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プラザ星空映画祭

と　き／ 8月 1日g　19:00上映開始
（雨天の場合は 8月 9日a）
ところ／平垣公園（富士市交流プラ
ザ前）
上映作品／「忍たま乱太郎」「モジャ公」
入場料／無料（当日直接会場へ）
問い合わせ／富士市交流プラザ�
� 165-5523

社会福祉センターのプールを
一般開放します

と　き／ 7月17日～ 8月30日　9:00
～16:00（12:00～13:00は昼休み）
ところ／田子浦荘、東部市民プラザ、
鷹岡市民プラザ
休場日／毎週月曜日、第 3日曜日、
7月21日c

入場料／無料
問い合わせ／田子浦荘　161-0171　
東部市民プラザ　134-0500　�
鷹岡市民プラザ　172-1770
※必ず水泳帽を着用してください。
※雨天時は休場する場合があります
ので、お問い合わせください。

第27回ふじかわ夏まつり

と　き／ 8月 1日g　17:00～21:00　�
（雨天の場合は 8月 2日a）
ところ／富士川河川敷憩いの広場
（旧富士川町スポーツ広場）
内　容／花火大会、参加自由の総踊
り、納涼夜店市（約30店舗）
問い合わせ／富士川まちづくりセン
ター　　　　　　　　�181-1111

　富士市商工会富士川事務所
　181-1280

里山体験講座「川と遊ぼう」

自然体験を通して、楽しみながら
里山の恵みを見つけてみませんか。
と　き／ 8月23日a　9:00～13:30　
（雨天の場合は 8月30日a）
ところ／吉津川・こぶしの里（岩淵）
※会場付近に駐車場があります。
内　容／リバートレッキング、サワ
ガニとり、川遊び、竹細工など
対　象／小学生とその家族
定　員／40人（先着順）
参加費／ 1人500円（小学生未満は
無料）
持ち物／昼食、飲み物、タオル、着
がえ
服　装／ぬれてもよい服装、帽子
※サンダル類は不可。
申し込み・問い合わせ／ 7月29日～
8月 5日（土・日曜日は除く）の
9:00～17:15に、直接または電話で
環境保全課へ� 155-2773

わくわく人形劇（無料）

と　き／ 8月 8日g　10:00開演
ところ／富士市交流プラザ会議室 1
出演団体／椿家人形劇場
申し込み／当日直接会場へ
問い合わせ／富士市交流プラザ

165-5523

絵本の中のお菓子を作る講座
★バムとケロのドーナツ★

と　き／ 8月 8日g　13:30～15:30
ところ／東図書館
内　容／絵本の読み聞かせとドーナ
ツづくり
対　象／小学生とその保護者
定　員／14組（先着順）
参加費／300円
持ち物／エプロン、三角巾、ふきん
申し込み・問い合わせ／7月24日f

の9:00から受け付けます。直接ま
たは電話で東図書館へ�138-1550

市立博物館各種教室

教室名 と　き ところ 対　象 定　員 参加費 持ち物

① 自然の素材d
で

e染めてみよう 7月29日d　
9:00～12:00

市立博物館
工芸棟陶芸室 小学生とその保護者

25人
（応募者
多数の場
合抽せん）

300円

エプロン、タオル、
筆記用具

② チラシではがきづくり 7月30日e　
9:00～12:00 タオル、筆記用具

③ ホットプレートでお茶づくり 7月31日f　
9:00～12:00

タオル、軍手、さ
いばし

④ 富士の型染体験 ｢テーブル
センターづくり｣

8月 1日g　
9:30～12:30

市立博物館
工芸棟染色室

小学生以上（小学 4年
生以下は保護者同伴）

20人
（先着順）

1,000円
（材料費含む）

筆記用具、新聞紙、
ティッシュ、エプ
ロン、タオル

⑤ 戦時中の料理 8月 6日e　
10:00～13:00

歴史民俗資料館、
広見公園内旧稲垣家住宅 小学�3�～�6�年生

10人
（先着順） 300円 エプロン、軍手

⑥ 富士の型染体験「ノートカバー・カードケース」
8月 8日g　
9:30～12:30

市立博物館
工芸棟染色室

小学生以上（小学 4年
生以下は保護者同伴）

20人
（先着順）

1,000円
（材料費含む）

筆記用具、新聞紙、
ティッシュ、エプ
ロン、タオル

申し込み・問い合わせ／①～③は 7月21日c（消印有効）までに、往復はがきに住所、児童と保護者の氏
ふり

名
が な

、児童
の学年、電話番号、講座名を記入し、〒417-0061　伝法66-2　市立博物館へ。④⑥は 7月20日b、⑤は26日aの
9:00から受け付けます。直接または電話で市立博物館分館�歴史民俗資料館へ　　　　　　　　　　　121-3380

ロゼこどもサマーフェスティバル 
スタンプラリー（無料）

と　き／ 8月 5日d　10:00～14:00
受付時間／10:00～13:30
ところ／ロゼシアター会議室ほか
申し込み／当日直接会場へ
※詳しくは、ロゼシアターに問い合
わせるか、ロゼシアターウェブサ
イトをごらんください。�
�160-2500�Bhttp://rose-theatre.jp
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お 知 ら せ児童扶養手当の現況届と振り込み

こども家庭課　155-2738
児童扶養手当の受給資格を認定さ

れている人（全部支給停止の人も含
む）は、 8 月 1 日時点の家庭状況の
届け出が必要です。必ず本人が来庁
し、手続してください。
と　き／ 8 月12～17日（この期間のみ、

土・日曜日も手続できます）8:45～16:00
ところ／消防防災庁舎 7 階大会議室
児童扶養手当振り込みのお知らせ

8 月期（ 4 ～ 7 月分）の児童扶養
手当を 8 月11日cに受給者の口座
に振り込みます。ご確認ください。 新朗読×杉山 直

ちょく

 
劇場版おおきな紙しばい「銀河鉄道の夜」

りぷす富士（富士市交流プラザ）　165-5523
と　き／ 9 月 5 日g　18:30開演
ところ／富士市交流プラザ 2 階多目的ホール
出　演／杉山直さん（フリーアナウンサー）
入場料／500円（全席自由）
申し込み／ 7 月21日cの9:00から前

売り券を販売します。直接富士市
交流プラザ、ラ・ホール富士、富
士川ふれあいホールへ

単親家庭の会 
｢影絵サークル・KAGE・BOUSI観賞｣（無料）

社会福祉協議会　164-4649
と　き／ 8 月30日a　18:00～
ところ／フィランセ西館 4 階大ホール
対　象／市内在住の母子・父子家庭

・両親のいない家庭で、会員登録
（年会費1,000円）できる人
定　員／40人程度
申し込み／ 8 月21日f（必着）までに、

はがきに住所、参加者全員の氏名、
年齢（学年）、電話番号を記入し、
〒416-8558　社会福祉協議会へ

自衛隊採用制度説明会

市民課　155-2746
と　き／ 8 月 8 日g・16日a

ところ／自衛隊富士地域事務所（御
幸町13- 5 ）
申し込み／ 3 日前までに、予約が必

要です。電話で自衛隊富士地域事
務所（151-1719）へ

毎月第 1 日曜日は博物館の日です

市立博物館　121-3380
と　き／ 8 月 2 日、 9 月 6 日、10月

4 日、11月 1 日の各日曜日
ところ／市立博物館工芸棟陶芸室など
内　容／手すきはがき・匂

ま が た ま

玉・鋳造ペ
ンダントづくり、火おこし体験など

申し込み／当日直接会場へ
※時間、参加費など詳しくは、市立

博物館分館 歴史民俗資料館へ。

農地中間管理事業説明会

農政課　155-2781
農業振興地域内の農地を、地主か

ら農地中間管理機構（静岡県農業振
興公社）が借り受け、新たな担い手
に貸し付ける農地中間管理事業の説
明会を開催します。
と　き 各地区まちづくりセンター 時　間

7月27日b 岩松

19:00～

7月29日d 吉永
8月  3 日b 吉原
8月  4 日c 大淵
8月  5 日d 鷹岡
8月  7 日f 神戸
※詳しくは、市ウェブサイトをごら

んください。

岳南広域都市計画の変更に 
関する説明会及び公聴会

都市計画課　155-2786
★説明会
と　き／ 7 月30日e

　①15:00～　②19:00～
ところ／①市役所 6 階第 1 会議室 
　②田子の浦港管理事務所 3 階会議室
内　容／臨港地区の変更について
※各回とも同じ内容です。
申し込み／当日直接会場へ
★公聴会
と　き／ 8 月20日e

　❶14:00～　❷15:00～
ところ／❶❷とも市役所 6 階第 1 ･ 2

会議室
内　容／❶都市計画区域、整備・開発

・保全の方針、区域区分の変更につ
いて　 ❷臨港地区の変更について
申し込み／公聴会で意見を述べる場

合は、 8 月 4 ～13日（必着）に、
公述申出書（市都市計画課・県都
市計画課で配布、県ウェブサイト
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、〒420-
8601　静岡県庁都市計画課へ（傍
聴する場合、当日直接会場へ）

※都市計画原案は上記期間中、市都
市計画課･県都市計画課及び県都
市計画課ウェブサイトで閲覧でき
ます。提出がない場合、市ウェブ
サイトに開催中止を掲載します。
詳しくは市都市計画課または県都
市計画課へ問い合わせるか、市ウ
ェブサイトをごらんください。
問い合わせ／県都市計画課

1054-221-3062
B http://www.pref.shizuoka.jp/a_content/5_01.html

視聴覚資料サービスを
西図書館で開始します

� 西図書館　164-2110
中央図書館所蔵の視聴覚資料（DVD・

CＤなど）の貸出・返却・予約が西図書
館で、できるようになります。
開始日／ 7 月15日d

★詳しくは、西図書館へ。

障害者虐待防止講演会（無料）

障害福祉課　155-2761
と　き／ 7 月21日c　13:30～
ところ／フィランセ西館 4 階大ホール
内　容／野澤和弘さん（毎日新聞論

説委員）による講演 ｢障害者虐待
の現場から｣
申し込み／当日直接会場へ

富士かぐやモバイル
ミュージアム（無料）

富士山のかぐや姫伝説やリニュ
ーアル後の博物館を紹介する出張
展示です。
と　き／ 7 月18日～ 9 月 6 日　

9:00～17:00
ところ／富士川楽座 4 階フジヤマ

ギャラリー 
 市立博物館　121-3380
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お詫びと訂正
　広報ふじ 6月20日号の 5ページ
に掲載の【富士市次世代育成支援
計画の実績】に誤りがありました。
・事業名
　（誤）思春期保健体験講座
　　→（正）思春期講座
・平成26年度［不妊・不育］
　（誤）323人→（正）371人
・平成26年度［高校生］
　（誤）1校実施→（正）1回実施

募 　 集

環境エネルギー展・富士市環境フェア
出展希望者説明会

環境総務課　155-2902
と　き／ 7月23日e�
　①環境エネルギー展説明会　14:00～
　②環境フェア説明会　14:45～
ところ／ふじさんめっせ会議室
申し込み／ 7月21日cまでに、団体
名、担当者名、電話番号、FAX番
号、参加する説明会（①②）、参加
人数を記入し、FAXまたはＥメー
ルで環境総務課へ� 551-0522�
Eka-kankyousoumu@div.city.fuji.shizuoka.jp

富士市交流プラザ・富士川ふれあいホール 
指定管理者の公募説明会

市民協働課　155-2701
富士市交流プラザと富士川ふれあ

いホールの 2施設の管理運営を、平
成28年 4月から 5年間行う指定管理
者の公募説明会を開催します。
と　き／ 8月 4日c　13:30～
ところ／富士市交流プラザ会議室 1
申込期限／ 7月31日f

※詳しくは、7月23日eから市ウェ
ブサイトに掲載予定の募集要項な
どをごらんください。

TRCトレイルランナーズカップ 
静岡大会参加者

スポーツ振興課　155-2876
と　き／ 8月 9日a　受付11:00～13:00
ところ／富士山こどもの国
内　容／初心者のためのトレイルラ
ンニング大会、ミニ講習会など
対　象／ 3歳以上の人（小学生未満
は保護者伴走）
参加費／3,000円（小学生以下1,000円）
※当日受付3,500円（小学生以下
1,500円）。
持ち物／運動靴、運動ができる服装
（デニムパンツ不可）
申し込み／
　ランネット（http://runnet.jp/）
　またはスポーツエントリー（http://
www.sportsentry.ne.jp/）へ
※当日会場でも受け付けます。
問い合わせ／トレイルランナーズ

10258-66-7991
Einfo@trailrunners.jp

水の事故を防止しましょう　～楽しい夏を過ごすために～
 消防本部警防課　155-2856
◎子どもの遊泳や水遊びには必ず保護者が同伴し、目を離さないようにしましょう。
◎釣りや水辺のレジャーには、体に合ったライフジャケットを必ず着用しましょう。
◎飲酒後や体調がすぐれないときの遊泳はやめましょう。
◎天候の急変による川の増水や高波に注意しましょう。
◎富士海岸や流れのある場所など、危険区域や立入禁止区域での遊泳はやめましょう。

市営住宅（高齢者等対応住宅・
シルバーハウジング）入居者

住宅政策課　155-2817
①高齢者等対応住宅
募集団地／富士見台団地 3棟101号
室（富士見台2-8）
間取り／ 3 K（ 6畳・4.5畳・3畳・K）
家　賃／ 1万3,600円～ 2万6,700円
資　格／単身または親族 2人以上で
入居し、60歳以上の高齢者、また
は身体障害者手帳（ 1～ 4級）の
所持者がいる世帯など
②シルバーハウジング
募集団地／駿河台団地北棟101号室
（今泉2282-2）
間取り／ 2 DK（ 6畳・ 6畳・DK）
家　賃／ 1万9,800円～ 3万9,000円
資　格／60歳以上の単身世帯、夫婦双方
またはいずれかが60歳以上の世帯など

‥‥①②とも‥‥
申し込み／ 7月21～31日（土・日曜
日は除く）の8:30～17:15に、直接
住宅政策課へ

放課後児童クラブで働きませんか？

こども未来課　155-2731
勤務地／須津児童クラブ（須津小学校区）
定　員／ 2人
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
申し込み・問い合わせ／須津児童ク
ラブ　134-4111（平日13:00～18:00）

少年少女合唱団　団員

文化振興課　155-2874
対　象／市内の保育園・幼稚園年長
児、小・中学生（男子は変声期前）
練習日／毎週木曜日　17:30～
練習会場／ロゼシアター練習室など
費　用／小・中学生は月3,000円、保
育園・幼稚園児は無料（ユニフォ
ームは自己負担）
申し込み／申込書（文化振興課で配
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、保護
者同伴で、直接練習会場へ
問い合わせ／富士市少年少女合唱団　
辻村　方へ� 152-5513

市民福祉まつり参加団体の 
福祉活動を支援します

社会福祉協議会　164-7100
募集期間／ 7月31日～ 8月31日
助成内容／福祉活動に必要な備品の
購入にかかる費用
申し込み／直接社会福祉協議会へ
※詳しくは、 7月 1日dに社会福祉
協議会ウェブサイトに掲載予定の
募集要項をごらんください。�
� Bhttp://fujishishakyo.com

単親家庭の会 
バス交流旅行参加者

社会福祉協議会　164-4649
と　き／ 9月12日g　出発5:00　帰
着22:00
行き先／東京ディズニーシー
対　象／市内在住の母子・父子家庭
・両親のいない家庭で、会員登録
（年会費1,000円）できる人
定　員／40人（応募者多数の場合抽せん）
参加費／大人�6,900円、中学・高校生
6,000円、 4歳～小学生4,500円、 3
歳以下500円（パスポート券代含む）
申し込み／ 7月31日f（必着）まで
に、往復はがきに住所、参加者全
員の氏

ふり

名
が な

、年齢（学年）、電話番号
を記入し、〒416-8558　富士市社
会福祉協議会へ
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1 か月でマイナス 1 キロチャレンジ講座

健康対策課　164-8993
と　き／① 8月19日d　9:30～13:30、
9月16日d　9:30～12:00　② 8月
31日b　9:30～13:30、 9月29日c　
9:30～12:00　各計 2回

ところ／①富士見台まちづくりセンタ
ー　②元吉原まちづくりセンター
内　容／体組成測定、体力測定、運
動・食事の講話、運動実技、ヘル
シー弁当試食（ 1日目）
対　象／市内在住の70歳以下で、医
師による運動制限がなく、体重や
おなか回りを減らしたい人
定　員／16人（先着順）
※ 3人 1組の参加も大歓迎です。
参加費／600円（ 1日目の昼食代）
申し込み／ 7月21日～ 8月12日（土
・日曜日は除く）に受け付けます。
電話で健康対策課へ

募 　 集

講座・教室
パパと子のふれあい遊び講座 

LOVEパパレッスン
富士北まちづくりセンター　164-0099
と　き／① 8月23日、9月13日、10
月 4日の各日曜日　②11月14日、
12月12日、平成28年 1月16日の各
土曜日　①②とも10:00～12:00　
各計 3回
ところ／富士中央小学校体育館、富
士駅北まちづくりセンター
内　容／育児がもっと楽しくなる秘
訣を父と子で一緒に体験
対　象／市内在住・在勤で、就学前
の第 1子（3～ 5歳児）とその父親
定　員／各20組（応募者多数の場合
抽せん）
受講料／300円（全 3回分）
申し込み／①②とも 7月31日fま
でに、市ウェブサイトで電子申請
するか、直接富士駅北・富士北・
富士駅南・田子浦・富士南まちづ
くりセンターへ

放送大学10月生

社会教育課　155-0560
放送大学はテレビなどの放送を利

用して授業を行う通信制の大学です。
平成27年度第 2学期（10月入学）の
学生を募集します。
出願期間／第 1回　 8月31日b（必
着）まで
　第 2回　 9月20日a（必着）まで
問い合わせ／放送大学静岡学習セン
ター　　　　　1055-989-1253

水道事業及び公共下水道事業PR冊子 
「たっぷり上下水道情報局」広告

上下水道総務課　155-2800
掲載枠数／ 4枠
規　格／縦6.5センチメートル×横
9センチメートル（フルカラー）

発行部数／ 9万2,000部
発行予定日／11月20日f

掲載料／ 1枠 3万円（消費税含む）
選定方法／掲載基準に基づき決定
（応募者多数の場合、広告内容を
審査した上で抽せん）
申し込み／ 7月 6日～ 8月 6日の17:00
（必着）に、申込書（上下水道総務課
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、広告掲載
原稿の電子データと紙原稿を添えて、
直接または郵送で、〒417-0047　青島
町191　富士市水道庁舎 5階　上下水
道総務課へ

第35回市民福祉まつり 
ポスター図案

社会福祉協議会　164-7100
市民福祉まつりでは、思いやり・
助け合いなど、広く福祉をイメージ
した作品を募集しています。
応募資格／市内在住の人
規　格／四つ切り画用紙、縦仕様（縦
540ミリメートル×横380ミリメー
トル）

応募方法／ 8月21日fまでに、作品
の裏に住所、氏

ふり

名
がな

、学校名と学年ま
たは年齢、電話番号、作品への思い
を記入し、直接社会福祉協議会へ

※作品にタイトル・日時・会場などの
文字、数字は記入しないでください。

初心者タッチラグビー教室 
～2019ラグビーワールドカップ 日本開催決定～

スポーツ振興課　155-2722
と　き／ 9月 4～18日の毎週金曜日　
19:00～21:00　計 3回
ところ／市立富士体育館 2階体育室
内　容／タッチラグビーの基本技術
の習得とゲーム
対　象／市内在住・在学・在勤の人
定　員／50人（応募者多数の場合抽せん）
受講料／500円
申し込み／ 8月 3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（学年）、性別、電話番号を記
入し、〒417-8601　富士市役所ス
ポーツ振興課へ

小中学生向け金融セミナー（無料） 
「夢をかなえるお金の学校」

多文化・男女共同参画課　155-2724
と　き／ 8月 7日f　①9:30～12:00　
②14:00～16:30
ところ／フィランセ西館 3階団体研修室
内　容／ワークショップ形式でお金
と仕事について楽しく学ぶ
対　象／①中学生　②小学 3～ 6年生
定　員／各20人（応募者多数の場合
抽せん）
申し込み／ 7月31日fまでに、電話
で多文化・男女共同参画課へ

ふじ市民文芸第52号作品

文化振興課　155-2874
応募資格／市内在住・在学・在勤ま
たは市内の文芸グループに所属す
る人で、平成27年度中に満16歳以
上になる人
応募方法／ 8月31日b（消印有効）ま
でに、募集要項（文化振興課・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）
を確認の上、作品及び出品票を直
接または郵送で、〒417-8601　富
士市役所文化振興課へ
種目 出品数 原稿枚数

小 説

各 1人 1編

30枚以内
児童文学 20枚以内
随 筆 10枚以内
詩 3枚以内

短 歌 1人 5首まで
1枚以内俳 句 各1人 5句

まで川 柳
※B 4判原稿用紙または、A 4判ワー
プロ打ち原稿（縦書き400字詰め）。

夜間納税相談
7月27日B� 17:15〜19:00

収納課　155-2730
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各地区まちづくりセンター各種講座

講座名 学習日・時間など 対　象 申込先（まちづくりセンター） ���内容（受講料など） 定員 �募集期間

①
健康クッキング～
シルバー世代のや
さしい献立～

9月 8日～平成28年 2月 9日の
毎月第 2火曜日　9:30～12:00　
計 6回 市内在住・在勤の

おおむね60歳以上
の人

広見
〒417-0862
石坂470- 5
121-3444

栄養バランスのとれた献立を
学ぶ（500円。別途材料費 1回
700円程度）

12人
7 月31日
f（消印有
効)まで

② ヘルシークッキング
9月 9・30日、10月14・28日、
11月11・25日の各水曜日
13:30～16:00　計 6回

岩松北
〒416-0901
岩本88- 1
160-8008

長寿につながる健康料理を学ぶ
（500円。別途材料費3,600円）16人 8 月 6 日

e（消印有
効）まで③ シェフから教わる★プロの味！

9月28日、10月26日、11月30日
の各月曜日　9:00～12:00　計 3回

市内在住・在学・
在勤の成人

洋食レストランの現役シェフからプロのテ
クニックを学ぶ（300円。別途材料費3,300円）16人

④ 松野の歴史探訪
10月 8・29日、11月 7・28日、
平成28年 2月 4日、 3月 5日
木曜日は19:00～20:30、土曜日は
9:30～11:30　計 6回

松野
〒421-3303
南松野1792- 2
156-1055

松野の歴史や史跡を学ぶ（600円）
※フィールドワークあり。 30人

7 月24日
f（必着）
まで⑤

そばの達人！
～種から育てる
「そば打ち入門」
～

そばの栽培 8月26日d ～11月中
旬　9:30～11:30　そば打ち11月
16・30日、12月 7・14日の各月曜
日　9:30～12:30　計 9回

そば栽培とそば打ちを学ぶ
（900円。別途材料費自己負担
あり）　

12人

⑥ らくらくウォーキング入門
9月25・29日、10月 9・23・30日、
11月 6・13・27日、12月 4・11日
10:00～11:30　計10回

市内在住・在勤の
おおむね60歳以上
の人

正しい姿勢と歩き方を学ぶ
※室内での講座。（500円） 30人

⑦ 季節を味わう和菓子～秋・冬編～
10月 7日～平成28年 1月 6日の
毎月第 1水曜日
19:00～21:00　計 4回

市内在住・在学・
在勤の成人

富士川
〒421-3305
岩淵121
181-1111

季節の和菓子を各回 2種類つ
くる（400円。別途材料費2,400
円）

12人

7月21～
　　29日

（ 消印有効）

⑧ バドミントンでリフレッシュ！

9月 1・15日、10月 6・20日、
11月17日、12月１・15日、平
成28年 1月19日、 2月 2・16日
の各火曜日　19:00～21:00　計
10回

バドミントンを基礎から学ぶ。
初心者大歓迎（1,000円。別途
教材費自己負担あり）
※会場は富士川第一中学校体
　育館。

30人

⑨ リトミック（ 2歳児）
9月 4日～11月20日の毎月第 1
・第 3金曜日
9:30～10:30　計 6回

市内在住・在学・在
勤で、平成24年 4月
2日～平成25年 4
月1日生まれの子ど
もとその保護者

親子でリトミック（500円。別
途教材費200円）
※抽せん時、富士川地区の人
　を優先。

各20
組

⑩ リトミック（ 1歳児）
9月 4日～11月20日の毎月第 1
・第 3金曜日
10:45～11:45　計 6回

市内在住・在学・在
勤で、平成25年 4月
2日～平成26年 4
月1日生まれの子ど
もとその保護者

⑪ レッツ！バドミントン
9月 3日～11月26日の毎週木曜日
19:00～21:00　計13回 市内在住・在学・

在勤の成人

神戸
〒417-0855
三ッ沢600- 1
121-2203

バドミントンの基礎を学び、試
合をする（1,300円）
※会場は神戸小学校体育館。

20人
7 月21日
～8月 9日
（消印有効）

⑫ ワードでお絵かき
8月28日～ 9月29日の毎週火・
金曜日（ 9月 1・22日は除く）
9:30～11:30　計 8回

伝法
〒417-0061
伝法2743- 2
151-4091

パソコンの図形機能を使った
お絵かき（800円。別途教材費
500円）

16人
7 月21日
～8月 2日
（必着）

⑬ カモン！プレママさん
9月 9日～11月 4日の毎週水曜
日（祝休日は除く）
13:30～15:00　計 8回

市内在住・在勤の
安定期の妊婦

マタニティヨガ、仲間づくり
（500円） 20人

7 月21日
～8月15日
（必着）

⑭ 筆ペンで美文字　
9月 1日～11月17日の毎週火曜
日（祝休日は除く）
19:00～20:30　計10回

市内在住・在学・
在勤の成人

天間
〒419-0205
天間1106- 1
171-4007

筆ペンの持ち方から書き方ま
でを学ぶ（1,000円。別途教材
費450円）

20人

7 月21日
～8月5日
（消印有効）

⑮
Let's�和食! ～地域
伝承料理を添えて
～

9月 9日～平成28年 1月13日の
毎月第 2水曜日
19:00～21:00　計 5回

和食と地域の伝承料理を学ぶ
（500円。別途教材費 4 ,000円）16人

⑯
はじめてさわるマ
イ・パソコン（ワ
ード入門）

10月29日～平成28年 1月14日の
木曜日　13:30～15:30　計10回

初心者のためのワード入門。ワ
ードの基礎を学ぶ（1,000円。
別途教材費1,800円）

16人

⑰ 50代から始める男の筋力アップ
10月 1日～平成28年 3月31日の
木曜日　10:00～11:30　計10回

無理のない筋トレで健康的なカ
ラダづくりを目指す（1,000円） 20人

⑱ はじめてのピラティス（後期）
9月 7日～11月 9日の毎週月曜
日（祝休日は除く）
10:00～11:30　計 7回

富士北
〒416-0951
米之宮町288
164-0099

初心者向けのピラティス講座（700
円。別途材料費1,000円程度）　 30人 7 月27日

～8月5日
（ 消印有効）⑲ お茶とお菓子でおもてなし

9月 8日、10月 6日、11月10日
の各火曜日
13:30～15:30　計 3回

おいしい中国茶の入れ方とお
菓子づくりを学ぶ（300円。別
途材料費3,000円程度）

16人

⑳
原田倶

く ら ぶ

楽部～茶器
を作り、お茶を楽
しむ～

9月30日～11月25日の隔週水曜
日　19:00～21:00　計 5回

原田
〒417-0852
原田485
152-0124

陶芸での茶器づくり、紅茶や
コーヒー、野草茶を楽しむ
（500円。別途材料費3,200円）

12人
8 月 7 日
f（必着）
まで

申し込み／各募集期間に、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、市外在住の人は学校名または勤務先、講座名、⑨⑩は子どもの氏

ふり

名
が な

・生年月日、⑬は出産予定
日を記入し、申込先の各地区まちづくりセンターへ
※全て、応募者多数の場合抽せん。
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講座・教室おりがみ教室

福祉総務課　155-2840
と　き／ 7月29日d　10:00～12:00
ところ／地域交流センターみんなの家
（南松野2604-1）
対　象／市内在住の人
定　員／15人（先着順）
参加費／100円
持ち物／はさみ、ボンド
申し込み／ 7月21～23日の10:00～
16:00に、直接または電話で地域交
流センターみんなの家へ

156-1502

さわやか健康体操教室（60歳以上対象） 
～ストレッチ体操、リズム体操、レクリエーション～

スポーツ振興課　155-2876
会　　場 定　員 と　き 曜日 開講時間

市立富士体育館
60人

9月 2日～ 水

　��9:30～10:30

50人 　10:45～11:45
　※男性対象。

天間まちづくりセンター 各50人 ①� 9:30～10:30
②10:45～11:45

富士川まちづくりセンター 45人 　10:00～11:00
富士見台まちづくりセンター

各40人
9月 3日～ 木

①� 9:30～10:30
②10:45～11:45須津まちづくりセンター

松野まちづくりセンター 45人 　10:00～11:00

市立富士体育館 各60人 9月 4日～ 金 ①� 9:30～10:30
②10:45～11:45

大淵まちづくりセンター 各40人
9月 7日～ 月

①� 9:30～10:30
②10:45～11:45

鷹岡まちづくりセンター 60人 　10:00～11:00
富士北まちづくりセンター 50人 9月 8日～ 火 　10:00～11:00
※全て計10回、祝休日・休講日を除いて毎週開催。受講料は各1,000円。
対　象／市内在住の60歳以上（平成27年 9月 1日時点）の人
申し込み／ 8月 3日b（必着）までに、往復はがきに住所、氏

ふり

名
が な

、年齢、性
別、電話番号、会場名・曜日・開講時間（①・②がある会場は、第 1希
望、第 2希望）を記入し、〒417-8601　富士市役所スポーツ振興課へ
※各応募者多数の場合抽せん。同じ会場内で人数調整をする場合があります。

福祉キャンパスふじやま学園　公開講座

福祉キャンパスふじやま学園　135-0313
講座名（内容） と　き 定員 参加費 対　象

①
交流講座
（学園児との交流・キャン
パスまつり模擬店出店など）

�8 月22日g、9月12日g、
10月25日a、11月15日a
9:30～12:00　計 4回

15人 無料 小・中学生

② パンづくり講座（菓子パン・調理パンづくり）

8月22日、9月26日、10月
24日、11月28日の各土曜日
13:30～16:30　計 4回

25人
1人500円
（ 1回分の
材料費）

小学生～
一般（小
学校低学
年は保護
者同伴）③

ものづくり講座
（アート折り紙・アートフラ
ワーなど）

�9月26日g、10月24日g、
11月15日a、11月28日g
10:00～12:00（11月15日の
み13:30～15:30）　計 4回

15人
1人1,000円
（ 4回分の
材料費）

ところ／福祉キャンパスふじやま学園
申し込み／①②は 8月 7日fまで、③は 9月 4日fまでに、電話またはFAX
に住所、氏

ふり

名
が な

、電話番号、学校名、学年、講座名を記入し、福祉キャン
パスふじやま学園へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　�
※応募者多数の場合抽せん。　　　　　　　　　　　　　　　�535-0243

健康ふじ21推進地区講演会
（無料）
健康対策課　164-8993

①知っていますか？新たな国民病
CKD（慢性腎臓病）
と　き／ 8月 4日c　19:00～20:30
ところ／原田まちづくりセンター
講　師／勝又秀

ひで

樹
き

さん（医師）
②いつまでも元気な骨で健康長寿
〜骨粗しょう症とロコモ予防〜
と　き／ 8月 7日f　19:00～20:30
ところ／鷹岡まちづくりセンター
講　師／荻野透

とおる

さん（医師）
※①②とも、当日直接会場へ。

富士発・女
ひ と

と男
ひ と

のフォーラム

多文化・男女共同参画課　155-2724
①「食の安全は誰がつくる？」（無料）
と　き／ 8月 1日g　13:00～15:00
ところ／フィランセ東館 2階ふく
し学習室
講　師／赤

あか ほ り

堀ひろ子さん（生活クラ
ブ生活協同組合静岡　顧問）
定　員／60人
申し込み／ 7月18日g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、生活クラブ生活協同組
合静岡　沼津センター　石

いし

渡
わたり

　方
へ� 1055-923-4828
� 5055-922-6153

※託児あり（事前にお申し込みください）。
②中華ちまきをつくろう♪
と　き／ 8月22日g　10:00～13:00
ところ／フィランセ西館 2階調理室
内　容／給食で出される中華ちまき
とサイダーかんを親子で調理
定　員／15組（応募者多数の場合抽せん）
参加費／ 1家族500円（昼食つき）
※持ち帰りはできません。
持ち物／エプロン、ふきん（親子とも）
申し込み／ 7月20日bまでに、電話
またはメールに、住所、氏

ふり

名
が な

、電
話番号、参加人数を記入し、富士
市学校給食を考える会　増田　方
へ� 1090-7038-1059�
� Efuji.kyusyoku.info@gmail.com

チャレンジ!!陶芸

市立博物館　121-3380
と　き／① 8月 8・22日　②10月10
・24日　①②とも各土曜日9:30
～11:30�　各計 2回
ところ／市立博物館工芸棟陶芸室
内　容／オリジナルの陶芸作品をつ
くり、絵つけをする
対　象／小学生以上（小学生は保護
者同伴）
定　員／30人（先着順）
参加費／1,000円（材料費含む）
申し込み／①は 8月 1日g、②は10
月 3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分館
歴史民俗資料館へ
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5日A 中島産婦人科医院 51-4188 青島町 なかがわ眼科 2
（0544）
9-6000 富士宮市 里和耳鼻咽喉科医院 23-1133 伝 法 富士中島整骨院 38-9653 中 島

12日A 富士レディースクリニック 21-1111 富士見台 阿部眼科医院 61-5810 柚 木 つりた耳鼻咽喉科クリニック 9
（055）
27-3387 沼津市 たなか接骨院 21-3670 石 坂

19日A 長谷川産婦人科医院 53-7575 吉原5 朝岡眼科医院 52-0745 今泉 3 わたなべ耳鼻咽喉科医院 65-6787 松 岡 久保寺接骨院 85-3916 北松野
20日B 船津クリニック 65-7272 川成新町 加 藤 医 院 34-0011 比 奈 さわだの森耳鼻咽喉科クリニック 9

（055）
29-8787 沼津市 しおざわ整骨院 62-1133 水戸島1

26日A 宮﨑クリニック 66-3731 松 岡 天神眼科医院 2
（0544）
3-7050 富士宮市 本橋耳鼻咽喉科医院 9

（055）
72-1133 三島市 らくらく接骨院 88-1623 松 岡

と　

き

7月の接骨師会 
休日当直当番

眼
が ん

科
か Ophthalmology
Oftalmolagia

9:00〜17:00

耳
じ

 鼻
び

 科
か Otorhinolaryngology
Otorrinolaringologia

8:00〜17:00

産
さ ん

婦
ふ

人
じ ん

科
か Gynecology＆Obstetrics
Gineco-Obstetrica

8:00〜18:00

柔
じゅう

道
ど う

整
せ い

復
ふ く Bonesetter

Clinica�de�osteopatia

9:00〜17:00

Available�Hospitals�in�the�Holiday
Pronto�Socorro�em��atendimento�fim�de�semana�e�feriados7月の休日当直医 救急当直医案内

151-9999

内
な い

科
か

・小
しょう

児
に

科
か

・外
げ

科
か Internal�Medicine/Pediatrics/Surgery

Clinica�Geral/Pediatria/Cirurgias
歯科医師会館　153-5555
　　　　　　　伝法2850-3
日曜日・祝休日 9:00〜12:00
　　　　　　  13:00〜16:00

歯
し

　科
か Dentistry
Dentistas

Emergency�Hospitals
Hospitais�de�emergencia

救 急 救急医療センター　151-0099　津田217-2
平日19:00〜翌8:00　土曜日14:00〜翌8:00　日曜日・祝休日 9:00〜翌8:00
〈診療上の注意〉必ず保険証とお薬手帳（ある場合）を持参してください。緊急性により診察
順が変わり、投薬は 1日分です。子どもが受診する場合は、早目の時間帯にお越しください。

○納入 期限　 7月31日F
（納入通知書は、 7月中旬に郵送します）
○口座振替日　 7月28日C

7月の水道料金・下水道使用料　上下水道お客様センター　155-2846

申し込み／直接、市指定金融機関の窓口へ
持 ち 物／通帳・印鑑（届印）・水栓番号（各
世帯配付の「使用水量等のお知らせ」に記載）

〜納入は便利で確実な口座振替で〜

※納入は 2か月に 1度です（地区によって納入月が異なります）。

7 月の教育委員会会議
7 月定例会を開催します 

（どなたでも傍聴できます）
と　き／ 7月22日d　13:30～
ところ／富士市教育プラザ
　 � � � 3階情報研修室 1・ 2
� 教育総務課　155-2865

問い合わせ／商業労政課　☎ 55-2907　551-1997

新商品賞
　事業者からのアイデア・創意
工夫による ｢富士のふもとらし
い｣ 新商品に注目した賞です。
品名／釜揚げしらすとさつま芋
　　　のキッシュ
店名／菓道　甘清堂
所在地／
　今泉1-13-16　☎52-1411

看板娘・息子賞
　商売の基本である接客態度、
接客術、笑顔や元気さなどに注
目した賞です。
氏名／
　藤巻�和弘さん
店名／富士錦酒造株式会社
所在地／富士宮市上柚野532
　　　　☎0544-66-0005

　 富士のふもとの大博覧会2015の「グ
ルメコンテスト」「新商品賞」「看板娘・
息子賞」の結果を発表します。

富士のふもとの大博覧会
2015 結果発表

来場者数
4万6,596人

グランプリ（各部門の 1 位）

■ごはん・パン部門
品名／富士山肉巻きおにぎり
店名／セロリ畑
電話／☎080-7950-2847

■めん部門
品名／富士宮やきそば
店名／静岡駿河本舗
所在地／松岡767-6
　　　　☎30-7977

■一品総菜部門
品名／手羽先　あまから揚げ
店名／あまからや　くう
所在地／広見本町22-12
　　　　☎21-6169
■お菓子スイーツ部門
品名／紅ほっぺヨーグルト
店名／れっどぱーる
所在地／富士宮市青木133
　　　　☎0544-24-4071

金賞（各部門の 2 位）

■ごはん・パン部門
品名／牛タン100％ハンバーガー
店名／焼肉　牡

ぼ

丹
たん

苑
えん

所在地／本町4-6�スカイビル 2F
　　　　☎61-1297
■めん部門
品名／せんどそば
店名／道の駅　なるさわ
所在地／山梨県南都留郡鳴沢村
　　　　8532-63
　　　　☎0555-85-3366
■一品総菜部門
品名／ばくだんからあげ
店名／からあげ道場
所在地／本町7-19
　　　　☎090-1568-9824
■お菓子スイーツ部門
品名／富士山味めぐり
　　　生クリームどら焼き
店名／和洋菓子　はせがわ
所在地／吉原3-2-4
　　　　☎52-0393

「静岡駿河本舗」と「あまからや くう」
は、グランプリを3回受賞したので
殿堂入りになりました。

グルメコンテスト


