
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。

台湾の地下ダム「二
に ほ う し ゅ う

峰圳」通水100年記念パネル展
問  協働まちづくり課外国人活躍・共生社会推進室　TEL44-3138

時  6月10日（金）～7月1日（金）　所  市役所1階・市民ホール、
月見の里学遊館・市民サロン　内  袋井市の偉人である鳥居信
平氏が台湾の屏

へいとう

東県に築いた地下ダム「二峰圳」の通水100年
を記念して、鳥居信平氏や地下ダムに関するパネ
ル展示を行います。申  申込不要。直接会場へ

フクロイエキマチフェスタ
問  都市計画課まちづくり計画室　TEL44-3122

時  6月19日（日）午前10時～午後3時30分　所  袋井駅北口周
辺、田端東遊水池公園（高尾1217）　内  袋井駅周辺を歩いて
楽しめるイベント。キッチンカーの出店、マルシェ、ステー
ジイベント、ワークショップなど　※詳しくは、市ホーム
ページをご確認ください。　対  どなたでも　定  なし。ただ
し、ワークショップによっては定員があります（先着順）。　
料  無料。ただし、ワークショップによっては参加
費・材料費が発生します。　申  申込不要。直接会
場へ　※路上への駐車はご遠慮ください。

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  7月23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…「一人ひとりかけがえのない大切ないの
ち～少年院の子どもたちと共に歩んで～」（講師…中野レイ子
さん（元丸亀市教育委員会教育長、元法務省矯正局所管少年
院院長））　自らの行為を後悔し、生き方に苦悩する犯罪に関
わった人たちに寄り添い支える心を学ぶ。
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…6月
15日（水）～7月8日（金）） 中野レイ子さん

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3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

高砂フード
プロダクツ●

農免農道

自転車道福田漁港

早川製作所　 ●

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

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

国道150号
幸浦郵便局 ●

駐輪場

早川製作所

東海精機
浅羽第2工場

P

P

いわた・ふくろい夏のインターンシップフェア（オンライン）
問申   産業政策課産業労政係　TEL44-3136

時  6月25日(土)午後1時～4時30分　内袋井市・磐田市を中
心とした県西部地域の企業約30社のインターンシップの情
報提供や業界・企業説明をオンライン形式で行う　対  令和6
年3月卒業予定の学生（大学院・大学・短大・高
専・専門学校）　料  無料　申  ホームページの申込
フォームで（申込期限…6月24日（金）まで）

出張としょかんHoney!ハニー!! de 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  6月29日（水）午前10時30分～11時　所Honey!ハニー!!
（山名町3-8　とれたて食楽部内）　内  絵本の読み聞かせ（絵
本の貸し出しも行います）　対  未就学児とその保
護者　定  15組（先着順）　料  無料　申  申込不要。
直接会場へ
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7月図書館おはなし会

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）

図書館では毎月、0歳児から小学3年生とその保護者を対象に
おはなし会を行っています。

対象 日時 所

0～1歳児

13日（水） 
10：30～11：00

月見の里学遊館2階・
こども室

15日（金）
10：30～11：00

浅羽図書館2階・おは
なしの部屋

27日（水）
10：30～11：00

袋井図書館2階・視聴
覚室

2～3歳児

13日（水） 
10：30～11：00

袋井図書館2階・視聴
覚室

20日（水） 
10：30～11：00

月見の里学遊館2階・
こども室

22日（金） 
10：30～11：00

浅羽図書館2階・おは
なしの部屋

3歳児くらい～
小学3年生

毎週日曜日 　
14：00～14：30

袋井図書館1階・おは
なしのへや、
浅羽図書館1階・児童
コーナー

23日（土） 
10：30～11：00

月見の里学遊館2階・
集会室B

申  申込不要。直接会場へ

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　※最終日は午後3時まで
所  市役所2階・市民ギャラリー　内  7月21日（木）～31日（日）

「原爆と人間」写真と原爆絵画展（原爆被災の写
真、高校生が描いた絵画）　対  どなたでも　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  7月17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

大門遺跡発掘調査 速報展
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20日（月）～7月15日（金）　所  歴史文化館　内  大門遺跡
から出土した土器や石製品などを初公開。最新の調査成果を
紹介します。　対  どなたでも　料  無料　申  申込不要。直接
会場へ

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

親子でピザ作り 7月23日（土） 9：30～
12：00 10組 2,000円 夏野菜を使ったピザを生地から作る（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

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…6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。

令和4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～4時）

時 所 定員（先着順）

8月17日（水） 静岡労政会館（静岡市葵区黒金町5-1） 280人（網猟・わな猟200人、第一種銃猟80人）

8月20日（土） 沼津労政会館（沼津市高島本町1-3） 200人（わな猟120人、第一種銃猟80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13日（月）～7月15日（金））
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さわやかアリーナ教室（7月～9月）・全10回
問申  さわやかアリーナ　TEL31-2070（第3月曜日休館）

教室名 曜日 時間 対象 内容
親子deリトミック

「テクテクコース」

火

9：30～10：15
2歳半～
3歳児

先生や保護者、友だちと一緒に音楽に合わせて体を動かした
り、走ったりする（講師…重本里美さん）

親子deリトミック
「よちよちコース」

10：30～11：15 1歳半～
親子でスキンシップをとりながら、音楽に合わせて楽しく遊
ぶ（講師…重本里美さん）

初めてのやさしい
朝ヨガ

10：30～11：30
高校生年代

以上
朝、呼吸とともに体を動かすことで血流を良くし、リラック
ス効果を得る（講師…ゆりかさん）

デトックス＆
アクティブヨガ

14：00～15：00
高校生年代

以上
体をほぐし、ゆがみを修正した後、様々なポーズを取り入れた
シークエンスをして、心身を健やかにする（講師…石田絵美さん）

元プロ直伝！
バスケットボール教室

①16：15～17：15
②17：20～18：20

①満5歳児～
②小学生

楽しみながら基礎を身に付け、技術の習得を目指す
参加目安…①満5歳児～小学2年生程度の初心者　②小学生の
経験者（講師…杉山直也さん）

Let's フットサル
①17：45～18：45
②18：55～19：55

①小学1～3年生
②小学4～6年生

みんなで楽しくボールを蹴りながらテクニックを身に付けレ
ベルアップを目指す（講師…アグレミーナ浜松現役選手）

ファイドウ 19：00～20：00 中学生以上
シンプルかつダイナミックに構成された格闘技プログラム。
楽しくストレスを解消し、脂肪燃焼を図る（講師…YUKIさん）

リンパ＆
コンディショニング

20：00～21：00 中学生以上
頭や顔から足裏までリンパの流れを促進し、疲労や冷えなど
のトラブルの改善と理想の体を目指す（講師…まどかさん）

暗闇☆
ダンスフィットネス

20：15～21：15 中学生以上
ミラーボールが回る空間で流行の音楽に合わせて体を動か
し、ストレスの解消を図る（講師…清水由希子さん）

ストレッチ&
体幹トレーニング

水

10：00～11：00
高校生年代

以上
前半は体をほぐしてゆがみを正し、後半はやさしく体幹を鍛
える（講師…松本奈美さん）

ＳTＲＯＮＧ　 ＮＡTＩＯＮ
（ストロング ネイション）

11：15～12：00
高校生年代

以上

短時間で効果的な高強度インターバルトレーニングにより、
筋力や持久力の向上を図り、心身ともにリフレッシュする

（講師…加茂衣未さん）

子づれＯＫ！
産後シェイプ

13：00～14：00
産後2か月以上

の方

ピラティスと高強度インターバルトレーニングを組み合わせ
て筋力の強化を図り、プロポーションや姿勢の改善を目指す

（講師…EMIさん）
にこにこ親子体操教室
①初級コース
②中級コース
③上級コース

①15：00～16：00
②16：05～17：05
③17：10～18：10

①3～5歳と保護者
②4～7歳と保護者
③ 5歳～小学2年生

と保護者

親子で楽しく触れ合いながら基礎体力の向上を図り、それぞ
れのレベルでマット・跳び箱・鉄棒・器械体操等の動きの習
得を目指す（講師…ゆうきさん）

からだスッキリ！
姿勢改善

15：00～16：00
高校生年代

以上

セルフリンパマッサージで張り・凝り・むくみを解消し、姿
勢を保持する筋力を付け、若々しく健康的な体を目指す

（講師…まどかさん）

ファイドウ 15：00～16：00
高校生年代

以上
シンプルかつダイナミックに構成された格闘技プログラム。
楽しくストレスを解消し、脂肪燃焼を図る（講師…YUKIさん）

楽しくバスケット！！
コーチと一緒に上手に
なろう！

17：00～18：00 小学生
WingRaiseバスケットスクールコーチによる直接指導で、上
達する練習のコツを学ぶ（講師…松浦竜士さん）

キッズ運動教室（4月～令和5年3月）
問申  ＮPＯ法人みらいアース　加藤　TEL080-7525-8055　  mail@miraiearth.jp

曜日 場所 時間 対象 定員 内容

月 森町総合体育館「森アリーナ」
（森町森92-8） 16：00～16：55 5～6歳児 12人 体を楽しく動かして運動に親しむ

火 大草会館 （国本2075-1）
15：00～15：55 5～6歳児

各15人 跳び箱・マット・鉄棒・縄跳び・ボール投げ・
かけっこなどの基本的な動きを楽しく学ぶ

16：00～16：55 小学1～6年生

金 袋井北コミュニティセンター
15：00～15：55 5～6歳児
16：00～16：55 小学1～6年生

料  3,450円/月　初回のみ年間保険料・事務手数料…1,000円　申  住所・氏名・学年・電話番号を電話、Eメールで（随時受付）
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教室名 曜日 時間 対象 内容

エアロ！筋トレ！スト
レッチ！

水

19：00～20：00 中学生以上
前半は簡単で楽しいエアロビクス、後半は筋トレとストレッ
チで効果的に全身のシェイプアップを目指す

（講師…エアロビクスIR）

ＺＵＭＢＡ（Ａ） 20：15～21：15 中学生以上
世界中の音楽を使って簡単な振付で体を動かし、楽しみなが
ら汗をかくダンスエクササイズ（講師…NORIYOさん）

ボディーメイク教室 20：15～21：15 中学生以上
機能的に体を動かすことでメリハリボディを目指し、心身と
もにリフレッシュする（講師…ボディメイクトレーナー）

タイ式ヨガ
（ルーシーダットン）

木

9：15～10：15
高校生年代

以上
深い呼吸とポーズを組み合わせることで血流を良くし、代謝
アップやリラックス効果などを得る（講師…佐藤めぐみさん）

おとなの卓球教室
（初級）

9：30～10：30
高校生年代

以上
基礎から始め、上達のポイントを学ぶ（講師…ゆうみさん）

おとなの卓球教室
（中級者以上）

10：45～11：45
高校生年代

以上
技術の向上を図り、ゲームを楽しめるようになることを目指
す（講師…ゆうみさん）

はじめての
ピラティス

10：30～11：30
高校生年代

以上
体の内側の筋肉を鍛え、しなやかなスタイルづくりを目指す

（講師…藤澤節子さん）
リズム運動＆
コンディショニング

13：00～14：00
高校生年代

以上
前半は音楽に合わせて簡単な動作で動き、後半はバランス・
調整の要素を組み合わせて動く（講師…松本智さん）

空手キッズ 15：30～16：30 4～5歳児
武道の礼儀作法を学び、幼児期に必要な運動能力と感覚神経
の発達を促す（講師…岩崎真大さん）

たのしい
バドミントン

①17：30～18：30
②18：40～19：40
③19：50～20：50

①小学1～4年生
②小学5～6年生
③中学生以上

基礎やいろいろな打ち方を覚えバドミントンを楽しむ
（講師…今田和成さん）

やさしい有酸素＆
ストレッチ

19：00～20：00 中学生以上
音楽に合わせて楽しく全身運動をし、体を伸ばしてスッキ
リ、リラックスする（講師…松本奈美さん）

踊ろう♪
ダンスミックス

20：15～21：15 中学生以上
様々なジャンルの音楽に合わせて簡単な振付で踊る

（講師…スタジオMJ講師）

見つめるハタヨガ

金

10：00～11：00
高校生年代

以上

呼吸に意識を向け、ゆっくりと1つひとつのポーズを丁寧に行
い、体全体を使うことで、柔軟性の向上やリラックス効果を
得る（講師…tomomiさん）

太極拳（初級） 13：30～14：30
高校生年代

以上

呼吸に集中しゆっくりと動作をすることで、気を強くし、脚
力・バランス力・持久力の向上を図る【24式】

（講師…小山陽子さん）

太極拳扇（上級） 14：45～15：45
高校生年代

以上
24式と扇を使用した太極拳
※別途道具代1,500円（講師…小山陽子さん）

ＺＵＭＢＡ（Ｂ） 13：30～14：30
高校生年代

以上
ラテン系の音楽を中心に使い、楽しみながら体を動かすダン
スエクササイズ（講師…山本さおりさん）

背骨コンディショニング 15：30～16：30
高校生年代

以上

背骨のゆがみを整え全身の不調の改善を目指す
（講師…加藤未緒さん）　
持ち物…フェイスタオル2本、バスタオル1本

TaeＢoインパクト 19：30～20：15 中学生以上
テコンドーとボクシングの要素を取り入れ、テンポの速い音
楽に合わせてキックやパンチを行うエクササイズ。基礎を重
点的に行う（講師…兵永拓也さん）　持ち物…軍手1セット

TaeＢo 20：30～21：15 中学生以上
テコンドーとボクシングの要素を取り入れ、「TaeBoインパク
ト」に比べ、よりテンポの速い音楽に合わせてキックやパンチを
行うエクササイズ（講師…兵永拓也さん）　持ち物…軍手1セット

ＺＵＭＢＡ（C）

土

10：00～11：00 中学生以上
世界中の音楽を使って簡単な振付で体を動かし、楽しみなが
ら汗をかくダンスエクササイズ（講師…NORIYOさん）

ＫＩＤＳ☆ＨＩP ＨＯP
（幼児）

14：00～14：45 4～5歳児
リズムトレーニングを中心に、音に合わせて体を動かして楽
しさを味わう（講師…村松久美さん）

ＨＩP-ＨＯP
（小学生）入門

15：00～15：45 小学生
基本のステップを習得し、リズムトレーニングを行いダンス
を楽しむ（講師…村松久美さん）

所  さわやかアリーナ　定  各20～30人（先着順）　料  各6,000円/講座　申  窓口にある申込書を窓口へ（申込受付…6月
14日（火）午後0時30分～）。
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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 
（先着順） 受講料 申込先・会場

①スマホで写真加工 7月1日(金)
10：00～11：30

スマートフォンアプリ「L I N E 
Camera」で写真をかわいくデコ
レーションする
(講師…溝口里美さん)

10人 100円
浅羽東コミュニ
ティセンター 
TEL23-7470

②みんなで踊ろう講座
7月9日、8月13日、9月10
日、10月8日（全て土曜日）
10：00～11：15

ズンバ、リージャムなどの様々な
ダンスを踊る

（講師…福屋ゆみさん）
25人 500円/回

今 井 コ ミ ュ ニ
ティセンター
TEL43-3388

③音で学ぶＫids英語
7月21・28日、8月4・18・25
日、9月1・8・15日

（全て木曜日）16：15～17：00

たくさんの英語を聴いて単語を
覚え、話せる文を増やす

（講師…瀬川香織さん）
20人 500円

山 名 コ ミ ュ ニ
ティセンター
TEL49-3401

④背骨
　コンディショニング

7月12・26日、8月9・23日、9
月13・27日、10月18・25日、
11月8・22日（全て火曜日）
10：00～11：00

背骨のゆがみを整え、腰痛の対
策をする（講師…山口紋子さん） 20人 2,000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。ただし、③は小学1～4年生　申  住所・氏名・電話番号を窓口、電話で（申込受付　①…6月14日（火）～
②～④…6月15日（水）～）

袋井体育センター「陸上クラブ」「スポーツチャンバラ」
問申  袋井体育センター　TEL43-1790

クラブ名 日 時間 場所 対象 料金

陸上クラブ 毎週木曜日 16：00～
17：00

高南小学校、
袋井体育センター 小学生 月謝…2,000円　保険料…800円/年

スポーツ
チャンバラ 毎週金曜日 19：00～

21：00 袋井体育センター どなたでも 月謝　小学生…1,500円、中学生以上…2,500円
保険料…800円/年

申  窓口にある申込書に受講料を添えて窓口へ（申込期間…6月14日（火）～30日（木））

読み聞かせ勉強会
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  ①6月18日（土）午前10時～11時30分　②7月21日（木）午後5時30分～7時　所  ①浅羽図書館2階・視聴覚室　②袋井図書館2
階・視聴覚室　内  多人数の子どもへの読み聞かせの方法や本の選び方を学ぶ　※読み聞かせをしたい本があればお持
ちください。　対  幼稚園や学校などで多人数を対象に読み聞かせを行う方や今後行いたい方　料  無料　申  申込不
要。直接会場へ

手話講習会

問申  市社会福祉協議会　TEL43-3020　FＡX43-6305
 csw-fukur@fukuroi-shakyo.or.jp

時  7月20・27日、8月3・10・17・24日（全て水曜日）午後7
時30分～9時　全6回　所  袋井北コミュニティセンター・
ホール　内テキストを用いて手話の基本について学ぶ（講師
…若葉の会）　対  市内在住、在勤または在学で小学4年生以上
の方（小学生は保護者同伴、中学・高校生は保護者送迎）
定15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、Eメールで（申込受付…6月14日（火）～）

ゼロから学ぼう！　自分で事業を始めるための
ホップ・ステップ・ジャンプ！
問申  産業政策課産業労政係　TEL44-3136　FＡX44-3179

 sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp

時  7月2日（土）午後1時30分～3時30分　所  袋井西コミュニ
ティセンター・会議室A　内  趣味を仕事にしたい方や夢を実
現したい方のための創業に必要な基礎知識などを学ぶ（講師…
鈴木祥文さん（（株）プロトペラ））　対  創業に興味のある方や
創業間もない方　定  15人（申込多数の場合、抽選）　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（申込期間…6月8日（水）～24日（金）） 。
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山名幼稚園　入園願書受付・説明会
問申  （学）山名学園山名幼稚園　TEL42-3312

対  ①3歳児（平成31年4月2日～令和2年4月1日生、令和5年4
月入園）　②満3歳児（平成31年4月2日～令和2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、9月1日（木）から
入園開始）　定  ①～②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（申込期間…9月1日（木）
午前9時～午後4時）　9月2日（金）、5日（月）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9日（土）から配布）
◉入園説明会を開催します
時  7月9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

市の鳥「フクロウ」の情報

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

内  市民環境ネットふくろい自然環境部会では、市の鳥である
フクロウの生息状況を確認するため、生息場所の情報を集め
ています。市内での目撃情報や鳴き声が聞こえた場所など、
心当たりのある方はご連絡ください。　対どなた
でも　申電話、Eメールで（募集期限…令和5年3
月31日（金）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

 3日（日）   9：30～10：30 笠原コミュニティセンター  14日（木）   9：30～11：00 高南コミュニティセンター

  6日（水）   9：30～11：00 袋井東コミュニティセンター 16日（土） 10：00～11：00 浅羽北コミュニティセンター

  6日（水） 10：00～11：30 浅羽西コミュニティセンター 20日（水） 10：00～11：30 山名コミュニティセンター

  8日（金） 10：00～11：30 袋井北コミュニティセンター 20日（水）   9：30～11：00 袋井南コミュニティセンター

12日（火） 10：00～11：30 袋井西コミュニティセンター 21日（木） 10：00～11：30 今井コミュニティセンター

12日（火） 10：00～11：30 浅羽東コミュニティセンター 22日（金）  9：30～11：00 幸浦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…6月14日（火）～開催日前日）　◆希望者が少ない場合は、開催しないことがあります。

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：助ける）、短歌（テーマ：自由）　※全て未発表作
品に限る　対市内在住、在勤または在学の方、市文化協会会
員　申  種目・作品・住所・氏名・ふりがなを郵送で（応募期
限…8月31日（水）消印有効）

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　TEL42-1920　FＡX44-1731（月曜日休み）
 fukuroi-sports@air.ocn.ne.jp

時  練習日　初回…6月26日（日）　2回目以降…原則毎月最終
日曜日　午前9時30分～11時　※試合や大会への参加などの
日程はその都度ご案内します。　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15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5,000
円。また、釜石市遠征に参加する場合は別途遠征費25,000
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14日（火）～）

令和4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28日（日）午前9時～午後4時（受験者数により変動）　
所  網猟…静岡総合庁舎（静岡市駿河区有明町2-20）　わな猟
…県中遠総合庁舎（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、郵送で。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20日（月）～7月20日（水）必着） 
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令和4年度袋井市協働まちづくり事業

問申  協働まちづくり課コミュニティ推進室　TEL44-3107　FＡX43-2132
 shimin-kyodo@city.fukuroi.shizuoka.jp　〒437-8666

内  市民活動団体と行政が協働実施する、地域の活性化や課題
解決に向けた多様で柔軟な事業提案の募集。従来の「補助事
業」や「連携事業」に加えて、本年度より「スタートアップ活動
支援補助事業」を開設し、新たに市民活動を始めるために団
体を立ち上げ、本事業に取り組む団体へ運営および設備の整
備に要する資金を補助します。　対  次の①～⑥の全てに該当
する団体　①市内に事務所を置き、主に市内で市民活動を
行っている、または今後市内で市民活動を行う計画がある　
②代表者を含め3人以上の組織　③団体に関する規約等を有
し、それに基づく運営がされている　④予算・決算事務を的
確に行い、その内容を示すことができる　⑤協働事業を的確
に遂行できる能力を有し、成果報告ができる　⑥公の秩序に
反する団体でない　料補助事業…当該事業費の3分の2以内

（初年度上限20万円、2～3年目上限10万円）　スタートアッ
プ活動支援補助事業…当該事業費の10分の10以内（上限10
万円）連携事業…なし　申  提案書・必要書類を窓
口、ファクス、Eメール、郵送で（申込期間…随時
受付）　※提案内容を事前にご相談ください。

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

内  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23日（火）
13:00～15:10

（福）三宝会（浅名）
（株）サンワネッツ（堀越）
塚本建設（株）（小山）
トッパンフォームズ東海（株）（豊沢）

8月24日（水）
13:00～15:10

高雄工業（株）静岡工場（山科）
高砂フードプロダクツ（株）（湊）

（福）なごみかぜ（小山）
ネオファーマジャパン（株）袋井工場（久能）

8月25日（木）
13:00～15:10

（株）内田建設（久能）
（福）デンマーク牧場福祉会（山崎）
日研フード（株）（春岡）

（株）早川製作所（西同笠）

8月26日（金）
13:00～15:10

（有）柴田車輛（浅羽）
（福）遠州中央福祉会（磐田市下万能）
遠州トラック（株）（木原）
福山通運（株）袋井支店（土橋）

所  教育会館3階 A・B会議室、4階 大会議室　対  高校2年生　
定  各日30人（申込多数の場合、市内在住、在学の方を優先）　
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（木）まで）

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8月20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…7月1日（金）～31日（日））

令和4年度市立幼稚園・市立認定こども園（幼児部）
未就園児体験入園　
問  すこやか子ども課子ども保育係　TEL86-5511

所  市立幼稚園・市立認定こども園（幼児部）　内  市立幼稚
園・市立認定こども園（幼児部）の体験入園が始まりました（6
月～令和5年2月）。園の生活や教育方針を知ることができ、
園で遊ぶ楽しさを感じたり、集団生活を体験したりする機会
になります。実施日は各園のホームページをご確認くださ
い。　対  平成31年4月2日～令和2年4月1日生ま
れ　申  申込不要。直接該当の園へ（小学校区に準
じた園区での入園が基本となります）。

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27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17日（金）まで）
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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
旭
きょくじつちゅうじゅしょう

日中綬章（地方自治功労）
原田英之さん（葵町） ／元袋井市長
多年にわたり市長として、旧袋井市と旧浅
羽町との合併や袋井市と掛川市との市民病
院統合による新病院建設、命山・防潮堤の
整備を行うなど、本市の発展に貢献・尽力
されました。

◉春の叙勲
瑞
ずいほうそうこうしょう

宝双光章（国土交通行政事務功労）
前田壽

よ し か ず

一さん（浅岡）
／元中部地方整備局主任監査官

多年にわたり中部地方整備局職員とし
て、各種国土交通行政事務業務に貢献・
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）
竹村静

し ず か つ

勝さん（宇刈）／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。

◉危険物業務従事者叙勲
瑞
ずいほうそうこうしょう

宝双光章（消防功労）
田米克実さん（森町）

／元袋井市森町広域行政組合消防司令長
昭和52年の入署以来、消防職員として消
防次長などを歴任し、火災予防業務や職
員の育成など、幅広く袋井消防本部の発
展に尽力されました。

◉危険業務従事者叙勲
瑞
ずいほうたんこうしょう

宝単光章（警察功労）
大
だいじょう

上政明さん（広岡）／元警視庁警部補
多年にわたり警視庁・警察官として、交
通課・地域課等に勤め、交通警察・地域
警察など各種警察業務に貢献・尽力され
ました。

原田英之さん

前田壽一さん

大上政明さん

田米克実さん

竹村静勝さん

市教育委員会委員が決まりました（敬称略）
問  教育企画課教育総務係　TEL86-3111

委員の任期満了に伴い、新しい委員が任命
されました。
委員…溝口知秀（浅羽一色）
任期…5月19日～令和8年5月18日（4年間）

60歳以上の方に「電動アシスト付自転車」の
無料貸し出しを行います
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）

内  貸出期間…1か月以内　貸出回数…1人3回まで/年度　貸
出車両…2輪タイプ26インチ型・2輪タイプ20インチ型・3
輪タイプ16インチ型　対  市内在住で、60歳以上の方　料  無
料　申  本人確認書類（運転免許証や保険証）を持参し、窓口に
ある申請書を窓口へ（随時受付）　※令和4年度か
ら窓口が協働まちづくり課交通政策係から市営
袋井駅東駐輪場内管理人室に変更となりました。

溝口知秀さん

袋井市情報配信サービス
「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。

◉主な配信内容
▼ 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
▼地震情報…袋井市で震度 3 以上が観測された場合等に
　配信
▼ 気象情報…各種気象警報や土砂災害警戒情報の発表・

解除時に配信
▼雷注意情報…雷注意報の発表・解除時に配信
▼ 津波情報…津波の注意報・警報の発表・解除時に配信
▼ 同報無線情報…同報無線で放送された内容を配信
▼ 市政情報…市の施策や取組などの情報を配信
▼ 火災情報…各地区で発生した火災発生・鎮火の情報を配信
◉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
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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、ひとり親家庭等医療費助成の受給資格は、令和
3年分所得税の状況で判定します。令和3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
どで受診した際の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
童を扶養しているひとり親家庭（母子家庭・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）、助成金振込先が分かる
もの（通帳やキャッシュカードなど（ゆうちょ銀行口座の場合
は、支店名・口座番号が記載された通帳））　※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。　
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26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

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の全てに該当する方　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3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❶～❷の全てに該当する方　❶住民税非課税世帯（別
世帯の配偶者も非課税）　❷預貯金額が指定の上限額以下　
※所得の状況によって、上限額が変わります。詳しくは、市
ホームページをご確認ください。　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）

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3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（水）～12月31日（土）　※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のいずれかに該当する方
を除く）　①病院に6か月以上継続して入院している　②施設
に入所している　③会社で健診を受ける　④市の助成を受け
る人間ドックを受診する　※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）

国際交流活動支援交付金

問申  協働まちづくり課外国人活躍・共生社会推進室　TEL44-3138
 shimin-kyodo@city.fukuroi.shizuoka.jp　

内  市民の多文化共生意識の醸成および国際社会で活躍するこ
とができる人材の育成、地域の活性化を図ることを目的に交
付金を交付します。対象事業等は市ホームページからご確認
ください。 　限度額…1事業につき5万円　対国際交流事業
を実施する団体（任意団体も可）　申窓口にある申
請書を窓口、Eメールで。申請書は市ホームペー
ジからダウンロードもできます（随時受付）

がんサロン「なごみ」
問  磐田市立総合病院がん相談支援センター　TEL38-5286

時  7月8日（金）午後1時30分～3時　所  磐田市立総合病院周産
期母子医療センター1階・講堂（磐田市大久保512-3）　内  患
者・家族の交流や情報交換　対  がん患者またはその家族　
料  無料　申  申込不要。直接会場へ（電話または
ホームページで最新の情報をご確認の上、お越し
ください）。
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児童手当制度が一部変更となります
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

6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、10月支給分（6～9月分）から児童手当の制度が次のとおり変更になります。
◎�現況届の提出が原則不要になります

これまで、児童手当を受給するためには毎年「現況届」をご提出いただき、6月1日現在の受給者の状況を確認する必要がありまし
たが、令和4年度からは住民基本台帳等で6月1日現在の受給者の状況を確認します。児童の養育状況が変わっていなければ、現
況届の提出は原則不要です。ただし、次の①～⑤のいずれかに該当する方は現況届の提出が必要であるため、例年通り現況届を
送付しますので、6月1日以降に提出をお願いします。現況届が届いていない場合はお問い合せください。　①離婚協議中であ
り、配偶者と別居であると申請した（離婚協議中または離婚済み、離婚協議を取りやめたかを市で把握できていない方も対象）。
②配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる　③支給要件児童の住民票がない　④法人である未成年
後見人、施設・里親の受給者である　⑤その他に状況を確認する必要がある方

◎�所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります
児童を養育している方の所得が以下表の「B：所得上限限度額」以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。「A：所得
制限限度額」以上かつ「B：所得上限限度額」未満の場合、児童1人につき月5,000円支給されます。

扶養親族等の数
（　）内は例

Ａ：所得制限限度額 Ｂ：所得上限限度額
所得額 収入額の目安※ 所得額 収入額の目安※

0人 
（前年末に児童が生まれていない場合など） 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円

1人 
（児童が１人の場合など） 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円

2人 
（児童1人＋年収103万円以下の配偶者の場合など） 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円

3人 
（児童2人＋年収103万円以下の配偶者の場合など） 736万円 960万円 972万円 1,200万円

4人 
（児童3人＋年収103万円以下の配偶者の場合など） 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円

※収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等
を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
◆児童手当等が支給されなくなったあと、次の❶～❷のいずれかに該当する場合は手続きが必要です。❶所得が「B：所得上
限限度額」を下回った場合　❷その年度内に税更正を行い所得が「B：所得上限限度額」を下回った場合　◆扶養親族等の数
は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族（里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。
以下、「扶養親族等」）ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族
等の数に応じて、限度額（所得額ベース）は、1人につき38万円（扶養親族等が同一生計配偶者（70歳以上の者に限ります。）ま
たは老人扶養親族であるときは44万円）を加算した額となります。

第二種運転免許取得費用を補助します
問  協働まちづくり課交通政策係　TEL44-3125

内  市では、乗用タクシーの「人材確保」を事業者とともに推進
し、市内の公共交通網を確保維持していくため、乗務員の第
二種運転免許の取得に要する費用に対し、補助金を交付しま
す。　補助金額…取得費用の3分の1以内（上限10万円）
対  第二種運転免許を新たに取得する方で、次の①～②の全て
に該当する方　①65歳未満　②1年以上市内タクシー事業者
の乗務員として勤務する見込み　※勤務条件などの詳細は、
市内タクシー事業者（袋井交通…TEL42-1588　
袋井タクシー…TEL44-0033）へご連絡ください。

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（金）　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

証明書コンビニ交付サービスの臨時休止
問  市民課戸籍住民係　TEL44-3112

時  6月14日（火）終日　所  全国のコンビニ　内  システムメン
テナンスのため、証明書コンビニ交付サービスを臨時休止し
ます。
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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4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  上下水道課　工事に関すること…下水道工事係　TEL84-6082　　補助金に関すること…総務経理係　TEL84-6081

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及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（木））。
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令和4年度がん検診
問申  健康づくり課検診指導係　TEL42-7275　FＡX42-7276

検診名 対象者 会場 実施期間 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・

さわやかアリーナなど（検診車） 5～12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）

さわやかアリーナ・コミュニティセ
ンターなど（検診車） 5～12月

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・
または指定医療機関など 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

さわやかアリーナ・コミュニティセ
ンターなど（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 6～12月

乳がん検診 30歳以上の女性

さわやかアリーナ・コミュニティセ
ンターなど（検診車） 5～12月 問診、マンモグラフィまた

は乳房エコー（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

※胃がん検診の申込をされた方は、特定健康診査（市が契約している保険者が実施するものに限る）も同日に受けることができます。
申  検診項目・氏名・生年月日・電話番号を電話、ファクスで（随時受付）　
◆喀痰検査対象者の要件については、お問い合わせください。　◆後日、お申込のがん検診の受診票と案内を郵送します。　
◆実施時期や実施方法、自己負担金は変更することがあります。受診票が届いたら、再度ご確認ください。◆年齢
は、いずれも令和5年3月31日現在です。

袋井市特産品開発事業費補助金

問申  産業政策課商業観光室　TEL44-3156
 sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp　〒437-0023　高尾1211-1

特産品とは…袋井市の魅力を発信できる物であって、次の①
～②のいずれかに該当するもの　①市内で生産されている、
または市の産品を使って加工もしくは製造された農林水産加
工品、工芸品など　②観光イベント（遠州三山風鈴まつり・
遠州三山紅葉めぐり・可睡齋ひなまつり・ふくろい夜宵プロ
ジェクト）に関連する商品など　内  補助金額…1団体ごとに
補助対象経費の2分の1（補助金額に1,000円未満の端数があ
るときは、これを切り捨てた額）　補助限度額…1団体あたり
1品目につき50万円。　交付対象期間…最大3年度　対  次の
❶～❻のいずれかに要する経費　❶特産品の由来の調査、開
発研究、市場調査および開発計画の策定　❷原材料および副
材料の購入費のほか、特産品の試作　❸試食会および各種イ
ベントへの参加　❹特産品のデザイン設計および商標　❺特
産品の販売に係る免許等の取得　❻特産品のPR
定  予算の範囲内（先着順）　申  申請を希望する方
は、事前にお問い合わせください。

袋井市中心市街地等空き店舗対策事業補助金

問申  産業政策課商業観光室　TEL44-3156
 sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp　〒437-0023　高尾1211-1

内  中心市街地および都市計画法に定める商業地域・近接商業
地域の空き店舗を有効活用し、商業の振興に資する事業を始
める方に補助金を交付します。　補助金額…補助対象経費の
3分の1の額と補助限度額を比較して、いずれかの少ない金
額　対象経費…改装費（1つの事業につき1回限り。　補助限
度額…20万円）、家賃（1つの事業につき連続する12か月分を
限度とし、月額限度額は75,000円　補助限度額…30万円）
対  次の①～②のいずれかに該当し、③～⑤の全てに該当する
方　①中心市街地にある空き店舗（商業活動または事務所に
使用していた施設で連続して1か月以上利用されていないも
の）で営業する　②都市計画法に定める商業地域・近接商業
地域にある空き店舗（商業活動または事務所に使用していた
施設で連続して1か月以上利用されていないもの）で、小売
業・サービス業・飲食業を営業する　③新規で2年以上継続
して営業できる　④空き店舗所有者の同一世帯に属する者ま
たは生計を一にする者でない　⑤過去にこの補助
金の交付を受けていない　申  申請を希望する方
は、事前にお問い合わせください。
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令和4年度骨髄バンクドナー登録
問申  県西部健康福祉センター　TEL37-2253

時  6月9日、7月14日、8月25日、9月8日、10月27日、11月
10日、12月22日、令和5年1月12日、3月9日（全て木曜日）

（受付…午前9時30分～）　所  県中遠総合庁舎1階・西部健康
福祉センター検診室（磐田市見付3599-4）　対  次の①～③の
全てに該当する方　①骨髄提供の内容を十分に理解している
②年齢が18歳以上54歳以下で健康　③体重が男性45キログ
ラム以上、女性40キログラム以上　申  電話で（随時受付）

特定健診が始まります
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必要がある健診です。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（水）～12月31日（土）
※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あり

総合
検診

6月～12月で市が指定した日時
（15日間）

さわやかアリーナ
または浅羽保健センター

各日160人
（先着順）

案内に記載の申込先へ。案内をお
持ちでない方はお問い合わせくだ
さい。

※ 令和4年度は、特定健診とがん検診を同日に受診できる「総合検診」を再開しました。詳しくは、お問い合せください。
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や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5年3月31日現在） 　※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。　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5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）

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室　TEL44-3123

令和5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  次の
❶～❷のいずれかに該当する住宅　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 97.5万円
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 60.8万円

（②～④は金融機関などからの借入金の利子に対する補助）

骨髄ドナーの助成制度が始まります
問申  健康づくり課検診指導係　TEL42-7275

令和4年度から、骨髄・末梢血幹細胞の適切な提供の推進を
図るため、ドナーおよびドナーが勤務する事業所に対し、骨
髄等の提供を実施するためにかかった費用の一部を助成する
制度が始まりました。　内  助成額　ドナー…骨髄等の提供の
ために要した通院または入院の日数1日につき2万円（上限7
日間分）　事業所…ドナーが骨髄等の提供のために要した通
院または入院の日数1日につき1万円（上限7日間分）　対  4月
1日以降に骨髄等の提供を行った方で、骨髄等の提供を行っ
た日において袋井市内に住所を有する方および骨髄提供を
行った方が勤務している国内の事業所（国・地方公共団体・
独立行政法人を除く）　申申請を希望する方は、事前にご連
絡ください（申請期限…骨髄等の提供日から3か月以内）。

県立中央図書館の本を袋井図書館で受け取れます

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）

内  「インターネット予約による市町立図書館等受取サービス」
の受取館に袋井図書館が追加されました。県立図書館のホー
ムページで予約を行い、袋井図書館で受取・返却
することができます。　対  県立中央図書館の利用
者カードをお持ちの方　
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（総合健康センター）　久能 2515-1

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

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…6月16日（木）～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

時  ❶教室（全5回）

日 時 内容

7月4日（月） 9：30～11：00
体組成測定、握力測
定、筋トレマシンの
説明・体験

7月11・25日、8月8
日（全て月曜日）、8月
25日（木）

10：40～11：40
ストレッチ体操、
筋トレマシン

❷開放日…7月11日（月）午後1時～4時、21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　
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（7月4
日（月）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…6月15日(水)～）　
※開放日は申込不要

須川展也S
サ ク ソ フ ォ ン

axophoneクリニック

時  8月16日（火）午後7時～8時　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・須川展也さ
ん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
2022」のファイナルコンサート（8月17日（水））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…4,000円　高校生年代以下…
2,000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（申込期間…6月15日（水）～7月13日（水））

映画をつくろう！2022

内容 Aコース Bコース

オリエン
テーション

8月6日（土）
13：00～17：00

8月5日（金）
13：00～17：00

撮影 8月7日（日）、8日（月） 
10:00～17:00

8月9日（火）、10日（水）
10:00～17:00

編集 8月11日（木）
10:00～13:00

8月11日（木）
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。子ど
もたちがチームで協力して、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29日（金）から3,000円
発生　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（火）～7月6日（水））

6月23日～29日は、「男女共同参画週間」です
問  協働まちづくり課外国人活躍・共生社会推進室　TEL44-3138

令和4年度キャッチフレーズ
「あなたらしい」を築く、「あたらしい」社会へ
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」の実現に向けた取組を
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。
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月見の里こうさぎ合唱団メンバー募集

時  月4回土曜日　午前10時～正午　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  月見の
里学遊館の常設のこども合唱団「月見の里こうさぎ合唱団」。
年間を通してイベントなどに出演する機会があります。月見
の里学遊館開館20周年記念の市民音楽劇（令和5年2月公演）
にも参加できます。初めての方も大歓迎です（講師…雪嶋恵
美子さん）。　対  小・中学生　定  50人程度（先着順）　料  入会
金…1,000円　受講費…3,000円/月　申  住所・氏名・年
齢・電話番号を窓口、電話、またはホームページの申込
フォームで（随時募集）

おとなの水彩画②　描きたいものを描く

時  10月23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…描きたいもの
（実物または写真）、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（1回目に参加された方は2,500円）　
申  住所・氏名・電話番号を窓口、電話で（申込受付…7月3日
（日）～）　

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「7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）

�金山寺みそづくり 7月15日(金）
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 1,200円

�7月のスイーツ倶楽部 7月23日(土)
9：30～
12：30

バターの風味と塩味が効いた甘じょっぱいサ
クサクした焼き菓子「ガレットブルトンヌ」を
作る（講師…江川唯姫子さん）

10人 2,600円

�7月のたのしいぱんづくり 7月23日(土)
13：30～
17：00

小麦胚芽入りの塩パンを作る
（講師…岩倉恵美子さん）

10人 1,300円

�職人さんから学ぶ木工教室
7月29日(金)～

全5回
19：00～
21：00

卓上引き出しを作る（3段、幅23センチメート
ル×奥行23センチメートル×高さ30センチ
メートル）
（講師…飛田孝さん（TOBITA CRAFT））

10人 7,500円

�夏向けの
　白いスワッグ作り

7月31日(日)
10：00～
12：00

ドライフラワーなどを使って、スワッグ（壁飾
り）を作る（講師…松永令子さん）

10人 2,600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…6月18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

第6回袋井名作映画祭
問  遠州アカデミー　戸田孝　TEL090-4861-9206　  takashi-t@hw.tnc.ne.jp

時  7月24日（日）午前10時～午後0時15分（開場…午前9時30分）　所  メロープラザ・多機能ホール　内  上映作品…「ボヘミアン・
ラプソディ」（2018年）　対  どなたでも　定240人（先着順）　料チケット　前売り券…1,000円　当日券…1,200円　※高校生以
下は先着50人まで無料　チケット販売開始…6月16日（木）～　チケット販売場所…メロープラザ、市役所1階・売店
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