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お 知 ら せ

安全な夏山登山のために 
～軽装備による山岳遭難事故が多発中～

消防本部警防課　155-2856
●十分な装備と食料で、ゆとりある
計画を立て、経験、技術、体力に
合わせた登山を心がけましょう。
●経験あるリーダーのもと、複数人
での登山に努めましょう。
●登山中も気象状況を確認し、天候
急変の兆しがある場合は無理をせ
ず引き返しましょう。
●携帯電話や無線機などを携行し、非
常時の通信手段を確保しましょう。
●入山時には、登山ポストに登山者
カードを投函しましょう。また、
家族や職場などにも登山の計画を
伝えておきましょう。
●登山のルールやマナーを守り、お
互いに楽しい登山をするよう心が
けましょう。

8月は道路ふれあい月間 
～8月10日は「道の日」～

道路維持課　155-2832
★道路の穴や側溝のふた、カーブミ
ラーの破損など、危険箇所を見つ
けたらご連絡ください。
★道路にはみ出している庭木の枝や
雑草は、お互いの心遣いで刈り取
りましょう。
★道路にごみを捨てたり、物を置い
たりしないようにしましょう。

国民健康保険の一部負担金及び
保険税の減免などについて

国保年金課　155-2751
○国民健康保険の一部負担金の支払
免除及び支払猶予
医療機関で受診した際に窓口で支
払う一部負担金の支払免除または支
払猶予を受けられる場合があります。
対　象／震災、風水害、不作、事業
の廃止などにより身体・財産に甚
大な被害を受け、一定の要件に該
当する世帯に属する人
問い合わせ／保険給付担当
� 155-2751
○国民健康保険税の減免
国民健康保険税の減免を受けられ
る場合があります。
対　象／貧困、失業、災害、傷病な
どにより国民健康保険税の納付が
困難になった人
問い合わせ／賦

ふ か

課担当　155-2752

夏休み福祉なんでも学習（無料）

ボランティアセンター　164-7100
夏休みに福祉について楽しく学ん
でみませんか。
と　き／ 8月 8日g　9:00～12:00
ところ／フィランセ東館 3階ほか
内　容／車椅子サッカー、点字・手
話・要約筆記などの体験、盲導犬・
人権の啓発、ボッチャ、災害時に
役立つ小物づくりなど
申し込み／当日直接会場へ

ミュージカルワークショップ発表公演 
「T

ザ

HE M
ミ ュ ー ジ カ ル

USICAL T
タ イ ム

IME 2015」
ロゼシアター　160-2510

と　き／10月 4日a

1回目／11:00～（10:30開場）
2回目／15:00～（14:30開場）

ところ／ロゼシアター中ホール
出演者／市民参加者
入場料／無料（ 3歳以下は入場不可）
整理券／8月7日fの10:00からロゼ
シアター窓口で配布します（各回
1人 4枚まで）

※詳しくは、ロゼシアターウェブサ
イトをごらんください。�
� Bhttp://rose-theatre.jp

高次脳機能障害医療相談 
（無料）
障害福祉課　155-2761

と　き／ 8月31日b　13:30～16:30
ところ／県富士総合庁舎 1階富士保
健所予診室・幼児指導室
内　容／専門医などによる医療等総
合相談
対　象／高次脳機能障害により、日
常生活や社会生活に問題を抱えて
いる人及びその家族
定　員／ 4人程度（予約制。応募者
多数の場合は調整します）
申し込み／ 8月10～21日（土・日曜
日は除く）に、電話で県富士健康
福祉センターへ� 165-2155

陶芸室自由開放日（無料）

市立博物館　121-3380
と　き／ 8月 9日、9月13日、10月
11日、11月15日の各日曜日　9:30
～16:00
ところ／市立博物館工芸棟陶芸室
対　象／小学生以上（小学生は保護
者同伴）
定　員／30人（先着順）
持ち物／エプロン、タオル
※粘土 1キログラムにつき1,000円。
申し込み／当日9:00から受け付けま
す。直接市立博物館分館�歴史民俗
資料館へ

献血にご協力を

福祉総務課　155-2757
8 月の献血
日 場　　所 時　間
6日e 市役所駐車場

9:30～16:00
（昼休み12:00～13:15）9日a

ジャンボエンチョー
富士店駐車場

20日e 市役所駐車場

中央公園パークシアター（無料）

りぷす富士（公園事業課）　155-3553
と　き／ 8月22日g　19:00上映開始
※雨天の場合は 8月23日aに順延。
ところ／中央公園富士見の広場（東
側芝生広場）
上映作品／「ヒックとドラゴン 2」
持ち物／ビニールシートなどの敷物
申し込み／当日直接会場へ

中央図書館　151-4946

日 場所と貸し出し開始時刻

1・15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（15日の14:00のみ）

4・18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）

5・19日d
駿河台団地（ 5日の14:15のみ）
富士見台市営住宅集会所前（15:00）

6・20日e
滝戸団地内（14:00）
岩本山団地集会所前（15:00）

7・21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（ 7日の14:15のみ）
四丁河原南公会堂駐車場（15:00）

8・22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（ 8日の14:00のみ）
富士南まちづくりセンター（15:00）

13・27日e 歴史民俗資料館駐車場（15:00）

26日d 青葉台まちづくりセンター（15:00）

休館日／3・10・17・24・28・31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8月
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第50回 
富士市発明くふう展 作品

産業政策課　155-2906
展示期間／ 9月12日g・13日a　
9:00～17:00
ところ／ロゼシアター 1階展示室
出品物／生活の中のちょっとしたア
イデア品や産業の発展に役立つもの
（作品の実物または発明・意匠など）
応募資格／市内在住・在学・在勤の人
申し込み／ 8月31日～9月 4日に、小・
中学生は学校ごとに、高校生以上
は、直接産業政策課へ

市民活動支援補助金の申し込み

市民協働課　155-2701
平成28～30年度に実施する、市民
生活や地域のまちづくりなどの公益
的な活動に対する補助金の申し込み
を受け付けます。
対　象／市内在住・在学・在勤の 5
人以上で構成され、活動拠点が市
内にある団体
補助金額／対象事業費の 2分の 1以
内で、上限額は50万円
申し込み／ 9月 1～30日の8:30～
17:00（土・日曜日、祝休日は除く）
に、申込書（ 8月 5日d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）に必要事項を記
入し、直接市民協働課へ
※採択に当たり、10月下旬にヒアリ
ングを実施します。

自衛官等

市民課　155-2746
募集種目／①自衛官候補生②一般曹
候補生③航空学生
資　格／①②18歳以上27歳未満の人
③高卒（見込みを含む）で、21歳
未満の人
受付期間／ 8月 1日～ 9月 8日
問い合わせ／自衛隊富士地域事務所�
� 151-1719

街角にバラの花を!! 
～「バラいっぱい運動」植栽地～

みどりの課　155-2793
「みどりいっぱい富士市民の会」
が苗木・肥料などの原材料を配布し、
育成に関する実技指導などを「富士
ばら会」が行います（初年度のみ）。
対　象／公共性があり、初めてバラ
を植栽し、団体で管理する花壇
申し込み／ 9月30日dまでに、直接
みどりの課へ（応募団体多数の場
合選考）

富士スモッグ改善計画 
推進協議会市民委員

環境保全課　155-2774
応募資格／20歳以上で、市内に 1年
以上住んでいる人
委員任期／10月 4日～平成29年10月
3日（会議は平日の昼間、年 2回程度）

定　員／ 3人（男女・世代・地域の
バランスなどを考慮し、書類選考）
報　酬／会議 1回につき7,000円
申し込み／ 8月21日f（必着）までに、
　応募用紙（環境保全課で配布、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
士市役所環境保全課へ� 551-9854

Eka-kankyouhozen@div.city.fuji.shizuoka.jp

9月10日は下水道の日 
下水道いろいろコンクール作品

上下水道総務課　155-2800
9月10日の下水道の日にちなみ、

下水道に関する作品を募集します。
★絵画・ポスターの部（小・中学生）
★作文の部（小・中学生）
★書道の部（小・中学生）
★新聞の部（小・中学生）
★標語の部（応募制限はありません）
※部門ごとに規格があります。詳し
くは、市ウェブサイトをごらんく
ださい。
申し込み／ 9月 4日f�の20:00（必
着）までに、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
（学校を通じての応募も受け付け
ています）

お 知 ら せ

田子の浦港・駿河湾 
洋上セミナー参加者

産業政策課港湾振興室　155-2816
と　き／10月11日a　8:30～16:00
集合場所／田子の浦港富士埠頭 6号
岸壁（田子の浦漁業協同組合北側）
内　容／東海大学の海洋調査研修船「望

ぼう

星
せい

丸」に乗船し、田子の浦港と周辺海
岸施設の視察、海洋観測などを実施
対　象／市内在住・在学・在勤の中
学生以上（中学生は保護者同伴）
定　員／60人（応募者多数の場合抽せん）
※グループで最大 3人まで申し込み可。
参加費／2,000円（昼食代込み）
申し込み／ 8月31日bの17:00までに、�
はがきまたはFAXに住所、氏

ふり

名
がな

、年
齢、性別、電話番号、学校名または
勤務先、応募動機（100字程度）、乗
船時の緊急連絡先（グループで申し
込む場合、同伴者は住所、氏

ふり

名
がな

、年
齢、性別、電話番号）を記入し、
〒417-8601　富士市役所産業政策
課へ� 551-1997

日曜・夜間納税相談
8月 2日A� 9:00〜16:00
8月17日B� 17:15〜19:00

収納課　155-2730

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
神戸土地区画整理事業の事業進捗
に伴い、用途地域（容積率・建ぺい
率）の変更に関する説明会及び公聴
会を開催します。
★説明会
と　き／① 8月 3日b　15:00～�
　　　② 8月 4日c　19:00～
ところ／①②とも神戸まちづくりセ
ンター第 2研修室
申し込み／当日直接会場へ
※①②とも同じ内容です。
★公聴会
と　き／ 8月20日e　10:00～
ところ／市役所 6階第 1・ 2会議室
※公聴会で意見を述べる場合は、 8
月 6～13日の17:15（必着）までに、
公述申出書の提出が必要です。提
出がない場合、8月14日fに市ウ
ェブサイトに開催中止を掲載しま
す。傍聴する場合、申し込みは必
要ありません。
※公述申出書の提出について詳しく
は、都市計画課へお問い合わせく
ださい。
※原案は、都市計画課または市ウェ
ブサイトで閲覧できます。
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健康ふじ21推進地区講演会 
（無料）
健康対策課　164-8993

①全身の健康は歯の健康から！
と　き／ 8月17日b　13:30～15:30
ところ／フィランセ西館
講　師／大内仁

きみ ゆ き

之さん（歯科医師）
※歯科衛生士によるブラッシング指
導も行います。参加者には歯ブラ
シをプレゼントします。
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／ 8月25日c　19:00～20:30
ところ／今泉まちづくりセンター
講　師／松浦裕

ゆたか

さん（医師）
※①②とも、当日直接会場へ。

11

農業経営の安定化を図るため、茶
畑からほかの作物に転換する人に対
して補助金を交付します。
対　象／市内在住または市内に本社か
主たる事業所を有する人で、市内の
農業振興地域内に茶畑を有する人

※申し込みには申請書（農政課、JA
富士市各支店で配布）などが必要で
す。詳しくは農政課へ。155-2781

茶園転換支援事業 
補助金を交付します

講座・教室
子育てママさん体操教室（託児あり） 
～運動不足解消！子どもと一緒にエクササイズ♪～

スポーツ振興課　155-2876
と　き／ 9月28日、10月 5・19・26
日の各月曜日　①9:45～10:30　
②10:45～11:30　各計 4回
ところ／市立富士川体育館 2階多目
的スタジオ
対　象／市内在住・在勤の母親と 2
～ 3歳児（平成27年 9月 1日時点）
定　員／各20組40人（応募者多数の場合
抽せん。うち、託児希望者は各 6組まで）

参加費／ 1組1,000円（託児希望者は
1組1,500円）

申し込み／ 8月17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、母親と
子どもの氏

ふり

名
が な

・年齢、子どもの生
年月日、電話番号、希望時間、託
児希望者は託児する子どもの氏

ふり

名
が な

・生年月日・年齢・性別を記入し、
〒417-8601�富士市役所スポーツ
振興課へ

こころの健康講座Ⅱ（無料） 
～統合失調症の家族のための講座～

障害福祉課　155-2761
と　き／ 8月26日d　13:30～16:00
ところ／富士総合庁舎 2階201会議室
内　容／精神保健福祉士による講話
とグループワーク
対　象／富士・富士宮市内在住・在
勤の統合失調症を有する人の家族
定　員／30人
申し込み／8月10～21日に、電話ま
たはFAXに住所、氏

ふ り が な

名、電話番号を
記入し、富士健康福祉センターへ
� 165-2155　565-2288

第 2 回　市民生活講座 
「食の安全について」（無料）

市民安全課　155-2750
と　き／ 8月17日b　10:00～12:00
ところ／フィランセ東館 2階ふくし
体験室・学習室
講　師／矢野滋

しげ

久
ひさ

さん（富士保健所
衛生薬務課班長）
対　象／一般
申し込み／当日直接会場へ
※託児あり（要予約。 8月14日fま
でに、FAXに子どもの氏

ふ り が な

名・年齢
（○歳○か月）、保護者の氏

ふ り が な

名、連
絡先を記入し、富士市消費者運動
連絡会へ）� 552-9414
問い合わせ／富士市消費者運動連絡
会　中川　方� 1080-6909-2318

子育てしながら保育士資格を目指す
チャレンジ応援事業受講者（無料）

こども未来課　155-2762
と　き／ 9月 9日d、10月 5日b、
11月 4日d　9:00～12:00　計 3回
ところ／フィランセ西館 2階視聴覚室
内　容／子育てをしながら保育士資
格などの取得を目指して学習中の
人に、保育士の心構え、科目別勉
強法などの試験対策講座を実施
対　象／市内在住で子どもがいる人
（就学前の子どもがいる人を優先）
定　員／30人（応募者多数の場合選考）
申し込み／ 8月 3～25日（土・日曜
日は除く）に、参加申込書（こども
未来課及び市内の保育園・幼稚園で
配布）に必要事項を記入し、直接こ
ども未来課へ

※託児あり。

アートクラフトマーケット出店者

りぷす富士（富士市交流プラザ）　165-5523
と　き／10月17日g　10:00～15:00
ところ／富士市交流プラザ多目的ホール
募集店舗数／35店舗（応募者多数の
場合抽せん）
出店料／ 1店舗1,000円（ 1店舗につ
き、 2メートル四方のブース）
受付期間／ 8月10～19日（必着）
※申込方法など詳しくは、富士市交
流プラザへ。

サッカー教室（無料）

りぷす富士（温水プール）　136-2131
と　き／ 9月23日d　秋分の日
13:30～15:30
ところ／富士総合運動公園陸上競技
場（雨天時は富士総合運動公園体育館）
内　容／清水エスパルス所属の選手・
コーチによるサッカー指導
対　象／小学 4～ 6年生の男女
定　員／80人（応募者多数の場合抽せん）
受付期間／ 8月 9～23日
※申込方法など詳しくは、温水プールへ。

災害に備えた、犬の飼い方教室（無料） 
～犬の日常管理～

環境総務課　155-2768
と　き／ 8月 6日e　13:30～15:30
ところ／県富士総合庁舎201会議室
内　容／災害時に備えた犬の飼い
方、しつけ方、健康管理など
対　象／犬の飼い主
定　員／20組
申し込み／ 8月 3日b（必着）まで
に、はがきに住所、氏

ふり

名
が な

、電話番
号、飼っている犬の種類・年齢・
性別と頭数を記入し、〒416-0906
本市場441-1　富士保健所動物保
護第 2指導班へ� 165-2679
※動物は連れて来ないでください。

市が発注する簡易な修繕などの
参加登録申請を受け付けています。
対　象／市内に主たる事業所を有
　する小規模事業者
※参加資格及び登録など詳しくは、�
　契約課に問い合わせるか、市ウェ
　ブサイトをごらんください。
〜登録済みの皆さんへ〜
8月に定期審査を予定しています。

簡易な修繕等参加登録に 
申請してください

契約課　155-2727



らしのたより暮

広報ふじ 2015年 7月20日号

りぷす富士　各種教室

富士市交流プラザ　165-5523　富士川ふれあいホール　181-2333
教　　室 申込先・会場 受付日

①スペイン語教室②メイクアップ教室 1③体験
羊毛フェルト 1

富士市交流
プラザ 8月10～16日

①第 2回親子でフラメンコ教室②第 2回英語でヨ
ガ教室③脱、初心者!!今更聞けないパソコン教室
④第 2回フランス語教室⑤リトミック教室

富士川ふれ
あいホール 8月11～18日

※申込方法、受講料など詳しくは、りぷす富士ウェブサイトをごらんにな
るか、各申込先へ。� Bhttp://www.fuji-kousya.jp

働く人の労働安全衛生講座 
（無料）
商業労政課　155-2778

と　き／ 9月10日e　18:30～20:00
ところ／ラ・ホール富士 5階研修室
内　容／「聞いて長生き！笑って健
康！健康人生バンザイ！」
講　師／林家うん平さん（落語家）
対　象／市内在住・在勤の人
定　員／100人（応募者多数の場合抽せん）
申し込み／ 9月 2日dまでに、電話
またはFAXに住所、氏

ふり

名
が な

、電話番
号、託児の希望の有無（子どもの
名
ふり

前
が な

・性別・年齢○歳○か月）を
記入し、商業労政課へ�551-1997

観光ボランティアガイド 
養成講座（無料）

富士山観光交流ビューロー　164-3776
と　き／ 9月29日～12月 8日の毎週
火曜日（11月 3日cは除く）　
19:00～20:30　計10回
ところ／富士北まちづくりセンター
対　象／市内在住の18歳以上の人
定　員／25人（応募者多数の場合抽せん）
申し込み／ 8月21日fまでに、電話
またはFAXで、富士山観光交流ビ
ューローへ� 562-0464

岩松まちづくりセンター 
各種講座

岩松まちづくりセンター　163-5210
①ママとベビーのふれあいタッチ
と　き／ 9月25日～11月27日の毎月
第 2・ 4金曜日　10:00～12:00　
計 5回
内　容／ベビータッチ、スキンシッ
プ体験など
対　象／平成27年 9月 1日時点で生
後 2～7か月の子どもと市内在住・
在勤の母親
定　員／12組
受講料／1,500円（材料費含む）
※対象以外の子どもの参加は不可。
②おやすみ前のストレッチ
と　き／ 9月 3日～12月17日の毎月第
1・3木曜日　19:00～20:30　計 8回

内　容／快適な睡眠と翌日元気にな
るためのストレッチ
対　象／市内在住・在勤の人
定　員／15人　
受講料／800円

・・・・①②とも・・・・
ところ／岩松まちづくりセンター
申し込み／ 8月11日c（消印有効）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、電話
番号、講座名、市外在住の人は勤
務先、①は子どもの氏

ふり

名
がな

・性別・
生年月日、②は性別を記入し、岩
松まちづくりセンターへ

※①②とも応募者多数の場合抽せん。
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傾聴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／ 9月12日g・19日g、10月
4日a・11日a・24日g　各9:00
～12:00　計 5回
ところ／フィランセ東館 3階ボラン
ティアルーム
定　員／30人（応募者多数の場合抽
せん）
申し込み／ 8月21日fまでに、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

講座・教室

家族介護教室（無料）

高齢者介護支援課　155-2951
と　き／ 9月 9日、10月14日、11月11
日の各水曜日　9:30～11:30　計 3回
ところ／須津まちづくりセンター
内　容／介護保険の利用法、ケアマ
ネジャーと上手につき合おう、認
知症を理解する、介助法など
定　員／20人（先着順）
申し込み／ 8月 4日cの9:00から受
け付けます（土・日曜日は除く）。
電話で高齢者介護支援課へ

ラ・ホール講演会

りぷす富士（ラ・ホール富士）　153-4300
と　き／10月18日a　14:00～（13:30開場）
ところ／ラ・ホール富士 2階多目的
ホール
講　師／高橋元

げん

太
た

郎
ろ う

さん（俳優・歌手）
入場料／500円
申し込み／ 8月17日bから入場券を
販売します。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、温水プール、市立富士
体育館、市立富士川体育館へ

ゼロから始める英会話教室

多文化・男女共同参画課 国際交流室　155-2704
と　き／ 8月20日～10月22日の毎週
木曜日　10:00～11:30　計10回

ところ／ラ・ホール富士 3階第 2会議室
内　容／日常生活から海外旅行まで
幅広く使える英会話表現を学ぶ
対　象／楽しく英会話をしたい人
定　員／15人（富士市国際交流協会
会員を優先し、先着順）
受講料／ 1万円（協会会員は5,000円）
申し込み／ 8月 3～17日に、電話で
富士市国際交流協会へ�152-0995

開庁日／ 8月 2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）

8月の市役所休日開庁日

8  月  の  納  期
8月15〜31日

市・県民税　第 2 期
国民健康保険税　第 2 期　収納課　155-2730
介護保険料　第 2 期　介護保険課　155-2766
後期高齢者医療保険料　第 1 期

国保年金課　155-2754
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多文化共生や地域のこれから
について考える（無料）

多文化・男女共同参画課 国際交流室　155-2704
と　き／ 8月24日b　�
①講演会　15:00～17:00　�
②事例紹介・意見交換　19:00～21:00
ところ／消防防災庁舎 7階大会議室
内　容／①多文化共生の基礎、今後
の展望についての講演�
②地域で生活する外国人などによ
る事例紹介や意見交換
講　師／①田村太郎さん（NPO法人多
文化共生マネージャー全国協議会代表
理事）②高畑幸

さち

さん（静岡県立大学
国際関係学部准教授）、田村太郎さん

　　・・・・①②とも・・・・
対　象／多文化共生に興味がある人
申し込み／ 8月20日eまでに、市ウ
ェブサイトで電子申請するか、
FAXまたはEメールに住所、氏

ふ り が な

名、
電話番号を記入し、多文化・男女共
同参画課国際交流室へ� 555-2864

　Esi-kokusai@div.city.fuji.shizuoka.jp
　適正な管理がなされていない農
地が市内各地に見受けられます。
周辺環境への配慮のため、定期的
な草刈など、所有農地の適正な管
理をお願いします。
 農業委員会事務局　155-2880

農地をお持ちの人へ

と　き／ 8月11～16日　9:00～17:00
ところ／ロゼシアター 1階一般展示室
入場料／無料
問い合わせ／「平和のための富士戦
争展」の会　加藤　方� 161-2722

「2015平和のための 
富士戦争展」を開催します

お詫びと訂正
広報ふじ7月5日号の12ページに

掲載の記事に誤りがありました。
甲
きのえね

子祭・甲子秋まつりは下記のと
おり開催されます。

甲子祭
と　き／ 8月 1日g・ 2日a
ところ／富士市交流プラザ周辺
問い合わせ／富士町区長　松野　方�
　　　　　　　　�　　161-3213

甲子秋まつり
と　き／10月17日g・18日a
ところ／富士本町商店街
問い合わせ／富士本町甲子囃

ば や し

子保
存会　吉田　方� 161-0058

　
　認知症について、簡易チェック
表、相談窓口、認知症の診療内容
がわかる医療機関一
覧、認知症の状態に
応じたサービス一覧
などを掲載した便利
な情報冊子「認知症
の人と家族のみちし
るべ」を配布してい

ます。ぜひご活用ください。
配布場所／
・介護保険課（市役所 4階）
・高齢者介護支援課（市役所 4階）
・地域包括支援センター（市内 8
か所）
・各地区まちづくりセンターほか
※市ウェブサイトにも掲載しています。

【問い合わせ】介護保険課 155-2767

認知症・介護予防等情報
…もしかして認知症では？と思ったときに役立つ冊子「認知症の人と家族のみちしるべ」…

　富士っ子トライアスロン　
（小・中学生対象）

スポーツ振興課　153-6045
①富士っ子トライアスロン教室
と　き／ 8月 9日a　8:00～12:15
参加費／500円
申し込み／ 8月 3日bまでに、申込
用紙に必要事項を記入し、FAXで
富士っ子トライアスロン事務局へ
②富士っ子トライアスロン大会
と　き／ 9月13日a　7:45～
参加費／1,500円
申し込み／ 8月20日㈭までに、専用郵
便振替用紙、申込用紙に必要事項を
記入し、参加費を添えて郵便局へ
※ 8月21日㈮以降は電話で富士っ
子トライアスロン事務局へ。
・・・・①②とも・・・・

ところ／富士総合運動公園ほか
問い合わせ／富士っ子トライアスロン
事務局（志田歯科内）　1・563-7755
※募集要項、申込用紙、専用郵便振替
用紙は振興公社各施設・富士市交流
プラザ・市内スポーツジムで配布。
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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� 　〈 5月末現在〉

年間累計 昨年比
全刑法犯罪 755件 ＋ 64件
忍び込み 8件 − 9件
空き巣 13件 − 2件
オートバイ盗 136件 ＋ 79件
事故情報� 〈 6月末現在〉

年間累計 昨年比
件　数 1,176件 ＋ 2件
死　者 7人 ＋ 1人
負傷者 1,557人 ＋ 48人
安全を�つなげて広げて�事故ゼロへ★静岡県高年齢者活躍促進支援事業

①企業向け高年齢者活用支援セミ
ナー（企業対象）
と　き／ 8月 5日d　13:30～15:30
ところ／富士市交流プラザ会議室 1
②高年齢者活躍支援セミナー（個
人対象） 2日間コース
と　き／ 8月17日b　9:30～16:30�
　　　 8月20日e　9:30～16:30

ところ／富士市交流プラザ会議室 4
対　象／求職している高年齢者
申し込み・問い合わせ／①②とも
日本プロフェッショナル・キャ
リア・カウンセラー協会　米川　
方へ� 1054-272-4920

市民れんらく版

ウォーキング教室 
～歩き方の基本をマスター～

スポーツ振興課　155-2876
と　き／ 9月14・28日、10月 5・19
日の各月曜日　9:30～11:00（10月
19日のみ10:00～11:30）　計 4回
ところ／富士総合運動公園体育館ほか
※最終日は富士山こどもの国クロス
カントリーコース。
講　師／赤岩龍

りゅう

士
じ

さん（理学療法士）
対　象／市内在住・在勤の人
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／ 8月20日e（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、教室名を記入し、
〒417-8601　富士市役所スポーツ
振興課へ

平和を祈りましょう�
富士市戦没者追悼式

と　き／ 8月15日g　11:50～
ところ／ロゼシアター中ホール
※12:00の時報に合わせて、黙とう
をささげましょう。

原爆死没者の慰霊と平和を祈念して
　　��黙とうをささげましょう
と　き／�8月 6日e� 8:15（広島）�

8月 9日a� 11:02（長崎）
福祉総務課　155-2757




