在住の方　※そのほかにも同居者や収入などの
要件があります。詳しくはお問い合わせください。　定  申込
多数の場合、抽選　申  窓口または市役所3階・都市計画課に
ある申込書を窓口、郵送で。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…毎月10日～18日
※消印有効）。　◆市営住宅太田西団地は随時受
付（窓口のみ）

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  2月17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
…2月10日（木）まで）

全国自治会連合会表彰受賞おめでとうございます
問  協働まちづくり課コミュニティ推進室　TEL44-3107

髙橋正則さん（鷲巣上）
　　　　　　　　／現袋井北自治会連合会長
平成22年度に鷲巣上自治会長を務めた後、
平成23年度から現在まで袋井北自治会連合
会長を務め、市自治会連合会長も務めるな
ど、永年にわたり自治組織の発展に貢献・
尽力されており、その功績が認められ、全
国自治会連合会表彰を受賞されました。 髙橋正則さん

遠州ライフサポートセンター加入事業所
問申  遠州ライフサポートセンター　TEL48-8522

遠州ライフサポートセンターは、袋井市・森町の中小企業で
働く皆さんに福利厚生サービスを提供する組織で、約440事
業所・約2,500人の方が加入しています。
サービス内容…①人間ドック、健康診断受診補助　②慶弔給
付（結婚・出生・入学・還暦・勤続・傷病など）　③宿泊、レ
ジャー施設の利用補助　④バスツアーなどの実施　⑤各種チ
ケット（映画・食事券など）のあっせん　料  入会金…1,000円
/人（入会時のみ。事業主負担）　会費…月額800円/人（50
パーセント以上は事業主負担）　申  電話で（随時受付）
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アルミ缶一般回収協力者表彰受賞おめでとうご
ざいます
問 環境政策課環境衛生係　TEL44-3115

永年にわたりアルミ缶を回収し資源のリサイクルに尽力した
功績が認められ、アルミ缶リサイクル協会（東京都）から表彰
されました。
優秀賞…浅羽自治会・浅名自治会

統計功労者表彰受賞おめでとうございます
問  企画政策課企画係　TEL44-3105

永年にわたり統計調査に尽力した功績が認められ、統計功労
者表彰を受賞されました（敬称略・五十音順）。
総務大臣表彰　指導員…亀田美智子、鈴木滿子、森澄枝
調査員…土屋眞澄、鳥居礼子、乗松治子
県統計功労表彰…相川弥生、小林弘世
県統計協会統計功労者表彰…太田洋子、亀田教江、土戸信子、
夏目和子　ほか1人

ひとり親家庭や一人暮らしの高齢者の方に
手づくりの味噌・パン・お米を無料配布　
問申  メロープラザ　TEL30-4555　FAX23-8000

時  2月27日（日）午前10時～正午　所  メロープラザ1階・ガレ
リア　内  「NPO法人メロープラザサポータークラブ」の会員
が作った味噌（0.5キログラム）・パン（6個）、「浅羽農園」のお
米（0.6キログラム）をひとり親家庭や一人暮らしの高齢者の
方に無料で配布します。　対  ひとり親家庭（母子家庭・父子
家庭）の方、一人暮らしの高齢者（65才以上）　定  50人（申込
多数の場合、抽選）　料  無料　申  住所・氏名・年
齢・電話番号を電話、ファクスで（申込期限…2月
15日（火）まで）

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

1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。令和3年11～12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…1月11日（火）
支給額…児童扶養手当証書に記載された金額　※児童扶養手
当現況届を提出していない方は、すぐに提出してください
（令和元年度から未提出の方については、時効に
より資格を喪失します）。　◆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。

中遠クリーンセンター一般廃棄物処理手数料の改定
問  袋井市森町広域行政組合事務局総務課　TEL30-0530

令和4年4月1日（金）から、中遠クリーンセンターの一般廃棄物
処理手数料（ごみの直接搬入時にかかる手数料）を改定します。
10キログラム未満…80円　10キログラム以上…163円/10
キログラム　※10円未満の端数は切り捨て献血にご協力ください

問  しあわせ推進課社会福祉係　TEL 44-3121
　 県赤十字血液センター浜松事業所　TEL 053-421-3151

時  2月4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。また、ファイ
ザー・モデルナ社製の新型コロナウイルスワクチンを接種さ
れた方は、接種後48時間経てば献血が可能です。その他の新
型コロナウイルスワクチンを接種された方には、現時点では
ご遠慮いただいています）。　申  申込不要。直接会場へ

「要介護認定高齢者などの障害者控除」および
「おむつ代の医療費控除」が受けられます
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

①障害者控除の書類を発行します
身体障害者手帳などの交付を受けていない方でも、市が発行し
た認定書を提示すれば、本人またはご家族が、所得の申告によ
り市県民税・所得税の障害者控除を受けることができます。
対令和3年12月31日現在65歳以上で市内に住民登録があり、
要介護認定等を受けているまたは身体障がい者に準ずると医師
が認めた方で、市が定めた判断基準に該当する方
②おむつ代の医療費控除用の書類を発行します
確定申告の際に市が発行した確認書を添付すれば、おむつ代が
医療費控除の対象として認められます。　対次の❶～❹の全て
に該当する方　❶要介護認定などを受けている方　❷おむつ代
の医療費控除を受けるのが連続して2年目以降の方　❸介護認
定申請時に作成された介護保険主治医意見書の日常生活自立度
が「B1」「B2」「C1」「C2」のいずれかである方　❹尿失禁の発生
可能性が「あり」となっている方　※初めておむつ代の医療費控
除の申請をする場合は、医師から「おむつ使用証明書」の交付を
受け、その証明書を確定申告書に添付してください（おむつ使
用証明書の用紙は窓口にあります）。　申  窓口にある申請書を
窓口へ（随時受付）　持ち物…介護保険被保険者証（ピンク色）

スマートフォンで印鑑登録証明書の
取り寄せができます
問  市民課戸籍住民係　TEL44-3112
　 ICT政策課DX推進室　TEL44-3106

証明書オンライン交付請求サービスで、印鑑登録証明書の請
求ができるようになりました。証明書は郵送でお送りしま
す。　※ご利用の際は、マイナンバーカードとクレジット
カードが必要です。　対  市内に住民登録があり、
すでに印鑑登録をしている方　料  手数料…300円
/通　郵便料金…重量により変動
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ノロウイルス食中毒にご注意ください！
問  県西部保健所衛生薬務課　TEL37-2245

ノロウイルスによる食中毒は冬季に多く発生します。ノロウ
イルスは感染力が非常に強く、急性胃腸炎を発症することが
あります。また、ウイルスの付着した食品や感染した人が調
理した食品を食べると食中毒を起こします。食中毒を防ぐた
め、次の点に気を付けましょう。　①食事の前・調理の前・
帰宅時・トイレの後には、2度の手洗い（石けんをつけてから
水洗いまで）をしましょう。　②下痢・嘔吐の際は、次亜塩素
酸ナトリウムで消毒をしましょう。消毒する人が感染しないよ
うに、使い捨て手袋・マスクで身を守りましょう。
③食材をしっかり加熱（85～90度で90秒間以上）し
ましょう。二枚貝は、特にしっかり加熱しましょう。

静岡県特定（産業別）最低賃金改定

問  静岡労働局労働基準部賃金室　TEL054-254-6315
　 磐田労働基準監督署　TEL32-2205

県内の特定の産業に従事する労働者に適用される「静岡県特
定（産業別）最低賃金」が令和3年12月20日から改正されまし
た（4件）。

静岡県特定（産業別）最低賃金件名 最低賃金額（時間額）

タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴム
ホース・工業用ゴム製品製造業 915円

鉄鋼、非鉄金属製造業 954円

はん用機械器具、生産用機械器具、業務
用機械器具、輸送用機械器具製造業 970円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機
械器具、情報通信機械器具製造業 939円

はーとふるカフェ（認知症カフェ）
問  地域包括ケア推進課介護ケア相談係　TEL84-7836

時  1月20日、2月17日、3月17日（全て木曜日）午後1時30分
～3時　所  はーとふるプラザ袋井1階・豊田舜次ウエルネス
サロン　内  認知症の方や家族の交流・情報交換、看護師や保
健師などの専門職による認知症に関する相談。2月17日（木）
は、グループホーム（認知症の方が家庭的な環境で日常生活
を送ることができる施設）の職員による説明・相談。　対  ど
なたでも　申申込不要。直接会場へ 

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  2月16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  体組成、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、E
メールで（申込期間…1月17日（月）～31日（月））

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  ❶体験コース…2月3日（木）午前9時30分～11時　❷ト
レーニングコース…2月7日（月）・17日（木）　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…
2月10日（木）午前9時～正午、21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  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・希望日する日程を電話で
（申込受付…1月17日（月）～）　※開放日は申込不要

（総合健康センター）　久能 2515-1

第九コンサート2022 in 月見の里

時  4月10日（日）午後2時～4時　所  月見の里学遊館・うさぎ
ホール　内  年間15回の練習を重ねた月見の里合唱団が、2台
のエレクトーンと管楽器をバックにベートーヴェン交響曲第
九番第四楽章「合唱」を歌います。指揮…堺武弥さん　ソリス
ト…加藤宏隆さん（声楽家）・岡田眞弥さん（東京混声合唱団
所属）・山下未紗さん（声楽家）・杉浦久喜さん（声楽家）　
対  どなたでも（未就学児不可）　定  260人（先着順）　料  チ
ケット　一般…1,500円　18歳以下…700円　チケット販売
開始…1月15日（土）～　チケット販売場所…月見の里学遊館
※電話予約も同日午後1時から受付開始

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

確定申告には「e
イ ー タ ッ ク ス

-Tax」をご利用ください
問  磐田税務署個人課税第一部門　TEL32-6111

確定申告には、パソコン・タブレット・スマート
フォンでいつでも申告ができる「e-Tax」が便利です。
詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。
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月見のカフェコンサート vol.48　ジャズ

時  3月19日（土）午後7時～9時（開場…午後6時30分）　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　内  迫力あるジャズの生演奏を楽しめるコンサート（出演
者…小関信也さん（ジャズピアニスト）ほか）　※ドリンクの
提供はありません。　対  小学生以上の方　定  60人（先着順）
料  チケット　前売り…1,000円　当日券…1,200円　チケッ
ト販売開始…1月22日（土）～　チケット販売場所…月見の里
学遊館　※電話予約も同日午前9時から受付開始

雨宿りてしごとフェス　クラフト出店者募集

時  6月5日（日）午前10時～午後3時（希望者は6月4日（土）午後
1時～4時も出店可）　所  月見の里学遊館・集会室など　内  ク
ラフト作家による出店や生演奏が楽しめるイベント「雨宿り
てしごとフェス」で、自作のクラフト作品の販売または子ど
もが参加できるワークショップを開催する出店者を募集しま
す。　対  どなたでも　定  10店程度（申込多数の場合、選考）
料  3,000円/日（両日出店の場合は4,000円）　申  窓口にある
申込書を窓口、郵送、Eメール、またはホームページの申込
フォームで。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…1月18日（火）～2月28日（月）必着）。

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

多機能ホールワンコイン企画「めろぷら講談会」

時  2月20日（日）午後1時30分～3時　所  メロープラザ・多機
能ホール　内  神田昌

まさ

味
み

さん、神田鯉
り

風
ふう

さんら2人の講談師に
よる講談会　対  どなたでも　定  240人（先着順）　料  500円
（当日支払い）　申  氏名・電話番号を窓口、電話で（申込期間
…1月15日（土）～2月15日（火）午後5時まで）

食のゼミナール「食生活と健康」講演会

時  2月18日（金）午後1時30分～4時　所  メロープラザ・多機
能ホール　内  演題1…「目からウロコ　油

あ ぶ ら

脂のはなし」（講師…
齊藤昭さん（（一社）日本植物油協会専務理事））　演題2…「た
のしく調理、おいしく食事、いきいき生活」（講師…川上栄子
さん（（一社）栄養改善普及会静岡県リーダー管理栄養士））
◆試供品の提供もあります。　対  どなたでも（18歳以上）　
定  80人（先着順）　料  無料　申  氏名・電話番号を窓口、電
話、Eメールで（申込期間…1月15日（土）～2月17日（木））

あなたも気軽に演劇体験第三幕
市民劇団メロー初公演「番町皿屋敷」

時  2月13日（日）午後2時～3時　所  メロープラザ・多機能
ホール　内  メロープラザの利用者により結成された「市民劇
団メロー」が朗読劇と即興劇で「番町皿屋敷」を公演　出演…
市民劇団メロー　演出・脚本…孤野トシノリ（演劇ユニット
FOX WORKS）　朗読劇指導…大内智美(劇団SPAC俳優）　
即興劇指導…北原雅樹（俳優）　対  どなたでも　定  100人（先
着順）　料  1,000円（当日支払い）　申  氏名・電話番号を窓
口、電話、ファクス、Eメールで（申込期間…1月17日（月）～
2月10日（木））

メロープラザ演劇公演団体募集

所  メロープラザ・多機能ホール　内  公演を行う団体に多機
能ホールを無償で貸し出します。　公演時期…9月～令和5
年3月31日（金）の間で1日　対  県内で活動する市民劇団・学
校の演劇部　定  1団体（書類選考）　申窓口にある申込用紙を
窓口、ファクス、Eメールで。申込用紙はホームページから
ダウンロードもできます（申込期間…1月15日（土）～2月28
日（月））。

メロープラザとの協働事業開催団体募集

 今まで思っていても実現できなかった企画やイベントを一緒
に実現するため、多機能ホール等の施設を提供します。多機
能ホールは、ライブ配信用機材や高輝度レーザープロジェク
ターを備え、様々な目的に合わせてステージを作り出すこと
ができます。ホール・施設使用料はメロープラザが負担しま
す。入場料等を徴収する場合は、売上の1割を「メロープラザ
ピアノ基金」に募金してください。
事業開催期間…4月1日（金）～令和5年2月28日（火）　対  市内
に事務所を置く市民団体　定  2団体（書類選考）　申  窓口にあ
る申込用紙を窓口、ファクス、Eメールで。申込用紙はホー
ムページからダウンロードもできます（申込期間…1月15日
（土）～2月28日（月））。

アマチュアバンドフェスティバル2022
in メロープラザ出演者募集

時  6月19日（日）午後1時30分～5時　所  メロープラザ・多機
能ホール　内  バンド演奏を披露する（ジャンル不問）。　演奏
時間…35分（転換時間込み）/1グループ　対  市内外で活動す
るアマチュアバンド　定  5グループ（申込多数の場合、抽選）
料  7,000円（照明・音響機材費など）　申  窓口にある申込用紙
を窓口、ファクス、Eメールで。申込用紙はホームページか
らダウンロードもできます（申込期間…1月14日（金）～2月
28日（月）必着）。
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メロープラザ「2月開講！メローカレッジ（入門編）」

講座名 期間・回数 時間 内容 定員
（先着順）

受講料
（材料費含む）

�季節のクラフト作り 2月4日（金）
19：00～
21：00

桜のアロマワックスサシェとミニキャンドル
を作る（講師…神田藍子さん）

10人 2,000円

�2月のスイーツ倶楽部 2月5日（土）
9：30～
12：30

エルモ（セサミストリート®）のチョコレート
ケーキを作る（講師…江川唯姫子さん）

10人 2,500円

�2月のたのしいぱんづくり 2月5日（土）
13：30～
17：00

チーズとベーコンをたっぷり入れた総菜パン
を作る（講師…岩倉恵美子さん）

10人 1,800円

�第6回米麹
こうじ

づくりから
　始める味噌づくり

2月17日（木）19：00～21：00
2月18日（金）19：00～20：00
2月19日（土）9：00～10：00、
16：00～19：00（3日間全4回）

米麹にこだわった味噌を作り、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

�塩こうじ、しょう油こうじ、
　甘酒を作ってみよう

2月20日（日）
9：30～
12：00

作りたての生麹で塩麹などを作り、活用法を
学ぶ（講師…寺下恵美子さん）

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…1月22日（土）～）　◆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下さい。　※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

袋井市メール配信サービス「メローねっと」をご利用ください
問  企画政策課シティプロモーション室　TEL44-3104

「メローねっと」は、メールやLINEで生活に役立つ情報や新型コロナウイルス感染症に関する最新情報、
防災情報などを配信する、市の情報配信サービスです。まだ登録されていない方は、ぜひご登録ください。

◉�配信内容

◉登録方法
【メール】登録用メールアドレス「t-fukuroi@sg-p.jp」へ空メールを送信し、返信される案内に従って登録
【LINE】袋井市を友だち追加し、返信される案内に従って登録　袋井市 LINE ID…@fukuroicity

登録案内サイト

分　　類 配信内容
緊急・災害情報 緊急時や災害時などに、市から重要なお知らせを配信

防災情報

地震情報
袋井市で震度3以上が観測された場合および南海トラフ地震臨時情報が発表
された場合に配信

気象情報
袋井市に大雨、大雪、暴風、暴風雪、波浪、高潮の各警報・特別警報、洪
水警報、土砂災害警戒情報、記録的短時間大雨情報、指定河川洪水予報（原
野谷川、太田川）が発表および解除された場合に配信

雷注意情報 袋井市に雷注意報が発表または解除された場合に配信

津波情報
静岡県の沿岸部に津波注意報、津波警報、大津波警報が発表または解除さ
れた場合に配信

同報無線情報 市内全域に向けて放送した同報無線の内容を配信（火災・不審者情報は除く）

生活情報
救急当番医情報 休日や夜間の救急実施医療機関情報を配信（毎週月曜日配信）
その他の生活情報 市から市民の皆さんへのお知らせなどを配信（緊急・災害情報を除く）

イベント情報 市内で開催される各種催しやイベントの情報を配信
市政情報 市の施策や取組などの情報を配信します。
防犯情報 不審者情報や詐欺・悪徳商法の注意喚起情報などを配信

火災情報
袋井地区火災情報 袋井地区（旧袋井市エリア）の火災発生・鎮火の情報を配信
浅羽地区火災情報 浅羽地区（旧浅羽町エリア）の火災発生・鎮火の情報を配信

浸水警報
情報

村松浸水観測設備 村松浸水観測設備における浸水警報情報を配信
川井浸水観測設備 川井浸水観測設備における浸水警報情報を配信
小川町浸水観測設備 小川町浸水観測設備における浸水警報情報を配信
諸井浸水観測設備 諸井浸水観測設備における浸水警報情報を配信
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