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新 型コロナウイルス感 染 症の終 息 を祈 願

菊川Ｃｈｅｅｒ Ｕｐ！ 花 火

特集

渥美選手、山崎選手 感動をありがとう

東京2020五輪ソフトボール13年ぶりの金メダル獲得!!
Topics

・市プレミアム付商品券スマイルチケット2021を販売します
・新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

新型コロナウイルス
感染症に関する
市の情報はこちら
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悲願の金メダルを獲得し表彰式に臨む日本代表チーム（左から２番目が山崎

選手、９番目が渥美選手）
、2 華麗なフィールディングで内野ゴロをさばく渥美

、4 豪快なスイング
選手（イタリア戦）
、3 打席で集中する山崎選手（カナダ戦）

をみせる山崎選手（オーストラリア戦）
、5 決勝戦で値千金の先制打を放ち、渾

身のガッツポーズの渥美選手、6 カナダ戦で円陣を組む日本代表、7

8

安定感

のある守備で投手を盛り立てる両選手、９ 神ゲッツーでピンチをしのぎ笑顔の
渥美選手と山本選手、10 メキシコ戦でサヨナラ打を放ちチームメートに迎えら

れる渥美選手、11 金メダルを手に最高の笑顔を見せる日本代表チームの皆さん
（公財）
日本ソフトボール協会
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７月27日、両選手の母校である常葉大学附

属菊川高校で、同校女子ソフトボール部の
生徒が、大型スクリーンでオリンピック決

勝戦を観戦。試合の動向を静かに見守り、
山崎選手の２塁打や渥美選手の「神ゲッ
ツー」のプレーに、大きな拍手を送ってい
15

ました。
（写真 12 〜 16 ）
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日本代表金メダルまでの軌跡

【予選リーグ】
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オーストラリア 1 0 0 0 0 - ‐
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1 0 2 3 2 ‐ ‐
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日本
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※５回コールド

メキシコ 0 0 0 0 1 0 1 0
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日本

7/24

日本
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カナダ 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 1

1

日本

7/26

７月27日、東京オリンピックソフトボールの決勝戦が行われ、日本が２−０でアメリ
カに勝利。2008年北京大会以来、13年ぶり２度目の金メダルを獲得しました。
常葉菊川高校出身の渥美万奈選手と山崎早紀選手は、全試合スタメンで出場。渥美選
手は決勝戦で値千金の先制打を放つとともに、守備では「神ゲッツー」と称される併
殺プレイで相手の反撃を封じるなど、一躍時の人となりました。山崎選手も決勝戦の
第１打席で今大会初安打となる２塁打を放ち、また渥美選手の先制打のおぜん立て
となるバントを確実に決めるなど大舞台で活躍されました。１年の開催延期を乗り
越え、見事栄冠を手にしたお二人、そして代表チームの皆さん、おめでとうございます。

※延長８回サヨナラ

イタリア 0 0 0 0 0 0 0

7/25
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※延長８回サヨナラ

日本

1 0 0 0 0 0 0

アメリカ 0 0 0 0 0 1 1

1
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【決勝戦】
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３大会ぶりの金メダルを獲得したソフトボールですが、
３年後のパリ大会では再び正式種目から除外されます。
（公財）日本ソフトボール協会は、ソフトボールをもっと
多くの人に愛される競技とするため、
「金メダルの、その
先へ。」というスローガンを掲げています。
渥美選手、山崎選手からの菊川市民に向けたメッセージ
と、次代を担う後輩たちの声を紹介します。

金メダルの、
その先へ。

GOLD AGAIN,
AND
OVER THE GOLD.

オリンピックを機に競技人口が
増えてくれることを願っています
皆さん、こんにちは！

トヨタ自動車女子ソフトボール部所属の渥美万奈

です。

東京オリンピックでは、たくさんの応援ありがとう

ございました！国民の皆さんの思いが届いた大会だ
と思っています。

ソフトボールは競技人口が減ってしまっていますが、

このオリンピックを機に増えてくれることを願ってい

ますし、これからもソフトボールが人気スポーツにな
れるように、私も尽力したいと思っています。

今のコロナ禍で辛いこともあると思いますが、スポー

ツの力で少しでも皆さんに元気や勇気を与えられるよ
う、これからもやっていきたいと思います。

今後も応援のほどよろしくお願いします！

interview

２人のように周りから信頼される人になりたいです
日本代表の皆さん、金メダルおめでとうございます。決勝戦は、チームメートと
一緒に観戦しましたが、やるべきところでプレイをやり切れる力がすごいと思い
ました。練習やこれまでの試合の中で、苦しいところを乗り越えてきているから、
本番でも最高のプレーができるんだと感じました。特に、山崎選手の２塁打や渥
美選手のゲッツーは本当に完璧で、印象に残っています。
また、大事な１点が絡む場面で、渥美選手がエンドランを確実に決めたことも、
確実に決める「徹底力」がすごかったです。両選手とも、夢の舞台で活躍できる実
力があるのはもちろん、周りから信頼されているからこそ、代表に選ばれているの
だと思います。自分たちもそんな人になりたいです。
私たちのソフトボール部は、３年生が引退して新体制になったばかりです。チー
ムの良さをこれから見つけて伸ばしていき、10月の新人戦県大会で優勝できるよ
うに、基礎を磨いていきます。

常葉大学附属菊川高校
女子ソフトボール部主将
さ

き

松下 紗季さん（堤）
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特集

渥美選手、山崎選手
感動をありがとう！

市民限定スペシャル企画！直筆サイン色紙をプレゼント！
菊川市民を対象に、抽選で渥美選手、山崎選手のサイン色紙を各１名
様にプレゼントします。
申込期限 10月21日
（木）
申込方法 下記必要事項を記載し、ハガキか電子申請
（右記）
で申し込み※１人で複数回の申し込みはご遠慮ください。
必要事項 住 所・氏名・電話番号・希望する選手の名前・記事
の感想や両選手へのメッセージ
申 込 先 〒439-8650 菊川市堀之内61番地 菊川市役所秘書広報課

山崎選手

渥美選手

これからもソフトの魅力や
素晴らしさを伝えていきたい
菊川市の皆さん、こんにちは。トヨタ自動車女子ソ
フトボール部所属の山崎早紀です。
菊川市民の皆さまを始め、テレビ越しではありまし
たが、多くの方々に応援していただいた東京オリンピッ
クになったと思っています。その結果、ソフトボール
競技は13年ぶりの金メダルを獲得することができま
した。
私自身は全試合に出場させてもらい、本当に貴重
な経験をさせていただきました。今後、ソフトボール
競技はまた競技種目から除外されてしまいます。ま
た一からのスタートとなります。
競技復帰のために、ソフトボールの魅力や素晴ら
しさをこれからも伝えていきたいなと思います。
9月から国内リーグ戦が再開されますので、
引き続きご声援をよろしくお願いします。

interview

OG が活躍している姿は私たちの誇りです

掛川桔梗女子ソフト
み

ゆ

石山 心優さん

（加茂小６年 三軒家）
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山崎選手、渥美選手、代表の皆さん、金メダルおめでとうございます。
オリンピックは全試合、家族みんなで観戦していました。特に山崎選手は、決勝
戦というとても緊張する場面で２塁打を打てたところがすごかったです。バッティ
ングもとてもきれいで、私もそういうバッティングができたら良いなと思いました。
また、渥美選手のヘッドスライディングの場面は、一生懸命な姿がかっこよくて感
動しました。
私が所属している桔梗女子ソフトボールの OG である山崎選手が、オリンピッ
クで活躍している姿を見て、とても誇りに思いました。山崎選手は、チームの練習
にも時々顔を出してくださり、指導もしてもらっています。また桔梗女子ソフト
にも遊びに来て、色々と教えてください。日本代表の活躍を見て、よりソフトボー
ルを頑張ろうという気持ちがわいています。自分を信じて、仲間を信じて、中学校
に入ってもソフトボールを頑張っていきたいです。

見本
見本

みんなで使って菊川を元気に！

市プレミアム付商品券
スマイルチケット2021を販売します
長引く新型コロナウイルス感染症の影響により、低迷している地域
経済の活性化のため、プレミアム付商品券を販売します。昨年度と
同様にプレミアム率は60％です。ぜひお買い求めください。

問い合わせ 商品券や販売会場などについて：プレミアム付商品券事務局（☎0570-666-223）
購入引換券について：商工観光課（☎0537-35-0936）

販売金額 １セット5,000円→8,000円分使えます！
１セット＝ Ａ券

3,000円分

プレミアム付き

見本

×５枚＋ B券

5,000円分：大型店での使用不可

販売期間 10月１日(金)〜31日(日)

※二次販売は行いません。

販売会場・時間

・郵便局７カ所 平日 午前９時〜午後５時
菊川郵便局、菊川駅前郵便局、河城郵便局、
横地郵便局、小笠郵便局、川上郵便局、
小笠南山郵便局
・セブン-イレブン４店舗
平日・土日祝日 午前９時〜午後８時
菊川本所店、菊川加茂北店、菊川加茂店、
菊川赤土店
※郵便局とセブン-イレブンへの直接の問い合わせは
ご遠慮ください。

購入資格 令和３年７月31日時点で住民基本台

帳に記載された市内全世帯 およそ1万8,500世帯

見本

１世帯
２セットまで
購入可能

×３枚

3,000円分：大型店でも使用可能

購入方法 市から送付される「購入引換券」と現金
を持参して購入 ※１セットずつ購入可
※購入引換券は、９月下旬に世帯主宛に郵送します。
購入引換券を紛失された場合は再発行できません
ので、販売日まで大切に保管してください。

商品券の使用期間

10月１日(金)〜令和４年１月31日(月)

※使用できる店舗一覧は、
「購入引換券」と一緒に同封
します。詳細は、専用ホームページ
またはプレミアム付商品券事務局へ
問い合わせください。

■ 取扱店舗募集中

商品券が使用できる取扱店を市内全域で募集
しています。希望する事業者はプレミアム付商
品券事務局へ問い合わせください。
2021
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あなたの大切な一票が明るい未来を創る

（日）は
10月24日

参議院静岡県選出議員補欠選挙の
投票日です
参議院静岡県選出議員の辞職に伴う参議院静岡県選出議員補欠選
挙の投票が、市内17カ所の投票所で行われます。これからのより良
いまちづくりのため、あなたの大切な一票を有効に使いましょう。

問い合わせ 菊川市選挙管理委員会
（総務課内☎35-0921）

■投票できる人（以下の全てを満たす人）

• 平成15年10月25日以前に生まれた人（投票日に満18
歳以上の人）
• 令和３年７月６日以前から引き続き菊川市の住
民基本台帳に登録されている人

※最近「菊川市に転入した人」や「菊川市から転出した人」
は、時期によって投票できる住所地が変わる場合があ
ります。

• 法律による選挙権失権者でない人

■投票所入場券について

投票所入場券は、告示日（10月７日）までに各世帯へ
圧着はがき（同一世帯の人を４人まで記載）で郵送予
定です。自分の入場券を切り取って、投票所へお持ち
ください。

※投票所入場券を忘れても投票できますが、選挙権の確認に
時間がかかります。

■投票所における代理投票

病気などの理由により、自分で文字を書くことがで
きない場合は、係員が本人に代わって候補者の氏名を
記入します。
※家族が代わって記入することはできません。

■選挙公報

立候補者の紹介などを掲載した「選挙公報」は、告示
日（10月７日）以降の新聞折込みで配布予定です。新聞
を購読していない人は、市ホームページまたは下記施
設に配置予定ですのでご覧ください。
配置予定場所 市役所本庁舎、市役所小笠支所、中央公
民館、プラザけやき、各地区センター

■期日前投票

投票日に仕事や旅行などで投票へ行けない人は、期
日前投票ができます。本人分の投票所入場券を持って
期日前投票所までお出掛けください。
日時 10月８日
（金）〜23日（土）
午前８時30分〜午後８時
会場 市役所本庁舎２階庁議室、小笠支所会議棟

■不在者投票

長期間市内にいない人や指定の病院・施設などに入
院・入所中の人、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または
介護保険証を持ち、一定の要件を満たす人は、手続き
をすると不在者投票ができます。

■無効投票について

所定の用紙を用いない場合や２人以上の候補者氏名
などを書いた場合などには、あなたの投じた大切な一票
が無効となるおそれがあります。投票用紙には、投票所
の氏名等掲示表を参考に、正しくはっきり書きましょう。

新型コロナウイルス感染症の予防について
皆さんが安心して投票できるよう、投票所などではさまざまな感染症対策（例：手指消毒液、飛沫防止用
パーテーションの設置など）に取り組みます。
投票所・開票所に来場される際は、感染症対策にご協力をお願いします。

皆さんにお願いする対策
•
•
•
•
•
•
•

投票日当日の混雑回避のため、期日前投票の活用をお願いします。
会場への入場・退場時に手指消毒をお願いします。
会場内でのマスクの着用をお願いします。
専用鉛筆を使用し、使用後は返却をお願いします。
周囲との距離を保つため、屋外や受付などで待っていただく場合があります。
会場のスリッパは不特定多数の人が使いますので、必要な人は持参ください。
開票所の参観席では、間隔を保つため入場制限をする場合があります。

※今年秋に執行予定の衆議院議員総選挙に関する情報は、決まり次第お知らせします。

7

2021

9

住みよいまちづくりに向けて

市民アンケート実施結果を
お知らせします
市では、第２次菊川市総合計画の将来像『みどり ときめき たしかな未来 菊川市』
の実現を目指し、さまざまな取り組みを進めています。
市の現状について市民の皆さんが、どのように感じ、考えているかを把握し、これ
からのまちづくりに反映させるため、毎年「市民アンケート」を実施しています。
今年度の結果の一部を紹介します。
問い合わせ 企画政策課企画係
（☎35-0900）

市民アンケートの概要

今回の調査からパ
ソコンやスマート
フォンからも回答
できるようになり
ました。

４月１日（木）〜 20日（火）
菊川市に住む18歳以上の市民2,000人
（住民基本台帳より無作為抽出）
郵送配布 回答は郵送またはインターネット
回答数：824件（回答率:41.2%）

〔内訳〕郵送：539件（65.4%）、インターネット：285件（34.6%）

1
Q

今回の全てのアンケート
結 果 は、市 立 図 書 館 や
市ホームページでご覧
いただけます。
菊川市

市民アンケート

検索

暮らしやすさについて
総合的にみて、菊川市は
住みよいところだと感じますか

住みにくい1.7％

無回答0.8％

どちらかといえば
住みにくい7.0％

住みやすい

31.7％

どちらかといえば住みやすい

58.7％

Q

ここ数年の間に、お住まいの周辺の
生活環境は、全般的にどのように
なったと感じますか

90.4％の人が、
「住みや
すい」
「どちらかといえ
ば住みやすい」
と答えて
います。

以前より住み
にくくなった
10.9％

わからない
5.5％

無回答1.3％
以前より住み
やすくなった

17.4％

昨年度より3.4 ポイント上昇

17.4 ％の人が、
「以前よ
り住みやすくなった」と
答えています。

良くも悪くもなっていない
64.9％

昨年度より7.8ポイント上昇

Q

今後も菊川市に住み続けたい
と思いますか
70.0％の人が、
「今
無回答0.6％
後も住み続けたい」
と答えています。
昨年度より7.1ポイント
上昇

わからない
20.1％
市外に移りたい
9.2％

住み続けたい

70.0％

自由意見欄には、
次のような意見がありました。
・駅周辺をもっと活発にして、今の状況で県外に
出られなくても地元にとどまっていられるよう
な環境が必要だと思う。 10代、女性
・これからも近隣の市に負けない魅力あるまち
づくりに期待しております！ 30代、男性
・SNSを通しての情報発信が多くなり、親しみや
すさを感じるようになりました。 40代、女性

※構成比は回答数を100％として算出し、小数点以下第二位を
四捨五入したため合計が100％にならない場合があります。
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暮らしの実感などについて

市民の皆さんが日常的な暮らしの中でどのように感じているか、分野ごとに全39項目の質問をし、それぞれ
「満足度」
と
「重要度」について、４つの選択肢で回答してもらいました。ここでは、
「満足度」
と
「重要度」の
高かった項目の上位それぞれ５つとその項目に関する意見の一部を紹介します。※( )内は昨年度の順位です。

[ 満足度 ]

回答全体のうち「そう思う」または「どちらかといえば思う」と回答した人の割合

上水道が安定して供給されているまち
87.8％ １位

・水道水がおいしい、今のままで。 60代、性別不詳

安心して子どもを育てられるまち
82.0% ４位

・高齢者も子育て世帯も共に明るく生活できる
菊川市でこれからもいてほしいです。
60代、女性

子育てしやすいまち 80.4% ２位
・子どもが遊べる場所が増えるとうれしいです。
30代、男性

[ 重要度 ]

安全・安心で魅力ある農産物が
生産されているまち 79.7％ ６位
・茶の低迷により、放置された畑が多くなり、
また、田んぼも雑種地や荒地になり動物が
住みつき、どうしてよい
のか分かりません。何
とかしなくてはと、頭を
悩ませています。
（60代、女性）

心身ともに健やかに
生活できるまち 78.1％ ５位

・高齢化社会という現実に合ったまちづくりを
考えてほしいと思います。 60代、男性

回答全体のうち「重要」または「どちらかといえば重要」と回答した人の割合

上水道が安定して供給されているまち
95.9％ ６位

・リニア問題についてぜひ、菊川市の状況を
鑑みた判断を期待したい。 20代、男性
かんが

身近に犯罪がなく安心して暮らせるまち
95.5% １位
・歩道が狭い道があるので改善して欲しいのと、街灯が少なく
感じますのでどちらも改善して欲しいです。 30代、男性

交通事故の危険が少ないまち
93.7% ２位
・学校周辺の歩道確保。できれば通学路は
安全にしてほしい。 50代、男性

今回の結果の傾向
「上水道が安定して供給されているまち」の重要
度が大きく順位を上げたことから、市民の皆さん
の日常的な暮らしの中で、近年のリニア中央新幹
線のトンネル工事に伴う大井川の水資源の影響に
関心が高まっていることが伺えました。インフラ
や子育てについてはこれまで同様、満足度が高く、
重要度については、安心・安全な生活に関する項
目が上位を占めています。

買物がしやすいまち
93.7% ８位

・生活に不便はないが子どもと行けるような
飲食店、商業施設がもう少しあればうれしい。
（40代、女性）

防災・救急体制が整備されたまち
93.5% ４位

・台風が来るたびに牛渕川と菊川の水位を随時
気にかけています。完璧な対策は厳しいとは
思われます。せめて水位の情報だけでも昼夜
を問わずにすぐに入っ
てくるようにしていただ
ければ安心できます。
20代、男性

今後の取り組み
今 回 の 結 果 を 皆さんの 意 見として、より良い
まちづくりのための 参 考とさせていただきます。
市民の皆さんはもちろん、市外、県外の多くの人
が菊川市のさまざまな魅力に共感し、愛着を持っ
て自慢したくなるようなまちにするため、これま
で以上に、菊川市が持つ話題や魅力を効果的に情
報発信していきます。引き続き実効性の高い行政
運営を行うことができるよう努めてまいります。

市民アンケートへのご協力ありがとうございました
9
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event information

女性目線でわかりやすい
市防災講演会を開催
日時 11月６日
（土）

午前10時30分〜正午
会場 中央公民館多目的ホール
演題 今日からできる災害食備蓄！
講師 今
 泉マユ子氏
（防災アドバイザー）
定員 90人※先着順。参加費無料
申込期限 10月18日
※申込必須
（月）
申込方法 下記へ電話で申し込み
申・問 危機管理課防災対策係
（☎35-0923）

水の恵み体験ツアー
〜ダムで遊びダムで学ぼう〜
日時 11月７日
（日）

午前９時30分〜午後３時
会場 奥大井接岨湖カヌー競技場ほか
内容 カヤック体験など
せ っ そ こ

※詳 細は、エコティかわね
のホームページ（右記）を
ご覧ください。
申込期限 10月25日
（月）
申込方法 下記へ電話またはメー

ルで申し込み
申・問 一 般 社 団 法 人 エ コテ ィか
わね（☎0547-58-7000、E メール：
ecotkawane@gmail.com）

保健・福祉

health and welfare

高齢者の皆さまへ インフルエンザ
予防接種を受けましょう
接種期間 10月１日
（金）
〜

令和４年１月31日
（月）
会場 個別指定医療機関
対象 接種当日に65歳以上の人、ま
たは60歳以上65歳未満で心臓や腎
臓、呼吸器機能障がいの身体障が
い１級の手帳を持っている人
自己負担金 1,600円
問 健康づくり課成人保健係
（プラザけやき内☎37-1112）

お気軽にご参加ください
またきてカフェ『和』を開催
なごみ

日時 1
 0月14日
（木）
午後1時30分〜3時
会場 嶺田地区コミュニティセンター
内容 認知症の人の気持ち

思いを理解して関わる

定員 15人※先着順
申込期限 10月12日
（火）
申込方法 下記へ電話で申し込み

申・問 市高齢者総合相談支援セン

ター和松会
（☎73-1818）

市生涯学習人材バンク
新規登録者を募集

令和４〜５年度の菊川市生涯学
習人材バンク
（ボランティア講師）
を募集しています。自薦、他薦は問
いませんので、応募ください。
募集分野 家 庭 教 育、歴 史、防 災、
環境、技術、芸術、文学、運動など
申込期限 10月22日
（金）
申込方法 下記へ電話で申し込み
申・問 社会教育課社会教育係
（中央公民館内☎73-1114）

令和４年４月１日採用シルバー
人材センター正職員を募集
募集人数 １人
（一般事務職）
待遇 定期昇給・賞与等有

申込期限 10月29日
（金）
※応募方法などの詳細は、下記へ問い
合わせください。
申・問

市シルバー人材センター
（☎35-2099）

令和４年菊川市成人式
「20歳の決意」発表者を募集

新成人の代表として、これから
迎える未来への決意を200字程度
にまとめ、成人式のステージで発
表しませんか。一生の思い出に、ぜ
ひ応募ください。※成人式に関する
情報は今後、広報菊川や市ホームペー
ジなどでお知らせします。

成人式開催日 令和４年１月９日
（日）
会場 文化会館アエル
募集人数 ６人
申込期限 11月１日
（月）

申込方法 下記へ電話で申し込み

申・問

社会教育課社会教育係
（中央公民館内☎73-1114）

令和３年度入学生に係る母子
父子寡婦福祉資金貸付の募集
か

ふ

対象 20歳未満の児童を扶養する

配偶者のいない人、寡婦
就学支度資金 扶養している子ど
もが高校、大学などに入学する時
に必要とする経費
修学資金 扶養している子どもが高校、
大学などで必要となる授業料などの経
費※両資金とも無利子、保証人原則不要

（審査により必要な場合があります）

申込期限 11月５日
（金）
※詳細は、下記へ問い合わせください。
申・問

子育て応援課こども福祉係
（プラザけやき内☎35-0914）

募集

20

invite information

令和４年４月１日採用予定
市役所職員を追加募集

募集職種 一般事務職
（大卒、土木・
建築、保健師、電気主任技術者※、
診療情報管理士※）

※は、菊川市立総合病院勤務
第１次試験日

10月30日
（土）
、31日
（日）
申込期限 10月１日
（金）
午後５時

※郵送の場合は、当日消印有効

申込方法 申込書に必要事項を記
入し、下記へ原則郵送で申し込み

※詳細は、市ホームページ
（右
記）をご覧いただくか、下
記へ問い合わせください。
申・問

総務課人事研修係（〒4398650堀之内61番地☎35-0921）

平和を仕事にする
防衛省採用試験受験者募集
募集種目・日程

①防衛医科大 看護科学生
（１次）
10
月16日
（土）
、②防衛医科大 医学科
学生（１次）10月23日（土）
、③防衛
大学校 一般（１次）11月６日（土）
、
７日
（日）
会場 ①静岡県立大学短期大学部、
②もくせい会館、③浜松合同庁舎
対象 18歳以上21歳未満の人
※高校卒業または高等専門学校３年次
修了の人
（見込みも含む）

申込期限 ①10月６日
（水）
、②10月

13日
（水）
、③10月27日
（水）

※申込方法などの詳細は、下記へ問い
合わせください。
申・問 静岡地方協力本部袋井地域
事務所
（☎0538-43-3717）

創業に必要な知識を学ぶ
創業支援セミナー参加者募集
日時 10月18日
（月）
、21日
（木）

午後６時30分〜

会場 プラザきくる３階Ｅ301会議室
対象 創業を予定・検討している人、

創業して間もない人
申込期限 10月８日
（金）
申込方法 下記へ電話またはＦＡＸ、
メールで申し込み
※詳細は、下記へ問い合わせください。
申・問 商工観光課産業振興係
（☎350936、FAX35-2114、E メー ル shou
kou@city.kikugawa.shizuoka.jp）

2021
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９月 日（月）〜 日（日）は、動物愛護週間です 命ある動物への愛護と適正な飼養の関心と理解を深めるために、動物愛護週間が設けられています。
０
この機会に、人と動物とのよりよい関係について考えてみませんか。
環境推進課環境政策係（☎
- ９１６）

催し

10

26

問

35

第 回菊川市文化祭中止のお知らせ
月 日（土）、 日（日）に開催を予定していた「第
市文化協会事務局（中央公民館内☎
１
りました。
- １１４）
17

問

10
30

73

31

回菊川市文化祭」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止とな

17

都市計画道路の変更に係る案の縦覧について
都市計画案の内容 東遠広域都市計画道路の変更

（菊川駅前通り線、菊川駅北口線、菊川駅南北連絡線）
縦覧期間 10月12日
（火）〜26日
（火）午前８時15分〜午後５時
※土日祝日を除く

縦覧場所 市役所本庁舎３階都市計画課窓口

意見書の提出 10月26日
（火）午後５時までに、意見書を都市計画課へ

郵送または持参 ※意見書の様式は、都市計画課窓口で配布

または市ホームページ
（右記）
からダウンロードできます。
申・問

都市計画課都市計画係（☎35-0932）

里親になりませんか〜10月は里親月間です〜

里親とは、さまざまな事情によって家庭で養育されることが難しい
子どもを迎え入れ、温かい愛情と理解をもって養育する人のことです。
●里親になったら
・児童相談所が､ 面会や交流をした上で、養育をお願いする子どもを
決定します。
・子どもの養育をしている間は、定められた養育に必要な経費が支給
されます。
・子育ての悩みや不安には、児童相談所などが相談に応じます。
【１日里親イベント参加者募集のお知らせ】
日時 10月31日
（日）午前10時〜午後３時30分
会場 磐田市内の体育館
（場所未定）
内容 レクリエーションなど※参加費無料 申込期限 10月13日
（水）
申込方法 県西部児童相談所へ電話で申し込み
問 子育て応援課こども福祉係
（プラザけやき内☎35-0914）、県こども家
庭課（☎054-221-3760） 申・問 県西部児童相談所（☎0538-37-2852）

令和４年度の放課後児童クラブ入所者を募集します

市では、保護者が仕事などにより家庭にいない児童が放課後を安全
に充実して過ごせるよう、放課後児童クラブを開所しています。
対象 家庭状況により、昼間に子どもの世話ができない家庭の児童
（新１年生〜６年生）※申し込み超過の場合は選考により決定します。
申込期間 11月１日
（月）〜17日（水）※土日祝日を除く
申込方法 申込書類一式を下記窓口へ直接、または各放課後児童クラ
ブ（継続利用者のみ）へ提出してください。※郵送不可

※就 労 証 明 書 な ど は、同 居 家 族（保 護 者、75 歳 未 満 の 同 一 住 所 の 親 族）

および同一自治会に居住する75歳未満の祖父母分が必要です。

申込書類 10月４日
（月）から、こども政策課と各放課後児童クラ
ブで要項および申込書類を配布します。市ホームページ
（右記）
からの取得も可能です。※詳細は、下記へ問い合わせください。
申・問 こども政策課幼保こども園係
（プラザけやき内☎37-1131）

火剣山キャンプ場のロゴマークが決定しました

５月中旬から６月中旬にかけて実施した人気投票で、1,717票のう
ち最多の661票を獲得したデザインを、火剣山キャンプ場ロゴマーク
として決定しました。今後、キャンプ場 PR などに活用します。また、
事前に届出を行えば、商品などに使用が可能です。
※詳細は、市ホームページ
（右記）
をご覧ください。
ロゴマークの概要

焚き火と剣と山のアイコンを元にキャラクター
化しました。顔は漢字の
「火」になっています。
申・問 商工観光課商工観光係
（☎35-0936）

11
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その他

others information

ＯＫ！ワーク仲間を増やそう
会員拡大キャンペーン

（一財）小笠掛川勤労者福祉サー
ビスセンター
（愛称：ＯＫ！ワーク）で
は、
「会員拡大キャンペーン」を実施
しています。期間中は、入会金1,000
円が無料となります。また、取引先
やお知り合いの事業所などを紹介
した人には、入会した人１人につき
1,000円の報奨金などを差し上げま
す。この機会にぜひ加入ください。
キャンペーン期限 10月25日
（月）
申・問（一財）
小笠掛川勤労者福祉
サービスセンター（☎35-0298）

お得な国民年金保険料の
前納制度を利用ください

国民年金制度には、保険料をま
とめて前払いすると割引になる前
納制度があります。10月から令和
４年３月の６カ月分を前納すると、
810円の割引となります。
・１カ月分の保険料を６カ月納め
た場合：９万9,660円
・６カ月前納で保険料を納めた場
合：９万8,850円
（810円分割引）
前納納付書の使用期限

11月１日
（月）

※事前に郵送されている納付書を使
い、上記期限までに納付をお願いし
ます。納付書を紛失した場合や、手
元に届いていない人で制度を利用
したい人は、10月20日
（水）
までに下
記へ連絡ください。
申・問

日本年金機構掛川年金事務
所国民年金課（☎0537-21-5524）
、
（音声案内２→２）

令和４年度菊川市競争入札
参加資格審査申請の追加受付

対象 ①建設工事 ②測量・建設コン

サルタント ③物品販売・役務提供
申請期間 11月１日
（月）
〜30日
（火）
※年度途中での随時受付は行ってい
ません。

申請方法 市ホームページまたは総
務課で配布する申請書提出要項を
参考に、申請書様式に必
要事項を記入し、原則郵
送または電子申請
申・問 総務課契約検査係
（☎35-0920）

※新型コロナウイルス感染症の影響により、現在掲載中の行事など中止・延期に
なる場合があります。開催の有無については、各問い合わせ先に確認ください。

日曜開庁
10月10日 … 市役所本庁市民課（☎35-0917）
10月24日 … 市役所小笠支所小笠市民課（☎73-1111）
時
間 午前８時15分～午後０時15分
取扱業務（①～②は、来庁者本人およびその同一世帯員分のみ取り扱います）

水曜日業務延長
10月６日、13日、20日、27日
時
間 午前８時15分～午後７時
 役所本庁、小笠支所、中央
実施部署 市

公 民 館、水 道 料 金お客さま
センター、プラザけやき
（社会
福祉協議会と児童館を除く）

①現在の住民票写しの交付
（菊川市分のみ）
②印鑑登録証明書の交付
③来庁者本人の印鑑登録手続き
④来庁者本人の現在戸籍の謄本・抄本の交付
※市税などの支払いについては受け付けておりませんので、
ご注意ください。

日・曜

行

事

名

時

日曜開庁
歩け歩け運動
24（日）
（横須賀城址ちっちゃな文化展）

間

場

※業務により再度の来庁をお願いする場合があ
ります。詳細はホームページをご覧いただくか、
事前にご用のある課へ問い合わせください。

所

問い合わせ
（電話番号）

8:15～12:15

市役所小笠支所小笠市民課

9:00～

掛川市役所大須賀支所

小笠市民課
（☎73-1111）
菊川市歩こう会事務局
（☎090-2134-2759）

日曜おはなし会

10:30～11:10

小笠図書館

小笠図書館
（☎73-1132）

26（火） 子育てレッスン

10:00～11:00

きくがわ子育て支援センター

きくがわ子育て支援センター（☎37-1135）

はじめの一歩
（親子ヨガ）

10:00～11:00

きくがわ子育て支援センター

きくがわ子育て支援センター（☎37-1135）

０・１・２おはなし会

10:30～11:00

菊川文庫

菊川文庫
（☎36-2220）

すいようおはなし会

15:00～15:30

菊川文庫

菊川文庫
（☎36-2220）

すいようおはなし会

15:30～16:00

小笠図書館

小笠図書館
（☎73-1132）

10:00～11:00

おがさ子育て支援センター

おがさ子育て支援センター（☎73-5698）

河城地区センター

きくがわ子育て支援センター（☎37-1135）

10:00～11:00

小笠児童館

小笠児童館
（☎73-5698）

13:00～16:00

菊川児童館

菊川児童館
（☎37-1135）

13:00～16:00

小笠児童館

小笠児童館
（☎73-5698）

27（水）

28（木） 頭と心と体の講座

29（金） 移動子育て支援センター「すくすくひろば」 10:00～11:00
小学生チャレンジ GO!
（みんなで学ぼう防災について）
30（土）
小中高生プレイルーム
小中高生ひろば

※新型コロナウイルス感染症の影響により、現在掲載中の行事などが中止・延期になる場合があります。開催の有無については、
市ホームページをご覧いただくか、各問い合わせ先に確認ください。
名

称

７カ月児相談
１歳計測日・お誕生日広場

健康カレンダー

１歳６カ月児健診

日・曜
７（木）
20（水）
１（金）
21（木）
27（水）

受付時間
9:00～ 9:30

対

9:00～ 9:15 Ｒ２. ９月生
12:45～13:30

菊川地域のＲ２. ３月生
小笠地域のＲ２. ２、３月生

２歳６カ月児歯科健診

11（月） 12:45～13:30 Ｈ31. ３月生

３歳児健診

13（水） 12:45～13:30 菊川地域のＨ30. ９月生
１（金）

５（火）
６（水）

場

Ｒ３. ２月16～28日生

18（月） 12:45～13:30 Ｒ１. ９月生

４（月）

会

Ｒ３. ２月１～15日生

２歳児歯科健診

乳幼児健康相談

象

プラザけやき

幼児 １歳～
（身体測定、育児相談、栄養相談）
9:15～10:45

乳児 ０～６カ月児
（身体測定、育児相談、栄養相談）
乳児 ７カ月児～１歳未満
（身体測定、育児相談、栄養相談）
どなたでも
（身体測定のみ）

離乳食教室

26（火）

9:15～ 9:40 Ｒ３. ６月生

成人健康相談

28（木）

9:15～11:00 成人

問い合わせ 子育て応援課母子保健係（プラザけやき内☎37-1136） 健康づくり課成人保健係（プラザけやき内☎37-1112）
2021
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10月の納税と公共料金
市県民税
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
介護保険料
市営住宅使用料
保育認定使用料（保育料）
放課後児童クラブ利用料
上下水道料金（Ａ地区）

10月

令和3年
日・曜

行

事

名

（高橋コース）
１（金） 地元を歩こう会
特別企画「秋のお楽しみ会」

時

間

9:00～

場

所

第 ３
第 ４
第 ３
第 ４
10 月
10 月
10 月
８・９ 月

期
期
期
期
分
分
分
分

問い合わせ
（電話番号）

小笠南地区コミュニティセンター 地元を歩こう会事務局
（☎36-5406）

10:00～11:10

菊川児童館

菊川児童館
（☎37-1135）

２（土） 小中高生プレイルーム

13:00～16:00

菊川児童館

菊川児童館
（☎37-1135）

小中高生ひろば

13:00～16:00

小笠児童館

小笠児童館
（☎73-5698）

10:00～11:00

おがさ子育て支援センター

おがさ子育て支援センター（☎73-5698）

０歳児親子のつどい「コロコロタイム」

10:00～11:00

おがさ子育て支援センター

おがさ子育て支援センター（☎73-5698）

すいようおはなし会

15:00～15:30

菊川文庫

菊川文庫
（☎36-2220）

７（木） にこにこ誕生会

11:10～11:30

菊川児童館

菊川児童館
（☎37-1135）

小中高生ひろば

13:00～16:00

小笠児童館

小笠児童館
（☎73-5698）

おもちゃ図書館「あそぼ」

13:30～15:00

菊川児童館

菊川児童館
（☎37-1135）

市役所本庁市民課

市民課
（☎35-0917）

５（火） ちびっこおたのしみ館
６（水）

９（土）
10（日）

日曜開庁

8:15～12:15

日曜おはなし会

10:30～11:10

菊川文庫

菊川文庫
（☎36-2220）

ふれあいタイム
（絵本リトミック）

10:00～10:40

菊川児童館

菊川児童館
（☎37-1135）

すいようおはなし会

15:30～16:00

小笠図書館

小笠図書館
（☎73-1132）

11:10～11:30

菊川児童館

菊川児童館
（☎37-1135）

プラザきくる２階多目的エリア

商工観光課
（☎ 35-0936）

１歳児ふれあいタイム
（親子遊び&ママヨガ） 10:00～10:45

菊川児童館

菊川児童館
（☎37-1135）

誕生会

10:00～10:30

おがさ子育て支援センター

おがさ子育て支援センター（☎73-5698）

おりがみタイム

15:30～16:00

小笠児童館

小笠児童館
（☎73-5698）

普通救命講習会

9:00～12:00

消防本部２階救急指導室

消防本部
（☎35-3283）

16（土） 小中高生プレイルーム

13:00～16:00

菊川児童館

菊川児童館
（☎37-1135）

小中高生ひろば

13:00～16:00

小笠児童館

小笠児童館
（☎73-5698）

内田地区センター

アプロス菊川事務局
（☎73-0115）

10:40～

中央公民館

教育総務課
（☎73-1136）

みんなのひろば
（遠足）

10:00～13:00

菊川運動公園

小笠児童館
（☎73-5698）

０・１・２おはなし会

10:30～11:00

菊川文庫

菊川文庫
（☎36-2220）

11:10～11:30

菊川児童館

菊川児童館
（☎37-1135）

すいようおはなし会

15:00～15:30

菊川文庫

菊川文庫
（☎36-2220）

すいようおはなし会

15:30～16:00

小笠図書館

小笠図書館
（☎73-1132）

０歳児ふれあいタイム
（リトミック）

10:00～10:45

菊川児童館

菊川児童館
（☎37-1135）

０・１・２おはなし会

10:30～11:00

小笠図書館

小笠図書館
（☎73-1132）

10:00～11:00

きくがわ子育て支援センター

きくがわ子育て支援センター（☎37-1135）

小中高生プレイルーム

13:00～16:00

菊川児童館

菊川児童館
（☎37-1135）

小中高生ひろば

13:00～16:00

小笠児童館

小笠児童館
（☎73-5698）

13（水）

14（木） にこにこ交流会
おしごと相談所「なでしこワーク」
15（金）

ノルディックウォーク教室
17（日）
（中内田コース・八幡宮、文永寺、塩の道）
19（火） 定例教育委員会

20（水） にこにこ工作

21（木）

22（金） おしゃべりひろば
（小麦粉粘土）
23（土）

13
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9:30～11:30

9:00～

10 月の 相 談 窓 口
名 称

問い合わせ

内

容

日・曜

菊川市民対象の交通事故などの法
第２・３
弁護士無料
予約は10月１日
（金）
からの平日午前 律に関する相談
火曜日
法律相談
（先着順）
※要予約
８時15分から午後5時までに地域 各日５組
支援課自治振興係
（プラザきくる内 相続・不動産登記・成年後見などの
司法書士
☎35-0925）
へ
相談
第４水曜日
無料法律相談
各日４組
（先着順）
※要予約
犯罪被害者等 地域支援課自治振興係
犯罪被害者等支援に関する相談
平日
（プラザきくる内☎35-0925）
支援相談

外国人
住民相談

地域支援課市民協働係
（プラザきくる内☎35-0925）

社会福祉協議会
心配ごと相談
（プラザけやき内☎35-3724）

外国人住民の生活に関する困りご
となどの相談

日常生活上の悩みごと、困りごとに
関する相談

結婚相談

社会福祉協議会
（プラザけやき内☎35-3724）

結婚に関する相談
※電話での相談はできません。

ひきこもり、
不登校相談

社会福祉協議会
ひきこもり、不登校に関する相談と
生活困窮者自立相談支援センター
情報提供
（プラザけやき内☎090-1476-3233）

HIV
（エイズ） 西部保健所地域医療課
検査・肝炎検査 （☎0538-37-2253）

エイズに関する検査※要予約

精神保健福祉 西部健康福祉センター掛川支所
（☎22-3263）
総合相談

心の病やアルコール問題に関する
相談※要予約
国の仕事やサービス、各種制度や
手続きに関する相談

総務省行政相談センター
( ☎057-009-0110)
市民協働センター
市民活動相談
（プラザきくる内☎35-2220）
都市計画課住宅建築係
空家相談
（☎35-0957）
消費生活センター
消費生活相談
（商工観光課内☎35-0937）
みんなの人権110番
人権相談
（☎0570-003-110）

行政相談

きくがわ
こころの
健康相談

※希 望者は梅毒検査・Ｂ型肝炎・Ｃ型肝
炎検査も受けることができます。

平 日

時 間

会 場

相談員

13:30 ～ 16:00
（1組30分程度）

プラザきくる２階
打合室

指定弁護士

15:00 ～ 17:00
（1組30分程度）

プラザきくる２階
打合室

8:15 ～ 17:00

プラザきくる２階
地域支援課

司法書士会掛川
地区支部担当
司法書士

8:15 ～ 17:00

１日
（金）
５日
（火）
15日
（金）
20日
（水）

9:00 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00
13:00 ～ 16:00
9:00 ～ 12:00
18:00 ～ 21:00
１日
（金）
（受付は20:00まで）
9:00 ～ 12:00
17日
（日）
（受付は11:00まで）

プラザきくる２階
地域支援課
プラザけやき
中央公民館
プラザけやき
中央公民館

担当職員
市相談員
民生児童委員
行政相談委員
人権擁護委員

プラザけやき

結婚相談員

平 日

8:15 ～ 17:00

プラザけやき

担当職員

７日
（木）

13:30 ～ 15:00

21日
（木）

9:30 ～ 11:00

中遠総合庁舎
西館１階検診室

医師保健師

12日
（火）

13:30 ～ 15:00
（30分３枠）

西部健康福祉センター
掛川支所

専門医

平 日

8:15 〜 17:15

利用者に応じて決定

行政相談委員

市民協働センター 市民協働センター
（プラザきくる２階） スタッフなど
市役所本庁３階
担当職員
都市計画課
市役所本庁３階
担当職員
消費生活相談員
相談コーナー

市民活動に関する相談

平 日

9:00 ～ 18:00

空家等に関する相談

平 日

8:15 ～ 17:00

商品や訪問販売など契約に関する
相談

平 日

8:15 ～ 17:00

人権に関する相談

平 日

8:30 ～ 17:15

（電話相談）

人権擁護委員

平 日

9:00 ～ 16:00

利用者に応じて決定

精神保健福祉士

平 日

8:15 ～ 17:00

プラザけやき

担当職員

平 日

8:15 ～ 17:00

プラザけやき

担当職員

平 日

8:15 ～ 17:00

プラザけやき

家庭相談員

8:15 ～ 17:00

プラザけやき

8:30 ～ 17:00

家庭医療センター

平 日

8:15 ～ 17:00

プラザけやき

担当職員

平 日

8:15 ～ 17:00

プラザけやき

担当職員

平 日

8:15 ～ 17:00

（電話相談）

保健師
栄養士

平 日

8:15 ～ 17:00

（電話相談）

保健師
栄養士

平 日

9:00 ～ 14:00

中央公民館

教育相談員

平 日

10:00 ～ 17:00

（電話相談）

相談員

こころの悩みや病気のこと、社会参
福祉課障がい者福祉係
加などの生活支援の相談
（相談支援事業所Ｍネット☎28-9716）
※要予約
福祉課障がい者福祉係
障がい児・障がい者に関する相談
障がい者相談
（プラザけやき内☎37-1252）
福祉課生活福祉係
ドメスティックバイオレンス
（夫婦間、
DV 相談
（プラザけやき内☎37-1251）
パートナーからの暴力）
相談
子育て応援課こども福祉係
子育ての悩みに関する相談
家庭児童相談
（プラザけやき内☎35-0955）
地域包括支援センター
（プラザけやき内☎37-1120）
高齢者
介護や高齢者に関する相談
高齢者総合相談支援センター
なんでも相談
和松会
（ブランチ）
（家庭医療センター内☎73-1818）
社会福祉協議会
福祉に関する相談
福祉総合相談
（プラザけやき内☎35-3724）
社会福祉協議会ボランティアセンター ボランティアの登録や募集、活動に
ボランティア
（プラザけやき内☎35-3724）
関する相談
相談
子育て応援課
（プラザけやき内）
乳幼児の健康や発達に関する電話
子ども健康相談 母子保健係（☎37-1136）
相談
発達支援係
（☎37-1137）
健康づくり課成人保健係
成人の健康に関する電話相談
健康電話相談
（プラザけやき内☎37-1112）
児童・生徒・保護者の教育相談
適応指導教室「このゆびと～まれ」
（不登校や友人関係など教育全般）
教育相談
（中央公民館内☎73-1110）
※要予約
子ども
（高校生年代まで）
や保護者
教育相談ハロー電話 県総合教育センター
の悩み相談
「ともしび」 （☎0537-24-8686）

平 日

女性相談平
県男女共同参画センターあざれあ 女性・男性が抱えるパートナーと
※相談日時はそれ
あざれあ
電話相談
日・第2土曜日
女性相談
（☎053-456-7879）
ぞれ異なりますので、
・
の関係、家庭の問題などに関する
女性相談
男性相談
インターネッ
ト相談
男性相談
（☎054-272-7880）
事前に確認ください
相談
男性相談
第1・3土曜日
平 日
18:00 ～翌朝8:00
静岡こども救急電話相談
静岡こども
（プッシュ回線・携帯電話…♯8000 子どもが急な病気で心配なとき
土曜日
13:00 ～翌朝8:00
（電話相談）
救急電話相談
ダイヤル回線…☎054-247-9910）
休日（日、祝、年末年始） 8:00 ～翌朝8:00

担当職員

女性の相談員
男性の相談員
小児科医
保健師
看護師

※新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載中の相談窓口が中止・延期される場合があります。開催の有無については、各問
い合わせ先に確認ください。
2021

9

14

平日夜間・休日の救急診療はまず

急患診療所

【診療科目】 平日：内科、小児科
日曜日・祝日：内科、小児科、外科、歯科
【診 療 日】 平日夜間、日曜日・祝日

イパス
掛川バ

国道1号

←袋井

西郷I.C

掛川警察署●

掛川駅

掛川東病院
介護老人保健施設
桔梗の丘

千羽I.C

宮脇I.C

線

県道415号

環境資源
ギャラリー
●

掛川特別
支援学校

掛川税務署
●

掛川I.C

つま恋

東名

高速

道路
菊川→

←エコパ

※入院や手術の必要がない救急診療は、急患診療所をご利
２階 小笠掛川急患診療所
用ください。また、受診の場合は、事前に連絡してください。
※土曜日は開業医院や総合病院をご利用ください。
※急 患診療所では、交通事故と労災の診察をお受けできま 問い合わせ 小笠掛川急患診療所（希望の丘内・中部
せん。
ふくしあ２階 掛川市杉谷南1-1-30 ☎61-1299）
昼間
（各医療機関の診療時間）

夜間
（午後7時～午後10時）

深夜
（午後10時～翌朝8時15分）

平日

菊川市内の開業医院
菊川市立総合病院

急患診療所
（受付は午後9時30分まで）

菊川市立総合病院

土曜日

菊川市内の開業医院
菊川市立総合病院

菊川市立総合病院

日曜日・祝日

急患診療所【①午前９時～午前12時、
②午後１時～午後５時】
※歯科は午前のみ。
（受付は①午前11時30分まで、

②午後４時30分まで）

菊川市立総合病院【午後5時～】

※菊川市立総合病院（菊川市東横地1632、☎35-2135）
での受診は原則、重症患者に限ります。

開催案内・結果報告

スポーツ＆文化

＜スポーツ＞
■案内
■募集
「令和３年度菊川市民バドミントン
気軽な体幹トレーニング
大会」中止のお知らせ
Happyピラティス受講生募集
11月14日
（日）に開催を予定して
ピラティスは、運動が苦手な人 いましたが、新型コロナウイルス
でも体幹を鍛えられ、体調も整え 感染症拡大防止のため、中止とな
られるエクササイズです。
りました。
骨の部位や位置を意識して、す 問 市体育協会事務局
（市民総合体育
らっと伸び上がる美しい姿勢をつ 館内☎73-0115）、市体育協会バド
くりましょう。
ミントン協会 酒井（☎36-0754）
日時

11月９日～12月14日の毎週火曜日 ＜文化＞
各日 午前10時～11時30分
■案内
会場 町部地区センター 多目的ホール 文化協会アートフラワー部
定員 25人※13人以上で開講
「深雪アートフラワー 会員作品展」
参加費 2,500円※初回に集金します。
布を染めて草花を表現した、美
申込期間
しい作品をお楽しみください。
日時 11月17日
９月27日
（月）～10月22日
（金）
（水）
～12月４日
（土）
申込方法 下記へ電話で申し込み
午前10時～午後５時
持ち物 体 育館シューズ、タオル、 会場 文化会館アエル 展示ロビー
問 文化協会アートフラワー部
飲み物、ヨガマット、マスク
申・問 NPO法人菊川市体育協会教室
松下とし子（☎36-2488）
担当
（市民総合体育館内☎73-0115）
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データで見る菊川

市の動き

■令和３年８月末日現在の人口
菊川市総人口：48,014人（+ １）
男：24,226人（+ １）、女：23,788人（－）
世帯数：18,441世帯（+33）
内・外国人住民：3,598人（+22）
■８月の街頭犯罪等発生（認知）件数
市内総件数：３件（- ２）
・万引き：２件 ・出店荒し：１件
■８月の交通事故発生件数
人 身 事 故：10件（- ２）
死
者：０件（－）
傷
者：12件（- ４）
■８月の火災発生件数：１件（－）
■８月の救急件数：149件（+33）
■８月のコミュニティバス利用者数
（デマンド試験運行を含む）
本年：1,965人
前年：2,234人
※（ ）内は前月に対する増減

Info
1

市役所からのお知らせ

全ての対象者が予約をできるようになりました

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

19〜29歳の人の予約と接種を開始します。これにより、接種対象者である12歳以上の全ての人
が、予約できるようになりました。

問い合わせ 新型コロナウイルスワクチン接種相談窓口（プラザけやき内☎0120-285-780）
新型コロナウイルスワクチン接種予約センター（プラザけやき内☎0120-507-001）

■19〜29歳の人の予約・接種開始案内
予約開始日 ９月14日
（火）
より受付中
接種開始日 ９月29日
（水）
予約方法

• 電話予約 新型コロナウイルスワクチン接種予約セ
ンター
（☎0120-507-001）
へ電話
• インターネット予約 市ホームページ「新型コロナ
ウイルスワクチン接種について」のページから予約
システムへ接続

■12歳の人の接種券発送について

ワクチン接種は、接種日時点で12歳の人が対象とな
ります。まだ接種券が届いていない人は、12歳になる
誕生月末日に接種券を発送します。

■接種状況 （９月５日時点）

12歳以上対象者
（令和３年１月１日時点）4万3,021人
１回目

■接種場所

９月22日
（水）
から集団接種会場を変更します。
会場
市民総合体育館
（赤土1070-1）

曜日
水曜日
木曜日
土曜日
日曜日

開設時間
午後１時30分～５時
午前９時～正午
午後１時30分～５時

個別接種は現在公開している予約分のみとなります。

Info
2

2 万1,799人
50.67%

■接種者

■未接種者

2 万1,222人
49.33%

2 万4,687人
57.38%

２回目

1 万8,334人
42.62%

掲載している情報は、９月８日時点のも

のです。最新情報は市ホームページ
（右記）
から確認ください。

まちづくり活動を行う皆さんへ

令和４年度１％地域づくり活動交付金の公募開始

「１％地域づくり活動交付金」は、市民の皆さんが自主的に実施
する「まちづくり・地域づくり活動」に対して、その経費の一部を
助成する制度です。令和４年度に交付金の活用を希望する団体
は、下記をご確認の上、応募ください。

問い合わせ 地域支援課市民協働係
（プラザきくる内☎35-0925）

■対象活動

（１）地域づくり団体
令和４年４月から１年間、本交付金以外の助成を受
けずに市民が自主的かつ主体的に取り組むまちづくり・
地域づくり活動
（２）学生団体
上記地域づくり団体と同様の活動または地域づくり
団体との協働による活動

■活動部門

（１）地域づくり自由活動部門
市民などが自発的かつ主体的に取り組む地域コミュ
ニティの推進や地域の活性化のための公益的な地域づ
くり活動です。住民のふれあいや交流により、楽しみ
ながら連帯感や信頼関係を育む活動や参加者が知識や
技能を修得する活動などになります。
（２）地域の困った解決部門
身近な生活の課題を発見し、解決するための具体的

▲キクルデツクル
（子どもたちのパン作り）

な活動や仕組みづくりなどになります。令和４年度か
らは、新たに行政が提案する課題を解決する活動を募
集します。

■交付限度額

（１）地域づくり団体30万円
（２）学生団体10万円

※活動年数や活動部門により交付率が異なります。

■公募期間

10月１日
（金）
～29日
（金）
本公募は、令和４年度当初予算の成立が前提となる
ものです。今後内容などが変更になる場合があります
ので、あらかじめご了承ください。
交付金の概要や応募方法などの詳細は、
地域支援課や小笠市民課、地区センターに
配架してある応募の手引き、または市ホー
ムページをご覧ください。
2021
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問い合わせ

プログラムインフォメーション

文化会館アエル

郷土の偉人の生涯を知る
「三浦環ものがたり」勉強会
地元ゆかりの偉人についての勉強
会を開催します。第１回目は、伝説
のオペラ歌手・三浦環の親戚に当た
る元木房子さんを講師に迎え、
「三
浦環と母・登波さんとっておきの話」
と題して、親 族 だ から知りうる貴重
なお話を伺います。
■日時 ９月26日（日）
開演 午後２時
■会場 文化会館アエル小ホール
■料金 500円
■申込方法 上記へ電話で申し込み
たまき

文化会館アエル（☎35-1515）

※毎週月曜（月曜日が祝休日の場合は、翌日が休館）

販売窓口時間 午前９時〜午後７時
電話購入 文化会館アエルチケット係（☎37-3232）
インターネット購入 http://kikugawa-ael.jp/

玉置浩二 Concert Tour2021
故郷楽団〜Chocolate Cosmos

学生さん集まれ！
アエルde演劇講座

玉置浩二が菊川のホールに登場し
ます。２年ぶりのファン待望のバン
ドソロツアーです。
■日時 10月24日
（日）
開場 午後４時30分 開演 午後５時
■会場 文化会館アエル大ホール
■料金 全席指定席 9,900円
■チケット 好評発売中

演劇に必要な身体の使い方や発声
練習、台本の読み方などの演技の基
本を学べます。
基礎から丁寧な指導が受けられる
ので、未経験でも大丈夫です。学校
の枠を超えた友だちと一緒に、作品
づくりにチャレンジできます。
■日時 毎週火曜日・木曜日
午後７時〜８時30分
■会場 文化会館アエル和室
■対象 中高校生、大学生
■料金 月額 5,000円
■申込方法
上記へ電話で
申し込み

※４歳未満入場不可
※友の会割引はありません。

※随時募集してい
ます。

やってみよう！ＳＤＧｓ

〜未来のために私たちができること〜

|| No.2 ||

SDGs(持続可能な開発目標)は、
「誰一人取り残さない」という理念のもと、
2030年までに達成を目指す世界共通の目標です。SDGsには、未来を実現す
るため17のゴール(あるべき姿)が設定されています。今回はその中から２つ
のゴールを紹介します。皆さんができる取り組みを考えてみましょう。
問い合わせ 企画政策課企画係 ☎35-0900

ゴール１

貧困をなくそう

世界の10人に１人が極度の貧困に苦しんでい
ます。日本でも、相対的貧困の人 平均的な暮
らしと比べた場合に貧しい人 が増えており、格
差の解消が課題となっています。

市の取り組み

・生活困窮者自立支援事業
さまざまな困難があり、経済的に困っている人を対象に、
問題解決に向けたお手伝いをします。

私たちにできる取り組み例

・フードバンク活動 ※１ に協力しよう
・フェアトレード ※２ の商品を購入しよう

※１ 経済的な理由により食べ物に困っている人に、余っている
食べ物を届ける活動のこと
▲国際フェア
※２ 開発途上国から原料や製品を不当に安く買うのではなく、
トレード認証
ラベル
適正な価格で継続的に買い取る公正・公平な取引のこと

17
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ゴール２

▲ 市が配布した食品ロス削減
啓発ポップ

飢餓をゼロに

世界の９人に１人が、栄養不足に
苦しんでいます。一方日本では、多
くの食料を外国からの輸入に頼っ
ているにも関わらず、年間でおよそ
600万トンの食品が、食べられるのに捨てられて
いることが問題になっています。

市の取り組み

・食品ロス ※ 削減の啓発活動
市内のスーパーマーケットやコンビニエンス
ストアにポップやポスターを掲示してもらい、
食品ロス削減を促します。
※食べることができたはずの食品が廃棄されること

私たちにできる取り組み例

・食べ物を残さず食べよう
・地元でとれたものを地元で消費しよう 地産地消

今 月 の オ ス ス メ 図書を紹介

図書館情報
一般

クララとお日さま
カズオ・イシグロ／著

つち や

■問い合わせ
小笠図書館（☎73-1132）
菊川文庫（☎36-2220）

一般

小●
菊
●

まさ お

土屋 政雄／訳

小
●

よし あら ゆう き

吉荒 夕記／著
美術出版社

人工知能を搭載したロボッ
トのクララは、病弱な少女の家
族に買われます。彼女の親友
になるため、クララは行動しま
すが、人間とロボットの友情に
は悲しい現実がみえてきます。
ノーベル文学賞を受賞した作
者によるSF作品です。

バンクシーの作品は、アート
か落書きか。ブラックユーモア
に込められたメッセージが世界
中で注目されています。作品だ
けでなく、展示の仕方や場所に、
多くの人が驚かされています。
覆面アーティストの真相に迫り
ます。

がら す

一般書 硝子の塔の殺人

ち ねん

み き と

知念 実希人／著

一般書 フライトナースの秘密

ひし ぬま ひでかず

菱沼 秀一／著

一般書 白光

あさ い

朝井 まかて／著

図書館のホームページを活用しよう
■図書館への来館が難しい時は、パソコンやスマート

フォンで図書館のサービスを利用してみませんか。
本の題名や著者名、キーワードで検索すると、蔵書の
確認や予約ができます。予約した本が用意できると
電話やメールでお知らせが届きます。また、借りてい
る本や返却日の確認をすることもできます。
他の人の予約が入っていなければ、返却期限
を１回限り延長することができます。
図書館ホームページ▲

■ 蔵書点検による休館のお知らせ

図書館にある本の確認や整理のため、蔵書点検を
下記のとおり実施します。点検期間中は、図書館が
休館となります。休館中の本の返却は、ブックポス
トをご利用ください。
期間 小笠図書館

菊川文庫

10月６日 水 〜10日 日
10月13日 水 〜17日 日

４日（月）
18日（月）

11日（月）
25日（月）

※休館中は、ブックポストに返却して
ください（本に限ります）。

児童

バンクシー
壊れかけた世界に愛を

早川書房

■10月の休館日（両館共通）

■開館時間（両館共通）
午前10時〜午後６時

児童

小●
菊
●

小●
菊
●

ランドセルが
やってきた

「ピーターラビット」
の丘から

なかがわ

マーガレット・Ｓ・ユアン／著
おく だ

み き

奥田 実紀／訳

中川 ひろたか／文

むら かみ やすなり

文溪堂

世界中で愛される「ピーター
ラビット」の著者「ビアトリク
ス・ポター」は、絵本で得た資
金で美しい湖水地方を買い取
り、開発計画から自然を守り保
護しました。名作を描くきっ
かけなどを含む、生涯をつづっ
た伝記です。

村上 康成／絵

徳間書店

うみひこくんが幼稚園から
帰ると、おじいちゃんからラン
ドセルが届いていました。背負
ってみるとお兄さん に なった
気分に！新１年生になる前のド
キドキとワクワクが入り混ざる
この本は、入学前に読んでほし
い 一 冊です。

児童書 雲と雨の大研究

あら き

けん た ろう

荒木 健太郎／監修

児童書 みんなのためいき図鑑

むら かみ

村上 しいこ／作

児童書 くろねこのほんやさん シンディ・ウーメ／文・絵

※新しく入った本の一部をご紹介します。

わたしの
イチオシ
この本
お気に入りの
1冊を紹介する
コーナーです。

【 今月の紹介者 永田 みくさん

（小笠東小６年・丹野）】

菊川市子ども司書のみくさんのイチオシ本は、
「若おかみは小学生」(令丈ヒロ子/作)です。主人
公のおっこが祖母の旅館を継ぐために日々修行
する物語です。誰とでもすぐ仲良くなれるおっ
こが、幽霊と友だちになっていく場面が好きなみ
くさん。「元気がなくなった時に読むと、楽しく
元気になれる本です。文量は多いですが、読みや
すいので小学校低学年にもおすすめです」と話し
てくれました。
2021
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No.148

栄養バランスを整える一品

乾物はもどすだけで包丁を
使わずに調理できるものが多
く、時短にもなります。いつ
もの献立に追加することで、
不足しがちな食物繊維とカル
健康づくり
シウムを一度に補うことがで 食生活推進協議会
こ
きます。
赤堀 ひろ子さん

材料 ４人分（１人分エネルギー 30kcal）
ひじき（乾燥）
桜えび（乾燥）
キャベツ

12ｇ

①ひじきは水でもどし、さっとゆでる。

２枚

③キャベツは芯をそぎ切りにし、熱湯にくぐらせてから、細切りに

20ｇ

酢

大さじ１と１/３

しょうゆ

大さじ１と１/３

砂糖

作 り 方
②桜えびはさっと熱湯に通す。
する。

大さじ１と１/３

④Aを合わせ、他の材料と混ぜる。

151

147

東京オリンピックで、ソフトボール日本代表が
獲得したのは「○メダル」
（漢字１文字）

上山 千裕ちゃん

（２歳）
（西袋）

とうふ菓子２種セット
深蒸し菊川茶味・ブルーベリー味

深蒸し菊川茶とブルーベリー
ジャムをそれぞれ混ぜたしろあ
んを、豆乳カステラでサンドし
ています。豆腐のように白くし
っとりとしたカステラです。

提供：ポエム新月

所在地：嶺田1315-1

☎73-3083

正解者の中から３人に「今月の逸品」が当たります。答え
とあなたの住所・氏名・年齢・電話番号のほか、身近なでき
ごとや広報を読んだ感想を、ハガキに書き添えて下記へ
お送りいただくか、右下から電子申請で応募ください。
■あて先
〒439-8650 菊川市堀之内61番地
菊川市役所秘書広報課
■締め切り
10月21日（木） 当日消印有効
■結果
７月号の広報クイズには108人の応募があり、106人正解。
答えは「パラリンピック」でした。
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すくすく元気に
育ってね

増田 悠人くん

（２歳）
（赤土下）

写真撮るの
大好き♪
０歳から３歳くらいまでの子どもの写真を募集しています。
下記へ申し込みまたは、右記から応募できます。応募順に掲
載するため、掲載までに時間がかかる場合があります。

・ 秘書広報課秘書広報係（☎35-0924 Eメー
ル：hishokoho@city.kikugawa.shizuoka.jp）

み んなのひろば
City Topics In Kikugawa

聖

東京2020パラリンピック聖火リレー

火がつなぐみんなの思い

８月17日、御前崎市と菊川市で
パラリンピック聖火リレーが開
催されました。
聖火は、同日に県内35市町で採
火されて１つに集火されたもの。
市は中央公民館で採火式を行い、
参加者が火起こし器を使って火
1
2
3 種を作りました。
リレーは、御前崎市の浜岡福祉
会館前から菊川市のみなみやま会
館までのおよそ４キロメートル。
68人のランナーが23区間を走り
聖火をつなぎました。ランナーた
ちは、それぞれの思いを胸に笑顔
で走り、パラリンピックの機運を
4
5
6 盛り上げました。
ゴール会場には、小笠南小学校
1 熱い思いを胸に、公道を走るランナー 2 次のランナーに聖火が渡るトーチキス
3 ゴールで記念撮影 4 昔ながらの方法で火を起こす 5 市章入りのランタンを灯す 児童とみなみこども園園児が描
長谷川寬彦市長 6 大きな布に色とりどりの絵を描いた応援横断幕
いた横断幕が展示されました。

楽 しい夏休みの思い出づくり

アエルこどもサマーフェスティバル2021

1

2

3

７月24日から８月15日まで、文
化会館アエルで園児・小学生を対
象に「学ぶ」
「遊ぶ」
「体験」をテー
マにさまざまな催しをする「アエ
ルこどもサマーフェスティバル
2021」が開催されました。中高校
生や地元の民間企業、警察署など
と協力して、30の体験会や舞台公
演が行われ、市内外から延べ人数
でおよそ6,400人が参加しました。
1

親子で協力して本格的な木工作品を

制作

4

5

6

2

を作る
4

集中して丁寧にアートフラワー
3

袴を着て剣士の決めポーズ

科学の原理を生かしたカラフルな

いくら作り
6
7
8

5

SL の乗車体験に心躍る

自分で 作った 竹 の 水 鉄 砲で 遊 ぶ

カブトムシとの触れ合いを楽しむ

ガラスや陶器のタイルを貼り付けて

フォトフレームを完成
7

8

9

9

好きな色のア

イスクリームの型紙を重ねて、かわい
いしおりを作る

2021
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まちの話題をお届けします

市ホームページの「"旬感"まちのニュース」では、このコーナーに掲載できなかったさまざまな話題を紹介しています。
最新のニュースから過去３年分まで、写真とともに閲覧できます。ぜひご覧ください。

自

７/７ 山本いく子さん100歳おめでとうございます
山本いく子さん（白岩
下）が100歳の誕生日を
迎え、入居施設で家族
などが 見 守る中、市 長
から花束と記念品が手
渡されました。長寿の
秘訣は、
「好き嫌いなく
何でも食べることです」
と話してくれました。

7/20 菊川ライオンズクラブから学校図書贈呈
同クラブは、菊川東
中学校、菊川西中学校、
牧之原中学校、常葉大
学附属菊川中学校の４
校に毎年図書を寄贈し
ています。菊川東中学
校では、７月20日に図
書委員長らへ10冊が手
渡されました。

7/23 どきどきフェスティバル
市埋蔵文化財センター
で、小学生20人が焼き
雛と土器作りに挑戦。
焼き雛作りでは、好き
な型に粘土を押し込ん
で人形を作りました。
後日色づけして仕上が
った作品に、児童たち
は喜んでいました。

1

1

材料を入れたポリ袋を鍋に入れる（プラザけやき）
棒状の金属片で火を起こす（火剣山キャンプ場）

深

小笠図書館で市内
の小学生９人が、ペー
パーウエイトを作りま
した。好きな色の羊毛
を、石にこするように
揉んで巻き付けて、色
とりどりに完成させ、
モノづくりの楽しさを
実感しました。

分の身を守る力を楽しく学ぶ

親子で災害への意識を高めることや防災知識を身につける
ことを目的に、市主催の講座が初開催されました。８月３日の講
座には、小学生親子７組が参加。講師の鈴木あいかさんから、災
害時に節水しながら温かい料理を作ることができる「パッククッ
りゅういち
キング」を教わりました。８月11日には、防災士の宇佐美竜 一
さんを講師に、小学生親子11組が火起こしやロープ結索など災
害時に役立つアウトドア術を学びました。アウトドアならでは
の技術を肌で感じながら、親子で楽しい時間を過ごしました。

2

８/１ 羊毛フェルトのペーパーウエイトづくり

親子防災ワークショップ

2

市内２事業所に給茶機設置

蒸し菊川茶を民間施設で PR

８月２日、
「トーシン産業（株）」
（本社：東京都）からの企業版
ふるさと納税を活用して、
「菊川カントリークラブゴルフ場」と
「ビジネスホテル『くれたけイン菊川』」に給茶機を設置しまし
た。来訪者の多い民間施設に設置することで、市の基幹産業で
ある茶業の持続可能な経営の支援や、深蒸し菊川茶の魅力発信・
消費拡大を図ることを目的に実施され、市内外の利用者におも
てなしの心で深蒸し菊川茶を提供しています。８月５日には、
設置場所で呈茶サービスが行われ、きくのんと茶ラリーマンも
PR に一役買いました。

表紙のことば

８月22日、加茂地内に
ある大頭龍神社で市商工
会 の 企 画により、「菊川
Cheer Up！花火」が開催
されました。新型コロナウ
イルス感染症の拡大が早
期に終息するよう願いを
込めて、およそ460発が打
ち上げられました。
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1

1

菊川カントリークラブゴルフ場

2

くれたけイン菊川

2

「迷った」らまず確認！

特殊詐欺の手口を知って
被害を防ぎましょう

一本の電話やハガキをきっかけに、現金やキャッシュ
カードをだまし取る「特殊詐欺」。自分は大丈夫という
思い込みはやめましょう。
問い合わせ 地域支援課
（プラザきくる内☎35-0925）
菊川警察署管内防犯協会（☎36-6363）

■特殊詐欺にあわないために

①お金を「送る・手渡す・振り込む」前に相談しましょう。
お金の話は一人で決めずに、家族や警察などに相談
してください。
②詐欺の手口に関心を持ち、詐欺のニュースや記事を
見て、手口について知識を身につけることで、詐欺
だと気づきやすくなります。
③家族にしかわからない「合い言葉」を決めるなど、普
段から家族と連絡を取り合いましょう。
また、自治会活動や近所付き合いの中で詐欺の話題
を出すなど、お互いに見守り合いましょう。

■代表的な特殊詐欺の手口

・オレオレ詐欺・預貯金詐欺
電話などで親族や警察官を装い、現金などをだま
し取る手口
・キャッシュカード詐欺盗
キャッシュカードが不正利用されているなどと接
触して、偽物のカードとすり替えて盗む手口

怪しいと思ったら、迷わず電話！

警察総合相談

♯９１１０（全国共通）

詐欺や犯罪被害の未然防止などの
生活の安全を守るための相談窓口です。

・還付金等詐欺
市役所職員などを装い、税金や医療費の還付をす
るように連絡し、気づかないうちに送金させる手口
・架空料金請求詐欺
メールで根拠のない請求をして金銭をだまし取る
手口。最近は電子マネーを購入させるケースが増加

特殊詐欺チェックリスト
１つでもチェックがついたら詐欺の可能性があります。警察や家族に相談しましょう。
手段

相手
息子や
孫など

電話が
掛かってきた

□
□
□
□
□
□

警察・弁護士・
市役所など

手段
ハガキやメールなどが
届いた

□
□
□
□
□
□
□
□

相手に言われた内容
風邪などでのどの調子が悪い
会社のお金や書類の入ったカバンを失くした
携帯番号が変わった（携帯を失くした・壊れた）
会社のお金を使ってしまった
弁護士（同僚や上司）がお金を受け取りに行く
新型コロナワクチンを優先的に接種できる
後日全額返金されるので〇万円振り込むように
あなたの名義の口座が悪用されている
自宅にキャッシュカードを取りに行く
レターパック（郵便や宅配）で現金を送って
電子マネーを購入して
税金や医療費を還付するので携帯を持って ATM に行って
ハガキやメールなどに書かれている内容
「コロナワクチン無料予約受付、アプリをインストールして」などと記載
「訴訟最終告知」、
「有料サイト利用料金未納」などと記載
「〇〇万円が当選した」、
「パチンコ必勝法」などと記載
2021
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菊川市に住み続けてくれる若者世帯を応援

若者世帯定住促進補助制度

市では、若者世帯の定住促進を図るための補助を実施しています。
これから住宅を取得しようと考えている人は、この機会に
菊川市での定住を検討してみませんか。
問い合わせ 都市計画課住宅建築係
（☎35-0957）

■補助対象者

取得した住宅に居住する前１
年間の住所が市外、または市内の
賃貸住宅に１年以上継続して居
住しており、①または②に該当す
る人
①夫 または妻のいずれかが満40
歳未満の世帯の夫または妻
②配 偶者のいない満40歳未満の
親と子がいる世帯に属する親

■補助金額

・上限25万円
（住宅の取得費用の10分の１以内）
・上限40万円（三世代同居および三世代隣接住
宅を取得した場合は、取得費用の10分の２
以内）

■受付期限 令和４年３月31日（木）
※予算が無くなり次第、終了します。

交付条件などの詳細は、市ホーム
ペ ー ジ（右 記）を ご 覧 い た だ く か、

上記へ問い合わせください。

菊川市でも【フラット３５】地域連携型が利用可能になりました
地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、地方公
共団体による財政的支援と併せて、
【フラット３５】の
金利を引き下げる制度です。
【フラット３５】地域連携型を利用するためには、市
から「【フラット３５】地域連携型利用対象証明書」の
交付を受ける必要があります。

※こ の他、
【フラット３５】の技術基準や融資基

準を満たす必要があります。各基準の詳細は、
右記のサイトなどで確認ください。

問い合わせ 住
 宅金融支援機構お客さまコールセンター
（☎0120-0860-35）
営業時間 午前９時〜午後５時

※祝日、年末年始を除き、土日も営業しています。

23
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菊川市補助金交付

住宅金融支援機構
借入金利の引下げ

【フラット３５】地域連携型
当初の５年間の借入金利 年0.25％引き下げ
【フラット３５】Ｓとの併用で
当初の５年間の借入金利 年0.5％引き下げ
※金 利Ａプランの場合は、６年目から10年目まで
年0.25％引き下げ

自慢の逸品ができるまで

農家
ー
企業探訪
ー

Vol.3

私たちのまち菊川のことをもっとくわしく！もっと大好きに！
市内の事業所が生んだ「菊川発！自慢の逸品」を紹介していきます。
今回は、静岡県温室農業協同組合静南支所菊川支部の自慢の逸品です。
問い合わせ 農林課農業振興係 ☎35-0938

1

Vol .

静岡県温室農業協同組合静南支所菊川支部

2021 9 月号
289 令和３年９月16日発行

2

余分な水分や養分を
吸わないように限られ
た土量の中で栽培しま
す。花が付いたら筆を
使って授粉させます。

組合概要

事業所名：静岡県温室農業協同組合静南支所
設

「隔離ベッド方式」で栽培

所：掛川市千浜6851-1
立：昭和48年

組合員数：菊川支部14人
61番地
電話 0537-35-0924、 FAX 0537-35-2117
E メール hishokoho@city.kikugawa.shizuoka.jp

▲ホーム
ページ

3

これが
メロンの花！

授粉が成功すると、雌花
の下の部分が膨らみ、丸く
な り ま す。実 が あ る 程 度
大きくなったら、１本の木
に１個だけ残します。

家庭でもおいしい
メロンを味わって
生産部

まさ や

森下 雅也

さん

私たちの作るメロンは、栽培床と地面を切り離

して栽培する「隔離ベッド方式」で育てています。
土の養分や水分などを調節することで、高品質か

つ繊細な味に仕上げています。まずは食べてい

4
!
完成 品
逸
の
自慢

実が大きくなると独
特 の 網目模 様 が 現 れ
ます。収穫直前になっ
たら新聞紙で覆います。

アローマメロン

ただかないと伝わらないと思い、売り場で試食を

傷まないよう大切に守る

果肉の隅々まで甘味が
行きわたり、皮のすぐ下ま
でおいしく食べることが
できるメロンです！
ぜひご賞味ください♪

していただいたり、給食にメロンを提供したりし

ています。メロンは贈答用のイメージがありま
すが、ご家庭でもお祝い事の時などに、メロンを
食べていただけたらうれしいです。

元気いっぱい、菊川の年長児さんを紹介します

● 認定こども園西方保育園 き組

※写真右上より、年長児さんの笑顔あふれる動画をご覧いただけます。

● ひかり保育園 ちゅーりっぷ組

令和３年

10月21日（木）

年長児さん全員集合 No.134

6 0 年以 上の品 種
改良により厳選さ
れた種から、おい
しい逸品が生まれ
ます。

種を植 えてから20日間
ほど で 苗 木 が で きま す。
葉が３枚半の大きさになっ
たら、ハウスに植えます。

今回は、森下雅也さんのハウス(棚草)にお邪魔しました！

住

※今回は特別編
として農家を
訪ねます。

環境に配慮し、植物油インキを

利用しています。

菊川市の魅力あふれる情報はこちらから▼
HP

Facebook

Instagram

Twitter

※市の魅力発信に関わる情報提供を随時募集しています。左記連絡先まで情報をお寄せください。

LINE

YouTube

