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募 　 集 お 知 ら せ

「看護の日」特別講演会

市立看護専門学校　164-3131
と　き／ 5月13日d　13:30～15:00
ところ／市立看護専門学校講堂兼体育館
テーマ／「看護職に期待すること」
講　師／川村美

み

智
ち

さん（静岡市女性
会館館長）
対　象／看護に関心のある人
受講料／無料（当日直接会場へ）

博物館まつり
～富士山とバラを楽しもう～

市立博物館　121-3380
と　き／ 5月17日a　10:00～14:30
※雨天決行。
ところ／市立博物館、広見公園ふる
さと村ほか
内　容／
●博物館無料開放
●探検ラリー
●各団体の作品の展示・販売、フ
リーマーケット、飲食物の販売
●県内作家によるクラフトマーケ
ット、各種クラフト体験
●動物ふれあいコーナー
●紙芝居、ミニ機関車乗車体験
●おんがく会、大道芸　など

放課後児童クラブ指導員

こども未来課　155-2731
松風児童クラブ（鷹岡小学校区）
募集人数／若干人
勤務時間／平日　13:00～18:00のう
ち 4時間程度　学校休業日　8:00
～18:00のうち 4時間程度

対　象／保育士、幼稚園・小学校教
諭の資格を有する人

申し込み・問い合わせ／松風児童ク
ラブ　172-4188（平日13:00～18:00）

神戸児童クラブ（神戸小学校区）
募集人数／ 2人
勤務時間／平日　13:15～18:30のう
ち 4時間30分程度　学校休業日　
9:00～18:30のうち 5時間程度（パ
ート勤務）

※資格は不要です。
申し込み・問い合わせ／神戸児童ク
ラブ　121-6866（平日14:00～18:00）

市有地を一般競争入札により
売り払います

管財課　155-2723
物　件／①入山瀬522-3　494.43平
方メートル　準住居地域　建ぺい
率60％　容積率200％　②横割 1 -
72-42　195.24平方メートル　第二
種住居地域　建ぺい率60％　容積
率200％
最低売却価格／①2,383万1,526円　
②1,661万4,924円
入札日時／ 5月28日e　10:00
入札場所／市役所 6階入札室
申し込み／ 5月13～21日（土・日曜
日は除く）の8:30～17:15に、参加
要領（市役所 7階管財課で配布）
に記載の必要書類を直接管財課へ
※参加要領を必ず読み、現地を確認
の上、お申し込みください。
※申込受付時に入札方法について説
明します。

浮島ヶ原自然公園
自然観察会（無料）

環境保全課　155-2773
と　き／ 5月 9日g　9:30～14:30
ところ／浮島ヶ原自然公園
内　容／自然観察、自然遊び、ザリ
ガニ釣りなど
申し込み／当日直接現地へお越しく
ださい
※随時受け付け、自由解散になりま
す。
※駐車場に限りがあるため、できる
だけ乗り合わせるか、公共交通機
関をご利用ください。

勤労通信学園富士学習会
参加者
社会教育課　155-0560

と　き／ 5月～平成28年 2月の毎週
水曜日　19:00～21:00　計34回　
開講式　 5月13日d

ところ／富士市教育プラザ
内　容／数学・理科・英語の学習、
高校卒業資格取得のための学習内
容への適切な指導・助言など

対　象／市内在住で通信制の高校に
在学する生徒

定　員／20人程度
会　費／年間1,000円（親睦会費）
申し込み／随時受け付けています。
電話で社会教育課へ

自衛隊広報用ポスター
掲示場所提供者

市民課　155-2746
受付期間／随時募集
問い合わせ／自衛隊富士地域事務所

151-1719

5月の市役所休日開庁日

開庁日／ 5月 3日a 9:00～16:00
開庁窓口／
★市民課（155-2747）
★収納課（155-2730）
★国保年金課（155-2751）

献血にご協力を

福祉総務課　155-2757
5月の献血
日 場　　所 時　間
7日e 市役所駐車場

9:30～16:00
（昼休み12:00～13:15）10日a

ジャンボエンチョー
富士店駐車場

21日e 市役所駐車場
23日g ふじさんめっせ

（富士のふもとの大博覧会2015）
10:00～16:00
（昼休み12:00～13:15）24日a

日曜・夜間納税相談
5月 3日A 9:00～16:00
5月15日F 17:15～19:00

収納課　155-2730

中央図書館　151-4946
日 場所と貸し出し開始時刻

1・15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（ 1日の14:15のみ）
四丁河原南公会堂駐車場（15:00）

2・16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（16日の14:00のみ）

9・23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（ 9日の14:00のみ）
富士南まちづくりセンター（15:00）

14・28日e 歴史民俗資料館駐車場（15:00）

19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）

20日d 富士見台市営住宅集会所前（15:00）

21日e
滝戸団地内（14:00）
岩本山団地集会所前（15:00）

27日d 青葉台まちづくりセンター（15:00）

休館日／7・11・18・22・25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5月
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小学生・中学生招待コンサート 
一般入場者

ロゼシアター　160-2500
①中学生招待： 6月29日b�
午前の部　10:00〜11:00�
午後の部　13:30〜14:30

②小学生招待： 7月 3 日f�
午前の部　10:00〜11:10�
午後の部　14:00〜15:10

ところ／ロゼシアター大ホール
出　演／①新日本フィルハーモニー
交響楽団　②静岡交響楽団

定　員／各80人（先着順）
入場料／各500円（ 2階席の一部）
申し込み／
◆ロゼシアターウェブサイト　�
5月14日e　10:00〜　

◆チケット窓口　�
5月15日f　10:00〜�
� Bhttp://rose-theatre.jp

平成28年富士市成人式実行委員 
〜一生に一度の成人式　あなたの手でつくりませんか〜

社会教育課　155-0560
任　期／ 6月〜平成28年 1月（会議
は夜間月 1回を予定）
内　容／成人式典の企画及び運営、
成人式典への出演（プレゼンター、
司会、市民憲章の唱和など）
定　員／10人程度
応募資格／市内在住または富士市出
身で、平成 7年 4月 2日〜平成 8
年 4月 1日に生まれた人
申し込み／ 5月 7〜29日（必着）に、
応募用紙（社会教育課で配布、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-
0024　八代町1-1　富士市教育プ
ラザ社会教育課へ� 555-0561
Eky-syakaikyouiku@div.city.fuji.shizuoka.jp
※ 6月12日fに説明会を開催予定。

富士市国民健康保険 
運営協議会委員

国保年金課　155-2751
任　期／ 8月 1日〜平成29年7月31
日（会議は平日の午後、年 4〜 5
回を予定）
募集人数／ 3人（応募者多数の場合、
書類選考）
応募資格／①〜⑤の全てを満たす人
①富士市国民健康保険の被保険者
②国民健康保険税の滞納がない
③20〜73歳（ 8月 1日時点）
④平日の昼間の会議に出席できる
⑤ 4機関以上の富士市審議会など
の委員になっていない

報　酬／会議 1回につき 1万円
申し込み／ 5月20日d（必着）までに、�
任意の用紙に住所、氏

ふり

名
が な

、生年月
日、電話番号を記入し、「応募動機」
または「富士市の国民健康保険に
関する意見」（400字程度）を添え
て、直接または郵送・FAX・Eメ
ールで、〒417-8601　富士市役所
国保年金課へ� 551-2521�
Eho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp

富士本町軽トラ市出店者

商業労政課　155-2907
と　き／ 6月21日a　9:30〜13:00
ところ／富士本町商店街（当日は、
歩行者天国になります）
条　件／軽自動車での出店、販売品目
は法令などに違反しないものなど
募集台数／80台（応募者多数の場合抽せん）
出店料／ 1台3,000円
申し込み／ 5月20日dまでに、申込
用紙（各地区まちづくりセンター
で配布、市・富士商工会議所ウェ
ブサイトでダウンロード可）に必
要事項を記入し、郵送またはFAX
で、〒417-8601　富士市役所商業
労政課へ� 551-1997

富士商工会議所ウェブサイト
� Bhttp://www.fuji-cci.or.jp

軽自動車税の税率引き上げが
延期されました

バイク等（軽三、軽四輪を除く）
の軽自動車税の税率引き上げが�
平成27年度に予定されていまし
たが、法改正により 1年延期さ�
れました。
※軽自動車税の納税通知書は 5月
11日bに発送する予定です。
問い合わせ／市民税課　155-2735

講座・教室

5  月  の  納  期
自動車税　 5月15日〜 6月 1日
静岡県富士財務事務所　165-2118

軽自動車税　 5月15日〜 6月 1日
富士市役所収納課　155-2730

富士川ふれあいホール講演会 
「異常気象から身を守る為に」
りぷす富士（富士川ふれあいホール）　181-2333
と　き／ 6月20日g　13:30開演
ところ／富士川ふれあいホール 1階
ホール

講　師／半
なか ら い

井小
さ え

絵さん（気象予報士
・元NHK気象キャスター）

入場料／500円
申し込み／ 5月 8日fの9:00から入
場券を販売します。直接富士川ふ
れあいホール、富士市交流プラザ、
ラ・ホール富士へ

富士マリンプール　アルバイト

りぷす富士（富士マリンプール）　133-3400
雇用期間／ 6月20日〜 9月11日
内　容／①監視員・受付・清掃員　
②売店販売員　③看護師
対　象／①②高校生以上の健康な男
女で、1か月以上勤務できる人（高
校生は学校及び保護者の許可書が
必要）　③看護師免許を有する人
賃　金／①②時給760〜1,010円　�
③時給1,200円
申し込み／申込用紙（市立富士体育館
・温水プール・市立富士川体育館ほ
かで配布）に必要事項を記入し、電
話連絡後、直接富士マリンプールへ
※ 5月 6日dまでは、温水プール
（136-2131）にご連絡ください。

脂肪撃退!!運動講座 
〜筋力アップで健康ボディを目指そう！〜

健康対策課　164-8993
と　き／ 6月16日〜 7月 7日の毎週
火曜日　19:00〜20:30　計 4回
ところ／フィランセ西館 4階大ホー
ル

内　容／コアストレッチウォーキン
グ、筋力トレーニング、ストレッチ

対　象／市内在住の64歳以下の人
定　員／40人（応募者多数の場合抽せん）
受講料／100円（テキスト代）
申し込み／ 5月12日〜 6月 2日（土
・日曜日は除く）に、電話で健康
対策課へ

お詫びと訂正
　広報ふじ4月5日号の10ページに掲
載のRadio-f�富士市の提供番組「広報
ふじトピックス」の放送時間に誤りが
ありました。������正）13:40〜13:45
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まちの駅 新 4 駅 誕生！
4月に新しく4駅が開駅し、富士市まちの駅は合計68駅になりました。 観光課　155-2777

富士市吉原西部地域
包括支援センター

駅名／
ちょっくら・みぎわ
駅長／
戸
と

巻
まき

俊
とし

裕
ひろ

さん
開駅時間／
8:30〜17:30
定休日／土・日曜日、
祝休日、年末年始
住所／国久保1-11-36　�130-8324

（社福）富士市社会福祉協議会
市民ふれあいバンク

駅名／
笑顔の里　市民ふれあいバンク
駅長／
田邉芳

よし

江
え

さん
開駅時間／
9:15〜15:30
定休日／土・日曜日、
祝休日、年末年始

住所／宇東川西町8-39　�151-3080

（社福）誠信会
デイサービスセンターふじみ台
駅名／
海が見える丘
駅長／
松本知

とも

子
こ

さん
開駅時間／
8:30〜17:30
定休日／日曜日、年
末年始

住所／三ツ沢217-2　�123-1234

茶工房　ちゃーみぃ

駅名／
富士山パワースポット　茶

ちゃーみぃ

美味
駅長／
望月昌

まさ

代
よ

さん
開駅時間／
10:00〜16:00
定休日／不定休

住所／久沢1348-3　�172-3569

未来への森づくりタウンミー
ティング参加者を募集します
県が「森

も り

林づくり県民税」を財
源として、荒廃森林の整備を進め
ている「森の力再生事業」の成果
や今後の事業のあり方について、
ご意見をお聞かせください。
と　き／ 5月25日b　19:00～20:30
ところ／県富士総合庁舎 2階201
会議室

定　員／50人（先着順）
申し込み／ 5月 7日eから受け付
けます（土・日曜日は除く）。電
話またはＦＡＸ・Ｅメールで県富
士農林事務所森林整備課へ

165-2202　564-8430
Efuji_mori@pref.shizuoka.lg.jp

富士市森林墓園使用者募集
■募集墓所数（予定）
芝生墓所／ 2～ 6 区画の空墓所22墓所
普通墓所／ 8～32区画の空墓所62墓所�

※募集墓所には「空墓所」の立て看板を設置しています。
■応募資格
平成26年 5月11日以前から市内に在住し、

市の住民基本台帳に登録されている人
■使用料
1区画50万円（一括払い込み）

■管理料
芝生墓所／年額6,480円（税込み）　普通墓所／年額5,400円（税込み）

■申し込み
5月11～22日（土・日曜日は除く）の9～17時に、①墓所使用申込書（環

境総務課で配布、市ウェブサイトでダウンロード可）、②申込者の住所・
世帯全員の氏名が確認でき、本籍・続柄がわかる住民票の写し 1通、③
認め印（シャチハタ不可）を持参し、直接環境総務課（市役所10階）へ
※事前に、募集案内書（環境総務課で配布、市ウェブサイトでダウンロー
ド可）を確認してください。

※申し込む人は、事前に現地（桑崎991-11）をごらんください。
※墓所は選択できますが、希望者が重複した場合は抽せんになります。
※申し込みから使用可能まで約 1か月かかります。
※お盆と春・秋のお彼岸の各 1日は、臨時送迎バスを運行します。
※今後の募集墓所、空墓所の場所などについて詳しくは、環境総務課に
お問い合わせください。

問い合わせ／環境総務課　155-2768　551-0522

富士警察署管内事件・事故
空き巣、忍び込みの被害を防止
するため、外出時、就寝時には、
必ず戸締りを確認し、補助ロック
などを活用しましょう。
事件情報� 　〈 2月末現在〉

年間累計 昨年比
全刑法犯罪 321件 　+� 71件
忍び込み 3件 �　-� 7件
空き巣 2件 �　-� 1件
オートバイ盗 78件 �　+� 51件
自転車盗 45件 �　+� 8件
事故情報� 〈 3月末現在〉

年間累計 昨年比
件　数 607件 �　+� 11件
死　者 3人 �　-� 1人
負傷者 783人 �　+� 9人
安全を�つなげて広げて�事故ゼロへ

講座・教室

脳の健康教室

高齢者介護支援課　155-2951
と　き／① 5月28日～ 8月 6日の木
曜日　13:30～15:00　計10回② 5
月29日から7月31日の毎週金曜日　
13:30～15:00　計10回③ 6月 5日
～ 8月 7日の毎週金曜日　9:30～�
11:00　計10回
ところ／①須津まちづくりセンター
②吉永まちづくりセンター③富士
川まちづくりセンター
内　容／認知症検査、脳トレゲーム、
音楽療法など
対　象／市内在住の65歳以上の人
定　員／各15人（応募者多数の場合抽せん）
参加費／300円（別途材料費が必要）
申し込み／ 5月11～22日（土・日曜日は
除く）に、電話で高齢者介護支援課へ

お弁当でハッピースマイル 
食生活講座
健康対策課　164-8993

と　き／ 5月28日e　10:00～12:30
ところ／フィランセ調理実習室
内　容／講話と調理実習（バランスのと
れた弁当のつくり方、短時間でつくるコツ）
対　象／市内在住の人
定　員／30人（応募者多数の場合抽せん）
受講料／450円
持ち物／エプロン、三角巾、ふきん
2枚、弁当箱

申し込み／ 5月21日e（土・日曜日、
祝休日は除く）までの9:00～17:00
に、電話で健康対策課へ
※託児なし。
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♪かやぶき農家 の 癒
い や

しのおんがく会 
 in 旧稲垣家住宅♬

博物館では、県指定有形文化財の旧稲垣家住宅で、和洋さまざまなジャンル
の音楽会を開催します。
と　き／平成28年 3 月までの原則毎月第 3 日曜日（ 8 月は除く）　13:30～15:30
（ 5 月は10:30～12:00と13:30～14:30、 9 月は18:00～20:00）

※雨天決行（警報発令時は除く）。
ところ／旧稲垣家住宅（広見公園内）　入場料／無料（当日直接会場へ）

と　　き 演　　目　（予　定）
4 月19日a フルートオーケストラ
5 月17日a リコーダーアンサンブル、サックスアンサンブルほか
6 月21日a 声楽とフルートコンサート
7 月19日a フォークソングコンサートほか
9 月20日a 影絵

10月18日a クラリネットアンサンブル
11月15日a ハンドベルコンサート
12月20日a クリスマスコンサート

平成28年 1 月17日a コカリナコンサート
2 月21日a 琵

び わ

琶ほか伝統芸能
3 月20日a 管弦楽アンサンブル

※日程と演目は都合により変更になる場合があります。

市立博物館　121-3380

運営ボランティア募集
対　象／アンサンブルや民俗

音楽などに興味があり、原
則毎回参加できる人

内　容／会場設営、片づけ、
受付、場内整理など

募集人数／10人（先着順）
申し込み／ 5 月 5 日cの9:00

から受け付けます。直接ま
たは電話・Eメールで市立
博物館へ

Emuseum@div.city.fuji.shizuoka.jp

旧稲垣家住宅

「その他の紙」の出し方と対象品目が変わりました
廃棄物対策課　155-2769

出し方／今までどおり紙袋や包装紙などにまとめて紙ひもでしばるか、
資源物専用袋にまとめて、決められた日に資源物の集積所に出す

対象品目／ティッシュや菓子などの紙箱、はがき・封筒類、
紙管・紙カップ類、台紙類、感熱紙、粘着式はがき、銀
紙がついた紙パック、写真、シール類、カーボン紙（太
字の品目が新たに加わった対象品目）

※PTAや町内会などで実施する古紙回収や、スーパーや空き地などに設
置された古紙回収ボックスには、新たに加わった対象品目及び資源物
専用袋では出せません。

★ごみの回収日など詳しくは、廃棄物対策課に問い合わせるか、ごみカ
レンダー（ 3 月 5 日配布済み）または市ウェブサイトをごらんください。

富士市指定
資源物専用
富士市指定
資源物専用

ひざ痛・腰痛予防教室

高齢者介護支援課　155-2951
と　き／ 6 月 3 日～ 8 月19日の水曜

日　10:00～11:30　計10回
ところ／フィランセ西館 1 階健康増

進ホール
内　容／体操、ストレッチなど
対　象／ひざ痛・腰痛が気になる65

歳以上の人（医療機関受診中の人
は、主治医から運動実施の許可が
必要）

定　員／30人（応募者多数の場合抽せん）
受講料／500円（別途教材費が必要）
持ち物／一人用マット、上靴、タオ

ル、飲み物
申し込み／ 5 月11～22日（土・日曜

日は除く）に、電話で高齢者介護
支援課へ

中央図書館の
開館時間を延長しました

中央図書館　151-4946
開館時間／平日　9:00～19:00
※土・日曜日、祝休日の開館時間 

（9:00～17:00）は変更ありませ
ん。

★休館日など詳しくは、中央図書
館に問い合わせるか、富士市立
図書館ウェブサイトをごらんく
ださい。

          Bhttp://library.fujishi.jp

富士市内における戦争（戦跡）関係の
資料・情報提供のお願い

戦後70年を迎えるとともに、本市が核兵器廃絶平和都市宣言をして
本年で30周年になる節目の年に、富士市内における戦争に関する事柄
を後世に伝えるため、記念誌を制作します。富士市内の戦争に関する
情報や資料をお寄せください。
【提供いただきたい情報】

市内にあった飛行場、海軍通信学校、各工場での軍需製品づくり、
各学校の生徒の勤労動員、学童疎開を受け入れた寺院・学校、満

ま ん

蒙
も う

開
拓青少年義勇軍関係施設、軍人墓地など
情報提供方法／ 6 月30日cまでに、電話または、はがき・FAX・Eメ

ールに住所、氏
ふ り が な

名、電話番号、提供いただける情報の概要を記入し、
〒417-8601　富士市役所広報広聴課へ

 155-2700・55-2736　551-1456　Ekouhou@div.city.fuji.shizuoka.jp
※写真など現物資料の郵送は受け付けません。情報提供者には、後日

ご連絡します。
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