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募 　 集

お 知 ら せ

中央図書館　151-4946
日 場所と貸し出し開始時刻

1・15日e
滝戸団地内（14:00）
岩本山団地集会所前（15:00）

2・16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（ 2日の14:15のみ）
四丁河原南公会堂駐車場（15:00）

3・17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（17日の14:00のみ）

6・20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）

7・21日d
駿河台団地（ 7日の14:15のみ）
富士見台市営住宅集会所前（15:00）

8・22日e 歴史民俗資料館駐車場（15:00）

10・24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（10日の14:00のみ）
富士南まちづくりセンター（10日の15:00のみ）

　28日d 青葉台まちづくりセンター（15:00）

休館日／5・13・19・23・26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10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／10月 6日c・22日e、11月
19日e、12月 1日c・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。

里親月間記念事業・新規里親相談会�
～10月は里親月間です～

こども家庭課　155-2763
ふじ虹の会によるパネルトークや
当事者のミニスピーチなどの記念事
業と、新規里親相談会を開催します。
と　き／11月 1日a　9:30～16:30
ところ／富士宮市総合福祉会館（富
士宮市宮原7-1）
※記念事業への出席は、事前に予約が
必要です。電話でこども家庭課へ。
★里親の申請は、こども家庭課で随
時受け付けています。

歯周疾患検診

健康対策課　164-8993
と　き／11月 5日e・10日c・16日

b、12月 8日c・16日d

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60・70歳になる市内
在住の人
費　用／200円（平成27年 4月 1日時点
で、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

動物愛護ボランティア意見交換会

環境総務課　155-2768
と　き／10月22日e　13:30～15:30
ところ／県富士総合庁舎 6階605会
議室
内　容／災害時におけるペットへの
対応、ボランティア活動の紹介など
申し込み／10月 1～19日（土・日曜
日、祝休日は除く）に、直接また
は電話で環境総務課へ
問い合わせ／�
富士保健所衛生薬務課� 165-2620　�
県健康福祉部衛生課� 1054-221-2347

富士かぐやモバイルミュージアム
（無料）
市立博物館　121-3380

とき・ところ／① 9月25日～10月 4
日　新富士駅　②10月 8～12日　
アピタ富士吉原店　③10月11日a�
吉原商店街（吉原宿宿場まつり会
場）　④10月27日～11月15日　中央
図書館
内　容／富士山のかぐや姫伝説や、
リニューアル後の博物館の紹介
申し込み／当日直接会場へ
※①～③の各会場では博物館の愛称
を募集中です。

中央図書館20周年記念�
図書館まつり（無料）

中央図書館　151-4946
と　き／10月 4日a　9:30～16:00
ところ／中央図書館
内　容／図書館クイズ大会、カルタ大
会、図書館ツアー、本の福袋など

申し込み／当日直接会場へ
※一部事前申し込みが必要なイベン
トがあります。詳しくは、中央図
書館にお問い合わせください。

出張行政相談（無料）
10月19～25日は行政相談週間

市民安全課　155-2750
国の仕事に対する苦情や意見、要
望について相談を受けます。
と　き／10月20日c　10:00～15:00
ところ／須津まちづくりセンター
※同時に、人権擁護委員による人権
相談も実施します。
〈行政相談・定例相談日〉
と　き／毎月第 2・4金曜日　13:00～15:00
ところ／市民相談室（市役所3階北側）

献血にご協力を

福祉総務課　155-2757
10月の献血
日 場　　所 時　間
1日e 市役所駐車場

9:30～16:00
（昼休み12:00～13:15）11日a

ジャンボエンチョー
富士店駐車場

15日e 市役所駐車場

18日a
中央公園

（市民福祉まつり） 9:30～15:00

小・中学校給食パート調理員�
（富士市臨時職員）登録受付中

教育総務課　155-2865
内　容／市内小・中学校での学校給
食の調理業務
対　象／調理業務に関心がある人
勤務時間／9:00～14:15のうち4.5時間
賃　金／時給855円（別途期末手当
など支給）
登録方法／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
※職員の退職など、臨時職員が必要
になった場合に対応できる人の登
録を受け付けています。
※事前登録者から書類・面接選考で
採用します。
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キラリ輝く子育て人材発掘プロジェクト
保育施設現場見学会（無料）

こども未来課　155-2762
と　き／①11月12日e　②11月20日f　
各9:30～11:30
ところ／①厚原保育園　②杉の木保育園
対　象／市内在住で、保育施設での
仕事に興味がある人
定　員／各10人（応募者多数の場合、�
選考の上決定）
申し込み／10月 5～28日に、応募用
紙（こども未来課及び市内の保育
園・幼稚園・認定こども園で配布）
に必要事項を記入し、直接こども
未来課へ

富士市民クルーズ�
伊豆大島日帰り　御

ご

神
じん

火
か

体感ツアー
産業政策課港湾振興室　155-2816
15年ぶりに田子の浦港に寄港する
旅客船に乗船し、伊豆大島日帰りツ
アーに参加しませんか。
と　き／①11月14日g　②11月15日a　
各7:30～16:30
集合場所／田子の浦港富士南岸壁
定　員／各200人（先着順）
参加費／大人 1万3,000円、小人（小
学生）8,800円
申し込み・問い合わせ／①②とも10
月 3日～出発日 2日前までの9:30
～20:00に、電話で東海汽船お客様
センターへ� 103-5472-9999 日常の中の富士山�

～市民と一緒に展示づくり～
市立博物館　121-3380

①「富士山の思い出」写真
募集作品／リニューアル後の市立博
物館に展示する「富士山の思い出」
の写真。撮影地が市内または富士
山登山道かつ富士山と人物が写っ
ているフィルム写真で、写真にま
つわる思い出話ができるもの
※写真は後日返却します。
②「富士山の思い出」写真の展示制
作体験ワークショップ（無料）
と　き／11月 3日c　文化の日　
13:30～16:00
ところ／中央図書館視聴覚室
対　象／小学生以上（小学生は保護者同伴）
定　員／15人（応募者多数の場合抽せん）
　　　　････①②とも････
申し込み／10月20日cまでに、①は
写真に連絡先を明記の上、直接また
は郵送で、②は直接または電話で市
立博物館分館　歴史民俗資料館へ

平成28年度　中央病院職員

病院総務課　152-1131
採用職種 予定人員 受験資格

看護師・助産師 15人程度
昭和40年 4月 2日以降に生まれた人で、左記職種の免許
を有しているか、平成27年度に実施する左記職種の国家
試験を受験し、当該免許を取得見込の人

薬剤師 2人 昭和45年 4月 2日以降に生まれた人で、左記職種の免許
を有しているか、平成27年度に実施する左記職種の国家
試験を受験し、当該免許を取得見込の人視能訓練士 1人

試験日／10月25日a　試験会場／中央病院
申し込み／10月21日d（必着）までに、市ウェブサイトで電子申請する
か、必要書類（病院総務課・各地区まちづくりセンターで配布、中央病
院ウェブサイトでダウンロード可）、各職種の免許証（既に所有している
人）のコピーを直接または郵送で、〒417-8567　中央病院病院総務課へ
� Bhttp://www2.city.fuji.shizuoka.jp/~byoin/

講座・教室

「新人音楽家による演奏会2016」�
出演者

ロゼシアター　160-2510
公演日／平成28年 3月10日e

※夜公演を予定しています。
ところ／ロゼシアター小ホール
募集期間／ 9月28日～10月16日（必着）
※応募方法・資格など詳しくは、ロ
ゼシアターウェブサイトをごらん
になるか、直接窓口へ。�
� Bhttp://rose-theatre.jp

農家の食と年中行事

市立博物館　121-3380
と　き／①10月25日a　②11月21日

g　③11月22日a　各9:00～13:00
ところ／広見公園内旧稲垣家住宅
内　容／①そばの収穫とかまど飯　
②そばの脱穀・製粉と干し芋づく
り　③そば打ち
対　象／小学生以上で全 3回出席できる人
定　員／11人（先着順）
参加費／各300円
申し込み／10月11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

バドミントン大会参加者

りぷす富士（市立富士川体育館）　181-2111
と　き／11月23日b　勤労感謝の日
ところ／市立富士川体育館
部　門／ミックスダブルス�上級者（12
組）・中級者（18組）・初級者（18組）・
初心者（12組）（各先着順）
参加費／ 1組1,500円
申し込み／10月 4～28日に受け付け
ます。申込用紙（市立富士川体育
館・市立富士体育館・温水プール
などで配布）に必要事項を記入し、
直接またはFAXで市立富士川体育
館へ� 581-2301

悩みを抱える子ども・若者の
ための合同相談会（無料）
と　き／10月3日g　12:30～16:00
（受付は15:30まで）
ところ／富士市教育プラザ
内　容／フリースクール、通信制
・定時制高等学校、就労支援団
体などによるニート、ひきこも
り、不登校などの個別相談
申し込み／当日直接会場へ
問い合わせ／県教育委員会社会教
育課� 1054-221-3163

三市博物館文化財講座（無料）�
「駿東・北伊豆の戦国時代」史跡めぐり

市立博物館　121-3380
と　き／11月11日d　8:00～17:00
内　容／興国寺城、長浜城（沼津市）、
山中城（三島市）の城跡をバスで見学

対　象／富士・沼津・三島市内在住・
在学・在勤の人
定　員／35人（応募者多数の場合抽せん）
持ち物／昼食、筆記用具、雨具、敷物
申し込み／10月15日e（必着）までに、�
往復はがきに住所、氏名、年齢、電
話番号、集合・解散場所の希望（沼
津駅または三島駅）を記入し、〒417-
0061　伝法66-2　市立博物館へ
※往復はがき 1枚で 2人まで申込可
能です。
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講座・教室

りぷす富士　各種教室

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

第 2回スペイン語教室 富士川ふれあいホール 10月 6～14日
①メイクアップ教室
②体験！羊毛フェルト 富士市交流プラザ 10月12～18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。� Fhttp://www.fuji-kousya.jp

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� 　〈 7月末現在〉

年間累計 昨年比
全刑法犯罪 1,021件 �+� 10件
忍び込み 16件 �-� 11件
空き巣 18件 �-� 4件
オートバイ盗 143件 �+� 66件
事故情報� 〈 8月末現在〉

年間累計 昨年比
件　数 1,580件 �-� 12件
死　者 8人 �++� 1人
負傷者 2,092人 �+� 40人
安全を�つなげて広げて�事故ゼロへ

花と緑の講演会�
～植物の上手な育て方～

みどりの課　155-2793
とき・ところ／10月30日f　①講演
会10:00～（ロゼシアター第 1会議
室）、②オープンガーデン見学会
13:00～（市内各地）
※講演会のみの参加はできますが、
見学会のみの参加はできません。
講　師／八木徳

とく

次
じ

郎
ろ う

さん（ふじのく
に花の都しずおかアドバイザー）
定　員／①70人②30人（各応募者多
数の場合抽せん）
受講料／①無料②800円（バス代）
申し込み／10月16日f（必着）までに、�
電話または、はがきに住所、氏名、
電話番号、参加希望（①または①
②）を記入し、〒417-8601　富士
市役所みどりの課へ

2015富士山女子駅伝開催プレイベント 
チームＱランニング 
クリニック（観覧）
スポーツ振興課　155-2876

と　き／10月12日b　体育の日　
13:00～16:00
※雨天時は観覧中止。
ところ／富士総合運動公園陸上競技場
内　容／市内の中学生を対象に行
われる教室をスタンドから観覧
講　師／高橋尚

なお

子
こ

さん（シドニー
オリンピック女子マラソン金メ
ダリスト）
観覧料／無料（当日直接会場へ）

10 月 の 納 期
10月15日〜11月 2日

市・県民税　第 3期
国民健康保険税　第 4期�
� 収納課　155-2730

介護保険料　第 4期�
� 介護保険課　155-2766

後期高齢者医療保険料　第 3期
国保年金課　155-2754

ベビータッチケア（後半）

広見まちづくりセンター　121-3444
と　き／11月 6日～12月18日の毎月
第 1・ 3金曜日　10:00～12:00　
計 4回
ところ／広見まちづくりセンター
対　象／市内在住・在学・在勤の保
護者と生後 2か月～ハイハイ前の
赤ちゃん
定　員／10組（応募者多数の場合抽せん）
受講料／400円（別途材料費 1回につ
き300円）
申し込み／10月15日eまでに市ウェ
ブサイトで電子申請するか、広見
まちづくりセンターにお問い合わ
せください。
※まちづくりセンター講座案内冊子に
掲載した学習日が変更になりました。

食生活講座�
秋の野菜もりもり編

健康対策課　164-8994
と　き／①11月 6日f　②11月10日c　
各10:00～12:30

ところ／①松野まちづくりセンター
②神戸まちづくりセンター
　　　　････①②とも････
内　容／秋の野菜がたっぷりとれる
メニューの調理実習
定　員／各20人（先着順）
受講料／各500円程度
持ち物／エプロン、三角巾、ふきん
2枚、筆記用具

申し込み／①は10月 6～27日、②は
10月 6日～11月 2日（土・日曜日、
祝休日は除く）に受け付けます。
電話で健康対策課へ

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／10月23日f　10:00～12:30
ところ／フィランセ西館 2階調理実習室
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／10月16日f（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。

講演会「あなたの人生を変える睡眠の法則」�
～質の良い睡眠で脳と体をフル活用～

西図書館　164-2110
と　き／11月11日d　18:30～20:30
ところ／富士市交流プラザ 2階会議室 1
講　師／菅

すが

原
わ ら

洋
よ う

平
へ い

さん（作業療法士・
ユークロニア1代表）
定　員／80人（市内在住・在勤の人
を優先し、先着順）
受講料／無料（整理券が必要）
申し込み／10月17日gの9:30から整理
券を配布します。直接西図書館へ
※10月20日cの9:30からは、電話・
FAXでも受け付けます。564-3001

スポーツ医学講演会（無料）�
～痛みの科学から得られたケアー法～

スポーツ振興課　155-2722
と　き／10月29日e　18:30開演
ところ／ロゼシアター小ホール
内　容／ケガ完全予防のためのチェ
ック＆セルフケア
講　師／脇

わき

元
も と

幸
こ う

一
い ち

さん（医療法人
S

セ　イ　セ　ン

EISEN専務理事）
定　員／300人（先着順）
申し込み／当日直接会場へ
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9月21日B・22日Cの産婦人科
休日当直当番の変更
変更後　21日B船津クリニック�
　　　　（165-7272・川成新町）

22日C武田産婦人科医院
（163-5122・宮島）

11

第 3回市民生活講座�
「環境とエネルギー」（無料）

市民安全課　155-2750
と　き／10月15日e　10:00～12:00
ところ／富士市教育プラザ
講　師／山田辰美さん（常葉大学社
会環境学部教授）
申し込み／当日直接会場へ
問い合わせ／富士市消費者運動連絡
会　中川　方� 1080-6909-2318

※託児あり（要予約。10月12日b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

生活・介護支援サポーター�
養成講座（無料）

高齢者介護支援課　155-2951
と　き／11月 9・16・24・30日、平成
28年 2月 8日　各10:00～12:30

　（12月～平成28年 2月に実技研修
を 1回実施）　計 6回
ところ／消防防災庁舎 7階大会議室
（実技研修は地域包括支援センター）
内　容／対話の作法、効果的な質問
と知り得た情報の取り扱い方など
対　象／市内在住の18歳以上の人で、�
全ての回に参加でき、講座修了後、
生活・介護支援サポーターとして
活動できる人
定　員／60人（応募者多数の場合抽せん）
申し込み／10月30日f（土・日曜日、
祝休日は除く）までに、直接また
は電話・FAXで高齢者介護支援課
へ� 555-2920

※市内の各地域包括支援センターで
も受け付けています。

成年後見制度講演会（無料）

高齢者介護支援課　155-2951
と　き／10月29日e　13:30～15:30
ところ／消防防災庁舎 7階大会議室
内　容／成年後見制度と市民後見人
について学ぶ
講　師／古井慶治さん（社会福祉士）
定　員／100人
申し込み／10月23日f（土・日曜日、祝
休日は除く）までに、電話で富士市成
年後見支援センターへ� 164-6010

　口腔機能は、かみ砕く、唾液を分
泌する、音声を出すなど、食べるこ
とや話すことにかかわる重要な役割
を果たします。この機能が低下する
と、食べられるものの種類が制限さ
れ、栄養の偏りやエネルギー不足に
なり、病気にかかりやすくなります。
また、食事や会話に支障を来すと、
人とのつき合いがおっくうになりま
す。そのため家に閉じこもりがちに

なり、活動が不活発になり、高齢者
では寝たきりや認知症の引き金にも
なります。
　口腔機能を維持して、人との会話
を楽しみながらおいしく食事をし、
身体の機能を維持することで、身体
的、精神的、さらには社会的にも健
康な生活を送ることができます。
【問い合わせ】�

高齢者介護支援課� 155-2951

認知症・介護予防等情報
「口腔機能の健康への影響」

放課後児童クラブで 
働きませんか？
こども未来課　155-2731

現在、市内の放課後児童クラブ
で働く人を募集しています。勤務
地や雇用形態など詳しくは、市ウ
ェブサイトをごらんください。
Fhttp://fujishi.jp/kenkou/c0204/houkago-staff.html

東図書館�
秋の読書週間　各種講座

東図書館　138-1550
①としょかんバッグを作ろう
と　き／10月28日d　10:00～12:00
内　容／イラストを描いて自分だけ
の図書館バッグをつくる
講　師／サノユカシさん（イラスト
レーター）
定　員／15人（先着順）
受講料／500円
持ち物／エプロン
②昔話をきく会（無料）
と　き／10月30日f　10:00～11:00
内　容／富士・ストーリーテリング研
究会による「やまんば」の話を聞く

③切り絵で作るブックカバー
と　き／11月 4日d　10:00～12:00
講　師／塩

しお

崎
ざ き

遥
はるか

さん（切り絵作家）
定　員／15人（先着順）
受講料／400円
持ち物／筆記用具
　　　�････①〜③とも････
ところ／東図書館
申し込み／①③は10月 7日dの9:00
から受け付けます。直接または電話
で東図書館へ。②は当日直接会場へ

夜間納税相談
10月15日E� 17:15〜19:00

収納課　155-2730

富士本町「軽トラ市」を開催します
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
内　容／軽自動車による地元の新
鮮な野菜や果物・食品・雑貨な
どの販売、チアダンス、音楽ラ
イブ、太鼓演奏。富士本町のご
当地キャラ「ロペティ」も参加。
同時開催／「富士市のバス集合!!」
※当日は、9:00から14:00まで交通規制
を行います。ご協力をお願いします。

赤い羽根共同募金にご協力お願いします
10月 1日〜12月31日

じぶんの町を良くするしくみ。
事務局：富士市共同募金委員会�

（富士市社会福祉協議会内）164-4649

ワンポイント料理教室

福祉総務課　155-2840
と　き／10月15日、11月12日、12月10
日、平成28年 1月14日、2月18日の
各木曜日　10:00～13:00　計 5回
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60歳以上の人
定　員／15人（応募者多数の場合、
初めての人を優先し、抽せん）
受講料／ 1回500円（材料費）
持ち物／エプロン、三角巾、ふきん
申し込み／10月 5～ 7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




