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お 知 ら せ
第32回 

本はともだち子どもまつり
中央図書館　151-4946

と　き／ 7月20日b　海の日　　
9:40～12:00
ところ／中央図書館
内　容／大型紙芝居、読み聞かせ、
布絵本、パネルシアターなど
入場料／無料（当日直接会場へ）

歯周疾患検診

健康対策課　164-8993
と　き／①40・50歳　 8月 3日b・
19日d、 9月 2日d・14日b、10
月 1日e・ 7日d　 ②60・70歳　
8月11日c・25日c、 9月 8 日
c、10月19日b・27日c

　　　　････①②とも････
受付時間／12:50～13:10、13:20～
13:40、13:50～14:10、14:20～14:40
ところ／フィランセ西館 1階歯科検
査室
内　容／歯科検診、口腔衛生指導（ 1
人 1時間程度）
対　象／平成27年 4月 1日～平成28
年 3月31日に40・50・60・70歳に
なる市内在住の人
費　用／200円（非課税・生活保護世
帯の人は無料）
申し込み／事前に、電話で健康対策課へ

中央図書館　151-4946
日 場所と貸し出し開始時刻

1・15日d
駿河台団地（ 1日の14:15のみ）
富士見台市営住宅集会所前（15:00）

2・16日e
滝戸団地内（14:00）
岩本山団地集会所前（15:00）

3・17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（ 3日の14:15のみ）
四丁河原南公会堂駐車場（15:00）

4・18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（18日の14:00のみ）

　 7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）

9・23日e 歴史民俗資料館駐車場（15:00）

11・25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（11日の14:00のみ）
富士南まちづくりセンター（15:00）

　 22日d 青葉台まちづくりセンター（15:00）

休館日／6・13・21・24・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7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／ 7月16日e、 8月 4日c・
20日e、 9月17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。
対　象／市内在住の人
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。

りぷす富士映画上映会（無料）

ラ・ホール富士　153-4300
富士市交流プラザ　165-5523

富士川ふれあいホール　181-2333
①ラ・ホールアニメ映画鑑賞会
と　き／ 7月20日b　海の日　
14:00上映開始
ところ／ラ・ホール富士 2階多目的ホール
上映作品／「サミーとシェリー」
定　員／300人（先着順）
②名作映画上映会
と　き／ 7月25日g　14:00上映開始
ところ／富士市交流プラザ 2階多目
的ホール
上映作品／「スマーフ 2　アイドル
救出大作戦！」
定　員／400人（先着順）
③富士川名画座（夏上映会）
と　き／ 8月 8日g　13:30上映開始
ところ／富士川ふれあいホール 1階ホール
上映作品／「ジャックと天空の巨人」
定　員／480人（先着順）
申し込み／①は 7月 5日aの10:00
から、②は 7月 6日bの9:00から、
③は 7月 8日dの9:00から整理券
を配布（ 1家族 4枚まで）します。
直接ラ・ホール富士、富士市交流
プラザ、富士川ふれあいホールへ

ロゼこどもサマーフェスティバル
トレインフェスタ（無料）

ロゼシアター　160-2500
と　き／ 7月18日g　12:00～17:00、
19日a　10:00～17:00、20日b　
海の日　10:00～16:00
ところ／ロゼシアター展示室
内　容／鉄道模型や鉄道写真の展示、
ミニトレイン乗車体験

静岡県下水道排水設備工事 
責任技術者試験

下水道施設維持課　155-2802
試験日／10月21日d

試験会場／静岡商工会議所静岡事務
所会館（静岡市葵区）
受験資格／20歳以上で、学歴に応じ
た実務経験を有する人
受験料／4,000円
申し込み／ 7月21～31日（土・日曜
日は除く）に、受験願書を持参し、
下水道施設維持課へ
※受験願書は 7月 1日dから下水道
施設維持課で配布します。

あなたにも書ける！読書感想文
にチャレンジしよう！（無料）

中央図書館　151-4946
と　き／① 7月25日g　② 7月26日a

各10:00～11:00
ところ／①西図書館 2階第 3会議室�
②中央図書館 2階視聴覚室
内　容／読書感想文の書き方、本の
紹介など
講　師／佐野秀子さん（元小学校教諭）
対　象／市内在住の小学 1・ 2年生
とその保護者
定　員／各20組（先着順）
申し込み／ 7月 4日gの9:00から受
講希望館で受け付けます。直接ま
たは電話で、西図書館（164-2110）
または中央図書館へ

献血にご協力を

福祉総務課　155-2757
7 月の献血
日 場　　所 時　間
2日e 市役所駐車場

9:30～16:00
（昼休み12:00～13:15）12日a

ジャンボエンチョー
富士店駐車場

16日e 市役所駐車場

「富士ばやし」・「FUJIサンバ」
おどり練習会

観光課　155-2777
と　き／① 7月 3日f　② 7月 9日

e　③ 7月15日d　各19:00～21:00
ところ／ラ・ホール富士多目的ホール
申し込み／当日直接会場へ
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募 　 集

夏休み外国人児童学習サポート教室 
勉強を教えるボランティア

多文化・男女共同参画課国際交流室　155-2704
と　き／①② 7月27～31日、8月 3～
5日　13:30～15:30　 ③ 7月29～
31日、 8月 3～ 7日　9:30～11:30

ところ／①ラ・ホール富士 5階研修室　
②富士市交流プラザ 2階会議室 2
　③富士見台小学校 2階図書室
内　容／市内在住の外国人児童、外
国人の親を持つ児童への学習指導
対　象／全 8回のうち、 3回以上協
力できる人
申し込み・問い合わせ／ 7月17日f

までに、申込書（F
フ ィ ス

ILS窓口で配
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、富士
市国際交流ラウンジFILS（富士市
交流プラザ内）へ� 164-6400

明るい選挙啓発ポスター

選挙管理委員会　155-2879
応募資格／小・中学生、高校生
内　容／明るい選挙の推進をあらわすもの
規　格／四つ切りまたは、八つ切り
の画用紙を縦に使用
応募方法／ 9月 8日cまでに、氏

ふり

名
が な

、
学校名、学年を作品裏側の右下に
記入し、直接選挙管理委員会へ
※作品は、氏名、学校名、学年を掲
載して、市ウェブサイト及び展示
会などに活用します。

富士市制50周年記念 
ロゴマークデザインとキャッチフレーズ

企画課　155-2718
応募内容／①ロゴマーク　②キャッ
チフレーズ（35文字以内）
※①②とも、自作かつ未発表のもの
に限ります。
応募資格／市内在住・在学・在勤の
人または富士市にゆかりのある人
応募期間／ 6月22日～ 9月 4日
選考方法／審査の上、それぞれ採用
作品 1点を決定（作品は11月 1日
aに開催する富士市制50周年カウ
ントダウンイベントで発表予定）
賞　品／①②の最優秀賞受賞者に 1万
円相当の富士ブランド詰め合わせ
応募方法／応募用紙（企画課・各地
区まちづくりセンターで配布、市
ウェブサイトでダウンロード可）
に必要事項を記入し、郵送または
FAX・Eメールで、〒417-8601　
富士市役所企画課へ� 553-6669

�Eso-kikaku@div.city.fuji.shizuoka.jp

大人も子どももS
エス

- 1
ワン

★チャレンジ 
楽しみながら☆いろんなスポーツを体験

スポーツ振興課　153-6045
と　き／ 7月24日～ 8月28日の金曜
日　19:00～21:00　計 5回
ところ／市立富士体育館ほか
内　容／バドミントン、ボウリング、少
林寺拳法、卓球、ソフトバレーボール
対　象／健康でスポーツを楽しめる人
定　員／40人（応募者多数の場合抽せん）
参加費／3,000円（保険料・用具代含む）
※小・中学生は2,000円。
申し込み／ 7月10日f（必着）まで
に、往復はがきまたはＥメールに
住所、氏

ふり

名
が な

、年齢、性別、電話番
号、教室名を記入し、〒417-8601　
富士市体育協会事務局へ
� Esport@fuji-taikyo.jp

放課後児童クラブで働きませんか

こども未来課　155-2731
ききょうの里子どもクラブ（富士南
小学校区）
内　容／①パート　②アルバイト
定　員／若干人
勤務時間／① 1日 4時間程度（週 3
～ 4日）②7:45～18:00のうち 5時
間程度（夏季休業期間のみの勤務
も可）
対　象／①②とも保育士、幼稚園・
小学校教諭などの資格を有する人
またはそれを目指している学生
申し込み・問い合わせ／ 7月 6日b

までにききょうの里子どもクラブへ�
� 160-6612（平日13:00～18:00）

いまいずみ児童クラブ（今泉小学校区）
内　容／パート
定　員／若干人
勤務時間／平日　14:00～18:00、�
学校休業日　8:00～18:00のうち最
大 8時間程度
対　象／市内在住で保育士、幼稚園
・小学校教諭などの資格を有する
人
申し込み・問い合わせ／いまいずみ
児童クラブ
��������153-6801（平日13:00～18:00）

地場産業の振興を目指します 
紙モニター

産業政策課　155-2779
応募資格／市内に 1年以上在住して
いる満20歳以上の人
任　期／ 9月 1日～平成28年 8月31日
内　容／会議（年 3回程度）、アンケ
ート調査、キャンペーン、モニタ
ー通信など
謝　礼／年間 1万2,000円以内（活動
回数により変動あり）
定　員／10人
申し込み／ 7月31日f（消印有効）
までに、はがきまたはFAX・Eメ
ールに、郵便番号、住所、氏

ふり

名
が な

、
年齢、職業、電話番号、各種モニ
ター経験の有無、応募動機を記入
し、〒417-8601　富士市役所産業
政策課へ� 551-1997�
Esa-sangyou@div.city.fuji.shizuoka.jp

水道事業用地を一般競争入札
により売り払います

上下水道総務課　155-2843
物　件／①岩淵229-25　64平方メー
トル　第二種中高層住居専用地域
建ぺい率60％　容積率150％　
　②大淵2797-4　209平方メートル　
市街化調整区域　建築不可　
　③久沢760-3外 8筆　1,603.94平方
メートル　第一種低層住居専用地
域　建ぺい率50％　容積率80％
最低売却価格／①193万5,000円　�
②194万4,000円　③890万3,000円
入札日時／8月17日b　10:00
入札場所／水道庁舎 8階入札室
申し込み／ 7月 1～31日（土・日曜
日、祝休日は除く）の8:30～17:15
に、参加要領（上下水道総務課で
配布）に記載の必要書類を直接上
下水道総務課へ
※詳しくは参加要領または市ウェブ
サイトをごらんください。
※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。

7  月  の  納  期
7月15〜31日

固定資産税・都市計画税　第 2 期
国民健康保険税　第 1 期

収納課　155-2730
介護保険料　第 1 期

介護保険課　155-2766
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知事広聴「平太さんと語ろう」傍聴者募集
市内のさまざまな分野で活躍している 6人の皆さんと、川勝平太静岡
県知事の意見交換会を開催します。あなたも傍聴しませんか？
と　き／ 7月17日f　13:30～15:30（開場�13:00）
ところ／富士市交流プラザ 2階多目的ホール　定　員／150人（先着順）
申し込み・問い合わせ／ 7月10日fまでに、電話またはFAX・Eメール
に住所、氏

ふり

名
が な

、電話番号を記入し、「静岡県広報課県民のこえ班」へ
1054-221-2235　5054-254-4032　Ekenminnokoe@pref.shizuoka.lg.jp

7月の市役所休日開庁日

開庁日／ 7月 5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）

14

講座・教室

夏休み親子消費者教室～親子で賢い消費者を目指そう！～

市民安全課　155-2750
講座名 と　き ところ 対象 定員 持ち物

おこづかい
ゲーム

7月27日b　
13:00～15:00

フィランセ東館
2階ふくし体験
室・学習室

市内在住の
小学 1～ 4
年生の親子

20組 電卓、筆記用
具

食品の色の
性質につい
て学んでみ
よう！

7月29日d　
13:30～15:30

フィランセ西館
2階調理実習室

市内在住の
小学 4～ 6
年生の親子

15組
あめやジュース
など色のつい
ている食品、
筆記用具

豆腐から消
費を考えよ
う！

8月 5日d　
13:30～15:30

吉原まちづくり
センター調理室

市内在住の
小学 1～ 6
年生の親子

15組

絹豆腐（100～
150グラム）、
エプロン、三角
巾、ふきん、
筆記用具

申し込み／ 7月10日fまでに、市ウェブサイトで電子申請するか、電話で
市民安全課へ（応募者多数の場合抽せん）
※持ち物など詳しくは、参加決定後、文書を送付します。

託児ボランティア養成講座 
（無料）

ボランティアセンター　164-7100
と　き／ 7月29日、 8月 5日の各水
曜日　10:00～12:00　計 2回

ところ／フィランセ東館 3階ボラン
ティアルーム
内　容／託児ボランティア、子ども
との接し方や遊び方について
対　象／託児ボランティア活動に関
心がある人
定　員／30人（応募者多数の場合抽せん）
申し込み／電話またはFAX・Eメー
ルでボランティアセンターへ
� 564-9040
� Evc@fujishishakyo.com

初めてのスイーツ 
～物語に出てくるようなお菓子作り～

吉永まちづくりセンター　134-1014
と　き／ 8月 7日～12月 4日の毎月
第 1金曜日　19:00～21:00　計 5回
ところ／吉永まちづくりセンター
対　象／市内在住・在学・在勤の成
人で、お菓子づくり初心者の人
定　員／20人（応募者多数の場合抽せん）
受講料／3,600円（材料費含む）
申し込み／ 7月10日fまでに、市ウ
ェブサイトで電子申請するか、直
接または往復はがきに住所、氏

ふり

名
が な

、
年齢、性別、電話番号を記入し、
〒417-0847　比奈1447-1　吉永ま
ちづくりセンターへ

健康ふじ21推進地区講演会
（無料）
健康対策課　164-8993

①見逃さないで心のSOS〜ストレ
スとうつ〜
と　き／ 7月 9日e　19:00～20:30
ところ／須津まちづくりセンター
講　師／望月美

み

和
わ

さん（医師）
②ここまで進んだ肝炎最新治療法〜富
士市に多い肝がん予防に向けて〜

と　き／ 7月13日b　13:30～15:00
ところ／フィランセ西館
講　師／宮﨑裕

ゆたか

さん（医師）
※①②とも、当日直接会場へ。

布ぞうり作り

市立博物館　121-3380
と　き／ 7月25日g　9:00～11:30
ところ／広見公園内旧稲垣家住宅
対　象／小学生以上（小学生は保護
者同伴）
定　員／20人（先着順）
参加費／400円
持ち物／古着Tシャツ 2枚（大人サイ
ズ）、裁ちばさみ

申し込み／ 7月18日gの9:00から受
け付けます。直接または電話で、市
立博物館別館�歴史民俗資料館へ

おひるのE
エ ク セ ル

xcel&W
ワ ー ド

ord入門

松野まちづくりセンター　156-1055
と　き／ 8月19日～ 9月30日（ 9月
23日dを除く毎週水・金曜日）
14:00～16:00　計12回
ところ／松野まちづくりセンター
対　象／市内在住・在学・在勤の成
人で、パソコン初心者の人（マウ
ス操作程度）
定　員／19人（応募者多数の場合抽
せん）
受講料／1,200円（別途教材費2,000円）
申し込み／ 7月10日f（必着）まで
に、市ウェブサイトで電子申請す
るか、はがきを持参または往復は
がきに住所、氏

ふり

名
が な

、年齢、性別、電
話番号、講座名、市外在住の人は
勤務先（学校名）を記入し、〒421-
3303　南松野1792-2　松野まちづ
くりセンターへ

夏休みジュニアゴルフ教室

スポーツ振興課　153-6045
と　き／① 8月 4日c　15:00～
16:00　② 8月 6日e　14:00～
15:00　
ところ／①岩本山ゴルフ練習場
（161-6808）　②ヤマキゴルフガ
ーデン（136-0101）
※各会場 1回のみの体験レッスンで
す。
対　象／市内在住の小学 3～ 6年生
定　員／各12人（先着順）
受講料／無料（保険料として500円）
申し込み・問い合わせ／①②とも開
催日前日までに、電話で各会場へ
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市立博物館　121-3380
と　き／ 7月20日b　海の日　�
9:00～12:00
ところ／市立博物館工芸棟染色室
内　容／埴輪づくり、火おこし体験
対　象／保育・幼稚園年少児～小学
6年生とその保護者

※小学 4年生以上は、 1人でも参加
できます。
定　員／30人（先着順）
参加費／150円（材料費含む）
持ち物／ドライヤー、タオル
申し込み／ 7月11日gの9:00から受
け付けます。直接または電話で、市
立博物館別館�歴史民俗資料館へ

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� 　〈 4月末現在〉

年間累計 昨年比
全刑法犯罪 609件 �+� 82件
忍び込み 5件 �-� 8件
空き巣 11件 +� 3件
オートバイ盗 127件 �+� 80件
事故情報� 〈 5月末現在〉

年間累計 昨年比
件　数 1,000件 +� 3件
死　者 6人 �++� 1人
負傷者 1,320人 �+� 35人
安全を�つなげて広げて�事故ゼロへ

富士市森林墓園使用者募集
■募集墓所数（予定）
芝生墓所／43・45区画の空墓所35墓所
普通墓所／35～52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
してあります。
■応募資格
平成26年 7月 6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
7月 6～17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

広報広聴課　155-2736

次の案件を策定するに当たり、皆さんの意見を募集します。
①案件名／第五次富士市総合計画後期基本計画
内　容／第五次富士市総合計画の基本構想を実現するため
に取り組む具体的な施策の体系を明らかにした計画です。
担　当／企画課� 155-2718　553-6669　�
� Eso-kikaku@div.city.fuji.shizuoka.jp
募集期間／ 7月 1日～ 8月 3日
提出方法／直接または郵送・FAX・Eメール・市ウェブサイトの専用フォームで、〒417-8601　富士市役所各担当課へ
※詳しくは、募集開始日以降に、各担当課・中央図書館及び各地区まちづくりセンターにある資料、市ウェブサイ
トのパブリック・コメントコーナーをごらんください。

パブリック・コメント募集 〜市政への意見反映制度〜

②案件名／第四次国土利用計画（富士市計画）
内　容／富士市域における土地の利用に関する基本的
事項を定めた計画です。
担　当／都市計画課� 155-2786　551-0475�
� Etoshikei@div.city.fuji.shizuoka.jp

ラ・ホール富士　各種教室

りぷす富士（ラ・ホール富士）　153-4300
と　き／① 8月19日～11月11日の毎
週水曜日（ 9月23日dは除く）　
計12回　
　② 9月 4日～10月 2日の毎週金曜
日　計 5回
ところ／ラ・ホール富士
内　容／①はじめてのE

エ ク セ ル

xcel＆W
ワ ー ド

ord
②F

フ ェ イ ス ブ ッ ク

acebookはじめました
受付期間／ 7月 6～12日
※申込方法・受講料など詳しくは、
ラ・ホール富士に問い合わせるか、
りぷす富士ウェブサイトをごらん
ください。�
� Bhttp://www.fuji-kousya.jp

子育てセミナー「ママ」ときどき「私」 
～ママだからこそ「私」も大事にしたい～

多文化・男女共同参画課　155-2724
と　き／ 7月25g　14:00～16:00
ところ／フィランセ西館 3階団体研修室
内　容／ママだからこそ「私」のこ
とをもっと大事にする生き方や家
族のあり方を考える
講　師／横山由

ゆ

佳
か

子
こ

さん（フェミニ
ストカウンセラー）
対　象／子育て世代の女性
定　員／20人（応募者多数の場合抽せん）
参加費／無料
申し込み／ 7月10日fまでに、FAX
またはＥメールに住所、氏

ふり

名
が な

、年
齢、電話番号、託児希望の有無（託
児希望の場合は子どもの名

ふり

前
が な

、年
齢、性別）を記入し、虹色子育て
の会　榎

えの

本
も と

　方へ� 553-7525�
� Ekiyomin8523@docomo.ne.jp

※託児希望応募者多数の場合は抽せ
んになります。

日曜・夜間納税相談
7月 5日A� 9:00〜16:00
7月15日D� 17:15〜19:00

収納課　155-2730


