
第19回袋井市子ども読書活動推進講演会

問申  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  ライブ配信…1月28日（土）午前10時～11時30分　録画配
信…2月7日（火）～28日（火）　内  「わにわに」シリーズなど多
くの絵本のイラストを手掛けている講師が、絵本ができるま
での舞台裏を紹介します。ビデオ会議アプリ「Zoom」でのラ
イブ配信またはYouTubeでの録画配信　演題…「わにわにの
絵本ができるまで」（講師…山口マオさん（イラストレー
ター・絵本作家））　対  どなたでも　定  ライブ配信…250人
（先着順）　録画配信…なし　料  無料　申  氏名・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
ライブ配信…1月14日（土）～27日（金）　録画配
信…1月14日（土）～2月24日（金））

ふらっとサミット　

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  福祉分野…1月28日（土）　スポーツ・健康分野…2月25日
（土）　環境・防災分野…3月11日（土）　午前9時30分～11時
30分　所  市協働まちづくりセンター「ふらっと」　内  地域課
題に取り組む市民活動団体の分野別交流会。各団体の活動紹
介から情報や課題を共有し、地域課題解決に向けて協働への
道筋を模索する。　対市民活動団体または同等の活動をして
いる個人　定  25人（1団体3人まで）　料  無料　申  氏名・電話
番号・団体名（団体の場合）を電話、ファクス、Eメールで（申
込期間…1月14日（土）～各開催日3日前）

郷土資料館歴史講演会
第1回「深溝松平家の系譜と墓制」
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  2月19日（日）午後1時30分～3時30分　所  浅羽図書館・視
聴覚室　内  NHK大河ドラマ「どうする家康」の放映にちなん
で、袋井と徳川家康にゆかりのあるテーマから深

ふこうず

溝松平家の
歴史を学ぶ（講師…神

かん

取
どり

龍
りゅう

生
せい

さん（愛知県幸田町郷土資料館学
芸員））  対  どなたでも　定  34人（先着順）　料  無料　申  氏名・
電話番号を窓口、電話、ファクスで（申込期間…1月24日
（火）～2月18日（土） ）

三遠ネオフェニックスB1リーグ試合観戦ご招待
問申  (株)フェニックス　TEL0532-35-7528

時  2月11日（土・建国記念の日）・12日（日）午後3時5分～
所  浜松アリーナ（浜松市東区和田町808-1）　内  三遠地区を拠
点に活動するプロバスケットボールチーム・三遠ネオフェ
ニックスの試合（対琉球ゴールデンキングス）　対  市内在住の
方　定  各日100人（先着順）　料無料　申   公式チ
ケットサイトで（申込期間…1月16日（月）正午～2
月10日（金））

磐田・袋井・掛川インターナショナルフェア2023
問  袋井国際交流協会　TEL43-8070

時  1月28日（土）・29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  ワールドステージ、磐田・袋
井・掛川の3市長による多文化共生シンポジウム、クイズラ
リー、民族衣装の試着体験、キッチンカーの出店、外国の食
品や雑貨などの販売、アフガニスタンで国際貢献する「ペシャ
ワール会」の今を伝える写真展など　対  どなたでも　料  無料
申  申込不要。直接会場へ

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う
イベント等の中止・延期について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本紙でお知らせ
したイベント等が急きょ中止・延期となる場合があります。
イベント等の開催予定などについては、ホーム
ページをご覧いただくか、各問い合わせ先へご
確認ください。

2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

8日（水）
10：30～11：00

月見の里学遊館2階・
こども室

17日（金）
10：30～11：00 

浅羽図書館2階・
視聴覚室

22日（水）
10：30～11：00

袋井図書館2階・
視聴覚室

2～3歳児

8日（水）
10：30～11：00

袋井図書館2階・
視聴覚室

15日（水）
10：30～11：00

月見の里学遊館2階・
こども室

24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
※12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

18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
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まちひなマルシェ
問  市観光協会　TEL43-1006

時  1月28日（土）午前9時～午後3時　※雨天決行、荒天の場
合は中止　所  秋葉総本殿可睡齋・境内　内  キッチンカーの
出店、手作り雑貨や多肉植物の販売、ワークショップなど。
「可睡齋ひなまつり」「JRさわやかウオーキング」も同時開
催。　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

「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

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22日（水）午後1時～4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5・6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  ホームページの申込フォームで（申込期限…2
月20日（月）まで）

脱炭素社会実現に向けた環境講座
問  ふくろい再エネを進める会　後藤　TEL080-3647-7954

時  2月4日（土）午後1時30分～3時30分　所  袋井南コミュニ
ティセンター・袋井中央ホール　内  地球温暖化防止に向け、
今何をすべきか学ぶ。　演題…「脱炭素時代の地域からのエ
ネルギー大転換」（講師…飯田哲也さん（NPO法人環境エネル
ギー政策研究所所長））　対  どなたでも　定  250人（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（水）～10日（金）第
18回子ども書きぞめ大会（内容…市内小学3～6年生の書きぞ
め作品の展示）　②11日（土・建国記念の日）～19日（日）中村
哲医師その後のアフガニスタン現地写真展　③21日（火）～
28日（火）障がい者アート展（内容…市内福祉事業
所に通う障がいのある方の作品展示）　対  どなた
でも　料  無料　申  申込不要。直接会場へ

福祉教育サポーター養成講座

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

時  1月26日（木）午前9時30分～11時30分　所  豊沢ふれあい
会館・多目的ホール　内  視覚障がい当事者による講義（演題
…「視覚障がいの生活について」（講師…岩田充さん））、パラス
ポーツ体験など　対  市内在住、在勤の方　定  10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、申込フォームで（申込受付…1月
16日（月）～）

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  2月15日（水）午後2時～3時30分　所  月見の里学遊館2
階・集会室B　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

こころと体の健康教室

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

時  2月4日（土）午後1時30分～3時　所  さわやかアリーナ1
階・多目的室（研修室）　内  ストレスを和らげる効果が期待で
きるアロマフィットネスと呼吸法を学ぶ　対  市内在住、在勤
の16歳以上の方　定  30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（申込期間…1月16日（月）～31日（火））

出張としょかん 
遠鉄ホーム　可睡の杜モデルハウス 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  1月22日（日）①午前10時～10時30分　②午前10時45分～
11時15分　所  遠鉄ホーム　可睡の杜モデルハウス（可睡の杜
34-7）　内  絵本の読み聞かせ（絵本の貸出も行います）。また、
「個性診断に基づく絵本の紹介」も実施。 対  0歳児～未就学児と
その保護者　定  各回5組（先着順）　料  無料　申  申
込不要。直接会場へ　◆駐車場は遠鉄ホーム可睡
の杜住まいの情報館東側をご利用ください。
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mama＋「はじめてのお灸講座」
問申  mama+佐々木　  mamaplus26@yahoo.co.jp

時  2月16日（木）午前10時～正午（受付…午前9時30分～）
所  お茶畑助産院（豊沢2158-3）　内  実際にお灸を使い、お灸
の効果的な使い方、体調不良や体の凝りに対するセルフケア
を学ぶ（講師…内田裕美子さん（鍼と灸　万花堂））。お灸缶と
お灸のお土産付き。　持ち物…筆記用具　対  どなたでも（妊娠
中や産後間もない方は事前にお知らせください）　定  12人（先
着順）　料  3,500円/人　託児…200円/人　お弁当…500円/個
（要予約。持ち帰り可）　キャンセル料…2月13日（月）から参
加費全て。体調不良の場合はかかりません。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…1月14日（土）～2月13日（月））

サンライフ袋井　短期講座
問申  サンライフ袋井　TEL43-5051（午前9時～午後8時30分　第4月曜日休館）

講座名 日 時間 定員
（先着順）

受講料
（材料費を含む） 内　　　容

はじめてのパン
作り（全2回）

2月6日、3月6日
（全て月曜日）

9：30～
12：30 10人 2,500円

国産小麦粉を使ったパンを作る（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、持ち帰り用
の容器

季節のパン作り 2月5日（日） 13：30～
16：00 10人 1,500円

ココア生地を使用したバレンタインにぴったりなチョコチッ
プ入りのパンを作る（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、持ち帰り用の容器

スペルト小麦の
マフィン（抹茶・
ココア味）

2月26日（日） 13：00～
16：30 10人 2,500円

豆乳と菜種湯で、卵・バター不使用のヘルシーなマフィンを
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

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（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。　※キャンセル料…開講日1週間前
から受講料全て

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

初めてのパン講座
2月24日（金）
10：00～12：00

チョコを使ったパンを作る
（講師…柏原方美さん）

8人 500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　申住所・氏名・電話番号を窓口、電話で（申込受付…1月14日（土）～）

第2回ふくろい未来大使・浦野博司に続け！
「高校野球部員による野球教室」
問  県野球連盟袋井支部　TEL090-1627-7489

時  2月5日（日）午前8時30分～正午　所  袋井高校・グラウン
ド　内  袋井高校の野球部員から、ボールの投げ方・打ち方、
走り方などを学ぶ。試合の見学。　対  5歳児～小学4年生　
料  無料　申  申込不要。直接会場へ

難聴者の方に書いて伝える要約筆記体験講座

問申  しあわせ推進課障がい者福祉係
TEL44-3114　FAX43-6285

時  2月17日（金）午前10時～正午　所  はーとふるプラザ1階・
ボランティアセンター　内  難聴者について理解し、書いて伝
える方法を学ぶ　対  市内在住、在勤の方　定  10人（申込多数
の場合、抽選）　料  無料　申  住所・氏名・年齢・電話番号・
ファクス番号を電話、ファクスで（申込期間…1月10日（火）
～2月10日（金））

アドラー心理学セミナー

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）

時  2月19日（日）午前10時～正午　所  サンライフ袋井　内  ア
ドラー心理学を基にした対人コミュニケーションを学ぶ。　
演題…「人間は自分の人生を描く画家である」～目的思考で世
界の見え方やこれまでの考え方を見直してみませんか～（講師
…山﨑美代子さん（アスカテクノ（有）メンタル研修事業部長、
アドラー心理学メンタルコーチ））　対  18歳以上の方　定  20
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・電話番号を電話で（申込期間…1月
14日（土）～2月11日（土・建国記念の日））
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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

  7日（火）13：30～15：00 豊沢ふれあい会館

  9日（木）10：00～11：30 小川町公会堂（高南地区）

10日（金）10：00～11：30 袋井西コミュニティセンター

14日（火）  9：30～11：00 袋井南コミュニティセンター

14日（火）  9：30～11：30 山名コミュニティセンター

15日（水）10：00～11：30 袋井東コミュニティセンター

16日（木）  9：30～11：00 浅羽東コミュニティセンター

25日（土）  9：30～11：00 浅羽西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
…1月16日（月）～開催日の前日）　◆希望者が少な
い場合は、開催しないことがあります。

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。ま
た、市ホームページから電子申請もできます（申
込期限…1月20日（金）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17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6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
…1月27日（金）まで）

令和5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　TEL44-3104
FAX44-3150　  kikaku@city.fukuroi.shizuoka.jp　〒437-8666

時  4月1日（土）～令和6年3月31日（日）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人・団体（申込多数の場合、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
14日（土）～2月5日（日）必着）

スタートアップウィークエンド袋井参加者

問申  NPO法人Startup Weekend袋井　窪野　
 startup@tskcorp.com

時  2月10日（金）午後6時～12日（日）午後7時30分　所  袋井商工
会議所　内  世界中で開催されている起業体験イベント「スター
トアップウィークエンド」を袋井で初開催。参加者の中でチーム
を組み、3日間でビジネスプランを練り上げます。詳しくは、
お問い合わせください。　対  どなたでも　定  25人（申込多数の
場合、抽選）　料  一般…6,000円　学生…2,000円
（7食付き）　申Eメールで（空メール受信後、応募サ
イトのURLを記載したメールを送付します）

ふるさと納税の制度を活用した
クラウドファンディング
問  企画政策課シティプロモーション室　TEL44-3104

内市を活気づけることを目的に、袋井高校パソコン部の生徒
たちが作成する「袋井市の四季」を表現したプロジェクション
マッピングを法多山尊永寺の本堂へ投影するために、ふるさ
と納税を活用して資金を募っています。詳しく
は、市ホームページをご確認ください。　
目標額…250万円　募集期限…2月6日（月）まで

フッピーへのお誕生日おめでとうメッセージ

問申  企画政策課シティプロモーション室　
TEL44-3104　〒437-8666

内  1月28日にお誕生日を迎える市キャラクター「フッピー」へ
のお祝いメッセージを募集。抽選で30人の方にステキなプレ
ゼントが当たります。　※メッセージは市公式SNSなどで公
開する場合があります。　対  どなたでも　料  無料　申  メッ
セージ・住所・氏名・電話番号・メールアドレスをEメール、
郵送で（応募期間…1月10日（火）～31日（火））
◆Twitterでも募集しています。詳しくは市ホーム
ページをご確認ください。

9 広報ふくろい 2023　令和5年1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）



令和5、6年度入札参加資格登録の申込

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10日（火）～2月3日（金）までに掛川市での登録が必要です。詳しくは、市ホームページをご確認ください。
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競争参加資格希望工種表　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　⑬使用印鑑届　◆①～②・④は全国統一様式、⑪～⑬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競争参加資格希望業
種表・経営状況調査表（測量、建設コンサルタント等）　❸測量等実績調書　❹技術者経歴書　❺営業所一覧表　❻営業に関して
登録されている場合は、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　◆❶～❷・❺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（土）～令和7年3月31日（月）　
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（水）～28日（火）　中東遠総合医療センター…1月10日（火）～2月3日（金）　※いずれも消印有効）

農業委員・農地利用最適化推進委員

問申  市農業委員会事務局（農政課農地利用係内）
TEL44-3167　〒437-8666

内  農地法等に基づく許認可や、農地等の利用の最適化を促進
するため、農業委員および農地利用最適化推進委員を募集し
ます。　募集内容…①個人または団体等による推薦　②個人
による応募　任期　農業委員…7月19日（水）～令和8年7月
18日（土）（3年間）　農地利用最適化推進委員…農業委員会か
ら委嘱された日（7月）～令和8年7月18日（土）　定  農業委員
…16人　農地利用最適化推進委員…12人（農業委員候補者選
考委員会を開催し選考）　申  市ホームページにあ
る推薦書または応募申込書を窓口、郵送で（申込
期間…2月1日（水）～28日（火）必着）

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430事
業所・約2,500人の方が加入しています。
サービス内容…①慶弔給付（結婚・出生・入学・還暦・勤
続・傷病など）　②各種補助（人間ドック・宿泊・レジャー施
設利用）　③各種チケット（映画・食事券など）、物品のあっ
せん　④レクリエーション（ホテルランチ・バスツアーなど）
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パーセント以上を事業主負担）　申  電話で
（随時受付）

放送大学2023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クリエート浜松2・4階

内  放送大学は、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（火）必着　第2回…3月1日（水）～14日（火）
必着）

袋井エアロビックフェスティバル参加チーム

問申  市エアロビック連盟　村松　TEL090-7604-0684
FAX55-3893　  mura.0910@uv.tnc.ne.jp
〒437-1204　磐田市福田中島791

時  2月26日（日）午前9時30分～正午　所  さわやかアリーナ・
メインアリーナ　内  1チーム約2分30秒の曲で、エアロビッ
ク・スローエアロビックを披露する。　※手具使用不可
対  どなたでも　定  20チーム程度（申込多数の場合、抽選）
料  無料　申氏名・電話番号・メールアドレスを電話、ファク
ス、Eメール、郵送で （申込期限…2月4日（土）まで）
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静岡県士業種連絡交流会主催「無料合同相談会」

問申  （公社）静岡県不動産鑑定士協会事務局
TEL054-253-6715（午前9時～午後5時　土・日曜日、祝日休み）

時  2月4日（土）午前10時30分～午後3時45分　所  西部会場…
浜松市市民協働センター（浜松市中区中央1-13-3）　中部会
場…静岡県司法書士会館（静岡市駿河区稲川1-1-1）　東部会
場…沼津労政会館（沼津市高島本町1-3）　内  法律・登記・土
地価格・境界・税務・企業会計・労働・年金・特許・意匠・
商標などに関する相談に、弁護士・公認会計士・司法書士・
税理士・不動産鑑定士・社会保険労務士・弁理士・土地家屋
調査士が応じます。　対  どなたでも　定  各会場
56人（先着順）　料  無料　申  電話で（申込期限…1
月23日（月）まで）

静岡地方法務局・県司法書士会掛川支部共催
「遺言・相続セミナー」「司法書士相続登記相談会」
問  県司法書士会掛川支部　TEL45-2720

時  2月4日（土）　セミナー…午後1時～2時10分　相談会…午
後2時15分～4時15分　所  袋井新産業会館キラット・第1～
4会議室　内  セミナー…相続の仕組み、遺言書などに関する
解説　相談会…相続に関する相談会　※セミナー
または相談会のみの参加も可　対  どなたでも　
料  無料　申  申込不要。直接会場へ

住宅ローン控除相談会
問申  磐田税務署個人課税部門　TEL32-6114

時  2月10日（金）・13日（月）～15日（水）　午前9時～午後5時
所  福田中央交流センター（磐田市福田1587-1）　内  住宅ロー
ン控除を利用する場合のスマートフォンでの確定申告を税務
署職員が支援する　持ち物…①令和4年分給与所得の源泉徴
収票　②住宅ローン控除を受けるために必要な書類（適用する
控除の種類により必要な書類や要件等が異なります。詳しく
は、国税庁ホームページをご確認ください）　③医療費・寄附
金等の控除を利用する方は、その金額が分かる書類（ふるさと
納税ワンストップ特例の申請をした方も含む）　④マイナン
バーカード（マイナンバーカード発行時に設定したパスワード
が必要です）　※マイナンバーカードをお持ちでない場合は、
マイナンバーの記載がある住民票等と運転免許証等の本人確
認書類　⑤スマートフォン　⑥所得税の還付を受
ける場合は、振込先口座の情報が分かるもの　
⑦ボールペン（黒）　⑧電卓　
対  どなたでも　料  無料（入場整理券が必要です）　申  入場整理
券の入手方法　オンライン…来場希望日の2～10日前（土・日
曜日、祝日を除く）までに、LINEアプリで国税庁
を「ともだち追加」し入手。　当日配布…当日午前9
時から会場で配布。配布枚数には限りがあります。

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  1月25日（水）午後2時～4時　所  市役所1階・市民ホール　
対  どなたでも　料  無料　申  申込不要。直接会場へ
◉夜間里親相談会
時  2月8日（水）午後5時30分～7時30分（各30分/回）　所  県西
部児童相談所（磐田市見付3599-4）　対  どなたでも　申  氏名・
電話番号・希望時間を電話で（申込期限…2月7日（火）まで）

精神保健福祉総合相談会
問申  県西部健康福祉センター福祉課　TEL37-2252

時  2月9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…2月2日
（木）まで）

青少年団体等の顕彰の受賞おめでとうございます
（静岡県青少年育成会議（会長・県知事）表彰）
問  生涯学習課生涯学習係　TEL86-3191

◉青少年指導者の部
海野純さん（下貫名）/スクールガードリーダー
長年にわたりスクールガードリーダーとし
て、児童・生徒への防犯指導、参観会や
PTAの会合での保護者向けの講話等に取り
組むなど、家庭・学校・地域が一体となった
防犯体制づくりに貢献・尽力されています。

◉青少年団体の部
諸井里山会
里山を地域の有志で一から整備・維持管理し、子どもたちに
自然の中での遊びや体験を楽しめる場を提供するとともに、
地域の子ども・大人・学
校がつながる機会の創出
など、子どもとの関わり
を通した地域づくりに貢
献・尽力されています。

海野純さん

諸井里山会の皆さん
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オンラインで
図書館利用者カード交付の申請ができます
問申  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）

1月から、オンライン申請で図書館の利用者カード交付申請
ができるようになりました。あわせて、預金通帳のように図
書館で借りた本を記録できる「ふくぶっくつうちょう」の交付
申請もできます。　※ふくぶっくつうちょうのみの申請はで
きません。　対  市内在住、在勤または在学の方、磐田市・掛
川市・菊川市・御前崎市・森町在住で、お住まいの自治体の
公立図書館の利用者カードをお持ちの方　料  無料
申  ホームページの申込フォームで（申請期限…交
付希望日の3営業日前まで）

マイナンバーカードの受取が
オンラインで予約ができるようになりました
問  市民課マイナンバー推進係　TEL44-3108

これまで、市役所の時間外窓口（毎週水曜日）や日曜窓口、支
所でマイナンバーカードを受け取る場合は電話予約が必要で
したが、電話予約のほかスマートフォンやパソコンからのオ
ンライン予約が可能になりました。交付準備ができた方に
は、オンライン予約の方法が記載されている案内通知書（圧
着はがき）を送付します。受け取り希望日の2日前までにス
マートフォンやパソコンからお申し込みください。　※電話
予約も引き続き可能です。　◆圧着はがき以外の交付通知書
（通常はがきなど）をお持ちで、市役所で受け取りの方は予約
不要です。支所で受け取りの方は、これまでどおり電話予約
後にお越しください。　◆市役所での月～金曜
日、午前8時30分～午後5時15分の受け取りにつ
いても予約が可能になりました。

オンラインで転出届・転入予約が
できるようになります
問  市民課戸籍住民係　TEL44-3112

2月6日（月）から、マイナンバーカードを利用して、市役所窓口
に出向くことなく、転出届・転入予約（転入手続きのための来
庁予約）ができるようになります。転入予約を利用すると窓口
で書類を記入する手間を省くことができ、手続きに
要する時間が短縮されます。　※手続きの方法など
の詳細は、市ホームページをご確認ください。

人権ポスターコンテスト・人権作文コンテスト
入賞おめでとうございます
問  しあわせ推進課社会福祉係　TEL44-3121　

◉人権ポスターの部(敬称略)
最優秀…浅原希

き

心
こ

（今井小5年）
優秀…玉井敬

けい

大
た

（袋井西小5年）、杉谷帆
ほ

奈
な

未
み

（袋井北小6年）、
　　　石川涼

すず

帆
ほ

（山名小6年）、金原奏
かな

帆
は

（浅羽北小6年）
優良…尾関琴美（袋井西小6年）、松村優

ゆ

舞
ま

（袋井北小5年）、
　　　阿部彩子（今井小6年）、岩倉莉

り

央
お

（高南小6年）、
　　　石川瑚

こ

雪
ゆき

（浅羽北小6年）、原優
ゆ な

梛（浅羽北小6年）
入選…野田和希（袋井南小5年）、寺田越

こゆる

（高南小6年）、
　　　石原さな（浅羽南小5年）、石川暖

ひなた

（浅羽北小6年）
◉人権作文の部（敬称略）
奨励賞…匂坂泰

たい

河
が

（袋井中3年）
入選…吉野優

や

笑
え

（袋井中3年）、磯部優
ゆ

衣
い

花
か

（周南中3年）、
　　　井田朱

あや

虹
な

（周南中3年）、鈴木美緒（周南中3年）、
　　　土屋花

は

奈
な

（周南中3年）、松浦茉
ま

未
み

（周南中3年）、
　　　村松奏

かな

英
え

（周南中3年）、玉川吟
ぎん

司
じ

（袋井南中3年）、
　　　村松彩（袋井南中3年）、髙橋梅子（浅羽中3年）

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
素酸ナトリウム等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しましょう。特
に二枚貝は、中までしっかり火を通しましょう。

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4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（水）　支給額…児童扶養手当証書に記載さ
れた額　※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2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。

統計功労者表彰の受賞おめでとうございます
問  企画政策課企画室　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）。
県統計功労知事褒賞…小池豊春
県統計協会統計功労者表彰…加藤惠美子、藤岡典夫、
　　　　　　　　　　　　　松島恵美、村松和子
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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  2月3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。新型
コロナウイルスワクチンを接種された方は、ファイザー・モ
デルナ社製は接種後48時間、ノババックス社製は24時間経
てば献血が可能です）。　申  申込不要。直接会場へ

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）
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

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費
等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対して生活の
支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給しま
す。申請期限が迫っているため、対象の方はお早めにお申し
込みください。　対  令和4年3月31日時点で18歳未満の児童
（障がい児の場合は20歳未満）を養育する方のうち、次の①～
②のいずれかに該当する方　※既に支給された方は対象外
①公的年金等を受け取っているため、児童扶養手当を申請・受
給していない　②所得超過などにより児童扶養手当を申請・受
給していない方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
収入が減少した（申請期間内に、ひとり親世帯になる場合も含
む）　給付金額…児童1人あたり50,000円　申  市
ホームページにある申請書類を窓口へ（申請期限
…2月28日（火）まで）　

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）
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

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食
費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯（ひとり親
世帯を除く）に対して支援を行うため、子育て世帯生活支援
特別給付金（その他世帯分）を支給しています。申請期限が
迫っているため、対象の方はお早めにお申し込みください。
対  令和4年3月31日時点で18歳未満の児童（障がい児の場合
は20歳未満）、または令和4年4月から令和5年2月までに生
まれる新生児の児童を養育する方のうち、次の①～②のいず
れかに該当する方　※既に支給された方は対象外　①対象児
童の養育者で、直近で収入が著しく減少し住民税非課税相当
となった　②高校生年代のみの養育者で、令和4年度住民税
非課税者または直近で収入が著しく減少し住民税非課税相当
となった　給付金額…児童1人あたり50,000円
申  市ホームページにある申請書類を窓口へ（申請
期限…2月28日（火）まで）

4月1日から中遠クリーンセンター多目的広場の
使用が有料になります
問  中遠クリーンセンター　TEL30-0530

内  4月1日から中遠クリーンセンター多目的広場の専用利用
が有料になります。あわせて、照明設備利用料も変更になり
ます。　専用利用料…最初の1時間まで900円、以降30分ご
とに450円加算　照明設備…最初の1時間まで
1,070円、以降30分ごとに530円加算　対  どな
たでも 

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　TEL32-6114

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。

「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4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）
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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4年12月21日から改正されまし
た（3件）。

静岡県特定（産業別）最低賃金件名 最低賃金額（時間額）

鉄鋼、非鉄金属製造業 979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 995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 964円

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15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16日（月）～31日（火））

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19日、2月16日、3月16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　対  どなたでも
申  申込不要。直接会場へ

（総合健康センター）　久能 2515-1

月見のカフェコンサート vol.53　ジャズ

時  3月18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  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  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…1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

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

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19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歳以上）　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、ホームページの
申込フォームで（申込期限…2月7日（火）まで）

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

2月2日（木） 9：30～
11：00

体組成・握力測定、
筋トレマシンの説
明・体験

2月9日（木）・20日（月）、
3月9日（木）・20日（月）

9：30～
10：30

ストレッチ体操、
筋トレマシン

❷開放日…2月6日（月）午前9時～正午、20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　
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…1月16日（月）～）　※開放日は申込
不要
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メロープラザ「3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）

�発酵入門♥第3弾
　「マイ“ぬか床”を作って

発酵生活！」
3月4日（土） 13：00～14：30 美と健康に良いぬか漬けを作るためのぬか

床を作る（講師…野口理絵子さん） 10人 1,200円

�3月のスイーツ倶楽部 3月18日（土） 9：30～12：30
甘くて柔らかなスポンジにレモンチョコをか
けた、コロンと丸くてかわいい「レモンケー
キ」を作る（講師…江川唯姫子さん）

10人 2,600円

3月のたのしい
　ぱんづくり 3月18日（土） 13：30～17：00 ベーグルを作る（講師…岩倉恵美子さん） 10人 1,400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15日（日）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

朗読劇用の人生のひとコマ写真募集

内  当たり前の日常生活や楽しかったこと、大変だったことな
ど「人生のひとコマ」の写真に、短い文章を添えてお送りくだ
さい。演劇集団esが写真にまつわる話を聞き、15分程度の
脚本（朗読劇「My  life-9割ドキュメンタリー朗読劇-」）にしま
す。朗読劇のサンプルは、ホームページに掲載しています。
公演は令和6年1月21日（日）に行い、映像はメロープラザの
ホームページに掲載します。　対  どなたでも　定  3件（申込
多数の場合、選考）　申  写真・文章・住所・氏名・年齢・電
話番号・メールアドレスを窓口、Eメール、郵送
で（申込期間…1月14日（土）～2月28日（火）必着）

バレンタイン企画「中高生対象スイーツ倶楽部」

時  1月29日（日）午前9時30分～午後1時　所  メロープラザ・
調理室　内  「ショコラマドレーヌ」を作る（講師…江川唯姫子
さん）　対  中学生・高校生　定  10人（申込多数の場合、抽選）
料  1,600円（材料費含む）　申  氏名・電話番号・学
年をホームページの申込フォームで（申込期限…1
月20日（金）まで）

市民劇団メロー演劇公演「君が語る世界が見たい」

時  3月19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等で結成された「市民劇団メ
ロー」による公演第2弾。劇団SPAC指導による「戯曲講座」で
自らが作成したオリジナルの作品を上演。　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（申込受付…1月15
日（日）～）

アマチュアバンドフェスティバル2023 
in メロープラザ出演者募集

時  6月25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  12,000円（参加費、照明・音響機材費他）　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
（日）～2月28日（火））。

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

東京混声合唱団 in 袋井特別公演
～月見の里混声合唱団とともに～

時  4月23日（日）午後2時～4時（開場…午後1時30分）　所  月
見の里学遊館・うさぎホール　内  国内唯一のプロ合唱団「東
京混声合唱団」と月見の里混声合唱団とのコラボコンサー
ト。　出演　1部・3部…東京混声合唱団　2部…東京混声合
唱団、月見の里混声合唱団　対  小学生以上　定  350人（先着
順）　料  チケット　前売り　一般…3,500円　18歳以下…
1,500円　当日券　一般…4,000円　18歳以下…2,000円
申  チケット販売開始…1月20日（金）午前9時～　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）、メロープラザ、兵藤楽器掛川店（掛川市御所原20-6）、
兵藤楽器袋井ミュージックセンター（山名町4-15）、らら
ぽーと磐田1階・磐田市情報館（磐田市高見丘1500））
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