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小・中学校パート調理員
（市臨時職員）随時登録受付中

詳しくは教育総務課へ
教育総務課　☎55-2865

お 知 ら せ募 　 集

8 月の教育委員会会議
8 月定例会を開催します 

（どなたでも傍聴できます）
と　き／ 8月20日e　13:30〜
ところ／富士市教育プラザ 1階会
議室 1・ 2・ 3
� 教育総務課　155-2865

平成27年度 
危険物取扱者試験

消防本部予防課　155-2860
とき・ところ／
　第 2 回�11月 1日a　富士宮市ほか　

第 3 回�11月 8日a　沼津市ほか 
試験種目／甲種・乙種全類・丙種危
険物取扱者試験

申し込み／ 8月27日〜 9月 7日に、
申込用紙（消防本部予防課で配布）
に必要事項を記入し、直接または
郵送で、〒420-0034　静岡市葵区
常磐町1-4-11　（一財）消防試験
研究センター静岡県支部へ　　　�

1054-271-7140

看護師など再就業相談（無料） 
～勇気を出して再出発を！～

保健医療課　155-2739
と　き／ 9月 3日e　10:00〜14:00
ところ／フィランセ西館 3階和室
対　象／看護師などの資格を持ち、
現在就業していない人

申し込み／当日直接会場へ
問い合わせ／静岡県ナースセンター
東部支所� 1・5055-920-2088

中央図書館開館20周年 
記念講演会（無料）

中央図書館　151-4946
と　き／10月15日e　18:00開演
（17:30開場）

ところ／ロゼシアター小ホール
内　容／椎名誠

まこと

さん（作家）による
講演「辺境の食卓」

定　員／300人（先着順）
申し込み／ 9月 2日dの9:00から受
け付けます。直接または電話・E
メールに氏

ふり

名
が な

、連絡先を記入し、
中央図書館へ
　Elibrary＠div.city.fuji.shizuoka.jp

自衛隊採用制度説明会

市民課　155-2746
と　き／ 9月 6日a・20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

2015健康まつり 
口腔がん検診（無料）

健康対策課　164-8993
と　き／ 9月27日a　10:00〜13:00
ところ／フィランセ 1階歯科診察室
対　象／市内在住の30歳以上の人
定　員／30人（先着順）
申し込み／ 8月19日〜 9月14日（土・
日曜日は除く）の10:00〜15:00に、電
話で富士市歯科医師会へ��153-5555

ひきこもり家族交流会

障害福祉課　155-2761
と　き／ 9月24日、10月22日、11月
19日の各木曜日　13:30〜15:30　
計 3回

ところ／富士総合庁舎 2階201会議室
対　象／富士・富士宮市在住で社会
的ひきこもり状態にある人の家族

定　員／20人（先着順）
申し込み／ 9月 1〜18日に、電話で
富士健康福祉センターへ

165-2155

障害者就職面接会（無料）

障害福祉課　155-2761
と　き／ 9月 7日b　13:30〜15:30
（13:00受付開始）

ところ／ふじさんめっせ
持ち物／履歴書（複数枚）、身体障害者
手帳・療育手帳・精神障害者福祉手帳

申し込み／当日直接会場へ
問い合わせ／ハローワーク富士

151-2151

富士川学校給食センター 
パート業務補助員（市臨時職員）

教育総務課　155-2865
募集人数／ 1人
勤務地／富士川学校給食センター、
富士川及び松野地区の小・中学校

業務内容／富士川学校給食センター内
での発送準備・施設管理業務、富士川
及び松野地区の小・中学校での給食
受け渡し業務、栄養業務補助など

勤務時間／10:15〜14:30（3.5時間勤務）
賃　金／時給810円
面接日／ 8月20日e

申し込み／ 8月19日dの17:00（必
着）までに、市販の履歴書または臨
時職員登録票（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
郵送で、〒417-8601　富士市教育委
員会教育総務課へ

第16回　静岡県市町対抗駅伝競走大会 
富士市代表候補選手選考会出場者

スポーツ振興課　155-2876
と　き／ 9月12日g　受付8:00〜
※種目ごとに競技開始時間が異なります。
ところ／富士総合運動公園陸上競技場
種　目／小学生男・女、中学生男・
女、一般男・女、40歳以上の各部

対　象／市内在住・在学・在勤の人
申し込み／当日直接会場へ
問い合わせ／富士市実行委員会事務
局　望月　方� 1090-1234-4948

こども療育センター 
作業療法士（嘱託）

こども療育センター　121-9482
募集職種／作業療法士
募集人数／ 1人
勤務地／こども療育センター
業務内容／子どもへの個別指導・家
族支援など

対　象／子どもの指導に関する知識・
経験・熱意のある作業療法士

勤務時間／平日の8:30〜17:00
賃　金／月給21万5,600円（期末手当など支給）
申し込み／ 9月30日dまでに、電話連
絡の上、市販の履歴書に必要事項を
記入し、直接または郵送で、〒416-
0061�伝法85��こども療育センターへ

夜間納税相談
8 月25日C 17:15〜19:00

収納課　155-2730
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第 7 回　富士山おむすび計画
年代別ふだんの食育弁当コンテスト
保健医療課食育推進室　155-2884

募集作品／主食が「ごはん」か「おむ
すび」の、身近な食材による栄養
バランスを考慮した弁当
※食べる対象の年代を①幼児（ 1〜
5歳）②小・中学生、高校生（ 6
〜18歳）③青年期（19〜29歳）④
働き盛り（30〜64歳）⑤シルバー
（65歳以上）から選んで応募して
ください。

応募資格／市内在住・在学・在勤の人
選考方法／書類選考の後、11月28日

gにふじさんめっせ（環境フェア会
場）で人気コンテストを行い、12月
中旬の最終審査でグランプリを決
定（入賞者には賞品があります）

応募方法／10月 9日f（消印有効）
までに、応募用紙（保健医療課・
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、弁当の写真
（Ｌサイズ）を添付し、郵送また
はＥメールで、〒417-8601　富士
市役所保健医療課へ�
Eho-iryou@div.city.fuji.shizuoka.jp

2015健康まつり 
「赤ちゃんハイハイ・ヨチヨチレース」

健康対策課　164-8994
と　き／ 9月27日a　10:30〜13:30
ところ／フィランセ西館 2階
対　象／市内在住で、9月27日時点
で 1歳 3か月までの子ども（平成
26年 6月以降生まれ）

定　員／100人（応募者多数の場合抽せん）
申し込み／ 9月 9日d（必着）までに、
往復はがきに住所、子どもと保護者
の氏

ふり

名
がな

、子どもの性別・生年月日、
電話番号、希望レース（ハイハイま
たはヨチヨチ）を記入し、〒416-
8558　フィランセ健康対策課へ

FUJI未来塾（無料）

まちづくり課　155-2887
と　き／ 9月19日、10月17日、11月
21日、12月12日、平成28年 2月13
日の各土曜日　13:00〜16:00　計
5回

ところ／富士駅北まちづくりセンター
内　容／未来の富士市について考え、
チームをつくり、自分たちができる
ことを企画し、行動していくための
実践講座

講　師／飯
いい

倉
く ら

清
き よ

太
た

さん（静岡県地域
づくりアドバイザー）

対　象／市内在住・在学・在勤の人
定　員／20人（応募者多数の場合抽せん）
申し込み／ 8月10日〜 9月 4日に市
ウェブサイトで電子申請するか、
参加申込書（まちづくり課・各地区
まちづくりセンターなどで配布）
を直接まちづくり課または各地区
まちづくりセンターへ

富士本町軽トラ市出店者

商業労政課　155-2907
と　き／10月 4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／ 8月31日b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

市営住宅三ツ沢北団地 
（高齢者等対応住宅）入居者

住宅政策課　155-2817
募集団地／三ツ沢北団地B棟108号室
（三ツ沢272-1）

間取り／ 2 K（ 6畳、4.5畳、K）
家　賃／ 1万4,300円〜 2万8,100円
※入居する人の世帯所得によります。
※別途共益費などがかかります。
敷　金／家賃の 3か月分
資　格／単身または親族 2人以上で
入居し、満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ほか

申し込み／ 8月20〜31日（土・日曜
日は除く）の8:30〜17:15に、直接
住宅政策課へ
※シルバーハウジングではありません。

講座・教室

大逆転の認知症ケア 
高齢者虐待防止講演会（無料）

高齢者介護支援課　155-2951
と　き／ 9月11日f　13:30〜15:30
ところ／消防防災庁舎 7階大会議室
講　師／和田行男さん（介護福祉士・
㈱大起エンゼルヘルプ取締役）

定　員／100人（先着順）
申し込み／ 9月 4日f（土・日曜日
は除く）までに、直接または電話
で高齢者介護支援課へ

まちづくりセンター講座

①自転車生活を始めよう
と　き／9月30日d�19:00〜20:30、10月
7日d�19:00〜20:30・10日g�10:00〜
12:00・31日g�10:00〜14:00　計 4回

ところ／元吉原まちづくりセンター、
富士マリンプールほか

内　容／自転車の選び方や交通ルール
を学び、試乗会やサイクリングを行う

講　師／中西俊太さん（自転車技士・
自転車安全整備士）、交通安全指導員

対　象／市内在住・在学・在勤の18
歳以上（高校生は除く）の自転車
に乗れる人

定　員／15人（応募者多数の場合抽せん）
受講料／590円（保険料含む）
問い合わせ／元吉原まちづくりセンター�
� 133-0170

②フットサルをはじめよう
と　き／10月 1日〜12月17日の毎月第
１・３木曜日　19:00〜20:40　計6回

ところ／市立富士体育館
講　師／太田和哉さん、渡井隆泰さ
ん（富士市サッカー協会）

対　象／市内在住・在学・在勤の18
〜39歳の人（高校生は除く）

定　員／20人（応募者多数の場合抽せん）
受講料／500円
問い合わせ／浮島まちづくりセンター�

138-0930
‥‥①②とも‥‥

申し込み／ 8月28日fまでに、市ウ
ェブサイトで電子申請するか、はが
きを持参し吉永・元吉原・須津・浮
島・原田まちづくりセンターへ。ま
たは、①は往復はがき・FAX・Eメ
ールに住所、氏

ふり

名
が な

、生年月日、性
別、電話番号を記入し、〒417-0845　
大野新田744-2　元吉原まちづくり
センターへ　　　　　533-0255

� Ec-motoyoshihara@div.city.fuji.shizuoka.jp
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「富士山と、」運動ウェブサイト開設

講座・教室1か月でマイナス 1 キロ 
チャレンジ講座（無料）

健康対策課　164-8993
と　き／ 9月17日e　9:30〜13:30、
10月16日f　9:30〜12:00　計 2回

ところ／富士南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

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。
持ち物／コンビニエンスストアなど
で購入した、エネルギー表示のあ
る昼食（ 1日目のみ）

申し込み／ 8月21日〜 9月11日（土･
日曜日は除く）に受け付けます。
電話で健康対策課へ

ボランティアセンター講演会
（無料）

ボランティアセンター　164-7100
と　き／ 8月22日g　10:00〜12:00
ところ／フィランセ西館 4階大ホール
内　容／梅田純平さん（社会福祉法
人　大阪ボランティア協会職員）
による講演「『ほっとかれへん』で
動き出す〜ボランティアをはじめ
た気持ち〜」

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

農家の食と年中行事

市立博物館　121-3380
と　き／① 8月23日㈰�② 9月13日㈰　
各9:00〜13:00　

ところ／広見公園内旧稲垣家住宅
内　容／①そばの種まきとゆで落花
生づくり　②サトイモの収穫と月
見だんごづくり

‥‥①②とも‥‥
対　象／小学生以上
定　員／13人（①応募者多数の場合
抽せん②先着順）

参加費／各300円
申し込み／①は 8月 9〜18日に、②
は 8月30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

身近な人を支えるためのこころ
のゲートキーパー研修会（無料）

健康対策課　164-8993
と　き／ 9月17日e　10:00〜11:30
ところ／フィランセ東館 2階ふくし学習室
内　容／①こころの健康について②
ゲートキーパーの役割と心得③望
ましい声のかけ方や話の聞き方な
どについて

対　象／こころの健康に関心のある人
定　員／30人程度
申し込み／事前に予約が必要です。
電話で健康対策課へ

 B 日程

C日程
試験職種 予定人員 受験資格

消防職
（短大卒） 若干人 平成元年�4�月�2�日以降に生まれた人で、短大等を

卒業した人（卒業見込みを含む）
消防職
（高校卒） 若干人 平成3 年�4�月�2�日以降に生まれた人で、高校を卒

業した人（卒業見込みを含む）

試験職種 予定人員 受験資格

一般事務職 若干人

昭和60年�4�月�2�日以降に生まれた人（身体障害者は
昭和40年�4�月�2�日以降）で、市内に居住し（採用後に
居住できる人を含む）、スポーツ・文化芸術・研
究・学術・ボランティア活動や、その他の分野に
おいて、大きな実績・成果を上げた人

一般採用

チャレンジ枠採用　※ A日程と併願できます。

試験職種 予定人員 受験資格

一般事務職 1�人 昭和60年�4�月�2�日以降に生まれた人
（身体障害者は昭和40年�4�月�2�日以降）

岳南排水路管理組合職員 ※富士市職員採用試験（A・B 日程）
　と併願できます。

必要書類／試験申込書、受験票、自己アピールシート及び
　　　　　実績や成果の証明になる書類の写しなど�（②は
　　　　　自己紹介書）
申し込み／市ウェブサイトで電子申請するか、必要書類を
　　　　　直接、または郵送（書留）で、〒417-8601�富
　　　　　士市役所人事課へ
※第二次試験は、①は10月上旬、②は11月上〜中旬に、第
　一次試験合格者を対象に実施します。B日程は、第三次
　試験まであります。
※試験案内ほか必要書類は、人事課（市役所�8�階）及び各地
　区まちづくりセンターで配布、または市ウェブサイトで
　ダウンロードもできます（郵送を希望する場合は、120円
　切手を同封し、人事課に請求してください）。
問い合わせ／人事課　☎55-2711　553-6669

必要書類／試験申込書、受験票、自己紹介書
申し込み／必要書類を直接または郵送で、〒417-0001
　　　　　今泉654-1���岳南排水路管理組合�総務課へ
※試験案内ほか必要書類は、岳南排水路管理組合事務所、富
　士市役所人事課、富士宮市役所人事課で配布しています。
問い合わせ／岳南排水路管理組合 総務課　☎51-2623　551-2676

平成28年度採用

募集期間／①B日程　 8 月20日E 〜 9 月 4 日F（必着）
　　　　　②C日程・岳南排水路管理組合職員採用試験
　　　　　 9 月 2 日D 〜24日E（必着）
第一次試験日 ／① 9 月20日A　②10月18日A

試験会場／①消防防災庁舎 7 階大会議室ほか
　　　　　②吉原第一中学校

「富士市防災ラジオ」
有償配布の休止

（10月下旬再開予定）
富士市防災ラジオは、在庫終了
に伴い、現在、有償配布を休止し
ています。再開は10月下旬の予定
です。ご迷惑をおかけしますが、
しばらくお待ちください。なお、
松野地区専用防災ラジオは、引き
続き有償配布を行っています。

防災危機管理課　155-2715

富士市職員
岳南排水路管理組合職員
　　　　　　　　    を募集します

富士山と並ぶ富士市の魅力満載。

Bhttp://fujisanto.jp/

問い合わせ／観光課�富士山・シティ
プロモーション推進室�155-2958

富士山と、 検 索
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食生活講座～減塩大作戦編～

健康対策課　164-8993
と　き／① 9月10日e　19:00〜20:30　

②10月 3日g　10:00〜12:30　計 2回
ところ／田子浦まちづくりセンター
内　容／①講義「無理なく減塩する
コツ」②おいしい減塩のポイント
を学ぶ調理実習

定　員／20人（先着順）
受講料／①無料②450円程度（材料費）
持ち物／①みそ汁50cc程度　②筆記用
具・エプロン・三角巾・ふきん 2枚

申し込み／ 8月20日〜 9月 4日（土・
日曜日は除く）に、電話で健康対策
課へ
※どちらか 1回だけの参加も可。

9日A ロゼレディースクリニック 60-5747 蓼原町 な か じ ま 眼 科 72-0011 入山瀬 かみで耳鼻咽喉科クリニック 53-3321 伝 法 北 村 接 骨 院 63-7180 宮 島
16日A 望月産婦人科医院 34-0445 比 奈 聖隷富士病院（眼科） 52-0780 南 町 ぬまづ島田耳鼻咽喉科医院 9

（055）
24-0780 沼津市 近 藤 接 骨 院 52-5187 今泉 3

23日A 武田産婦人科医院 63-5122 宮 島 安 藤 眼 科 医 院 2
（0544）

6-8833 富士宮市 長谷川耳鼻咽喉科医院 30-8733 浅間本町 佐 藤 接 骨 院 71-7396 天 間
30日A ロゼレディースクリニック 60-5747 蓼原町 海 野 眼 科 医 院 30-6260 松 岡 芹沢耳鼻咽喉科クリニック 9

（055）
93-8000 裾野市 佐 野 接 骨 院 52-0774 吉原 4

と　

き

8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�feriados8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
が変わります。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　 8月31日B
（納入通知書は、 8月中旬に郵送します）
○口座振替日　 8月28日F

8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）。

りぷす富士　各種教室

市立富士川体育館　181-2111　温水プール　136-2131　ラ・ホール富士　153-4300
教　　室 申込先・会場 受付日

①中高年のための筋力トレーニング教室②リラックスヨ
ガ教室③女性のためのジャズダンス教室

市立富士川
体育館 8月23〜29日

①エイジケアスタイルアップ教室②心と身体のためのヨ
ガ教室③ボディーコンディショニング教室④ヨガ教室⑤
エアロビクス教室⑥スマートボディーサポート教室⑦キ
ッズエアロビクス教室⑧水中エアロビクス教室⑨親子水
泳教室⑩成人水泳教室⑪女性水泳教室⑫小学生水泳教室

温水プール
（①〜⑦は
温水プール
軽体育室）

�9月6〜12日
（①は8月23
�〜29日）

①代謝UPトレーニング教室②フラダンス教室③エアロ＆
コンディショニング教室④スマート健康体操教室⑤さわや
かエアロ＆ヨガ教室⑥体幹筋トレ術⑦ピラティス教室⑧ヨ
ガ教室⑨リトミック教室⑩絵手紙作成教室⑪話し方教室⑫
美文字教室⑬紙バンド教室⑭簡単パソコンワード2013基礎
⑮目指せスペシャリストエクセル2013演習

ラ・ホール
富士 9月7〜13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

富士文庫特別コレクションを知る講座 
～古典への誘

いざな

い「唐詩選・方丈記」～

富士文庫　172-1612
と　き／ 9月13日、10月 4日、11月
8日、12月13日、平成28年 1月24
日の各日曜日　13:30〜15:30　計
5回

ところ／富士文庫講座室
講　師／小

こ

出
いで

貫
み ち

暎
て る

さん（中国文化学
会会員）

定　員／48人（先着順）
受講料／500円
申し込み／ 8月22日gの9:00から受
け付けます。直接富士文庫へ
※電話では受け付けません。

「年金情報流出」を口実にした
犯罪にご注意ください！

問い合わせ／日本年金機構専用
電話窓口　��70120-81-8211

受付時間／8:30〜21:00（祝日・国
民の休日は除く）

中級カウンセリング講座

青少年相談センター　152-4152
と　き／ 9月 9日d・24日e、10月
14日d・28日d、11月11日d　

　各13:30〜15:30　計 5回
ところ／富士市教育プラザ 1階�大会議室
講　師／佐野淑

よし

江
え

さん（教育カウン
セラー）

対　象／市内在住の20歳以上の人
定　員／30人（応募者多数の場合抽せん）
受講料／900円
申し込み／ 8月26日dの12:00まで
に、電話またはＥメールに住所、
氏
ふり

名
が な

、年齢、電話番号を記入し、
青少年相談センターへ�
� Eky-soudan@div.city.fuji.shizuoka.jp看護師など再就業準備講習会（無料）

保健医療課　155-2739
看護師などの資格を持ち、現在就
業していない人に、最近の看護現場
の紹介や、看護の基礎技術の講習を
行います。
と　き／ 9月28〜30日　各9:00〜16:00
ところ／聖隷沼津病院（沼津市）
対　象／看護の仕事をしていない看
護職免許を有する人

定　員／20人
申し込み・問い合わせ／ 9月10日㈭
までに、電話またはFAX・Eメー
ルで、静岡県ナースセンター東部
支所へ　　1・5055-920-2088�
� Enumazu@nurse-center.net


