
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。

第45回袋井市長杯争奪市内高等学校野球定期戦
問  スポーツ政策課スポーツ推進係　TEL44-3139

時5月21日（土）午前9時30分～　所  愛野公園・野球場　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  6月5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

浅羽海岸松林草刈り作戦
問  農政課農業振興係　TEL44-3133

時  6月5日（日）午前8時～10時　※小雨決行、荒天の場合は中
止　所  集合場所…松林植栽地（東同笠）　内  グリーンウエーブ
活動で植樹した松林の草刈り　持ち物…鎌または草刈り機、
軍手、タオル、飲み物など　対  どなたでも　申  申込不要。直
接会場へ　◆駐車場は、浅羽球技場駐車場をご利用ください。
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問  維持管理課公園緑地係　TEL44-3165

時5月28日（土）午前10時～午後3時　※小雨決行　所  袋井宿
場公園（袋井140-1）　内  切り花・鉢植えの展示・販売、花に
関する講座、ガーデニング雑貨の販売など　対  ど
なたでも　申  申込不要。直接会場へ

緑陰おはなし会

問  袋井図書館　TEL42-5325（午前9時30分～午後5時30分 （水・
木曜日は午後7時まで）月曜日休み）

時  5月21日（土）午前10時～11時　所  法多山・持仏堂　内  絵
本の読み聞かせ（絵本の貸し出しも行います）　対  3歳児程度
～小学3年生とその保護者　定  20組（先着順）　
料  無料　申  申込不要。直接会場へ

市役所2階・市民ギャラリー6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  ①6月1日（水）～6月10日
（金）袋井市文化協会絵画部作品展（水彩・油彩画の展示）　
②6月21日（火）～30日（木）袋井写真協会　会員展
（写真の展示）　対  どなたでも　料  無料　申  申込
不要。直接会場へ

mama+「明るく迎えるための不登校のお話」
問申  mama+佐々木　  mamaplus26@yahoo.co.jp

時  6月16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  子どもが不登校になった場合の
対応方法を、事例紹介やグループワークを通して学ぶ（講師…
筒井英之さん（パリンドロムス代表））　講習後ランチタイムあ
り（参加自由。ランチ持ち込み可。お弁当の注文・持ち帰りも
できます）　対  未就学児の保護者、不登校で悩んでいる方、
フリースクールに興味のある方　定  20人（先着順）　料  1,000
円/人　託児…200円/人　お弁当…500円/個（要予約。持ち帰
り可）　※キャンセルの場合は3日前までにご連絡ください。
当日、体調不良などでキャンセルされる場合は午前8時まで
にご連絡ください（キャンセル料はかかりません）。お弁当の
キャンセルは前日まで。　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…5月14日（土）～6月13日（月））　　　

令和4年度　袋井消防少年消防クラブ体験学習
問申  袋井消防本部予防課予防企画係　TEL44-5114

時  8月20日（土）　所  袋井消防署　内  地震体験車・小型はしご
車への乗車、煙体験など　対  市内在学の小学4年生　定  50人
（申込多数の場合、抽選）　料無料　申  窓口にある申込用紙を
窓口、またはホームページの申込フォームで（申込
期間…5月10日（火）～6月10日（金））　
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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
（材料費含む） 内容

誰でも簡単！
パン作り

（全3回）

6月11・25日、
7月9日
（全て土曜日）

9：30～
12：00 10人  4,000円

ホームベーカリーを使ったパン作り（講師…岡村貴代美さん）
持ち物…エプロン、三角巾、ふきん、スリッパ、持ち帰り用
の容器

バレトン＆
ピラティス

（全8回）

6月1・15日、
7月6・20日、
8月3・17日、
9月7・21日
（全て水曜日）

13：00～
14：00 16人  3,500円

バレトンとピラティスを通じて体幹を強化し、体の調子を整
える（講師…鈴木紀代美さん）　
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…5月
14日（土）～）　◆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。

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

①楽しい健康
　体操講座　

6月22・29日、7月6・20・
27日（全て水曜日）
10：00～11：00

健康講話、運動実技（ストレッ
チ、体操）（講師…鈴木ひろ江さん
（健康運動指導士））

30人 500円
袋井北コミュニ
ティセンター 
TEL43-3387

②らくらくピアノ講座
6月10・24日、7月8・22日、
8月5日（全て金曜日）
13：00～14：30

楽譜が読めない方でも楽しめる、
大人の初心者向け講座
（講師…黒野美代子さん）

10人 1,300円
高南コミュニ
ティセンター 
TEL42-4224

③季節のカード作り
6月5日、8月7日、10月2日、
令和5年1月22日（全て日曜日）
9：30～11：30

大切な人に贈る季節のカードを
作る（講師…Hirokoさん） 10人 1,000円

（材料費含む）

浅羽東コミュニ
ティセンター 
TEL23-7470

④初めての
　スマホ講座

6月9・23日、7月7・21・28日
（全て木曜日）13：30～15：30

スマホの操作や設定、アプリや
LINEなどの基礎から応用までを
学ぶ（講師…神谷知里さん）

10人 500円
浅羽東コミュニ
ティセンター 
TEL23-7470

⑤クッキングママ

6月22日・7月27日・8月24
日・9月28日・10月26日・11
月30日・12月21日
（全て水曜日）9:30～12：00

定番のスイーツやおせちを作る
（講師…右田慶子さん） 8人 7,000円

（材料費含む）

袋井南コミュニ
ティセンター 
TEL43-3386

⑥男の料理教室 6月18日、7月16日、8月20日
（全て土曜日）9:00～12:00

初心者向けの簡単な料理を作る
（講師…右田慶子さん） 8人 3,000円

（材料費含む）

浅羽西コミュニ
ティセンター 
TEL23-2364

⑦初めてのハーダ
ンガー刺繍とク
ラフト体験

6月2・9・16・23・30日（全
て木曜日）10:00～11:30

北欧刺繍に触れるクラフトを体
験する(講師…村上和代さん) 10人 1,000円

(材料費含む)

山名コミュニ
ティセンター
TEL49-3401

対  市内在住、在勤の方。ただし、⑤は女性の方、⑥は男性の方　申  住所・氏名・電話番号を窓口、電話で（申込受付　①・②・
⑤・⑥…5月14日（土）～　③・④・⑦…5月15日（日）～）

環境講演会「ゼロカーボンシティの実現に向け、私たちにできること」
問申  環境政策課環境企画係　TEL44-3135

時5月28日(土)午後2時30分～4時30分　所  教育会館4階・大会議室　内  講師…水野正信さん（鈴与商事（株））、服部乃利子さん
（しずおか未来エネルギー（株））　※ゼロカーボン…温室効果ガスの排出を実質ゼロにすること　対  市内在住、在勤ま
たは在学の方　定80人（申込多数の場合、抽選）　料  無料　申住所・氏名・電話番号を電話で。または、市ホーム
ページから電子申請もできます（申込期限…5月20日（金）まで）。
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防火管理新規講習

問申  （一財）日本防火・防災協会
TEL03-6263-9903　FAX03-6274-6977

（月～金曜日午前9時～午後4時　土・日曜日、祝日は休み）

時7月13日（水）午前9時50分～午後4時50分、14日（木）午前
9時50分～午後3時55分（受付（両日）…午前9時20分～）
所  袋井南コミュニティセンター　内  「防火管理者」の資格を
取得する講習　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…5月31日
（火）～6月7日（火））

袋井市文化協会　「ピアノ歴史秘話」

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

時  6月12日（日）午後1時30分～3時30分　所  月見の里学遊館・
舞台芸術のワークショップルーム　内  ピアノの歴史や世界のピ
アノ生産地の変遷などを学ぶ。ピアノの伴奏に合わせて楽しく
歌う（曲目…「こんにちは赤ちゃん」、「津軽海峡冬景色」）。　講
師…三浦広彦さん（声楽伴奏ピアニスト）　対  どなたでも　定30
人（先着順）　料  500円（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…5月25日（水）～6月8日（水））

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
6月8日（水）
10：00～14：30
（集合時間…10：00）

浜松市動物園、
は ま ま つ フ ラ
ワーパーク
（集合場所…浜松
市動物園正門前）

風景やスナップ等の
撮影実習

2
7月23日（土）
9：30～12：00

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  1,000円（受講料・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…5月14日（土）～30日（月）必着）

弓道教室

問申  市スポーツ協会弓道部　武田　TEL・FAX43-8827
吉永　TEL・FAX42-9570

時  6月19日～9月18日 全12回（全て日曜日）午前9時30分～
11時30分　所  愛野公園・弓道場　内  初心者向けの弓道教室
対  18歳以上の方　定15人（先着順）　料  8,000円（保険料含
む）　申住所・氏名・年齢・電話番号を電話、ファクスで（申
込期間…5月14日（土）～6月11日（土））
◉申込者を対象とした説明会を開催します
時6月12日（日）午前10時～正午　所  愛野公園・弓道場

看護師等再就業研修

問申  県ナースセンター西部支所
TEL053-454-4335　FAX054-401-3510

時  6月6日（月）～8日（水）午前9時30分～午後3時30分　所  聖
隷研修センター和合せいれいの里3号館（浜松市中区和合町
555）　内  最近の看護の動向についての説明、基礎看護技術
の演習（感染管理、救急看護、医療安全管理、高齢者・認知症
患者の方看護等）　対  看護職の資格をお持ちで看護の仕事を
していない方　定20人（先着順）　申  住所・氏名・電話番号を
電話、ファクスで（申込期間…5月16日（月）～5月27日（金））

エコアクション21認証取得支援セミナー事前説明会

問申  環境政策課環境企画係　TEL44-3135
 kankyou@city.fukuroi.shizuoka.jp

時6月9日(木)午後1時30分～3時30分　所  掛川市役所4階･
会議室6　内  環境省が策定した国内版環境マネジメントシス
テム「エコアクション21」の認証取得を目指す事業者に対す
る説明会、審査員によるサポート　対  袋井市・掛川市・菊川
市の事業者　料  無料　申事業所名・事業所の所
在地・担当者名・電話番号をEメールで（申込期
限…5月27日(金)まで）

袋井市森町広域行政組合消防職員（令和5年4月採用）

問申  袋井消防本部総務課消防総務係　TEL44-5111
〒437-0012　国本2907

募集内容

職種 採用予定
人数 受験資格

消防職員 4人程度 平成10年4月2日以降に生まれ、高校
卒業程度以上の学歴がある方

試験日・試験種目

試験 試験日 試験会場 試験種目

第1次試験 6月12日（日）

袋井消防庁舎
（国本2907）

教養試験
消防適性検査

第2次試験 7月23日（土） 集団面接試験
体力試験

第3次試験 9月下旬 個人面接試験

申  申込用紙に必要書類を添えて窓口、郵送で（申込期間…5月
9日（月）～23日（月）午前8時30分～午後5時15分（土・日曜
日は除く）　※郵送の場合、消印有効）　申込用紙入手方法…
①窓口、浅羽分署、山梨分遣所、森分署、市役
所4階・総務課人事研修係、森町役場2階・総務
課で配付　②市ホームページからダウンロード
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6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

  7日（火） 13：30～15：00 豊沢ふれあい会館  22日（水）   9：30～11：00 浅羽北コミュニティセンター

  8日（水） 13：30～15：00 浅羽西コミュニティセンター 23日（木） 10：00～11：30 今井コミュニティセンター

10日（金） 10：00～11：30 袋井東コミュニティセンター 24日（金） 10：00～11：30 袋井西コミュニティセンター

15日（水） 10：00～11：30 山名コミュニティセンター 26日（日） 13：30～15：00 幸浦コミュニティセンター

16日（木）   9：30～11：00 笠原コミュニティセンター 28日（火）   9：30～11：00 浅羽東コミュニティセンター

内  市の保健師や管理栄養士などが、市内コミュニティセンター等へ出向き、運動や食の講座・体力測定・健康相談など
を実施　対  市内在住の方　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…5月16日（月）～開催日の2日前）　◆希望者が少ない場合は、開催しないことがあります。

8020（ハチマルニイマル）コンクール
問申  健康づくり課地域健康係　TEL84-7811　FAX42-7276

時  審査日…①6月7日（火）　②6月20日（月）午後1時15分～2時
30分　所  ①はーとふるプラザ袋井　②浅羽保健センター　
内  80歳以上で、ご自分の歯が20本以上ある方を審査し、上位3
人を後日表彰　対昭和17年4月1日以前の生まれで、自分の歯
が20本以上ある市内在住の方　定  各審査日15人程度（先着順）
申  住所・氏名・生年月日・電話番号・希望審査日を窓口、電
話、ファクスで（申込期間…5月16日（月）～各審査日前日）

第27回愛の手紙コンクール

問申  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）
〒437-0125　上山梨4-3-7

内応募規定…①Ｂ4版400字詰め原稿用紙1枚（標題含む）　
②1人1点　③人々の心に残る愛の情感あふれる日本語で書
かれた手紙文（作文）で未発表のもの　④読みにくい漢字には
ふりがなをつける　賞…優秀賞・5万円（1点）　準優秀賞・1
万円（4点）　佳作・図書カード2,000円分（20点程度）　
対  どなたでも　申  原稿用紙裏面に郵便番号・住所・氏名（ペ
ンネームの場合は本名も記載）・年齢・職業・電話番号を記
載し郵送で（申込期限…8月31日（水）消印有効）　※応募作品
は返却しません。また、応募作品の著作権は主催者に帰属し
ます。入賞者には、12月下旬に直接連絡します。

平和記念公園奉納「平和の折り鶴」
問申  企画政策課企画室　TEL44-3105

広島の平和記念公園に奉納する平和の折り鶴を募集します。
平和の折り鶴　つながない場合…サイズ75ミリメートル角の折り
紙で製作し、羽は広げず、頭は折り曲げずに回収箱へ（回収箱設
置場所…市役所1階・市民ホール、支所1階・市民ホール、月見
の里学遊館1階・市民サロン）　つなぐ場合…1本あたり60羽で
まとめ、鶴が落ちないように下部をビーズなどで留めたもの
を、長さ1メートル50センチ以内・幅25センチメートル以内
で束ねてフックに吊るせるよう上部にリング等を付け、窓口
へ　時  募集期間…5月16日(月)～31日（火）　
◆折り鶴を糸でつなぐ作業を行う個人・団体も募
集します。詳細はお問い合わせください。

「放課後子ども教室」の運営スタッフ

問申 生涯学習課生涯学習係　TEL86-3191　FAX86-3666
 syougai@city.fukuroi.shizuoka.jp　〒437-0013　新屋1-2-1

所  袋井西小、今井小、笠原小、山名小、高南小、浅羽東小、
浅羽東コミュニティセンター（浅羽南小放課後子ども教室と
して実施）　内  放課後の体験活動において、児童の安全を見
守る。また、子どもと一緒に簡単な遊びなど体験活動に参加
する。活動回数は年間10～20回程度。活動時間は水曜日の
放課後1時間程度（おおむね午後3時～4時）。　※活動に応じ
て謝礼（700円程度/回）を年度末にお支払いします。　対  ど
なたでも　申  住所・氏名・年齢・電話番号を窓
口、電話、ファクス、Eメール、郵送で（申込期
限…5月31日（火）まで）

文化財保存活用地域計画（案）に対する意見

問申 生涯学習課文化財係　TEL23-9264
 syougai@city.fukuroi.shizuoka.jp　〒437-1192

内  意見募集（資料閲覧）期限…5月11日（水）～6月9日（木）　
※消印有効　資料の閲覧方法…教育会館2階・生涯学習課、
情報公開コーナー、支所1階・市民ホール、月見の里学遊館
1階・市民サロン、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、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。 12広報ふくろい 2022　令和4年5月



里親相談会
問  県西部児童相談所　TEL37-2852

里親制度は、さまざまな理由で親と離れて暮らす子どもたち
をあたたかい愛情と正しい理解をもった家庭環境で養育する
制度です。長期間の里親委託だけではなく、短期間の里親委
託もあります。子どもの養育に必要な経費は公費で支給され
ます。まずは、里親制度について知ってみませんか？
時 6月8日(水)午後2時～4時　所  市役所1階・市民ロビー
対  どなたでも　申  申込不要。直接会場へ

寄附をいただき、ありがとうございました

問 企画政策課シティプロモーション室　TEL44-3104
　 （市ふるさと防災寄附金）危機管理課防災計画係　TEL86-3703

令和3年度に本市へ寄附をしていただいた皆さんをご紹介し
ます（敬称略・50音順）。
安間幸甫…図書「蘇る日越史  仏印ベトナム物語の100年」
（15,400円相当）

（一社）命をつなぐ防災備蓄推進協会…災害備蓄用マスク1万枚
（一社）勧農報徳社…200万円
今井幼稚園・今井小学校後援会…超単焦点プロジェクター
（352,000円相当）、物置（374,000円相当）

（医）MFC 溝口ファミリークリニック…22万円
（株）遠鉄ストア…2万円
公益信託西川金一・ゆり子図書助成基金…図書（40万円相
当）、障がい者用録音図書製作資材（167,585円相当）

（公財）日本公衆電話会 東海統括支部…中学生のためのネッ

ト安全ガイドブック・こども手帳 ぼくも、わたしも社会
の一員【電子版】（15万円相当）

（公財）村岡財団…車椅子（6万円相当）
静岡理工科大学令和3年度卒業生一同…図書（200,172円相当）
周南中学校教育振興会…アルトクラリネット、コンサートタ
ム、タムスタンド、卓球台（899,800円相当）

スズキ（株）…図書「鈴木道雄物語 一歩先を歩こう」（157,680
円相当）

高砂フードプロダクツ（株）…花壇用肥料（80万円相当）
天龍製鋸（株）…草刈り機（123万円相当）
天竜浜名湖鉄道（株）…絵本「てんはません」（13,200円相当）
東京都大田区山王三・四丁目自治会…絵本「ガタガタ村と大
ナマズ」（66,000円相当）

トヨタ緑産（株）…教育用図書（16万円相当）
ニチアス（株）袋井工場…30万円
二宮尊徳の会、遠州アカデミー…資料で読む 技師鳥居信平
著述集（26,000円相当）

ハウス食品（株）…寄附金（金額非公表）
袋井北小学校PTA…カメラ（113,690円相当）
袋井中学校教育振興会…部活動備品（卓球マシンほか）（762,910
円相当）

袋井南中学校教育振興会…マーチングテナードラム（172,700
円相当）

袋井ライオンズクラブ…教育用図書（10万円相当）
丸益産業（株）…長椅子（24万円相当）
三川地区有志支援の会…米720キログラム
明治安田生命保険（相）…223,500円
ヤマハ（株）、ヤマハ発動機（株）…100万円
◉新型コロナウイルス感染症に対する寄附
（各種マスク、消毒液、非接触式体温計等）
大塚製薬（株）、（株）杏林堂薬局、（株）プレッパーズ、第一生
命保険（株）浜松支社掛川営業オフィス、ミネベアミツミ(株)
◉ふるさと納税
令和3年度の寄附総額…49,345件・1,006,691,000円
◉市ふるさと防災寄附金
海岸防潮堤整備や自主防災隊育成事業など緊急かつ重点的に
行う地震・津波対策事業に充てるため、平成26年度から令
和4年度までの期間で、5億円を目標に寄附を募っています。
令和3年度の寄附総額…15件・2,878,817円
（敬称略、寄附額・50音順　※匿名の寄附を除く）
100万円…塚本建設（株）
44万円…浅羽南自治会連合会
20万円…東遠地区郵便局長会、（有）まえしば
10万円…油屋運送（有）
47,000円…浅羽南自治会
36,000円…浜松興運（株）
2万円…神谷興業
◉企業版ふるさと納税寄附金
100万円…（株）静岡総合不動産

禁煙相談

問申  健康づくり課健康企画室　TEL84-6127　FAX42-7276
 kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp

時7月16日（土）午前10時～午後1時30分（受付…午後1時ま
で）　所  杏林堂薬局袋井下山梨店（下山梨1952-4）　内    (株)
杏林堂薬局の管理栄養士が皆さんに合った禁煙チャレンジ方
法をご提案します。　対  市内在住、在勤で禁煙外来を受診
されていない方　定7人（先着順）　料  無料　※2回目以降の
相談や、禁煙サポート用品の使用を希望する場合は有料とな
ります。詳しくは、面談時にスタッフにお尋ねください。　
申  住所・氏名・年齢・電話番号・勤務先住所（市外在住の
方）・相談希望時間を窓口、電話、ファクス、E
メールで（受付期間…6月1日（水）～30日（木））
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内  結婚に伴う新生活を支援するため、新婚生活にかかる住居
費や引っ越し費用の一部を補助します。　対  対象者…1月1日
～令和5年3月31日の期間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
主な要件…①夫婦の年間所得の合算が400万円未満　②婚姻
日において夫婦の年齢がともに39歳以下　③新居が市内にあ
り、申請時に夫婦の住所が新居にある　④補助金の交付後１
年以上、定住する意思がある　※その他の要件は、市ホーム
ページからご確認ください。　対象費用…1月1日～令和5年3
月31日までの間の結婚に伴う住居費（住宅の取得・リフォー
ム・アパートの賃借のために要した費用）および引っ越し費用
の一部　※対象者・対象費用などの詳細は、市ホームページ
でご確認ください。　定  予算の範囲内（先着順）　料  補助上限
額　夫婦ともに29歳以下の世帯…60万円　その他
の世帯…30万円　申  交付申請書・必要書類を窓口
へ（申請期限…令和5年3月31日（金）まで）

市自治会連合会役員と各地区の自治会連合会長
問  協働まちづくり課コミュニティ推進室　TEL44-3107

◉市自治会連合会役員(敬称略）
会長…永田進（梅山）
副会長…田中利宏（村松西）、朝比奈馨（小野田）、西尾誠司
（月見町）
監事…松本芳廣（西区）、金原正佳（深見南）
◉各地区の自治会連合会長(敬称略）
駅前…渡邉豊（睦町）　高尾…鈴木修一郎（下地）
高南…宮内禎久（青木町第2）　豊沢…戸塚文彦（法多）
愛野…朝比奈馨（小野田）　袋井…鈴木安則（新町）
川井…鈴木智（川井西第2）　袋井西…鈴木一之（土橋）
田原…名倉正一（彦島）　方丈…田中克周（方丈南）
袋井北…髙橋正則（鷲巣上）　袋井北四町…袴田政範（葵町）
袋井東一…山本正昭（名栗北原川）
袋井東二…田中利宏（村松西）　今井…金原正佳（深見南）
三川…鈴木省吾（山田）　笠原…松本芳廣（西区）
上山梨…西尾誠司（月見町）　下山梨…杉山重義（下山梨下）  
宇刈…石黒寛一（宇刈三沢）　浅羽北…村上隆（浅名第1）
浅羽西…戸塚寛二（富里中）　浅羽東…永田進（梅山）
浅羽南…小杉幸一（西同笠）

市役所人事異動（令和4年4月1日付け・課長級以上）
問  総務課人事研修係　TEL44-3101

◉部長級
理事兼総務部長…鈴木亨　理事兼財政部長…伊藤秀志　
袋井市森町広域行政組合消防本部消防長…神谷正祐　
危機管理部長…石川敏之　総合健康センター長…乗松里好
市民生活部長…安形恵子　環境水道部長…本多芳勝　
都市建設部長…石田和也　
都市建設部技監…佐藤政雄（静岡県より）

◉課長級
総務部　総務課長…長谷川修一
企画部　企画政策課長…鈴木啓介　
財政部　財政課長…富山正俊

財政課参事兼財政係長…矢内英直　
課税課長…中川東　納税課長…川村佳典

総合健康センター　地域包括ケア推進課長…鈴木浩方
市民生活部　市民課参事兼戸籍住民係統括係長…名倉輝昭

保険課参事兼保険給付係長…近藤秀幸　
しあわせ推進課長…金原佳紀
スポーツ政策課長…藤田佳三

産業部　農政課参事兼農地利用係統括係長…荒浪健
環境水道部　環境政策課長…小久江恵一　　

上下水道課長兼袋井浄化センター所長…杉山弘行　
上下水道課参事兼総務経理係統括係長…長谷川美徳

都市建設部　都市計画課長…清水修二　
維持管理課参事兼公園緑地係長…名倉弘和

教育委員会教育部　教育企画課長…石黒克明　
すこやか子ども課長…杉山明子　生涯学習課長…大庭尚文

監査委員事務局　監査委員事務局長…村田秀明
袋井市森町広域行政組合

事務局長兼事務局総務課長…大庭英男
新婚生活にかかる住居費・引っ越し費用を
補助します
問申  企画政策課企画室　TEL44-3105

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

5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。3～4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…5月11日（水）　支給額
…4月に通知された額（4月分から手当額が改定されたため、
児童扶養手当証書の記載額とは異なります）　ただし、4月以
降に支給開始となった方は、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。

スポーツ安全保険に加入しましょう
問  スポーツ安全協会静岡県支部　TEL054-262-3039

時  保険期間…受付日の翌日～令和5年3月31日（金）　内  傷害
保険・賠償責任保険・突然死葬祭費用保険への加入。文化活
動団体も加入できます。　対  4人以上の団体　料  年齢や活動
内容により掛金が異なります。金額・補償内容・
申込方法などの詳細は、ホームページをご確認い
ただくか、お問い合わせください。

自動車税の納期限
問  磐田財務事務所課税課課税第1班　TEL37-2211

自動車税の納期限は5月31日（火）です。期限内の納付をお願い
します。　納付場所・方法…金融機関、郵便局、コンビニエン
スストア、クレジットカード、PayPayなど
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風しんワクチン（任意）接種費用の助成
問申  健康づくり課おやこ健康係予防接種担当　TEL42-7410

生まれてくる赤ちゃんの先天性風しん症候群を予防するた
め、風しん抗体価が低い妊娠を希望する女性などのワクチン
接種費用を助成します。　※国が実施する昭和37年4月2日～
昭和54年4月1日生まれの男性を対象とした風しん抗体検査お
よび風しん第5期定期接種とは別の制度です　所  市が委託した
医療機関　対  令和5年3月31日（金）までに接種する方で、接種
日当日に市内在住かつ次の①～②のいずれかに該当する方 
①妊娠を希望または予定している女性で風しん抗体価が低い
②妊娠中の風しん抗体価が低い女性と同一世帯または、同居
している方で風しん抗体価が低い　※抗体価の基準あり　
料  自己負担額…5,430円（接種料金10,430円のうち5,000円が
助成額）　申  住所・氏名・電話番号・風しん抗体価が低いこと
を証明できる書類を窓口へ（申込期限…接種希望日
の2週間前まで）　※申請後、助成対象の方に予診
票などを発行します。

成人用（高齢者）肺炎球菌予防接種を実施します
問申  健康づくり課おやこ健康係予防接種担当　TEL42-7410

令和5年3月31日（金）までに予防接種を受ける場合、市が接
種費用の一部を負担します。この機会に予防接種を受けま
しょう。　所  市が委託した医療機関　対  接種日当日に市内
在住で、過去に23価肺炎球菌ワクチン（ニューモバックス）
の予防接種を受けたことがなく、次の①～③のいずれかに該
当する方　①4月2日～令和5年4月1日の間に、65歳・70
歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳となる　
※令和4年度内のみ接種可能　②60～64歳で、心臓・腎臓・
呼吸器の機能障害、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能
に障がいがある　③接種日の年齢が75歳以上で、過去に接
種歴がなく、上記の節目年齢を待たずに接種を希望する　
料  ①・②に該当する方…3,000円（自己負担額）　※生活保護
受給世帯の方は、予防接種券（無料券）を発行しますので、事
前に窓口へ申請してください　③に該当する方…5,000円（自
己負担額）　申  ②・③に該当する方で接種を希望する方は、
窓口または電話で（申込期限…接種希望日の2週間前まで）　
※①に該当する方には、5月中旬までに予診票を送付します
（5月以降に転入したり予診票を紛失したりした方
は要申込）。　◆各自で医療機関へ予約し、予診
票を持って受診してください。

がん患者等妊
に ん よ う せ い

孕性温存療法支援事業の
回数・金額等が変更されました
問申  健康づくり課検診指導係　TEL42-7275

若年がん患者等の経済的負担や不安を軽減するため、妊孕性
温存療法にかかった費用の一部を助成する制度の対象・回
数・金額等が変更されました。　回数…2回　金額　卵子・
胚・卵巣組織凍結…40万円まで　精子凍結…2.5万円まで　
精巣内精子凍結…35万円まで　対  対象となる治療の凍結保存
時に43歳未満の方で、申請時に市内在住の方（特定不妊治療
助成事業に基づく助成を受けている方は対象外）　申  申請を
希望する方は、事前にお問い合わせください（申
込期限…妊孕性温存療法にかかる治療費の支払日
の属する年度内）。

H
エイチアイブイ

IV、梅毒、肝炎ウイルス等検査

問申  県西部健康福祉センター（西部保健所）地域医療課
TEL37-2253

◉ヒト免疫不全ウイルス（HIV）抗体検査
エイズを引き起こす「HIV」というウイルスに感染したかを調
べる血液検査です。検査結果は、約1時間で出ます。希望者
は、梅毒・B型肝炎・C型肝炎・性器クラミジア・ヒトT細胞
白血病ウイルス1型（HTLV-1）の検査も同時に受けることがで
きます。匿名の検査です。ただし、性器クラミジア検査、
HTLV-1の検査結果は後日郵送になりますので、受診時に氏
名と住所の記載が必要です。
西部保健所の検査日程（予約制）

区分
年月

昼間 夜間
9:30～11:00 13:30～15:00 17:30～19:30

5月 12日（木）◎ － 26日（木）
6月   9日（木）△ － 23日（木）
7月 14日（木） － 28日（木）◎
8月 25日（木）△ － －
9月   8日（木） － 29日（木）
10月 27日（木）△ 13日（木）◎ －
11月 10日（木） － 24日（木）
12月 22日（木）◎   4日（日） －

令和5年
1月 12日（木） － 26日（木）

2月 －   9日（木）△ －
3月   9日（木）   2日（木） －

◎…希望者にHTLV-1検査を実施　△…希望者に性器クラミ
ジア検査（尿検査）を実施　 
所  県中遠総合庁舎西館1階・検診室（磐田市見付3599-4）　
料  無料　申  電話で（随時受付）

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
　 県赤十字血液センター浜松事業所　TEL053-421-3151

時  6月9日（木）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
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耐震補強助成事業等をご利用ください
問申  都市計画課建築住宅室　TEL44-3123

◎�木造住宅の無料耐震診断および耐震補強計画の作成や耐震補強工事にかかる費用の補助を行っています
　 対象…昭和56年5月以前に建てられた木造住宅　①わが家の専門家診断…耐震診断を希望するお宅に耐震診断補強相談
士を派遣し、無料で診断します。　②耐震補強工事（補強計画一体型）…耐震補強計画の作成と耐震補強工事を一体的
に行う場合に利用できる補助制度です。　※次の❶～❹の全てに該当する場合は補助限度額を15万円拡充します。❶耐震補強前
の上部構造評点が0.7未満　❷耐震補強後の上部構造評点が1.2以上　❸寝室、居間等の家具固定の実施　❹耐震補強工事に関す
るPRの実施　※以前に耐震補強計画の策定の補助を受けており、耐震補強工事を行っていない場合は別途お問い合わせください。

区分 対象世帯 補助割合 補助限度額 補助額の算出方法（全て限度額以内）
耐震補強工事

（補強計画一体型）
一般世帯 定額 100万円（115万円）/棟 耐震補強計画・補強工事に要する費用
高齢者等世帯 定額 120万円（135万円）/棟 耐震補強計画・補強工事に要する費用

◎�ブロック塀の撤去・改善（フェンスなどの安全な塀に造り替えること）にかかる費用に補助金を交付します
　対象…次の①～③の全てに該当するブロック塀　①公道に面している　②ひび割れや傾き、控え壁がないなどの危
険性が高い　③ブロック部分の高さが60センチメートルを超える

区分 対象地域 補助割合 補助限度額 補助額の算出方法（全て限度額以内）

撤去

・一般地域 2分の1 20万円
撤去に要する費用と基準額（塀の長さ（メートル）×
8,900円）を比べて少ない額に補助割合を乗じた額

・通学路沿い
・緊急輸送路沿い等
・津波避難困難地域

3分の2 26.6万円

改善
・通学路沿い
・緊急輸送路沿い等
・津波避難困難地域

3分の2 33.3万円 改善に要する費用と基準額（塀の長さ（メートル）×
38,400円）を比べて少ない額に補助割合を乗じた額

◉共通事項
申窓口にある申請書に必要書類を添えて窓口へ。申請書は市ホームページからダウンロードもできます。　※補助金の申請は、
必ず工事着手前に行ってください。

令和4年度から木造住宅の除却・建替えおよび住宅の瓦屋根の耐風診断・耐風改修の補助制度を開始しました
問申  都市計画課建築住宅室　TEL44-3123

◎木造住宅の除却・建替えを行う場合に補助金を交付します
　 対象…昭和56年5月以前に建てられた木造住宅で耐震診断の評点が1.0未満のもの（過去に耐震補強工事に関する
補助を受けていないもの）

区分 対象地域 対象世帯 補助割合 補助限度額 補助額の算出方法（全て限度額以内）

除却
災害リスク
解消地区内（※1）

一般世帯 23% 30万円/棟
木造住宅の除却に要する費用に補助割合を乗じた額高齢者等世帯 23% 40万円/棟

市内全域 高齢者等世帯 23% 40万円/棟
移転 市内全域 高齢者等世帯 定額 10万円/棟 除却に伴い耐震性のある既存住宅等への住替えに要する費用

建替
市内全域 三世代同居・

近居世帯（※2） 23% 60万円/棟
木造住宅を除却し、新たに住宅を建設する費用に補助割合
を乗じた額災害リスク

解消地区内（※1）
一般世帯、
高齢者等世帯 23% 60万円/棟

　※ 1 災害リスク解消地区…袋井市防災都市づくり計画で定める総合的な災害リスクの危険度評価値が4または5と判定された
　地区（一部除外地域あり）　※2 三世代同居・近居世帯…18歳未満の子どもがいる子育て世帯とその親世帯が同居、もしくは
　同一中学校区域内または隣接する小学校区域内に居住する世帯
◎�住宅の瓦屋根に対し、耐風診断・耐風改修を一体的に行う場合に補助金を交付します
　対象…住宅の瓦屋根の固定方法について、釘の留付け等の基準を満たさないもの

区分 対象地域 補助割合 補助限度額 補助額の算出方法（全て限度額以内）
耐風診断 市内全域 3分の2 2.1万円/棟 耐風診断に要する費用と31,500円を比べて少ない額に補助割合を乗じた額

耐風改修 市内全域 23% 55.2万円/棟 耐風改修に要する費用と基準額（屋根の面積（平方メートル）×24,000円
（上限240万円））を比べて少ない額に補助割合を乗じた額

◉共通事項
申窓口にある申請書に必要書類を添えて窓口へ。申請書は市ホームページからダウンロードもできます。　※補助金の申請は、
必ず工事着手前に行ってください。
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不正大麻・けし撲滅運動

問  県西部健康福祉センター（西部保健所）衛生薬務課　
TEL37-2247　  kfseibu-eiyaku@pref.shizuoka.lg.jp

県では、5月1日（日）から6月30日（木）まで、不正大麻・けし
撲滅運動として、大麻・けしに関する正しい知識の普及と不
正大麻・けしの発見・除去などを実施します。不正けしは、
麻薬の原料となるため、法律で栽培・採取が厳しく規制され
ています。不正大麻・けしを許可なく栽培していた場合や鑑
賞用として栽培している場合は、処罰の対象となります。不
正大麻・けしと疑われるものを発見した場合は、最寄りの保
健所まで連絡してください。不正大麻・けしか不明な場合
は、メールで生育場所と写真などを送付していただければ鑑
定します（写真は、花と葉が鮮明に撮影されたものをお送りく
ださい）。

　

（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  6月15日(水)午後7時～8時30分　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…5月16日（月）～31日（火））

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教室（全5回）…下表のとおり

回 時 内容

1
6月2日（木）
9：30～11：00

体組成検査、握力測定、
筋トレマシンの説明・体験

2
6月9・23日（全て木曜日）、
7月11・25日（全て月曜日）
9：30～10：30

ストレッチ体操、
筋トレマシン

❷開放日…6月6日（月）午後1時～4時、27日（月）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　
❶…初めて筋トレマシンを利用する方　❷…教室（全5回）を
受講した方　定  ❶…10人（先着順）　料   ❶…1,000円（6月2
日（木）に支払い）　❷…300円/回（当日支払い）　申  住所・氏
名・年齢・電話番号を電話で（申込受付…5月16日（月）～）　
※開放日は申込不要

男の健康道場～心も体も若々しく～

問申  健康づくり課健康企画室　TEL84-6127
 kenkoudukuri@city.fukuroi.shizuoka.jp

内容
①開講式、体力測定（握力・片足立ち）、体組成検査、運動実践
②運動実践
③ 運動実践
④ 運動実践、健康づくりのために知っておきたい食事・生
活習慣に関する講話

⑤運動実践、体力測定（握力・片足立ち）、体組成検査、閉講式
時  ①6月14日（火）午後1時30分～3時30分　②6月28日（火）
午後1時30分～2時30分　③7月12日（火）午後1時30分～2時
30分　④7月26日（火）午後1時30分～3時30分　⑤8月9日
（火）午後1時30分～3時30分　所  さわやかアリーナ・多目的
室（研修室）　内  運動習慣や食事、生活習慣に関する講義・実
技指導　対  市内在住、在勤の40歳以上の男性　定30人（先着
順）　料500円/5回　申  住所・氏名・年齢・電話
番号を電話、Eメールで（申込期間…5月16日（月）
～5月31日（火））

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

月見のカフェコンサート vol.50　ジャズ

時  7月23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  気軽にジャズの生演奏を楽しめるコンサート（出演…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  70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…5月21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

おとなの水彩画①　野菜を描く

時  7月3日（日）午後1時30分～4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  準備や後片
付けが簡単で、アナログ画材ならではの味わいが感じられる
「透明水彩」に挑戦する。希望者には絵の具を貸し出します（講
師…岩本和保さん（画家））。　持ち物…描きたい野菜、画材
（スケッチブック、水彩絵の具、筆、パレット、筆洗、ふき
ん）　対  中学生以上の方　定  12人（先着順）　料  3,000円　
申  住所・氏名・電話番号を電話、窓口で（申込受付…5月14
日（土）～）　
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メ ロ ー プ ラ ザ 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「6月開講！メローカレッジ（安心して学べる少人数講座）」

講座名 期間・回数 時間 内容 定員
（先着順）

受講料
（材料費含む）

�多肉植物の小さな寄せ植え 6月11日（土）
10：00～
11：30

5～6種類の育てやすい多肉植物を、ブリキ製
の器に寄せ植えする（講師…伊藤依里さん）

10人 3,100円

�缶詰を使ったお手軽料理 6月16日（木）
19：00～
21：00

缶詰を使った簡単な料理（サンマのひつまぶし
やサバのあら汁など）を作る
（講師…松井美樹さん）

10人 1,200円

�第2回米麹
こうじ

づくりから
　始める味噌づくり

6月16日(木)19：00～21：00、
6月17日(金)19：00～20：00、
6月18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 4,800円

�6月のスイーツ倶楽部 6月25日（土）
9：30～
12：30

ココアクッキー生地の上に3色のチーズクリー
ムでグラデーションをつけたチーズケーキ「ユ
メカワケーキ」を作る
（講師…江川唯姫子さん）

10人 4,100円

�6月のたのしいぱんづくり 6月25日（土）
13：30～
17：00

バターと卵をたっぷり使ったパン「ブリオッ
シュ・ア・テット」を作る
（講師…岩倉恵美子さん）

10人 1,500円

�そば打ち名人になろう！
6月26日（日）～

全5回
9：30～
12：30

二八そばの打ち方を学ぶ（講師…松本芳廣さん） 8人 8,000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（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…5月15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

メロプラフェスタ2022

時  5月29日（日）午前9時30分～午後3時30分　所  メロープラザ　内  テーマ①「笑顔のもとは健康から」…簡単な健康チェック、塩
麹
こうじ

・ピザ作り、脳トレのパズル体験　テーマ②「楽しみごとの発見は体験から」…陶芸、モザイクタイルのコースター作り、お茶
会、着付け、バルーンアート、カードマジック、静岡理工科大学「お理工塾応援隊」による実験、馬伏塚城への体験ウォーク、絵
本の読み聞かせ　ステージ…よさこい、ダンス、太鼓・ピアノ・クラリネット・ハーモニカなどの演奏　対  どなたでも　申  申込
不要。直接会場へ

ワンコインコンサート

時  6月4日（土）午後2時～3時（開場…午後1時30分）　所  メ
ロープラザ・多機能ホール　内  正岡しのぶさん（アコーディ
オン）と浅岡尚樹さん（ドラム・パーカッション）のユニット
「MAAASA」によるコンサート　対  どなたでも　定240人
（先着順）　料  500円（当日支払い）　申  住所・氏名・電話番号
を窓口、電話、ファクス、Eメールで（受付期間…5月15日
（日）～6月2日（木））

アマチュアバンドフェスティバル2022 
in メロープラザ

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  市内外で活動しているアマチュア音楽グループ
によるJ-POP・フォーク・ロック・グループサウンズ・
ジャズなどの生演奏　対  どなたでも　定240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、
Eメールで（申込期間…5月15日（日）～6月14日（火））
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