
青空図書館

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  11月20日（日）午前10時～午後3時30分　（雨天の場合、11
月26日（土））　所  高尾町公園（袋井図書館東側）　内  おはなし
会、古本市、ミニゲーム、ミニチュアホースとのふれあい。
来場者にオリジナルバッグ抽選券を配付（抽選結果
は後日図書館ホームページで発表）。　対  どなたで
も　料  無料　申  申込不要。直接会場へ

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  11月23日（水・勤労感謝の日）①午前10時～11時　②午
後1時30分～2時30分　所  市郷土資料館　内  展示担当者によ
る企画展「描かれた袋井と東海道」の説明、展示の見どころを
解説　対  どなたでも　定  15人/回（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…11月15
日（火）～22日（火））

みんなで子育て～カラフル・ブリッジフェア～ in 磐田
問  認定NPO法人COMPAS　  info@npo-compas.com

時  11月19日（土）午前10時～午後4時、11月20日（日）午前
10時～午後3時　所  磐田市長野交流センター・グラウンド
（磐田市小島374）　内  衣食住の安全・安心、防災、遊びや
夢・チャレンジを応援する多数の企業やNPO団体がブース
を出展。スタンプラリーや飲食コーナーもあります。　対  ど
なたでも　料  無料　申  申込不要。直接会場へ

静岡ブルーレヴズプレシーズンマッチ
解説付き無料観戦
問申 （一社）アザレア・スポーツクラブ事務局　TEL070-1682-2711

時  11月26日（土） 正午～午後3時30分　試合開始…午後1時
所  エコパスタジアム　内  ジャパンラグビーリーグワンの
ディビジョン1に所属する静岡ブルーレヴズのプレシーズン
マッチ（対コベルコ神戸スティーラーズ）。エコパを拠点に活
動する女子ラグビーチーム「アザレア・セブン」の選手やス
タッフと一緒にルール解説を聞きながら観戦します。　対  市
内在住、在勤または在学の方とその家族　定  40人（申込多数
の場合、抽選。結果は11月18日（金）までに連絡します）　
料  無料　申  住所・氏名・電話番号・メールアド
レスをホームページの申込フォームで（申込期間
…10月25日（火）～11月16日（水））。

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11月20日（日）午前10時
～午後3時30分　※雨天決
行、荒天の場合は中止　
所  袋井駅周辺　内  袋井駅周
辺（袋井宿場公園からノブ
レスパルク）を歩いて楽し
めるイベント。キッチン
カーの出店、軽トラ市、
ワークショップなど。「青
空図書館」「ふくろい宿d

デ

e花
マルシェ」も同時開催しま
す。　対  どなたでも　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。ただし、ワークショップによっては申込が
必要な場合があります。　
※駐車場は市役所駐車場またはノブレスパルク駐
車場をご利用ください。※東通りの一部で軽トラ
市を実施するため、通行の際はご注意ください。

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。
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袋井お茶大文化祭　BANCHATEN
問  松下コレクションを活かす会事務局　090-6595-7089

時  12月4日（日）①BANCHAマーケット・②BANCHAエキスポ
…午前10時～午後4時　③BANCHAサミット…午後1時～4時
所  香りの丘茶ピア（岡崎7157-1）　内  ①市内外の茶生産者に
よる茶・晩茶の販売　②晩茶の茶会、茶粥の紹介、松下コレ
クションの展示、昔ながらの晩茶作り・紅茶手もみ体験
③演題…「なぜ、いま晩茶なのか」（講師…松下智さん(松下コ
レクションを活かす会名誉会長)）、各地での晩茶
に関する取組事例の発表　対  どなたでも　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12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  1日（木）～10日（土）袋井
市民文化祭　入賞作品展（書道・絵画・俳句・短
歌・川柳・写真の展示）　対  どなたでも　料  無料
申  申込不要。直接会場へ

通行にご注意いただきたい箇所
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男女共同参画セミナー

問申  協働まちづくり課外国人活躍・共生社会推進室　TEL44-3138
FAX43-2132　  shimin-kyodo@city.fukuroi.shizuoka.jp

時  令和5年1月14日（土）午後1時30分～3時（開場…午後1時）
所  メロープラザ・多機能ホール　ビデオ会議アプリ「Zoom
ウェビナー」によるオンライン配信も実施　内  男性の育児休
業取得が求められている背景や、仕事と家庭のバランスがと
れた働き方について学ぶ。　演題…「男性育休を推進する
ワーク・ライフ・バランス」（講師…松久晃士さん（（株）ワー
ク・ライフバランス執行役員））　対  どなたでも　定  ①会場
参加…150人　②オンライン配信…200人（いずれも先着順）
料  無料（託児…100円/人）　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）を電話、
ファクス、申込フォームで（申
込受付…11月14日（月）～）

mama＋「しめ縄飾りワークショップ」
問申  mama+佐々木　  mamaplus26@yahoo.co.jp

時  12月15日（木）　①午前10時～正午（受付…9時30分～）　
②午後1時～3時（受付…午後0時30分～）　所  お茶畑助産院
（豊沢2158-3）　内  稲穂をメインに実

み も の

物やマツ、水引きを
使ってしめ縄飾りを作る（講師…近藤華奈さん（FLOWERS 
ROOMスタッフ））　持ち物…花切りハサミ、持ち帰り用の
袋　対  子育て中の方（子どもの年齢は不問）　定  15人（先着
順）　料  3,800円/人　託児…200円/人　お弁当…500円/個
（要予約。持ち帰り可）　※12月8日（木）以降のキャンセル
は、後日参加費全額を支払い、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…11
月14日（月）～12月8日（木））

第20回袋商ショップ
問  袋井商業高校　TEL42-2285

時  12月10日（土）・11日（日）午前9時～午後3時　所  袋井商
業高校　内  食料品・衣料品・雑貨・自動車などの販売　持ち
物…ホームページにある入場券（事前に健康状態を記入）、上
履き　対  どなたでも　料  無料　申  申込不要。直接会場へ　
◆駐車場は、ヤマハ発動機（株）駐車場（久能
3001-8）をご利用ください。無料の送迎バスがあ
ります。

「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  12月18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

12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

7日（水）
10：30～11：00

月見の里学遊館2階・
こども室

16日（金）
10：30～11：00

浅羽図書館2階・
視聴覚室

21日（水）
10：30～11：00

袋井図書館2階・
視聴覚室

2～3歳児

7日（水）
10：30～11：00

袋井図書館2階・
視聴覚室

14日（水）
10：30～11：00

月見の里学遊館2階・
こども室

23日（金）
10：30～11：00

浅羽図書館2階・
視聴覚室

3歳児くらい～
小学3年生

毎週日曜日
14：00～14：30
※11日（袋井図書館）は
ストーリーテリングの会

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

17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

障がい者アート・障がい者啓発展示会

問  特定非営利活動法人ママもっと笑って　早川　
TEL090-5609-2502

時  11月28日（月）～12月9日（金）　所  市役所1階・市民ホー
ル　内  障がいのある方が描いた絵などのアート作品や知的障
がいについて理解を深めるための展示。先着1,000人に障が
い者アートカレンダーを配布。　対  どなたでも　定  先着順
料  無料　申  申込不要。直接会場へ

松久晃士さん
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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
（材料費を含む） 内容

季節のパン作り 12月4日（日）
13：30～
16：30

10人 2,000円
クリスマスの定番・シュトーレンを作る
（講師…岡村貴代美さん）　持ち物…エプロン、三角巾、
スリッパ、ふきん

クリスマスケーキ 12月23日（金）
13：00～
16：30

10人 4,000円
イチゴの生デコレーションケーキを作る
（講師…江川唯姫子さん）　持ち物…エプロン、三角巾、ス
リッパ、ふきん

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…11月
14日（月）～）　◆希望者が少ない場合は、開講しないことがあります。　◆勤務先が遠州ライフサポートセンター会員の場合、
文化教養講座受講料補助金交付制度が利用できます。詳しくは、勤務先にご確認ください。

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苔（テラリウム） 12月9日（金）
10：00～12：00

ガラス瓶の中で植物を栽培する「テラリウム」
で、苔を入れて小さなガーデンを作る
（講師…アトリエいつき）

15人 2,000円
（材料費含む）

袋井南コミュニ
ティセンター
TEL43-3386

②可愛い！クリスマス
ボード作り講座

12月3日（土）
10：00～11：30

木の板に葉や布、キラキラした飾りを付けて
クリスマスボードを作る
（講師…神田藍子さん）

8人 1,500円
（材料費含む）

今井コミュニ
ティセンター
TEL43-3388

③初めてのスマホ講座
12月2・9日
（全て金曜日）
10：00～11：30

スマホの基本的な操作とLINEの使い方を学ぶ
（講師…神谷知里さん） 10人     500円

三川コミュニ
ティセンター
TEL49-0393

④クラフトバンドで作る
クリスマスリース

12月4日（日）
13：30～15：30

クラフトバンドを使って初心者でも簡単に作
れるクリスマスリースを作る
（講師…伊藤一美さん）

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

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…11月15日（火） ～）

子育てで役立つ「まなびラボ」
問申  溝口ファミリークリニック　TEL23-8300

時  11月28日（月）午前10時～11時30分　所  メロープラザ2
階・会議室3　内  子どもとの関わりで悩んだ時に思い出して
欲しい豆知識の紹介、子育てに役立つ体験型ワークショップ
（講師…溝口哲弘さん（溝口ファミリークリニック院長））　
対  小学生以下の子どもの保護者　定  20人（申込多数の場合、
抽選）　料  無料　申  氏名・電話番号・メールアド
レスを申込フォームで（申込期限…11月21日（月）
午前9時まで）

ふらっとパソコン教室

問 申  市協働まちづくりセンター「ふらっと」　TEL43-6315　
FAX31-6363　  info@flat-fukuroi.com

時  火～金曜日のうち週1回（月4回）。1回80分（希望の曜日と
時間帯で調整）　所  市協働まちづくりセンター「ふらっと」
内  初心者向けのパソコン講座。1人ひとりに合ったペースで
楽しく学習できます。　対  40歳以上で、ノートパソコンを
お持ちの方　料  受講料…2,500円/月　年会費…1,000円　
申  住所・氏名・電話番号を電話、ファクス、Eメールで（随
時受付）

7 広報ふくろい 2022　令和4年11月

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



集団託児サポーター研修

問申  ふくろいファミリー・サポート・センター
TEL・FAX44-3149　  famisapofukuroi@gmail.com

（午前9時～午後5時30分　第2・4水曜日休み）

時  ①12月1日（木）午前9時30分～11時　②12月8日（木）午前
9時30分～11時　所  ①森町町民生活センター・集会室（森町
森2101-2）　②袋井西コミュニティセンター・大ホールA
内  講演会や行事の際に参加者の子どもを別室で預かる「託児
サポーター」の養成研修　対  どなたでも　定  15人程度/回（申
込多数の場合、抽選）　料  無料　申  住所・氏名・
電話番号・参加希望日を電話、ファクス、Eメー
ルで（申込期限…11月25日（金）まで）

JOCジュニアオリンピックカップ 全国エアロ
ビック選手権大会デモンストレーション参加者
問申  市エアロビック連盟　村松　TEL090-7604-0684
FAX55-3893　  mura.0910@uv.tnc.ne.jp

時  ①練習会…12月18日（日）、令和5年1月15日（日）午前10
時～11時30分　②大会…令和5年1月29日（日）午前9時～午
後6時　所  ①袋井体育センター　②さわやかアリーナ　内  大
会開会式後にエアロビックデモンストレーションを行い、選
手を歓迎・応援する。　対  市内在住、在勤または在学の小学
生以上の方で、練習会に両日参加できる方　定  20人（申込多
数の場合、抽選）　料  無料　申  住所・氏名・年齢・電話番
号・メールアドレスを電話、ファクス、Eメールで（申込期限
…11月22日（火）まで）

12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

  6日（火）13：30～15：00 豊沢ふれあい会館

  7日（水）  9：30～11：00 袋井西コミュニティセンター

  7日（水）  9：30～11：00 浅羽北コミュニティセンター

  8日（木）  9：30～11：30 今井コミュニティセンター

14日（水）  9：30～11：30 三川コミュニティセンター

14日（水）10：00～11：30 幸浦コミュニティセンター

15日（木）  9：30～11：00 高南コミュニティセンター

22日（木）  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…11月14日（月）～開催日前日）　◆申込者
が少ない場合は、開催しないことがあります。

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  12月17日（土）午前10時～11時30分　所  浅羽図書館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　※実際に読み聞かせをしますので、読む本
をお持ちください。　対  幼稚園や学校などで多人
数への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

ズミさんと学ぶ相続セミナー＆司法書士無料相談会
問  県司法書士会掛川支部　青野　TEL0537-26-9842

時  11月26日（土）午後2時～5時30分　所  袋井新産業会館キ
ラット2階・あきはホール　内  タレントの高橋正純さん（ズ
ミさん）を交えた相続に関するセミナーと、司法書士による
相続に関する無料相談会　対  どなたでも　料  無料　申  申込
不要。直接会場へ

遠州アカデミー「報徳講座」

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

時  12月18日（日）午後1時30分～4時　所  山名コミュニティ
センター・会議室　内  演題①…「祖父：鳥居信平の台湾地下
ダム完成100周年記念式典に参加して」（講師…鳥居徹さん
（東京大学名誉教授））　演題②…「実業家：鈴木藤三郎の考え
方」（講師…落合功さん（青山学院大学経済学部教授））　演題
③…「静岡県報徳社事績について」（講師…地福進一さん（二宮
尊徳の会））　対  どなたでも　定  40人（先着順）　料  1,000円
（会費。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…11月30日（水）～12月14日（水））

遺言書終活セミナー
～遺言書について学んでみませんか～
問申  静岡地方法務局袋井支局総務係　TEL42-3545

時  11月29日（火）、12月2日（金）午前9時～11時30分　所  静
岡地方法務局袋井支局2階・会議室　内  公証人・司法書士によ
る遺言書についての講演や自筆証書遺言書保管制度の説明会
対  どなたでも　定  各10人（先着順）　料  無料　申  住所・氏
名・電話番号を電話で（申込期間…11月15日（火）～25日（金））

再エネを進める学習会
問  ふくろい再エネを進める会　後藤　TEL080-3647-7954

時  11月20日（日）午後1時30分～2時30分　※12月以降も実
施予定（原則、毎月第1月曜日・第3日曜日　午後1時30分～2
時30分）　所  市協働まちづくりセンター「ふらっと」　内  温暖
化・異常気象・食糧危機に立ち向かう方策を学
ぶ。詳しくは、ホームページをご覧ください。　
対  どなたでも　料  無料　申  申込不要。直接会場へ
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アザレア・セブン出張教室
問申 （一社）アザレア・スポーツクラブ事務局　TEL070-1682-2711

時  12月～令和5年2月の平日　午前9時～午後5時のうち60
分～90分程度（日程は申込後に調整します）　内  エコパを拠
点に活動する女子ラグビーチーム「アザレア・セブン」の選手
やスタッフを市内団体やサークルに派遣し、参加者の年代や
意向に合わせて、ラグビーボールを使ったあそびや健康体操
を行います。　対  市内で活動する団体・サークル・教室など
（例：放課後児童クラブ、いきいきサロンなど）　定  8団体
（先着順）　料  無料　申  団体名・活動場所・担当者名・電話
番号・メールアドレスをホームページの申込
フォームで（申込期間…11月15日（火）～令和5年
2月15日（水））

袋井市文化振興計画（案）に対する意見

問申  生涯学習課文化振興係　TEL86-3192　FAX86-3666
 syougai@city.fukuroi.shizuoka.jp　〒437-0013　新屋1-2-1

内  意見募集（資料閲覧）期間…11月15日（火）～12月14日
（水）　※消印有効　資料の閲覧方法…窓口、市役所3階・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、メロープラザ1階・ロビー、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  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5年度市内運動施設の優先予約
問申  下表のとおり

内  市内運動施設を利用する団体の予約を優先的に受け付けます。

施設名 問い合わせ・申し込み先

愛野公園運動施設
（野球場・弓道場・テニス
コート・相撲場） 愛野公園管理棟

TEL43-1900　FAX84-6718

原野谷川親水公園東側広場

堀越公園多目的広場
市スポーツ協会
TEL42-1920　FAX44-1731国道1号（バイパス）高架下

多目的広場

浅羽体育センター

浅羽体育センター
TEL/FAX23-4812浅羽球技場

浅羽テニスコート

袋井体育センター 袋井体育センター
TEL/FAX43-1790

広岡河川公園グラウンド スポーツ政策課スポーツ施設係
TEL44-3129　FAX44-3117

対  令和5年度に市内全域を対象とする大会や講習会を行う団
体（開催日が重なった場合は、後日調整）　申各窓口にある申
込用紙を各窓口、ファクスで。申込用紙は市の
ホームページからダウンロードもできます（申込
期間…12月1日（木）～14日（水））。

第50回袋井市駅伝記念大会参加者
問申  市スポーツ協会　TEL42-1920 （月曜日、祝日休み）

時  令和5年2月19日（日）午前10時～午後1時　所  エコパスタ
ジアム　内  小学生男子の部、小学生女子の部、少年団の部、
中学生男子の部、中学生女子の部、高校生男子の部、高校生
女子の部、一般男子の部、一般女子の部、市内地域の部（全
て9.3キロメートル（4区間））　対  県内在住の方　定  150チー
ム（先着順）　料  参加料（1チーム）　小学生…3,000円　中学
生・高校生…4,000円　一般…5,000円　申  さわやかアリー
ナの窓口にある申込用紙に参加料を添えて窓口へ（申込期間
…12月1日（木）～令和5年1月6日（金）午後5時）

市営市民農園利用者

問申  農政課農地利用係　TEL44-3167　FAX44-3153
 nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp　〒437-8666

時  使用期間…2年間（令和5年4月1日（土）～令和7年3月31日
（月））　所  豊沢1114　対  市内在住の方　定  66区画（1区画…
約30平方メートル）（申込多数の場合は、抽選。結果は郵送
でお知らせします）　料  使用料…5,230円/年　申  住所・氏名
（ふりがな）・年齢・電話番号を窓口、ファクス、Eメール、
郵送で（申込期間…11月7日（月）～12月1日（木）必着）。　
※1世帯1区画のみ、1申込まで

東海アクシス
看護専門学校

北

袋井高校
袋井南中学校

至法多山

スーパーマーケット

豊沢の丘公園
サンライフ袋井

至
国
道

　

１
号
線

至
浅
羽

至静岡

JR袋井駅

市民農園
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令和5年度市立幼稚園・認定こども園会計年度任用職員
問申  すこやか子ども課子ども保育係　TEL86-5511

職種 勤務時間 給与（※）
（フルタイム…月額支給　パートタイム…時間額支給）

幼稚園教諭
フルタイム 月38時間以内で、1日7時間45分を超え

ない範囲（7：15～17：00の間） 183,160円～　時間外手当・昇給あり

パートタイム 8：15～17：00の間で勤務時間は要相談
（1日最長6時間30分）

【資格あり】1,088円（職歴有）
【資格なし】   960円（職歴有）

保育士・
保育教諭

フルタイム 月38時間以内で、1日7時間45分を超え
ない範囲（7：15～19：00の間） 183,160円～　時間外手当・昇給あり

パートタイム 7：15～19：00の間で勤務時間は要相談
（1日最長6時間30分）

【資格あり】1,088円（職歴有）
【資格なし】   960円（職歴有）

対フルタイム…幼稚園教諭免許または保育士資格をお持ちの方（いずれも、令和5年3月取得見込みの方を含む）。　パートタイム
…幼稚園教諭免許または保育士資格をお持ちの方（令和5年3月取得見込みの方を含む）、学校やその他福祉施設などでの勤務経験
がある方、子育て経験がある方（資格や免許のない方も応相談）。　定若干名（書類審査・面接による選考）　申  履歴書・幼稚園教
諭免許または保育士資格証の写し（該当者のみ）を窓口へ。または、申込フォームで（申込期間…11月3日（木・文化の日）～令和5
年3月31日（金））。　
◆勤務地　幼稚園教諭…幼稚園　保育士・保育教諭…認定こども園　
◆待遇…各種保険完備、休憩あり。交通費・有給休暇・賞与は、任用期間などにより条件があります。
※給与は、職歴の有無によって異なり、業種を問わず就労実績があれば「職歴有」として扱われます（ただし、学生時のアルバイト
は除く）。

令和4年度自衛官候補生採用試験
問申  自衛隊静岡地方協力本部袋井地域事務所　TEL43-3717

時  ・所  受付時にお知らせします。　対  18歳以上
33歳未満の方　申  電話で（申込期限…随時受付）

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

内  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

令和4年度　市職員採用試験（令和5年4月1日採用予定）
問申  総務課人事研修係　TEL44-3101

職種 試験 試験日 会場 申込期間

土木技術員、保育士・幼稚園教員

実技 12月10日（土）

市役所ほか 11月1日（火）～24日（木）必着筆記 12月11日（日）

面接 12月20日（火）

申  受験資格、採用人数、応募方法などについては、市ホームページをご確認ください。

令和5年「袋井市はたちの集い」
はたちを迎えた皆さんへのメッセージ

問申  生涯学習課生涯学習係　TEL86-3191
 syougai@city.fukuroi.shizuoka.jp

〒437-0013　袋井市新屋1-2-1

内  令和5年「袋井市はたちの集い」の会場で、参加者全員に向
けたメッセージを紹介します。　※特定の個人向けのものや
「袋井市はたちの集い」の場にふさわしくないものは、紹介し
ない場合があります。　対  どなたでも　申  メッセージ（100
文字以内）・住所・氏名・電話番号を窓口、Eメー
ル、郵送、市ホームページの申込フォームで（申
込期限…12月2日（金）まで）
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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  令和5年1月21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問い合わせく
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（申込期間…12月1日（木）～23
日（金））

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  12月19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、忘れやすくなった・集中できなくなった・怒り
やす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…12月9日（金）まで）

アルコール問題に関する相談会
問申  遠江断酒会 山本　TEL090-8321-1834

日 時 所

毎週月曜日
13：30～15：00
※11月28日、12月
26日は14：00まで

はーとふるプラザ袋井

毎週木曜日
※12月29日は休み 19：00～21：00 森町町民生活センター（森町森2101-2）

11月28日、12月
26日（全て月曜日）15：30～16：30

森町保健福祉センター
（森町森50-1）

対  アルコール問題でお悩みの方やそのご家族　料  無料　
申  氏名・電話番号・参加希望日を電話で（随時受付）

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  12月15日（木）午後1時～3時30分（各30分/回）　所  県中遠
総合庁舎（磐田市見付3599-4）　内  精神的な不調に関するこ
とや飲酒に関する問題、思春期における問題、老人性認知症
などについて専門医による個別相談　定  4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…12
月8日（木）まで）

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  12月10日（土）～11日（日）終日　所  全国のコンビニ　内  庁
舎電気工事のため、証明書コンビニ交付サービスを臨時休止
します。工事が延期になった場合、12月17日
（土）～18日（日）も終日臨時休止します。臨時休止
となる場合は市ホームページでお知らせします。

東海アクシス看護専門学校令和5年度入学生
（一般入学試験）
問申  東海アクシス看護専門学校総務課入試担当
TEL43-8111　〒437-0033　上田町267-30

時  学科試験、適性検査…令和5年1月10日（火）　面接試験…
令和5年1月18日（水）（追試験…令和5年1月31日（火））　合格
発表…令和5年2月10日（金）　所  東海アクシス看護専門学校
対  ①高等学校を卒業した方（見込み含む）　②文部科学大臣が
①と同等以上の学力を有すると認定した方　定  推薦・社会人
入学試験と合わせて60人　申  出願期間…12月5日（月）～19
日（月）午後5時15分必着　出願方法…願書を窓口、郵送（簡易
書留）で　願書請求方法…窓口で配付。郵送希望の方は、ホー
ムページにある「学校案内等申込書」・返信用封筒（A4サイズ
が入るもの）・返信用切手を郵送で　◆学校案内と募集要項
（無料）、過去4年間分の試験問題集（800円/冊）を
ご希望の方はホームページをご確認ください。

日曜窓口の臨時休止
問  市民課戸籍住民係　TEL44-3112

時  12月11日（日）　所  市役所1階・市民課　内  庁舎電気工事の
ため、証明書発行事務などの窓口を臨時休止します。工事が
延期になった場合、12月18日（日）も臨時休止しま
す。臨時休止となる場合は市ホームページでお知
らせします。
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県内の狩猟期間
問  県くらし・環境部環境局自然保護課　TEL054-221-2719

種類 期間
イノシシおよび二ホンジカ
（わな猟・銃猟）

11月1日（火）～
令和5年3月15日（水）

その他の狩猟鳥獣 11月15日（火）～
令和5年2月15日（水）

内  期間中は「わな」「猟銃」「網」を使用した狩猟が行われますので、
作業やハイキングで山林に入る方は次の点にご注意ください。
◆狩猟者が気づきやすいよう、目立つ色の服装をする（鹿と
間違われないよう白色や迷彩色は避ける）　
◆音が鳴るものを携帯する、または声を出して歩くなど自分
の存在を周囲に知らせる　
◆わな設置の標識付近には近づかない　
◆わなが設置されている可能性があるため、獣道などには入
らない

11月は児童虐待防止推進月間です

問  家庭児童相談室（中央子育て支援センター「カンガルーのぽっ
け内」）　TEL44-3161
　 しあわせ推進課家庭福祉係　TEL44-3184
　 児童相談所全国共通ダイヤル　189（いちはやく）

11月は「児童虐待防止推進月間」として、1人でも多くの方に
「児童虐待防止」に関心を持ってもらい、子どもたちの笑顔を
守るために1人ひとりに何ができるのかを呼びかけていく啓
発活動を集中的に実施します。今年のスローガンは『「もしか
して？」 ためらわないで！189(いちはやく）』です。次世代を
担う子どもたちが健やかに育つため、児童虐待は社会全体で
解決すべき問題です。虐待かも？と思うことがある方や、出
産や子育てで悩んでいる方はご相談ください。匿名での連絡
や相談も可能です。1本の電話で救われる子どもがいます。
◉児童虐待とは
身体的虐待…殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、や
けどを負わせる、首を絞める、縄などで体を拘束するなど
性的虐待…子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を
触るまたは触らせる、ポルノグラフィの被写体にするなど
ネグレクト…家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔に
する、病気やけがをした際に必要な医療を受けさせないなど　
心理的虐待…言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的
扱い、子どもの前で家族に対して暴力を振るう（面前DV）など

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
11月18日（金）～24日（木）　
問  しあわせ推進課社会福祉係　TEL44-3121

フリーダイヤル（通話料無料）　
0570-070－810（ぜろななぜろのはーとらいん）
～ひとりで悩まず、相談してください～
夫・パートナーからの暴力やストーカーなどでお困りの方
は、お電話ください。インターネットでも受け付けていま
す。　時  午前8時30分～午後7時（土・日曜日は午前10時～
午後5時）　※強化週間以外の日も相談を受け付け
ています（月～金曜日（祝日を除く）午前8時30分
～午後5時15分）。　対  どなたでも

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

11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。9～10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…11月11日（金）　支給額…4月に通知さ
れた額　◆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。

広報ふくろい10月号訂正とお詫び
問  企画政策課シティプロモーション室　TEL44-3104

本紙10月号13ページ「フクロインフォ」に掲載した記事のタイ
トルに誤りがありました。正しくは次のとおりです。訂正し
てお詫びします。
誤…調停委員（弁護士を含む）による無料調停相談会
正…調停委員（弁護士を含む）による無料調停手続相談会

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

問 市コールセンター　TEL84-6076（午前9時～午後5時　土・日
曜日、祝日、12月29日（木)～令和5年1月3日（火）休み）

内閣府コールセンター　TEL0120-526-145（午前9時～午後8
時、土・日曜日、祝日、12月29日（木)～令和5年1月3日（火）休み）

物価・賃金・生活総合対策として、電力・ガス・食料品等の
価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい
住民税非課税世帯等に対して緊急支援給付金を１世帯あたり
5万円支給します。※1世帯1回限り　対  次のいずれかに該当
する世帯　※住民税が課されている方の扶養親族等のみの世
帯は対象外　※①・②の重複受給は不可
①住民税非課税世帯　
世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税の世帯　申  確認
書（11月中旬に市から発送予定）に必要書類を添付して郵送
で（提出期限…令和5年1月31日（火）まで）　
②家計急変世帯
予期せず令和4年1～12月までの収入が減少し、世帯全員が
住民税非課税相当の収入となった世帯　申  市役所1階・しあ
わせ推進課へお越しください。　持ち物…本人確認書類（運
転免許証や保険証)、振込口座情報がわかるもの（通帳な
ど）、収入が予期せず減少したことが分かる書類
（給与明細、源泉徴収票の写しなど）（申請期限…
令和5年1月31日（火）まで）
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2023年版県民手帳の販売
問  県統計協会　TEL054-221-2298

時  販売期間…令和5年2月20日（月）まで　所  市役所1階・売
店、支所1階・市民サービス課、安間書店（袋井）、江崎書店
（川井）、ケーヨーデイツー袋井山梨店（上山梨）、TSUTAYA
袋井国本店（国本）、ミスターぶんぐ袋井店（川井）、未来屋書
店（上山梨・イオン袋井店2階）

大きさ 表紙 価格
（税込）

大型判           縦15.0センチメートル×横9.5センチメートル
4種類（※） 770円
緑 770円

小型判                       縦12.5センチメートル×横8.0センチメートル 緑 660円

※県内各所がモデル地として登場したテレビアニメーション
「ゆるキャン△」デザイン、富士山の写真、障がいのある人が
描いた富士山、群青富士（横山大観）の計4種類の表紙が付属
しています。

第23回しずおか市町対抗駅伝競走大会
袋井市代表選手が決定しました
問  市スポーツ協会　TEL42-1920（月曜日、祝日休み）

12月3日（土）に開催される｢第23回しずおか市町対抗駅伝競
走大会｣に出場する袋井市代表の選手を紹介します。県庁前
から草薙総合運動競技場まで静岡市内を舞台に12区間
42.195キロメートルを選手たちが駆け抜けます。
監督…鈴木將夫　ヘッドコーチ…髙橋俊明　
コーチ…金子連太郎、匂坂幸子、櫻井結衣、西尾洋幸　
出場選手　小学生男子…桒原史

ふみはる

明（袋井南小5）、袴田敦斗（三
川小6）、中島壮

た け る

琉（山名小6）　小学生女子…太田明那（袋井北
小6）、小川朋夏（笠原小6）　中学生男子…高橋柊

し お ん

音（袋井中
2）、森田陽

は る と

翔（周南中2）、金子空
く う が

楓（周南中3）　中学生女子…
松澤怜（袋井中2）、松澤凛（袋井中3）　高校生男子…鈴木丈

たけあき

暁
（磐田南高1）、小嶋潤（磐田南高2）、永井藍

あ お と

士（東海大翔洋高
2）　高校生女子…深谷菜

な ゆ

友（常葉菊川高1）、田添星
せ い ら

来（開誠館
高3）　一般男子…伊藤聡平（流通経済大1）、村松俊

しゅんや

哉（岐阜協
立大4）　一般女子…松澤明希（森町病院）、太田由美（心と体
の元気サポーターYSY）　40歳以上…渡部直矢（袋井市役
所）、高橋俊明（高橋モータース）（敬称略）

聖隷袋井市民病院に耳鼻咽喉科外来を開設しました
問  袋井市立聖隷袋井市民病院　TEL41-2777（代表）

時  診療日…木・金曜日の午前　内  聖隷袋井市民病院では、内
科・脳神経外科・整形外科・リハビリテーション科の4つの診
療科目で外来・入院患者への診療を実施していますが、この
たび耳鼻咽喉科を新たに開設しました。めまいやのどのつか
え感がある方は、ぜひご相談ください。　対  16歳以上で、め
まいやのどの違和感（飲み込みにくさなど）がある方

性暴力をなくそう！～ひとりで悩まず相談を～
問  協働まちづくり課外国人活躍・共生社会推進室　TEL44-3138　しあわせ推進課家庭福祉係　TEL44-3184

毎年11月12日～25日は、「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間です。暴力は、性別や加害者・被害者の間柄を問わず、
決して許されるものではありません。特に、配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、セクシュアルハラスメン
トなど、女性に対する暴力は女性の人権を著しく侵害するものです。我慢しない、1人で悩まないことが大切です。まずは電話
で相談してみませんか。相談は無料、秘密は守られますので、安心してご利用ください。匿名での相談も可能です。

相談窓口 電話番号等 受付時間

性犯罪・性暴力に特化した相談窓口

県性暴力被害者支援センターS
そ ら

ORA

054-255-8710 24時間365日

チャットでの相談
（SNS相談）

24時間
（祝日・年末年始は休み。返信は月～金曜日の14：00～20：00）

性犯罪・性暴力被害者のための
ワンストップ支援センター ＃8

はやくワンストップ

8 9 1 24時間365日

C
キ ュ ア

ure T
タ イ ム

ime チャットでの相談
（SNS相談） 毎日　17：00～21：00

身近にある主な相談窓口

家庭児童相談室 44-3161 月・水・金曜日　9：00～16：00、火・木曜日　12：00～18：00
（第2・4水曜日、祝日、年末年始は休み）

県女性相談センター 054-286-9217 9：00～20：00（祝日、年末年始は休み）

◉相談先がわからないときは　DV相談ナビ　♯8
は れ れ ば

008
◉緊急時には、迷わず袋井警察署へ連絡または110番を！　袋井警察署生活安全課　TEL41-0110
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税に関するポスター・習字・作文の展示

問  納税課納税証明係　TEL44-3219
　 磐田税務署　TEL32-6111（自動音声案内「2」を選択）

11月11日（金）～17日（木）は「税を考える週間」として、税の
仕組みや必要性について考え、理解を一層深めてもらえるよ
う啓発活動を集中的に実施します。市では、市内の小・中学
生から募集した税に関する作品を展示します。　時  11月15
日（火）～23日（水・勤労感謝の日）　※優秀作品（習字とポス
ター）は11月1日（火）～17日（木）まで、ららぽーと磐田1
階・磐田市情報館（磐田市高見丘1200）で展示するため、複
製を展示します　所  メロープラザ1階・ガレリア

地区計画の届出が電子申請できます
問  都市計画課まちづくり計画室　TEL44-3122

9月1日から、地区計画の届出が電子申請ができ
るようになりました。詳しくは、市ホームページ
をご確認ください。

静岡県最低賃金

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

県内の事業所で働く労働者（パート・アルバイトなどを含む）
に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、10月5日（水）か
ら時間額944円となりました（特定の産業には、
特定（産業別）最低賃金が定められています）。詳
しくは、お問い合わせください。

（総合健康センター）　久能 2515-1

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筋トレマシン教室（全5回）

日 時 内　容

12月1日（木） 9：30～
11：00

体組成・ 握力測
定、筋トレマシ
ンの説明・体験

12月8日（木）・19日（月）、
令和5年1月19日（木）・26日（木）

9：30～
10：30

ストレッチ体操、
筋トレマシン

❷開放日…12月8日（木）午後1時～4時、22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  10人（先着順）　料❶1,000円（初回に支払
い）　❷300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…11月15日（火）～）　※開放日は申
込不要

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  12月21日（水）午後1時30分～3時　所  はーとふるプラザ袋
井2階・健康運動ルーム　内  体組成、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…11月16日（水）～30日（水））

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
▼浸水警報情報…村松・川井・小川町・諸井の各地点にある
　浸水観測設備における浸水警報情報を配信
◉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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月見のカフェコンサート vol.52　二胡

時  令和5年1月21日（土）午後2時～4時（開場…午後1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  気軽に二胡の生演奏を楽しむコンサート。楽器体
験もできます（出演…村松克子さん　ほか）　対  小学生以上の
方　定  80人（先着順）料  チケット　前売り…1,000円当日券
…1,200円　申  チケット発売開始…11月14日（月）～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

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

渡辺貞夫カルテット2023

時  令和5年1月21日（土） 午後6時30分～8時30分（開場…午後
6時）　所  月見の里学遊館・うさぎホール　内  艶やかに魅せる
ジャズの心温まるステージをお楽しみください（出演…渡辺貞
夫さん（アルトサックス）、小野塚晃さん（ピアノ）、須川崇志
さん（ベース）、竹村一哲さん（ドラム））。　対  小学生以上の
方　定  350人（先着順）　料  チケット（全席指定）　前売り券…
6,000円　当日券…6,500円　チケット販売開始…11月18
日（金）～　チケット販売場所…月見の里学遊館ほか　※電話
予約は同日午後1時から受付開始

メロープラザ「1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）

�職人さんから学ぶ
木工教室

令和5年1月20日（金）～
全5回

19：00～
21：00

好きなタイルを選んで、オリジナルの「モザイ
クタイルコーナーラック」を作る
（講師…飛田孝さん（TOBITA CRAFT））

10人 6,800円

�1月のスイーツ
　倶楽部 令和5年1月21日（土） 9：30～

12：30

発酵バターを使った2層仕立ての生地（チョ
コ・キャラメル）で焼いたバターケーキを、
チョコクリームとナッツでトッピングした
「ガトー　マルブレ　オ　キャラメル」を作る
（講師…江川唯姫子さん）

10人 3,200円

�1月のたのしい
　ぱんづくり　 令和5年1月21日（土） 13：30～

17：00
生地を手ごねして、ハート型のハムロール
を作る（講師…岩倉恵美子さん） 10人 1,200円

対どなたでも（お子様連れはご遠慮ください）。ただし�・�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…11月26日（土）午前9時～）　◆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

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

月見の里学遊館開館20周年記念 市民音楽劇
「月のうさぎ」

時  令和5年2月26日（日）①午前11時～午後0時15分（開場…午
前10時30分） ②午後3時30分～4時45分（開場…午後3時）
所  月見の里学遊館・うさぎホール　内  月見の里学遊館開館
20周年記念として始動した「市民音楽劇プロジェクト」の本公
演。1年かけて準備してきた演技・ダンス・合唱を織り交ぜ
た音楽劇をお楽しみください（出演…市民音楽劇演技ワーク
ショップチーム・ダンスチーム、月見の里こうさぎ合唱団、
月見の里ゴスペルクワイア、アンサンブル・ムジーク浜松ほ
か）。　対  4歳以上の方　定  300人/回（先着順）  料  チケット
（全席自由）　前売り券　一般…2,000円　高校生以下…
1,000円当日券　一般…2,200円　高校生以下…1,200円　
チケット販売開始…11月19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

SPAC俳優による朗読会
問申  SPACチケットセンター　TEL054-202-3399（午前10時～午後6時、11月14日（金）は休み）

時  12月17日（土）午後1時30分～3時30分　所  メロープラザ・会議室3　内  「書く！SPAC戯曲講座」の受講者が執筆した短編戯
曲のうち3作品を、SPAC俳優がリーディングで披露。上演後は創作についてのゲストトークもあります。　対  小学
生以上の方　定  20人（先着順）　料  無料　申  電話またはホームページの申込フォームで（申込受付…11月15日（火）～）
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