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
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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）
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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
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