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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／平成28年 1月18日b　13:30〜15:30（13:00開場）
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／平成28年 1月12日c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

富士税務署に電話し、自動音声
案内により「 1」を選択すると「電
話相談センター」につながります。
� 富士税務署　161-2460

税務署「電話相談センター」
をご利用ください

開庁日／12月 6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）

12月の市役所休日開庁日

お 知 ら せ

市有地を一般競争入札により
売り払います

管財課　155-2726
物　件／①宮島725- 2　3,746.04平
方メートル　第一種中高層住居専
用地域　容積率150％　②中之郷
305- 3　341.83平方メートル　③
中之郷305- 5　296.38平方メートル　
④厚原1481- 4ほか 2筆　571.52
平方メートル　⑤伝法1631-14ほ
か 1筆　226.88平方メートル　⑥
伝法1631- 8　304.98平方メートル
※全て建ぺい率60％、②〜⑥は第一
種住居地域、容積率200％。
最低売却価格／① 1億1,313万408円
②1,856万1,369円　③1,544万1,398
円　④2,771万8,720円　⑤1,406万
6,560円　⑥1,570万6,470円
入札日時／平成28年 1月 7日e 13:30〜
入札場所／市役所 6階入札室
申し込み／12月14〜25日（土・日曜
日、祝休日は除く）の8:30〜17:15
に、参加要領（市役所 7階管財課
で11月10日から配布）に記載の必
要書類を持参し、直接管財課へ

※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。
※申込受付時に入札方法について説
明します。

中央図書館　151-4946
日 場所と貸し出し開始時刻

1・15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）

2・16日d
駿河台団地（ 2日の14:15のみ）
富士見台市営住宅集会所前（15:00）

3・17日e
滝戸団地内（14:00）
岩本山団地集会所前（15:00）

4・18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（ 4日の14:15のみ）
四丁河原南公会堂駐車場（15:00）

5・19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（19日の14:00のみ）

10・24日e 歴史民俗資料館駐車場（15:00）

12・26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（12日の14:00のみ）
富士南まちづくりセンター（15:00）

休館日／7・14・21・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12月

「博物館の日」イベント

市立博物館　121-3380
と　き／12月13日、平成28年 2月 7
日、 3月 6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・型染・万華
鏡づくり、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。

不動産無料相談会

市民安全課　155-2750
と　き／12月16日d　13:30〜15:00
ところ／ロゼシアター第 3会議室
申し込み／当日直接会場へ
問い合わせ／（公社）全日本不動産協
会静岡県本部　��1054-285-1208富士山麓アカデミック＆�

サイエンスフェア2015（無料）
産業政策課　155-2779

と　き／12月11日f　13:00〜16:00
ところ／キラメッセぬまづ（沼津市）
内　容／静岡県東部地域を中心とし
た高等教育機関による研究成果の
発表、イベントエリアでの実演、
地域企業による会社紹介など
申し込み／当日直接会場へ
問い合わせ／富士山麓アカデミック
＆サイエンスフェア実行委員会事
務局（東海大学）1054-334-0411

県立静岡がんセンター�
出張がんよろず相談（無料）

健康対策課　164-8993
と　き／平成28年 1月21日e　
13:00〜16:00
ところ／富士宮市保健センター（富
士宮市宮原12-1）
内　容／専門スタッフによる対面相談
定　員／ 5組（先着順）
申し込み・問い合わせ／事前に予約
が必要です。12月14日〜平成28年 1
月 8日（土・日曜日、祝休日、年末
年始は除く）に、電話で県立静岡が
んセンターへ　　1055-989-5392

建物を取り壊した場合は届け出を

資産税課　155-2744
固定資産税の課税対象になってい
る建物を取り壊した場合は、現地を
確認しますので、資産税課家屋担当
へご連絡ください。
ただし、法務局へ不動産登記法に
よる滅失登記の申請をした場合は、
連絡の必要はありません。

新人音楽家による演奏会

ロゼシアター　160-2500
と　き／平成28年 3月10日e　19:00開演
ところ／ロゼシアター小ホール
入場料／1,000円（全席自由）
※未就学児入場不可。
申し込み／12月17日eの10:00からチ
ケットを販売します。詳しくはロゼ
シアターウェブサイトをごらんに
なるか、直接ロゼシアター窓口へ�

Bhttp://rose-theatre.jp

献血にご協力を

福祉総務課　155-2757
12月の献血
日 場　　所 時　間
3日e 市役所駐車場

9:30〜16:00
（昼休み12:00〜13:15）

13日a ジャンボエンチョー
富士店駐車場

17日e 市役所駐車場28日b
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講座・教室

募 　 集
キッズ（U

アンダーシックス

-6）�
サッカーフェスティバル（無料）
りぷす富士（温水プール）　136-2131
と　き／平成28年 1月31日a　
9:30〜13:00
※雨天の場合、 2月 6日gに延期。
ところ／富士総合運動公園陸上競技場
内　容／子どもたちによるサッカー
の試合、親子でのゲーム
対　象／年中・年長（未就学児）で
編成されているチーム（ 1チーム
8人以上）とその親

定　員／16チーム（先着順）
受付期間／12月13〜27日
※申込方法など詳しくは、温水プールへ。

平成28年度　富士市青少年体験交流事業�
「キズナ無限∞の島」広告主

社会教育課　155-0560
募集広告／募集パンフレット（Ａ3中
折り 4色・2万9,500部発行、学校
及び公共施設などで配布）
掲載料／ 1枠 1万円
選定方法／先着順（内容審査あり）
申込期間／12月 4〜25日（土・日曜
日、祝休日は除く）
※申込方法など詳しくは、社会教育
課に問い合わせるか、市ウェブサ
イトをごらんください。

観光パンフレット「ふじさんぽ」
に広告を載せてみませんか

観光課　155-2777
発行部数／ 2万5,000部
掲載料／ 1枠 5万円（消費税込み）
掲載枠数／ 4枠（掲載位置は抽せん）
選定方法／掲載基準に基づき審査し、�
該当案件多数の場合抽せん
申し込み／11月24日〜平成28年 1月
6日（必着）に、直接または郵送
で、富士市広告掲載申込書（観光
課で配布、市ウェブサイトでダウ
ンロード可）に広告原稿（電子デ
ータと出力見本）を添えて、〒417-
8601　富士市役所観光課へ

パパとママとこどものための子育て支援講座�
「ファミリー�絆�プロジェクト」（無料）

多文化・男女共同参画課　155-2724
と　き／平成28年1月24日〜2月28
日の毎週日曜日　10:00〜12:00　
計 6回
ところ／伝法まちづくりセンターほか
内　容／家族を楽しむ日曜日をテーマ
に交通安全講習、応急救護講習や簡
単クッキングなどを家族で学ぶ
対　象／年少〜小学 2年生の子ども
とその父母10組（応募者多数の場
合、 6回全てに参加できる家族を
優先して抽せん）
申し込み／12月25日fまでに、電話
で多文化・男女共同参画課または
Eメールに住所、家族全員の氏

ふり が な

名、
電話番号、子どもの学年、アレル
ギーなど注意すべき点、全 6回参
加可能かを記入し、シエスタ　村瀬　
方へ� Emurakyo3@yahoo.co.jp

血糖値を下げたいあなたの�
糖尿病予防講座
健康対策課　164-8993

と　き／平成28年 1月15日f　9:30〜
11:30、 2月 5日f　9:30〜13:00・
26日f　9:30〜11:30、 3月18日f　
9:30〜11:30　計 4回

ところ／フィランセ西館
内　容／糖尿病について、予防のた
めの食事・運動のポイント、個別
相談、バランスランチの試食など
対　象／特定健康診査などの結果、
血糖値の改善が必要な64歳までの
人やその家族などで、全ての回に
参加できる人（糖尿病治療中の人は、
申し込みの際にご相談ください）
定　員／20人（先着順）
受講料／500円（資料代など）
持ち物／健診結果、筆記用具、健康手帳（あ
る人のみ）、情報提供書（必要な人のみ）
申し込み／12月 4日〜平成28年 1月
8日（土・日曜日、祝休日、年末年
始は除く）に、電話で健康対策課へ

りぷす富士　各種教室

市立富士体育館　153-0900　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ぴんしゃん健康体操教室②ズンバフィットネス
教室③美姿UPフィットネス教室④フィットネスボ
ール体操教室⑤ほのぼの健康体操教室

市立
富士体育館

①〜④11月29日
〜12月5日⑤平成
28年1月6日d

①温巡ヨガエクササイズ②美活コアトレエクササ
イズ③ファイティングボクササイズ④フラダンス
教室⑤フランス語教室⑥体験！羊毛フェルト

富士市
交流プラザ 12月 7〜13日

①デジタル一眼カメラ入門教室②リトミック教室 富士川ふれあい
ホール 12月15〜22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

ひざ痛・腰痛予防教室

高齢者介護支援課　155-2951
と　き／平成28年 1月15日〜3月18日
の毎週金曜日　10:00〜11:30　計10回
ところ／富士駅南まちづくりセンター
内　容／体操、ストレッチなど
※ 2月19日は栄養・歯の健康講話。
対　象／ひざ痛・腰痛が気になる65歳
以上の人（医療機関受診中の人は、
主治医から運動実施の許可が必要）
定　員／20人程度（応募者多数の場
合抽せん）
受講料／500円（別途教材費が必要）
持ち物／一人用マット、タオル、飲
み物、動きやすい服装
申し込み／12月 7〜22日（土・日曜
日は除く）の8:30〜17:15に、電話
で高齢者介護支援課へ

お 知 ら せ

「ふじ市民文芸」第52号審査結果

文化振興課　155-2874
審査の結果、市民文芸賞の受賞者
が決定しました（敬称略）。
小 説　丹

に

羽
わ

　利之（宮島）
児童文学　玉川　實

みのる

（鈴川西町）
随 筆　岡

おか

田
た

　毅
たけし

（今泉）
詩 　森　　冥

めい

砂
さ

（松岡）
短 歌　太田　弘子（岩淵）
俳 句　天野　啓

けい

子
こ

（中央町 1）
川 柳　松井　敏子（久沢）
※「ふじ市民文芸」第52号の発刊は、
平成28年 2月中旬の予定です。
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日曜・夜間納税相談
12月 6日A� 9:00〜16:00
12月15日C� 17:15〜19:00

収納課　155-2730

各地区まちづくりセンター講座　受講生募集！
講座名 学習日・時間など 対　象 申込先 内容（受講料など） 定員 募集期間

① 魅惑のスイーツ
平成28年 1月13日〜 2月
24日の隔週水曜日　
19:00〜21:00　計 4回

市内在住･在学・在
勤の39歳以下の独
身の人

吉永まちづくり
センター
〒417-0847
比奈1447-1
134-1014

プロから学ぶ、初心者でも簡単に
つくれるお菓子づくり（3,500円） 20人

12月10日e
まで② がんばってるわた

しにプレゼント
平成28年 1月20日〜 3月
16日の隔週水曜日　
10:00〜11:30　計 5回

子育て中の母親
たまには自分にプチご褒美。手芸
や料理、さまざまなことに挑戦し
ましょう（2,500円）
※託児あり。

15人

③
今夜のおつまみを
作ろう！〜初心者
の男性限定〜

平成28年 1月21日〜 3月
3日の隔週木曜日　
14:00〜16:00　計 4回

市内在住・在学・在
勤の料理初心者の男
性

身近な食材でつくる、簡単でおい
しいおつまみづくり（3,400円） 20人

④ おしゃれ喫茶室
（後期）

平成28年 1月13日〜 2月
24日の毎週水曜日　
13:30〜15:00　計 7回

市内在住・在学・
在勤の成人

吉原まちづくり
センター
〒417-0044
高嶺町6-3
153-1580

薬の正しい知識や健康寿命を延
ばすコツなどの教養講座（700円）
※前期を受講した人は受講でき�
　ません。

50人
12月11日f
まで

⑤
闘食�
〜カラダをつくる
アスリート飯〜

平成28年 1月18日〜 2月
29日の隔週月曜日　
19:00〜21:00　計 4回

市内在住・在勤のス
ポーツと栄養につい
て関心のある成人

頑張るアスリートとそれを支える
全ての人に贈る待望のスポーツ栄
養講座（2,400円）

20人

⑥
祖父母力アップ↑�
〜未来を育てる
お手伝い♪〜

平成28年 1月27日〜 3月
9日の隔週水曜日　
10:00〜12:00　計 4回

市内在住・在勤の
子育て・孫育てに
興味がある人

今どきの子育てやおもちゃの選び
方・楽しく遊ぶコツを学ぶ（900円） 20人

12月17日e
まで

⑦ ベビータッチ（冬）
平成28年 1月14日〜 3月
24日の毎月第 2・ 4木曜
日( 2月11日は除く)　
10:00〜11:30　計 5回

市内在住・在勤の
保護者と平成27年
6月 1日〜11月30
日生まれの子ども

今泉まちづくり
センター
〒417-0001
今泉7-12-37
151-4200

赤ちゃんと一緒に心と体を癒やす
（500円。別途教材費500円） 18組 12月14〜18日

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
ふりがな

名、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、②の託児希望者と⑦は子どもの氏

ふりがな

名・性
別・生年月日を記入し、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。

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� 　〈 9月末現在〉

年間累計 昨年比
全刑法犯罪 1,305件 - 94件
忍び込み 26件 - 7件
空き巣 22件 - 16件
オートバイ盗 151件 + 47件
自転車盗 186件 - 39件
事故情報� 〈 10月末現在〉

年間累計 昨年比
件　数 1,999件 - 7件
死　者 10人 + 2人
負傷者 2,663人 - 101人
安全を�つなげて広げて�事故ゼロへ

点字入門講座（無料）

障害福祉課　155-2911
と　き／平成28年 1月 9日〜 3月 5
日の毎週土曜日（ 1月30日は除く）　
9:30〜12:00　計 8回
ところ／フィランセ東館 2階ふくし学習室
内　容／点字の手打ち（ 4回）、パソ
コンを使った点訳（ 4回）
対　象／市内在住・在勤で、全ての
回に参加できる人
定　員／ 8人（応募者多数の場合選考）
申し込み／12月 1〜18日（土・日曜
日は除く）に、電話で障害福祉課へ

丸火星座教室

少年自然の家　135-1697
と　き／平成28年 1月30日g・31日

aの 1泊 2日
ところ／少年自然の家、丸火自然公園
内　容／星座盤作成、天体観察、星
座と神話の学習、野外ゲームなど
対　象／市内在住の小学 4〜 6年生
定　員／50人（先着順）
参加費／1,900円（食事代など）
申し込み／12月16〜27日の9:00〜
17:00（月曜日は除く）に、電話で少
年自然の家へ
※持ち物など詳しくは、少年自然の
家に問い合わせるか、市ウェブサ
イトをごらんください。

ドッヂビー教室�
～当たっても痛くないドッヂビー!!いつでも気軽にできます～

スポーツ振興課　155-2876
と　き／平成28年1月22日〜2月12日
の毎週金曜日　19:00〜21:00　計 4回
ところ／市立富士体育館 2階体育室
対　象／市内在住・在学・在勤で、平
成22年 4月 1日以前に生まれた人
※中学生以下は必ず保護者が送迎し
てください。
定　員／50人（応募者多数の場合抽せん）
参加費／500円
申し込み／12月18日f（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（在学中の人）、性別、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

まちなか哲学カフェ�
～友人と恋人はどう違うのか～

商業労政課　155-2907
と　き／12月 6日a　14:00〜
ところ／富士市交流プラザ
内　容／カフェで身近な問題をテー
マにした議論を楽しみ、多様な考
え方にふれる
参加費／1,000円（ケーキ・フリード
リンクつき）
申し込み／当日直接会場へ

12 月 の 納 期
12月10〜25日

固定資産・都市計画税　第 4期
国民健康保険税　第 6期�
� 収納課　155-2730
介護保険料　第 6期�
� 介護保険課　155-2766
12月15日〜平成28年 1月 4日
後期高齢者医療保険料　第 5期

国保年金課　155-2754


