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お 知 ら せ

司法書士相続登記相談会
と　き／ 2月 7日g 13:00～15:30
ところ／富士商工会議所
内　容／不動産の登記手続などに
関する法律相談
費　用／無料（当日直接会場へ）
問い合わせ／静岡県司法書士会富
士支部　後藤　方へ 157-0005

冬山にお出かけの前に!!

消防本部警防課　155-2856
●安全な登山のために、時間に余裕
をもった計画を立てましょう。
●体力と状況に応じた登山ルート・装
備・服装・食料を検討しましょう。
●気象情報を常に確認し、的確な判
断で先を読んだ行動をしましょう。
●単独登山を避け、冬山経験豊富な
リーダーとともに行動しましょう。
●緊急時の連絡手段を確保しましょう。
●入山時には、登山ポストに登山者
カードを提出しましょう。

中央図書館　151-4946
日 場所と貸し出し開始時刻

3・17日c
ハックドラッグ川成島店第 2駐車場（14:00）
JA富士市竪堀支店駐車場（15:00）

4・18日d
駿河台団地（ 4日の14:15のみ）
富士見台市営住宅集会所前（15:00）

5・19日e
滝戸団地内（14:00）
岩本山団地集会所前（15:00）

6・20日f

セブン-イレブン中里店駐車場（10:00）
マックスバリュ富士江尾店駐車場（11:00）
加島の郷（ 6日の14:15のみ）
四丁河原南公会堂駐車場（15:00）

7・21日g
鈴川中町フードランド前（10:00）
松野まちづくりセンター（21日の14:00のみ）

12・26日e 歴史民俗資料館駐車場（15:00）

14・28日g
しらすの八幡加工センター駐車場（10:00）
ききょうの郷駐車場（14日の14:00のみ）
富士南まちづくりセンター（15:00）

25日d 青葉台まちづくりセンター（15:00）

休館日／2・9・16・23・27日
※都合により中止・変更する場合があります。

移動図書館車ふじ号の巡回日程2月

ストレス相談（無料） 
～抱えている悩み　話してみませんか～

健康対策課　164-8993
と　き／ 2月 3日c・19日e、 3月
19日e　各13:00～16:00
ところ／フィランセ相談室
内　容／臨床心理士による相談（ 1
人50分程度）
※思春期のこころの相談にも応じます。
申し込み／事前に、電話で健康対策
課へ（18歳未満の人は母子保健担
当　164-8994へ）
※心療内科・精神科の治療を受けて
いる人は相談できません。

ロゼこどもスプリングコンサート

ロゼシアター　160-2500
と　き／ 4月18日g　14:00 開演
ところ／ロゼシアター中ホール
入場料／500円（全席指定）
※ 0歳から入場可。 3歳以上有料。
チケット発売日／ロゼシアターウェ
ブサイト： 2月 5日e、チケット
窓口： 2月 6日f　各10:00～ 
 Bhttp://rose-theatre.jp

静岡県東部消防長会東部地区
消防大規模災害対応合同訓練

消防総務課　155-2851
と　き／ 2月10日c　9:00～12:00
ところ／中央公園多目的広場、ロゼシアター
内　容／県東部地区13消防本部と中
央病院DMAT（災害派遣医療チー
ム）を含む関係機関との合同訓練

※当日は多数の消防車両が中央公園付
近に集結します。ご了承ください。

献血にご協力を

福祉総務課　155-2757
2月の献血
日 場　　所 時　間
3日c ㈱マルダイ（大淵 2410-1）

9:30～16:00
（昼休み12:00～13:15）

5日e 市役所駐車場

8日a
ジャンボエンチョー
富士店駐車場

19日e 市役所駐車場

歌と落語の午後のひととき（無料）

多文化・男女共同参画課　155-2724
と　き／ 2月21日g　13:30～15:00
ところ／フィランセ西館 4階大ホール
内　容／紙芝居「大きくなったら何
になる」、混声合唱団モルゲンロー
テによる合唱、ふられ亭

てい

扇
せ ん

痴
ち

（藤
田嗣

あきら

）さんによる落語
申し込み・問い合わせ／電話で多文
化・男女共同参画課または男女共
同参画富士南地区推進員　石原　
方　へ 1090-1623-9430

※託児あり（無料。要予約）。

障害者、特別障害者（認知症・
寝たきり高齢者）の認定
高齢者介護支援課　155-2741

対　象／身体障害者手帳などの交付
を受けていない65歳以上の人で、
6か月以上の寝たきりや認知症な
ど日常生活に支障がある人

内　容／所得税・市民税・県民税の障
害者控除・特別障害者控除の対象者認
定書の交付（認定基準日は前年末日）
申し込み／随時受け付けています。
直接、高齢者介護支援課へ

※確定申告の前に認定を受けてください。

富士圏域トップセミナー
「障害者雇用の促進」

と　き／ 2月25日d　 1部　13:30
～15:40　 2部　15:45～16:30
ところ／ふじさんめっせ会議室1・2・3
内　容／ 1部：佐野秀典さん（城
北公園クリニック院長）による
基調講演「手探り状態からの脱
却　さあ、始めよう障害者雇用」、 
シンポジウム「企業から見た、
障害者雇用について」 2部：セ
ッション「教えて！ドクター」
対　象／企業の採用担当者、福祉
関係者など
申し込み・問い合わせ／富士障害
者就業・生活支援センターチャ
レンジ 139-2702　539-2701

特定計量器の定期（集合）検査

商業労政課　155-2907
対　象／取り引きや証明に使用して
いるはかり
持ち物／はかり、通知はがき、手数料
実施機関／（一社）静岡県計量協会
検査日
（ 2月） 会　場 時　間

4日d 大淵まちづくりセンター 10:30～15:005日e 富士川まちづくりセンター
6日f 富士見台まちづくりセンター 10:30～14:009日b 松野まちづくりセンター
10日c 吉原まちづくりセンター

10:30～15:00

12日e 伝法まちづくりセンター
13日f 鷹岡まちづくりセンター
16日b JA富士市原田支店
17日c 吉原まちづくりセンター
18日d 田子浦まちづくりセンター
19日e 富士駅南まちづくりセンター 10:30～14:0020日f 須津まちづくりセンター
23日b JA富士市元吉原支店 10:30～15:0024日c 岩松まちづくりセンター
25日d JA富士市吉永支店 10:30～14:00
26日e ふじさんめっせ 10:30～15:00
27日f 10:30～14:00
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富士市難病団体連絡協議会 
医療講演会

医事課地域連携室　152-1131（内線 2918）
と　き／ 2月14日g　10:00～11:30
ところ／中央病院 2階大会議室
内　容／「足・腰の痛みはありませんか？
～あなたもロコモ体操しませんか～」
講　師／加藤努

つとむ

さん（中央病院整形
外科部長）
受講料／無料（当日直接会場へ）

平成27年度　中央病院職員

病院総務課　152-1131（内線 2217）
採用職種 予定人員 受験資格

看護師・
助産師

区分 1
5人程度

昭和39年 4月 2日以降に生まれた人で、平成26年度に実施す
る左記職種の国家試験を受験し、当該免許を取得見込みの人
※学校推薦による試験方法があります。

区分 2 昭和39年 4月 2日以降に生まれた人で、左記職種の免許を有する人

薬剤師 1人 昭和44年4月2日以降に生まれた人で、左記職種の免許を有しているか、平成
26年度に実施する左記職種の国家試験を受験し、当該免許を取得見込みの人

試験日／ 2月15日a　試験会場／中央病院
申し込み／ 2月10日c（必着）までに、市ウェブサイトで電子申請するか、必要書類
（病院総務課・各地区まちづくりセンターで配布、中央病院ウェブサイトでダウンロ
ード可）、各職種の免許証（既に所有している人）のコピーを直接または郵送で、
〒417-8567　中央病院病院総務課へ Bhttp://www2.city.fuji.shizuoka.jp/̃byoin/

第10回　りぷす富士 
「ミックスダブルステニス大会」参加チーム

りぷす富士（温水プール）　136-2131
と　き／ 3月 7日g　9:00～
ところ／富士総合運動公園庭球場
対　象／①高校生以上の男女ペア 
②年齢の合計が80以上の男女ペア

定　員／①②各16チーム（先着順）
参加費／ 1チーム2,000円（保険料含む）
申込期間／ 2月14～28日
※申込方法など詳しくは、温水プールへ。

放課後児童クラブ指導員 
（須津児童クラブ）
子育て支援課　155-2731

勤務時間／平日13:00～18:00のうち
4時間程度

対　象／須津・吉永・原田・元吉原
地区在住で保育士、幼稚園・小学
校教諭などの資格を有する人
定　員／ 3人
申し込み・問い合わせ／須津児童ク
ラブ 134-4111（平日13:00～
18:00）

個人参加公共施設 
見学参加者（無料）

広報広聴課　155-2736
コース
市役所→富士中央ケアセンター→岩
本山公園（梅園見学）→道の駅富士
川楽座（昼食）→クリーンセンター
ききょう（し尿処理施設）→市役所
と　き／ 2月27日f　9:30～15:10
対　象／市内在住・在勤の人
定　員／20人（応募者多数の場合、
初めての人を優先し、抽せん）
申し込み／ 2月 9日bの18:00（必着） 
までに、電話またはFAXに参加す
る人の住所、氏

ふり

名
が な

、年齢、電話番
号（ 1回につき 2人まで申し込み
可）、今までの参加の有無、「 2月
27日見学希望」を記入し、おしえ
てコールふじ「公共施設見学」係
へ 153-1111　551-0623

富士本町「軽トラ市」を開催します
商業労政課　155-2907

と　き／ 2月15日a　9:30～13:00
ところ／富士本町商店街（約450メ
ートルを歩行者天国にします）
内　容／80台の軽自動車による地
元の野菜や果物・食品・雑貨な
どの販売、マグロの解体ショー、
ＡＥＤ講習会、太鼓演奏、富士
本町のご当地キャラ「ロペティ」
も参加
※当日は、9:00から14:00まで交通規制
を行います。ご協力をお願いします。

セカンドライフ相談室 
運営事業受託者
市民協働課　155-2701

事業の概要／①セカンドライフ相談
室の開設・運営②生きがいあるセ
カンドライフの啓発事業③事業の
報告及び提案
事業期間／ 4月 1日～平成28年 3月31日
応募資格／市内に主たる事務所があ
り、法人格を有する非営利団体
募集期間／ 2月 2～27日
※事業の詳細及び応募方法は、仕様
書（ 2月 2日bから市民協働課で
配布、市ウェブサイトでダウンロ
ード可）をごらんください。

飲料用自動販売機及び 
広告マット設置者

管財課　155-2723
設置場所／飲料用自動販売機　市庁舎
2階、広告入り足拭き用マット　市
庁舎及び消防防災庁舎の出入り口

設置期間／ 4月 1日～平成30年 3月31日
募集期間／ 2月 5日eの17:00まで
※詳しくは、募集要項（管財課で配布）ま
たは市ウェブサイトをごらんください。

富士市教育振興基本計画 
後期実施計画策定委員会委員

教育総務課　155-2865
学校教育・文化・スポーツを含め

た生涯学習全般にかかる総合的な教
育計画「富士市教育振興基本計画」
に市民の声を反映するため、委員を
公募します。
任　期／委嘱の日～平成28年3月31
日（会議は平日夜間の 2時間程度
で、年 5回を予定）

応募資格／平成27年 1月 1日時点で、 
20歳以上かつ市内に1年以上居住
している人

定　員／ 2人（応募者多数の場合、
書類選考）

報　酬／会議 1回につき5,000円
申し込み／ 2月20日f（必着）まで
に、応募用紙（教育総務課で配布、
市ウェブサイトでダウンロード可） 
に必要事項を記入し、直接または
郵送・FAX・Ｅメールで、〒417- 
8601　富士市教育委員会教育総務
課へ 553-8584 
 Ekyouiku@div.city.fuji.shizuoka.jp

予備自衛官補

市民課　155-2746
募集種目／一般公募、技能公募
受付期間／ 4月 2日eまで
問い合わせ／自衛隊富士地域事務所 
 151-1719
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講座・教室
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のびのび子育て支援講座（無料） 
「ノーバディーズ・パーフェクト」～完璧な親なんていない！～

多文化・男女共同参画課　155-2724
と　き／ 2月14日～ 3月21日の毎週
土曜日　10:00～12:00　計 6回
ところ／常葉大学富士キャンパス
3201講義室
内　容／子育てや夫婦関係・生き方
など参加者が抱える悩みをもとに
テーマを決めての話し合い、ゲー
ム、お茶会
対　象／就園前の子どもを持つ母親
で、初めて受講し、全ての回に参
加できる人
定　員／12人（応募者多数の場合抽せん）
申し込み／電話（留守番電話に連絡
先を録音）またはFAXに住所、氏

ふり

名
が な

、電話番号、子どもの名前・年
齢（○歳○か月）を記入し、シエ
スタ　村瀬　方へ 1・571-6741

※託児あり（ 1回につき 1人100円。
要予約）。

岩本山公園クイズラリー 
「わんぱくクイズ王への道20」参加チーム
りぷす富士（公園事業課）　155-3553
と　き／ 3月 7日g　9:30～12:30
※雨天の場合 3月 8日a。
定　員／小学生の部　20組80人、親
子の部　20組80人（各先着順）
※ 1組 4人程度。小学 3年生以下の
みのチームは不可。
参加費／ 1チーム500円
申込期間／ 2月 5～19日
※申込方法など詳しくは、公園事業
課へ。

社会福祉協議会モニター

ボランティアセンター　164-7100
対　象／市内在住の20歳以上の人
（公務員・議員などは除く）
定　員／20人
謝　礼／年間 1万円
任　期／ 4月1日～平成29年 3月31日
申し込み／ 3月 6日f（必着）まで
に、はがきまたはＥメールに住所、
氏
ふり

名
が な

、年齢、性別、職業、電話番
号、応募の動機を記入し、〒416-
8558　本市場432-1　富士市社会福
祉協議会「社協モニター」係へ 
 Echiiki@fujishishakyo.com

富士市議会 2月定例会
ぜひ傍聴にお越しください。

と　き／ 2月17日c～（予定）
ところ／ 本会議　10階議場傍聴席　 

委員会　 9階各委員会室
※詳しくは、電話または市ウェブサ
イトで。議会事務局 155-2878

NHK東海北陸文学紀行 「私の好きなふるさとの風景」公開録音
と　き／ 3月 1日a　16:30～18:30（予定）
ところ／ロゼシアターレセプションホール
内　容／アナウンサーによる東海北陸地方ゆかりの文学作品の朗読及び
ゲストのトークと歌を楽しむ番組の公開録音の観覧

出　演／山川静夫さん（元NHKアナウンサー・エッセイスト）、クミコさ
ん（歌手）、NHK東海北陸各局のアナウンサー

申し込み／ 2月 9日b（必着）までに、往復はがきの往信裏面に住所・
氏名・電話番号、返信表面に住所・氏名を記入し、〒420-8721　NHK
静岡放送局「文学紀行」係へ

※応募者多数の場合抽せん。当せん者には 1枚につき 2人まで入場でき
る整理券を返送します。

問い合わせ／NHK静岡放送局 1054-274-1000（平日9:30～18:00）
★ご応募の際にいただいた情報は、抽せん結果の連絡のほか、受信料の
支払いのお願いに使用する場合があります。

市臨時職員

人事課　155-2711
教育総務課　155-2865

募集職種／①作業療法士②ことばの
相談員③社会福祉相談員

対　象／①作業療法士の資格を有す
る人②言語聴覚士の資格を有する
人または公的機関・病院などで子
どもの言葉の発達支援をした経験
のある人③社会福祉士の資格を有
する人または公的機関・福祉施設
などで福祉相談業務経験のある人

業務内容／①こども療育センターで、 
就学前の子ども及び保護者に向け
た助言・指導・支援業務など②③
特別な支援が必要な子どもや家庭
への支援

雇用期間／①②③とも 4月 1日～平
成28年 3月31日

勤務時間／①②③とも平日の8:30～ 
17:00（週 5日勤務）

賃　金／①21万5,600円②③19万2,200円
申し込み／①②③とも 2月 4日dま
でに、市販の履歴書または臨時職
員登録票（人事課で配布、市ウェ
ブサイトでダウンロード可）に必
要事項を記入し、直接または郵送
で、〒417-8601　①は富士市役所
人事課、②③は富士市教育委員会
教育総務課へ

※①②③とも後日、面接を行います。

平成27年度　期日前投票の 
学生投票立会人（登録制）

選挙管理委員会　155-2879
仕事内容／期日前投票の立ち会い
登録期間／登録日～平成28年 3月31日
従事期間／選挙の公示（告示）日の
翌日から投票日の前日までの間で
1～ 2回程度

従事時間／ ① 8:15～14:30　 
②14:15～20:30

対　象／市内在住・在学で選挙権がある
20歳以上の学生（専門学校生を含む）

報酬額／ 1回（①または②）につき
9,000円（別途食事支給あり）
申し込み／登録申込書（市ウェブサ
イトでダウンロード可）に必要事
項を記入し、学生証を添えて、直
接、選挙管理委員会へ
※申込時、従事内容の説明あり。

f
エフ

-B
ビ ズ

iz  e
エ ッ グ

gg 週末起業相談会（無料）
産業政策課　155-2952

と　き／ 2月21日g　9:00～19:00
（最終受付18:00）
ところ／f-Biz　egg（中央図書館分
館 2階）
申し込み・問い合わせ／f-Biz egg
 130-6363 530-6364 Einfo@f-biz.jp

2 月 の 納 期
2月15日～ 3月 2日

国民健康保険税　第 8期 
 収納課　155-2730
介護保険料　第 8期 
 介護保険課　155-2766

後期高齢者医療保険料　第 7期
国保年金課　155-2754



広報ふじ 2015年 1月20日号

平成 27年 1 月20日号

15

統一地方選挙関連日程のお知らせ
★静岡県議会議員選挙
・告示日　 4月 3日f
・立候補届出受付
4月 3日f　8:30～17:00
市役所 9階第 2委員会室
・投票日
4月12日a　7:00～20:00（勢子辻
の一部、かぎあな区域は18:00まで）
★富士市議会議員選挙
・立候補予定者説明会
3月 3日c　13:30～
消防防災庁舎 7階大会議室
・告示日　 4月19日a
・立候補届出受付
4月19日a　8:30～17:00
消防防災庁舎 7階大会議室
・投票日
4月26日a　7:00～20:00（勢子辻
の一部、かぎあな区域は18:00まで）

問い合わせ　選挙管理委員会　155-2879

「トランポウォーク」体験 
～陸上で歩くより 3倍の効果!! ～

スポーツ振興課　155-2876
と　き／ 3月 6・13日の各金曜日　
19:00～　計 2回
ところ／市立富士川体育館
対　象／市内在住・在勤の18歳以上の人
定　員／50人（応募者多数の場合抽せん）
受講料／500円（保険料含む）
申し込み／ 2月16日b（必着）まで
に、市ウェブサイトで電子申請す
るか、往復はがきに住所、氏

ふり

名
が な

、
年齢、電話番号、講座名を記入し、
〒417-8601　富士市教育委員会ス
ポーツ振興課へ

食生活講座 
～冬の野菜もりもり編～

健康対策課　164-8994
と　き／ 2月16日b　10:00～12:30
ところ／神戸まちづくりセンター
内　容／野菜の効能の話、冬野菜た
っぷりメニューの調理実習
定　員／16人（応募者多数の場合抽せん）
受講料／500円程度（材料費）
持ち物／エプロン・三角巾・ふきん 2枚
申し込み／ 2月 6日fまでに、電話
で健康対策課へ

丸火星空観察会（無料）

少年自然の家　135-1697
と　き／ 2月21日g　19:00～21:00
ところ／少年自然の家
対　象／市内在住・在勤の親子や家族
定　員／20組（先着順）
申し込み／ 2月10～19日（11日d・
16日bは除く）の9:00～17:00に、
電話で少年自然の家へ
※持ち物など詳しくは、少年自然の
家に問い合わせるか、市ウェブサ
イトをごらんください。

元気で長生き！おすすめ献立

高齢者介護支援課　155-2951
と　き／ 2月23日、 3月 2・ 9日の
各月曜日　10:00～11:30　計 3回
ところ／原田まちづくりセンター
内　容／いつまでも元気に過ごすた
めのおすすめ献立の紹介、調理実
習、口腔ケア、軽体操、体脂肪や
筋肉量の測定体験など
対　象／市内在住の65歳以上の人
定　員／20人（応募者多数の場合抽せん）
参加費／870円（材料費など）
申し込み／ 2月 4～18日（土・日曜
日、祝日は除く）に、電話で高齢
者介護支援課へ

花と緑のお庭づくり講演会（無料）

みどりの課　155-2793
と　き／ 2月23日b　10:00～12:00
ところ／ロゼシアター第 1会議室
内　容／育苗、植栽、花壇設計、花
の相談、オープンガーデン
講　師／滝川美代子さん（浜松オー
プンガーデンの会副代表）
定　員／70人
申し込み／ 2月13日f（必着）まで
に、電話またははがきに住所、氏

ふり

名
が な

、 
電話番号を記入し、〒417-8601　
富士市役所みどりの課へ

夜間納税相談
2月16日B 17:15～19:00

収納課　155-2730

ぜん息・COPD（慢性閉塞性
肺疾患）講演会（無料）

保健医療課　155-2739
と　き／ 3月 1日a　13:30～15:00
ところ／フィランセ西館 4階大ホール
テーマ／「最近注目の病気：COPD
・ぜん息～息切れのある人のため
に、息切れがあるが自覚していな
い人のために～」
講　師／南城悟

さとる

さん（広見医院医師）
定　員／100人
申し込み／ 2月23日bまでに、電話
またはFAXに住所、氏

ふり

名
が な

、電話番
号を記入し、保健医療課へ 
 553-5586

※肺年齢測定器が利用できます。

めざせ匠
たくみ

人
びと

 
（マイスターものづくり教室）

商業労政課　155-2778
と　き／ 2月15日a　ＡＢ①10:30～、
②13:30～　Ｃ 9:30～15:00の間で適宜

ところ／ふじさんめっせ
内　容／Ａミニ樹木の寄せ植え（造
園）Ｂ表札づくり（板金）Ｃ影彫
（石工）※Ｃは実演のみ。
対　象／小学 4年生～中学 3年生
定　員／各回Ａ 8人、Ｂ10人（各応
募者多数の場合抽せん）
受講料／Ａ750円、Ｂ500円（各材料費）
申し込み／ 2月 9日bまでに、電話
またはFAXに住所、氏

ふり

名
が な

、学年、
電話番号、希望講座（ＡまたはＢ）、
希望時間（①または②）を記入し、
商業労政課へ 551-1997

★同時開催（ふじさんめっせ）
「第36回 富士市技能フェスティバル」
と　き／ 2月15日a　9:30～15:00

こころの健康講座Ⅲ（無料）
～ストレス障害と自殺予防～

障害福祉課　155-2761
と　き／ 2月25日d　13:30～16:00
ところ／県富士総合庁舎 6階　601・
602会議室
内　容／永

なが

松
ま つ

郁
い く

子
こ

さん（精神科医師
・スクールカウンセラー）による
講演「ストレス障害の予防・早期
発見・治療とこころの健康づくり」、 
県富士健康福祉センター職員によ
る講演「職場や家庭における自殺
予防～あなたもゲートキーパーに
なりませんか？～」
定　員／60人（応募者多数の場合、調整）
申し込み／ 2月 2日bから受け付けま
す。電話またはFAXに住所、氏

ふり

名
がな

、
連絡先を記入し、県富士健康福祉セ
ンターへ 165-2658　565-2288

岩本山公園　観梅コンサート（無料）
と　き／ 2月15日a　※雨天中止。　
①10:30～　②13:00～

内　容／バンド演奏、ダンス
りぷす富士（公園事業課）　155-3553


