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広報ふじえだ

市民みんなで達成！世界一長い花の列
３月18日、蓮華寺池公園で「世界一長い花の列」のギネス世界記録®に挑戦。多くの市民
が見守る中、
既存の記録を大きく上回る3,117.17ｍで世界記録を達成しました。
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March

元気共奏

祝

藤枝市献上茶謹製事業

伝統ある藤枝茶を皇室に献上

ギネス世界記録®

3,117.17ｍ

静岡県の名物といえば、なんといってもお茶。献上茶謹製事業とは、全国きっての茶産地である静岡県内で優れた
茶農家を指定して、毎年、新茶の時期に皇室に献上する伝統行事です。本年度は、17年ぶりに本市のお茶を献上し
ます。

お茶のまち推進室

市民みんなで達成！
世界一長い花の列

☎643･3266

献上を記念して式典を開催
県内で優れた茶農家だけが選ばれ、こだわりの茶葉を献上する謹製事業。平成29年度の指定園主は瀬戸ノ谷の住
田すみ江さんと岡部町宮島の遠藤晃さんです。この栄えある事業実施を記念し、PRイベントを行います。

３月18日、蓮華寺池公園で「世界一長い花の列」のギネス世界
記録が誕生しました。市民の皆さんとともに歩んできた、記録
達成までの軌跡を紹介します。
広域連携課 ☎643･3229

献上までの流れ
謹製手もみ式典・PRイベント
て もみ

市民の皆さんと一緒に
花のまちづくりを

多くの市民の皆さんが花

に触れ合う機会を創り︑花の

魅力を感じてもらうととも

に︑多くの人に本市に訪れて

もらえるよう進めている花

のまちづくり﹁ふじえだ花回

廊 ﹂︒ こ の 取 り 組 み を 広 く 発

信し︑市民総ぐるみでさらに

花のまちづくりを進めていこ

日︑蓮華寺池公

３月
18

日 の 審 査 で は︑ 自

然 の 花 が 植 え ら れ て い る か︑

植物同士が触れ合っているか

などをギネス公式認定員が厳

しくチェック︒併せて︑列の

長さの計測が行われました︒

約４時間にも及ぶ厳密な

審査の結果︑見事︑３１１７・

１７ｍでギネス世界記録に認

定︵ こ れ ま で の 世 界 記 録 は︑

ウクライナで認定された２８

は
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４７ｍ︶
︒﹁つなぐはな﹂を合

ご注目ください。

な

て研究を続けています。今後の取り組みにも、ぜひ、

言葉に目指してきた︑２９８

が手を取り合って「日本一おいしい藤枝茶」を目指し

７ｍを大きく上回ることがで

人に飲んでもらえるよう、生産者・茶商・JA・行政

きました︒

本市では、このような良質の藤枝茶をさらに多くの

お話をいただいたときは戸惑いました
が、この上ない光栄と思い引き受けまし
た。農協職員や茶手揉保存会会員の皆さ
んにご協力をいただき、良好なお茶に成
育しています。この事業に携わることが
できたことは、私のお茶栽培の一生の思
い出です。

多くの市民の皆さんの協

のお茶が出来上がっています。

力のもとに達成できた花のギ

た。その結果、皇室に献上するにふさわしい最高品質

ネス世界記録︒藤枝のまちに

の関係機関が手を取り合ってこの事業に取り組みまし

住田すみ江さん
（瀬戸ノ谷）

生まれた絆が︑次世代のまち

ぐための「防除」という作業はなるべく少なく、自然

すべての花がつながり、生まれた“絆”
づくりにつながっていくこと

ねてきました。栽培には有機肥料を使用し、害虫を防

謹製茶園の指定をいただき、とても光
栄です。今回の茶摘み式典は通常の新茶
の時期よりも少し早めなので、その時期
に合わせて茶摘みができるよう努力を重
ね、良質なお茶に育っています。このお
茶が手もみ技術によって、すばらしい高
品質の献上茶となるよう、願っています。

でしょう︒

員会の初会合を行ってから、約１年をかけて準備を重

住田さんと遠藤さんを中心とし、農協や行政など多数

18

指定園主が献上茶にかける想い

献上茶謹製事業の実施には、平成28年６月に実行委

のままで高品質のお茶を育てられるよう、指定園主の

うと︑３月

最高品質のお茶を目指して

下妃殿下に、謹製茶を献上します。

園でギネス世界記録に挑戦し

※直接会場へ

ました︒

展示、お茶の販売など

みんなで育てた
５１００個のプランター

５月下旬〜６月上旬、天皇皇后両陛下と皇太子殿

今 回 挑 戦 し た の は﹁ 世 界

▶内容／手もみ実演、呈茶サービス、お茶に関する

一 長 い 花 の 列 ﹂︒ 花 が 植 え ら

謹製茶献上

れたプランターを一列に並べ︑

▶ところ／生涯学習センター

その長さを測ります︒

▶とき／４月23日㈰午前10時30分〜午後３時30分

自治会・町内会︑市立小・

特製の蒔絵缶に詰めます。

中学校︑市民団体︑企業など

まき え

市内２４０の団体の皆さん

指定園から摘み上げた茶葉を手もみにより仕上げ、

が協力し︑藤枝北高校などが

術をご覧ください。

育てたパンジーやビオラなど

謹製茶詰め

の花の苗をプランターに植栽︒

げた茶葉を茶手揉保存会会員が仕上げる、熟練の技

その他︑個人で参加できる植

が出席）。

栽イベントも開催し︑並べる

る呈茶サービスなどが楽しめます。当日の朝摘み上

で謹製記念式典を開催します（いずれも招待客

プランターの数は全部で５１

もみ実演や、煎茶道静風流・ジュニアお茶博士によ

み式典を、午前９時30分から生涯学習センター
００個となりました︒

県内の茶手揉保存会・ジュニアお茶大使による手

※午前７時30分から住田さんの指定園で謹製茶摘

遠藤 晃さん
（岡部町宮島）

広報ふじえだ
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４月から
へ
センター
地区交流
完全移行

４ 月 か ら 市 役 所 の 部 局と
仕 事 の 一 部 が 変 わ り ま した

すべての市立公民館・地区行政センターが

「

地区交流センター 」になりました
問協働政策課

☎643･3189

問企画政策課

新設・改編する部局・役職
部名

身近な市役所の出先機関として、住民票などの証明書発行業務をはじめ、市税の収納、市役所への取り次
ぎなど、地域に密着した行政サービスを行ってきた市立公民館・地区行政センター。従来の社会教育法に基

部局・役職名

業務内容
真に「選ばれるまち」藤枝となるために、他自治体に先駆けたさまざまな政策・
施策の展開と情報発信に努め、企画力・広報力を強化します。
【所管課】企画政策課、ICT推進室、広域連携課、広報課、情報政策課

づく公民館事業の枠を超えた地域生涯学習への拡充と、地域との連携・協働をさらに推進するため、組織・
人員体制を見直し、地域におけるコミュニティーの醸成、地域防災や行政サービスの拠点施設として、平成
29年度からすべての市立公民館・地区行政センターが「地区交流センター」になりました。
また、岡部地区は、岡部支所に地区交流センター業務を包含し、岡部公民館を「岡部支所分館」として、

部局を越えた戦略的な政策・立案とともに行政経営力を高め、持続力のあるまち
づくりを推進します。

企画政策課

企画創生部

ICT推進室
（企画政策課内）

他地区同様に「地域活動推進主任」を置き、生涯学習業務や地域活動への支援を行います。

地域におけるICT（情報通信技術）の活用を総合的に推進します。

広域連携課

周辺都市との連携した取り組みや、国内外の友好都市を中心とした交流を促進します。
適切な財政運営と公共施設の維持管理に特化し、経営基盤を強化します。
【所管課】財政課、課税課、納税課、債権回収対策室、管財課

財政経営部

使用料および減免の対象は、変更ありません。
また、生涯学習講座や作品展、ふれあいまつりなどの事業は、引き続き実施します。

交通安全対策室
（協働政策課内）

市民文化部

使用許可の制限を緩和します
これまで使用許可の制限のあった、施設内での飲食や営利活動、政治活動、宗教団体の使用、市外の団体
などの使用が可能になりました。
ただし、これまでどおり自治会や地域活動団体などが優先的に使用できるように配慮します。
※営利活動や政治活動、宗教団体の使用について、行為によっては使用ができない場合があります。
※企業などの営利行為による団体の使用料は、現行の２倍となります。
※市外の団体などの使用料は、現行の1.5倍となります。
※自治会や市民活動団体などは、今までどおり３カ月前から使用申請できますが、企業など
の民間利用団体などの申請時期は、２カ月前からとなります。

☎643･2055

「交通安全日本一」を実現するため、交通事故ゼロに向けて、意識啓発や安全施設
の整備などを推進します。
商業振興と広域的な観光交流促進による地域経済活性化を一体的に推進します。
【所管課】商業観光課、商店街活性化推進室、中山間地域活性化推進課

商業観光局

産業振興部
（南館内）

商店街活性化推進室
（商業観光課内）

商業振興の柱として、商店街の再生に重点的に取り組みます。

空き家対策室
（建築住宅課内）

都市建設部

安全や環境衛生に関する対策のほか、定住人口拡大に向け、空き家の利活用や流通
を促進します。

利便性の向上を目指し〜市役所本庁舎のリフレッシュを行いました〜
南館に移転した部局のスペースなどを活用して、組織の機能強化を図るととも
に、市民の皆さんがより快適に市役所をご利用いただくためのリフレッシュ工事
を行いました。
西館４階に配置換えを行った児童課・子ども家庭課内には、手続き中の親の目
が届くなかで子どもが遊べる「キッズスペース」を設置。また１階では、通路に
ゆとりを持たせて、車椅子でも快適に通行できるようにしたほか、待合場所を確

西館４階「キッズスペース」

保しました。

自治会室
協働政策課

交通安全対策室

市民活動
団体支援課

財政課

トイレ

病院経営支援室

ＩＣＴ推進室

企画政策課

広域連携課

広報課

東館

トイレ

男女共同参画課

街道・文化課

監査委員
事務局

応接室

記者室

人事課

総務課

秘書課

市長室

トイレ

統計選管
事務室

EV

スポーツ振興課

401
会議室

吹抜

吹抜

サッカーのまち
推進課

EV

屋根

EV

東館

情報政策課

教育長室

EV

トイレ

相談室

特別会議室

契約検査課

管財課

Fujieda H29.4.5

屋根

西館

301 302 303
会議室 会議室 会議室

あかちゃん駅
（授乳・おむつ換えスペース）
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教育政策課

学校給食課

生涯学習課

相談室

トイレ

３階

子ども家庭課

西館

児童課

トイレ

市民課

４階

キッズ
スペース

都市政策課

ＡＴＭ

銀行

行政情報
コーナー

EV

国保年金課

空き家対策室

公共交通政策室

建設管理課

河川課

水害対策室
101
会議室

建築住宅課

花と緑の課

道路課

東館

東館

玄関

出納室

トイレ

自立支援課

相談室

EV

災害対策室
防災学習室

危機管理センター

危機管理課

EV

玄関ホール

警備室

介護福祉課

西館

吹抜
EV

トイレ

債権回収
対策室

納税課

地域包括
ケア推進課

ります。

課税課
２０１会議室

地域活動や生涯学習活動を行う市内の団体などに
配慮したうえで、企業などの民間団体や市外の団体
の使用を可能とし、施設の有効利用と利用拡大を図

介護認定
審査会室

育成するとともに、地域と行政の協働を推進
し、新たな地域コミュニティー組織の検討を
進めます。

３ 地域行政サービスの拠点整備

西館

１階
福祉政策課

動への支援を強化します。
【新たな地域コミュニティー組織の検討】
生涯学習を通して、地域活動を担う人材を

の設置を進めます。

市民相談
コーナー

推薦を受けた「地域活動推進主任」を雇用。
行政と地域をつなぐパイプ役として、地域活

地域防災の拠点として機能させるため、ガラス飛
散防止フィルムの貼付や、非常用電源切り替え設備

サポートセンター
消費生活センター

【地域活動への支援を強化】
職員を１人増員するとともに、自治会から

２ 地域防災の拠点整備

自立生活

１ 地域コミュニティー醸成の拠点整備

２階
市民相談センター

地域の拠点施設としての取り組み

副市長室 副市長室

※赤字は、新設または位置が変わる課（名称変更含む）です。
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1000

850

866.5

800
０

827.7

799.4

H20年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

約49億円増額

財政調整基金は、緊急的な支出や収入の減少、将
来の大規模プロジェクトなどへの備えとして貯金す
るものです。

40

79.7

80

一般会計当初予算額

83.8

96.4

32.3

20
0

H20年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（決算額） （決算額） （決算額） （見込額） （見込額）

◦多彩な個性輝く拠点を創る
◦都市拠点をつなげるネットワークを創る
◦品格と潤いのある都市空間を創る
◦環境日本一のまちを創る
◦安全・安心な災害に強い地域を創る
◦交通安全日本一のまちを創る

３

ひとの流れを創る健康都市

◦藤枝ならではの定住の流れを創る
◦広域連携で観光・交流の流れを創る

7

Fujieda H29.4.5

２

産業としごとを創る健康都市

◦地域産業の振興と人財、雇用を創る
◦新たな産業、ビジネスを創る
◦多様な人財の活躍の場を創る

４

3

その他
51億1,422万円
（10.3％）

市税 204億

6％

500億
8,000万円

ー 万円
（40.7％）

消防費 13億3,442万円（2.7％）
その他 22億8,461万円
（4.6％）

教育費
33億1,854万円
（6.6％）
公債費
51億2,254万円
（10.2％）

500億

民生費 169億7,733万円
（33.9％）

8,000万円

寄附金 25億1,151万円
（5.0％）
繰入金 21億7,500万円
（4.4％）

総務費
60億3,586万円
（12.1％）

土木費 64億8,052万円
（12.9％）

衛生費
61億2,387万円（12.2％）

本年度は、
「自治体」そして「地域」の活力を維持する「力」が試されるときです。真に「選

出会いとこどもの未来を創る健康都市

◦出会いと子育ての環境を創る
◦教育日本一のまちを創る
◦健康・予防日本一のまちを創る
◦ひとに優しいまちを創る
◦安定的できめ細やかな医療体制を創る
◦スポーツ・文化を生かしたまちを創る

9.

労働費
24億 231万円
（4.8％）

6

１

国庫支出金
65億9,460万円
（13.2％）

その他 7億 300万円
（1.3％）

源

について紹介します。

県支出金
33億5,847万円
（6.7％）
市債
39億4,320万円
（7.9％）

地方消費税交付金 22億2,000万円
（4.4％）

主財源

じえだ健康都市創生総合戦略」を推進するとともに、次の４つの戦略を進めます。次ページから、その代表的な事業

地方交付税
30億6,000万円
（6.1％）

歳出

自

本市の
“強み”
を最大限生かした独自のまちづくりを進め、真に「選ばれるまち」として人口減少を切り拓くため、
「ふ

はな

花開く

歳入

存財

４ つの重点戦略

おお

大きな

500億8,000万円

81.2

「都市の健康」を創る

プラス

いつも

60

約３万３千円増額

コンパクト + ネットワークで創る健康都市

市民の皆さんの将来の繁栄に向けた過去最大の予算規模

財政調整基金残高の推移

（億円）

〜 平成29年度 市の予算 〜

☎643･3234

774.2

（決算額） （決算額） （決算額） （見込額） （見込額）

100

市民一人当たり

問財政課

900

約18万円削減

平成20年度から９年間で財政調整基金残高を

略的な予算編成を行いました。

依

市民一人当たり

の人から真に「選ばれるまち」となるため、戦

1,033.5

950

国・県補助金などの財源を確保し、新規借り入れ
の抑制に努めた結果、市債（市の借金）の残高を大
幅に削減しました。

で未来を拓く
ひら

し、“都市”と“人”が元気なまちをつくり、多く

4％

約260億円削減

市債残高合計の推移

（億円）

1050

「ふじえだ健康都市創生総合戦略」を確実に実現

0.

真に選ばれるまち ふじえだ

市債残高を大幅に縮減し、基金残高を大幅に増額
平成20年度から９年間で市債残高を

都市の健康」

「

ばれるまち」として確実に成果を出し、力強く持続し、そして地域を築き上げる極めて重要
な年となります。
そこで、本年度の予算は「人財育成」「広域連携」「人口対策」を３つの柱に、４つのＫ（健
康・教育・環境・危機管理）の施策のさらなる質の向上や、10年、20年先を見据えた取り
組みを展開していくことに重点を置き編成しました。
北村正平 市長

安全・安心で希望あるまちを創りあげ、市民の皆さんの暮らしがときめき、将来に向けて
繁栄するように、私の持てるすべての力を注ぎ、職員とともに進めてまいります。
広報ふじえだ

6

真に選ばれるまち ふじえだ

※ 新 は新規事業、拡 は事業拡大・拡充、推 は事業のさらなる推進を図るものです。

産業としごとを創る健康都市

２

地元企業の持続的発展と起業・創業を支援する環境を構築。地域資源を生かした産業や、女性の視点を大切にした
産業の創出・成長を支援し、魅力ある「しごと」と輝く「ひと」を呼び込みます。

地域産業の振興と人財、雇用を創る
新 地元企業へのICT導入促進…2,300万円

ICT導入の啓発セミナー・診断・コーディネートを実施し、市
内産業の活性化を図ります。
新 ICT人材の育成…600万円❺
高校生・大学生・社会人を対象に実践的なICT教育を行い、即
戦力で活躍できるICT技能の習得を支援します。
新 恵庭市との産業交流・商品開発・販路開拓…800万円
友好都市である北海道恵庭市と連携を図り、民間事業所間の経
済交流や物流取引、連携商品開発などの販路開拓を促進します。

❺

新たな産業、ビジネスを創る
新 IoT活用の推進…4,450万円❻

全国初のIoT専門通信基盤を構築し、IoTを活用した公共サー
ビスの実証実験を行う事業者を支援します。
新 創業支援施設の推進…400万円
空き店舗を創業支援施設へと改修し、起業を推進します。
推 女性の創業を支援…380万円❼
起業講座、ウーマンビジネスカレッジを開催し、女性のライフ
プランに合わせた創業を支援します。

❻

多様な人財の活躍の場を創る
新 クラウドソーシングの推進…7,425万円

WEBサイトを開設し、市内の働き手の発掘・育成を行うことで、
女性やシニア世代が、時間や場所を選ばずに仕事ができる環境
を創出します。

多彩な個性輝く拠点を創る
推 駅前一丁目８街区市街地再開発事業への支援…9億1,980万円❶

藤枝駅北エリアの再開発の建築工事に係る費用の一部を支援し
ます。
新 駅北口駐車場の整備…2億3,500万円
平成30年２月の供用開始（予定）に向け、地上６階建て駐車
場の整備を進めます。
新 静岡産業大学駅前キャンパス開設…650万円❷
３市（藤枝市・静岡市・焼津市）と大学などが連携し、地域課
題の解決に取り組む環境を創出することで、学生も参画したま
ちづくりを推進します。

◦IoT（Internet of Things)
モノがインターネットにつながって発信する情報を、活用することです。例えば、一人暮らしのお年寄りが使用し
た電気ポットの情報を、離れて暮らす家族の携帯電話に送信することで、安否の確認ができるようになります。
◦クラウドソーシング
インターネット上で、仕事の依頼・受注を行う手法です。

Fujieda H29.4.5

❶

都市拠点をつなげるネットワークを創る
新 田沼街道踏切の改良…500万円❸

通過車両の安全確保と、周辺道路の交通渋滞の改善のため、踏
切の測量調査を実施します。

品格と潤いのある都市空間を創る
新 空き家活用の調査…150万円

❷

空き家の利活用を図るため、売買・賃貸の意向のある空き家に
ついて、不具合や劣化の状況を調べる建物状況調査を行います。

環境日本一のまちを創る
新 環境活動の担い手となる人材の育成…150万円

環境学習講座を通し、地域における環境活動の担い手となる小・
中学生および環境教育指導者の育成を推進します。

拡 災害時の家具転倒防止…800万円
◦ICT（Information and Communication Technology)
情報通信技術を利用して、情報を伝達したり、知識を共有することです。

9

藤枝駅周辺の中心市街地に、都市機能を集めた「コンパクトシティ」と、市内各エリアに地域特性を生かした拠点
をつくり、それぞれがつながる「ネットワーク」を形成。「ひと」と「しごと」を呼び込む、魅力あるまちを築きます。

安全・安心な災害に強い地域を創る

❼

１

コンパクト＋ネットワークで創る健康都市

❸

対象者を全世帯に、対象家具をテレビ・仏壇も含めた最大５台
までに制度を拡充し、転倒防止器具の取り付けを促進します。

交通安全日本一のまちを創る
拡 交通安全日本一の推進…1,000万円❹

市民総ぐるみの「交通事故ゼロ作戦」や、高齢者を対象とした
市内全地区での交通安全教室などを開催します。
❹
広報ふじえだ

8

真に選ばれるまち ふじえだ

出会いとこどもの未来を創る健康都市

４

出会いから結婚・妊娠・出産・子育てまでの切れ目のない支援と、子どもが輝く教育などにより「ひと」が未来に
希望を持ち、生き生きと健やかに暮らせる「まち」を築きます。

出会いと子育ての環境を創る
新 認定こども園の整備促進…3億6,962万円

幼稚園の認定こども園化に取り組む学校法人に、施設改修に要
する費用の一部を支援します。
新 子ども見守りサービス実証実験…1,550万円
IoTを活用し、小学校新入生全員を対象に、子どもの位置情報
を保護者に配信する実証実験を行います。
新 新生児聴覚検査の実施…500万円
すべての新生児を対象に、聴覚障害の早期発見を図るため、聴
覚検査を実施します。

教育日本一のまちを創る
新 ICT教育の推進…5,600万円

小・中学校を対象としたICT環境整備（電子黒板、デジタル教
科書など）や、プログラミング教室を開催し、次世代の人材育
成を推進します。

健康・予防日本一のまちを創る
新 スポーツ保育の実施…100万円

産業大学と連携し、幼少期からの運動離れを防ぐことにより、
心と体の発育・発達を促します。

歴史・文化やスポーツ、自然などの地域資源を磨き、都市の機能を高めるとともに、効果的に本市の魅力を発信。「ひ
と」が集まり、楽しく過ごし、生き生きと暮らせるまちを築きます。

藤枝ならではの定住の流れを創る

「犯罪被害者等支援条例」の制定に基づき、犯罪の被害に遭っ
た人に見舞金を支給します。

安定的できめ細やかな医療体制を創る
拡 救命救急センターとしての医療提供開始

「質が高く、安心・安全な医療を継続して提供する急性期病院」を
目指し、地域の基幹病院として、高度な救命救急医療を提供します。

スポーツ・文化を生かしたまちを創る
新 東京オリンピック・パラリンピックに向けた取り組み…400万円

ホスト国のイタリア共和国をより知ってもらうため、写真展の
開催やオリンピック選手による講演会を開催します。
新 郷土博物館開館30周年・文学館10周年記念事業の開催…2,200万円
藤枝の歴史・文化の発信や、文学に親しむ機会を提供するため、
特別展・企画展を開催します。

11
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３階建て以下

新 優良田園住宅への移住支援…500万円❽

優良田園住宅として認定した土地に、住宅を建築・購入する移
住者を支援します。
拡 子育てファミリーの移住促進…2,500万円
市内へ移住・定住を希望する市外の子育てファミリー世帯を対
象に、新築住宅の取得費用や、引っ越し費用、空き家改修費用
を支援します。

建ぺい率：30%以下
容 積 率：50％以下

敷地面積
300㎡以上

❽

広域連携で観光・交流の流れを創る
新 ５市２町（藤枝市・静岡市・焼津市・島田市・牧之原市・吉田
町・川根本町）での連携事業
国の「連携中枢都市圏構想」制度を活用し、地域一帯の発展を
目指します。

・街道文化の発信…1,000万円❾
宿場イベントやプロモーションなどを連携して実施します。
・駅前のにぎわいの創出…1,000万円
駅前などのイルミネーションの整備を含むイベントを実施します。
・（再掲）静岡産業大学駅前キャンパス開設…650万円

消費的経費

特別会計………………… 予算額 337億5,800万円
特別会計とは、特定の事業を行うために設ける会計です。
一般会計とは区別されます。
国民健康保険事業
簡易水道事業
土地取得
公共下水道事業
駐車場事業
農業集落排水事業
介護保険
後期高齢者医療

170億
−円
3,400万円
1,000万円
34億8,600万円
3,500万円
9,700万円
115億4,800万円
15億4,800万円

企業会計…………………… 予算額 223億200万円
企業会計とは、特定の事業を、その事業収入で経営す
る会計のことです。
病院事業
水道事業

❾

一般会計の内訳（性質別、割合）

各会計の内訳

ひとに優しいまちを創る
新 犯罪被害者への支援…50万円

３

ひとの流れを創る健康都市

185億3,700万円
37億6,500万円

職員の給与や生活保護などの福祉費用、医療
に掛かる費用、一部事務組合の負担金など

人件費
物件費
維持補修費
扶助費
補助費など
投資的経費

60億3,649万円
59億4,567万円
5億2,382万円
99億 754万円
86億4,446万円

道路・公園の建設などの都市基盤整備のた
めの費用

普通建設事業費
うち、補助事業費
うち、単独事業費
災害復旧事業費
その他
公債費
繰出金
その他

12.0％
11.9％
1.0％
19.8％
17.3％

55億8,413万円
32億4,509万円
23億3,904万円
1億6,560万円

11.2％
6.5％
4.7％
0.3％

市債を返済する費用、特別会計への繰出金など
51億2,254万円
48億7,381万円
32億7,594万円

10.2％
9.7％
6.6％

広報ふじえだ

10

災害時に市が開設する避難
所の多くは体育館などで、冷
たく固い床の上での生活が予
想されます。寒さや避難生活
日、駿遠

のストレスから市民の皆さん
を守るため、３月
地区畳商工業協同組合の池田
代表理事が市役所を訪れ、「災
害時における応急復旧に必要
な畳の調達に関する協定」を
締結しました。
これにより、避難所で畳が

18

７月22日㈯

福島ユナイテッドFC

藤枝ＭＹＦＣが参戦する２０１

ガンバ大阪 U−23

７明治安田生命Ｊ３リーグが︑３月

７月９日㈰

日に開幕しました︒ホーム開幕戦

16

と対

セレッソ大阪 U−23

となる３月 日には︑総合運動公園

６月25日㈰

サッカー場でＦＣ東京Ｕー

14

戦︒多くのファンが見守る中︑選手

い

どの狩猟で得た野生鳥獣の食
肉）と、誰でも簡単に淹れら
れる水出し緑茶を使った、藤
枝発の新ブランド製品につい

ガイナーレ鳥取

たちは気迫あふれるプレーを披露し

スタジアムで応援しよう！
藤枝ＭＹＦＣホーム試合日程（前半戦）
日、ジビエ（シカな

13
しゅう

ま

み

や

種類以上の緑

で販売される予定です。

後、各店舗やインターネット

食を行いました。新製品は今

係者などの来場者が試飲・試

茶をそれぞれ開発し、事業関

かく合わせた

れたジビエと、料理の味に細

プロの味が出せるよう工夫さ

の３事業者。家庭でも簡単に

な ぐ 会、 尾 州 真 味 屋 総 本 舗

び

田商店、㈲人と農・自然をつ

んだのは、市が選定した㈱松

新ブランドの開発に取り組

ての報告会が開催されました。

６月10日㈯

ました︒試合は︑先制点を許すもの
の︑枝本雄一郎選手と遠藤敬佑選手

クラブと

のゴールで︑見事︑２対１で逆転勝
利を収めました︒
今 シ ー ズ ン は︑ 全 国
セレッソ大阪・ガンバ大阪・ＦＣ東
京の各Ｕー チームの計 チームに
よる２回戦総当たりのリーグ戦を行
い︑順位を決定します︒
ぜひ︑スタジアムに足を運び︑み

日間の会

月

んなで藤枝ＭＹＦＣを応援しましょ
う︒

日の

市議会２月定例会が、２月
日～３月

期で開催されました。平成
年度の一般会計・特別会計・

年度

議案が上程され、すべて

企業会計などの予算について
は
原案の通り可決。平成
の一般会計当初予算は、５０
年度一般会計

０億８千万円となりました。
また、平成

補正予算や「藤枝市路上喫煙
議案についても原案のとお

の 防 止 に 関 す る 条 例 」 な ど、
り可決されました。
さらに、人事案件として上
程された公平委員会委員の選

12

※後半戦の日程は、７月中旬に発表される予定です。

社会福祉法人ひよこ福祉会
が運営する認可保育所「青葉
日、落成式を

ひよこ保育園（青葉町三）」が
完成し、３月

行 い ま し た。 新 し い 園 舎 は、
木のぬくもりを感じられる木
造の平屋建てで、明るく開放
的な造りとなっています。
式典では、栗田副市長が祝
辞を述べ、建設に携わった事
業者に子どもたちから花束を
贈呈。また、開園を記念して
人が、

姉妹園であるひよこ保育園
（青南町二）の園児約
歌を披露しました。

なりました。

施設と

人 増 加 し、
市内の認可保育所は

ての保育定員が

この開園により、本市とし

20

必要になった際、同協会から
無償で提供してもらうことが
できます。北村市長は「畳に
は抗菌、湿度調整などの効果

件については、いずれも

任１件と農業委員会委員の任
命

同意されました。

FC琉球

15

もあり、協定締結は市民の皆
さんの大きな安心につなが
る」と感謝の意を表しました。

５月28日㈰
ひ な た

12
広報ふじえだ
Fujieda H29.4.5

13

総合運動公園
サッカー場

10

午後５時

ギラヴァンツ北九州

エコパスタジアム

５月21日㈰

午後１時
９

総合運動公園
サッカー場
カターレ富山

３月18日のホーム開幕戦には、多くの子ど
もたちも観戦に訪れました。青島小学校３年
生（新４年生）の杉山輝向くんは「ハットト
リックをして、たくさん点を取って勝ってほ
しい。ぼくもサッカーが大好き。サッカー選
手になれるように頑張りたい」と話してくれ
ました。
藤枝ＭＹＦＣの選手たちのプレーに憧れて
ボールを追う子どもたちの未来にも、期待が
膨らみますね。

４月29日㈷

☎643･3246

６

11

3

場所

児童課

14
17

☎643・3165

キックオフ
対戦相手

23

18

23

29

開催日

木のぬくもりあふれる保育園が開園～青葉ひよこ保育園落成式～

31

節

60

50

11

22
28

産業政策課

新しい食のスタイルを提案～食の新ブランドづくり報告会～

29

20
11

34
17

藤
24

☎643・3552
議会事務局

M
枝

がん
☎643･3119
危機管理課

避難所を畳で快適に～災害時における畳の調達に関する協定締結～

総合運動公園をホームグラウンドとして、J ３の舞台で戦う「藤枝
ＭＹＦＣ」。Ｊ２昇格を目指した、今シーズンの戦いがスタートしま
した。サッカーのまち藤枝の誇りを胸に懸命に戦う選手たちを、一
丸となって応援しましょう。 サッカーのまち推進課 ☎643･3138

平成29年度予算などを可決～市議会２月定例会～

C
F
Y
！
れ
ば
藤の里ニュースネットワークは、市政の動き
を分かりやすくお知らせするコーナーです。

Apr.

ws
e
N
City
a
d
Fujie

ネットワーク
ニュース
藤の里

お知らせ
大井川焼津藤枝スマートＩＣ
一時通行止め

東名高速道路の大井川焼津藤枝
スマートＩＣが︑定期点検のた
め︑一時通行止めとなります︒
ご迷惑をお掛けしますが︑ご協

分〜午後３時 分
▼ところ／

藤枝駅南口広場︵雨天は一部Ｂ

たは︑市内の学校などに所属し
ているか︑ＮＰＯ法人藤枝市体
ｉＶｉ藤枝︶ ※直接会場へ

５千円で１チーム上限５万円︶

５ 千 円︵ 団 体 競 技 の 場 合 １ 人

場合１人５万円︶
︑全国大会⁝

か︑医療機関

を紹介するほ

ス・施設など

公共のサービ

藤枝生活ガイドブック

☎６４５・１５５５

㈱まちづくり藤枝

育協会に加盟する団体で︑
国際・
全国大会に地区予選を経て︵ま
▼奨励金額／国

たは各競技団体の推薦︶出場す
る個人・団体

▼申し込み／大会終了後１カ月
ガイドや︑ま

際 大 会 ⁝ ５ 万 円︵ 団 体 競 技 の

以内に︑スポーツ振興課に備え
ちのオススメ
▼配布場所／広報課︑行政情報

付けの申請書に結果報告書を添
☎６４３・３１２６
コーナー︑岡部支所︑岡部支所

情報などが満載です︒

※詳しくは︑お問い合わせいた
分館︑各地区交流センター︑文

えて︑直接︑スポーツ振興課へ

だくか︑市ホームページをご
化センター︑駅南図書館︑岡出

平成

年度国民年金保険料

広報課 ☎６４３・３１０８

案内所︑岡部総合案内所

山図書館︑岡部図書館︑市観光

覧ください︒
４月のて～しゃばストリート
Ｈａｐｐｙ Ｓｐｒｉｎｇ

ダンスや一輪
車︑吹奏楽な
月額１万６４９０円です︒保険

時〜
イ ベ ン ト や︑
料をまとめて納める﹁前納﹂や

日㈯午後

力をお願いします︒
▼期間／４月
平成 年度の国民年金保険料は

中日本高速道路㈱静岡保全・
クレープ︑パ
口座振替により︑割り引きを受

どのステージ

サービスセンター施設担当課
ン︑コーヒー
けることができます︒

日㈰午前６時

☎２８６・５１８１
などが楽しめるマルシェを開催︒
Ｓ﹂によるワークショップブー

﹁英語であそぼドキターＫＩＤ
で き ま す︒ 付 加 保 険 料 を 納 め た

円の付加保険料を納めることが

また︑希望する人は月額４００

国 際・ 全 国 ス ポ ー ツ 大 会
出場者奨励金
スでは︑イースターリース作り
人は﹁納めた月数×２００円﹂が

国際・全国スポーツ大会出場者
などが体験できます︒

午後１時〜４時

▼定員／

人︵ 申 込 順 ︶ ▼ 参 加 料 ／ ４

体験

器作り︑６月４日㈰⁝茶手もみ

付加年金として老齢基礎年金に

に奨励金を授与します︒

いずれも金曜日午前

時

▼とき／４月

▼ところ／駅南図書館集会

日㈰午前

▼対象／市内に住んでいる人ま

加算されます︒付加保険料を納
午
▼講師／道喜道恵さん
︵
︵一

時〜正

めるためには申し込みが必要です︒

室

さい︒
▼定員／各 人
︵申込順︶ ▼参

社︶ハーサイズ代表理事︶ほか
日 ㈮ ま で に︑ 電 話 で 陶 芸 セ ン

５００円 ▼申し込み／４月

どう き

※詳しくは︑お問い合わせくだ
島田年金事務所国民年金課
☎０５４７・３６・２２１１

夜間休日の届出について
夜間や土・日曜日︑祝日の戸籍

ターへ

▼とき／６月

日㈬または

▼対象／年長児とその保護者

小学部わんぱく教室

藤枝特別支援学校の催し

きます︒

☎６３９・０１４８

加料／無料
※手もみしたお茶は持ち帰りで

▼申し込み／５月

８ 日 ㈪ ま で に︑ 電 話 ま た は Ｅ
メールで創業支援室へ
☎６４３・３２３９
sougyou@city.fujieda.shizuoka.jp
※ 託 児 あ り︵ 無 料︒ 定 員 人︒

届出は︑日直者による預かりの
みとなります︒内容や添付資料
５月８日㈪までに要予約︶

日㈬︑ 月８日㈬ 午後２時

介護施設を訪問し︑利用者の疑

び︑教育相談 ▼参加料／２０

分〜３時 分

介護相談員

に不備がある場合は︑修正のた
め再度来庁いただくか︑場合に
より不受理︵返却︶となります︒
問や不満︑
不安を受け付け︑
サー

０ 円︵ 全 ２ 回 ︶ ▼ 持 ち 物 ／ 上

しを行います︒

履き︑飲み物︑着替え︑筆記用
日㈮ま
でに︑電話で藤枝特別支援学校

▼申し込み／５月

具

３回程度活動できる人

小学部へ ☎６３６・１８９２

▼ と き・ 内 容 ／ ５ 月

分〜 時 分⁝
見学会・説明会︑９月 日㈫ま

日㈭午前 時

護者

▼対象／小学校６年生とその保

中学部学校見学会・体験入学

員／２人
︵選考︶ ▼申し込み／
日㈭に︑直接ま
☎６４３・３２２５
くは︑お問い合わせください︒

※活動内容や採用条件など詳し

へ

たは電話で地域包括ケア推進課

４月 日㈪〜

▼定

▼対象／市内に住んでいて︑月

▼内容／集団遊

お勧めします︒
ビス提供事業者や行政への橋渡

戸籍の届出の際は︑事前審査を
※届出書の処理には︑１週間程
度かかる場合があります︒
※詳しくは︑市ホームページを

集

☎６４３・３１２３

ご覧ください︒
市民課

募
女性のための私サイズの
小さな起業講座（基礎編）
女性のライフプランに合わせた

たは 日㈭午前９時 分〜 時

分⁝体験入学 ▼参加料／２
▼持ち物／上履き︑飲
み物︑着替え︑筆記用具 ▼申

００円
手もみしたお茶を自作の茶器で

茶器作りと住田名人に
教わる手もみ茶体験

ない起業のポイントや手続きな

▼とき・内容／４月 日㈰⁝茶

い

し込み／５月 日㈮までに︑電
日

味わってみませんか︒お茶の淹
日・

どについて学びませんか︒
日・

☎６３６・１８９３

話で藤枝特別支援学校中学部へ

し またかつ じ

28
45 28
25

11
れ方も伝授します︒

起業をサポートします︒失敗し

45

14
広報ふじえだ
Fujieda H29.4.5

15

12

11

26

30

▼対象／起業を考えている女性
▼とき／５月

ふじっこ

20

12

本市出身でサッカー日本代
表キャプテンの長谷部誠選手
をモデルに、本年度市内で開
催されるサッカー大会・イベ
ントなどを掲載した、「サッ
カーのまち藤枝PRポスター
2017」を作製しました。ポス
ターを商店や居酒屋、事業所
など多くの人たちが目にする場所に掲示し、情
報発信を積極的に行うサポーターを募集します。
申し込み／サッカーのまち推進課に備え付けの
申込用紙に必要事項を記入し、直接、サッカー
のまち推進課へ
※屋外広告物条例に違反する掲示や、個人宅へ
の掲示は受け付けません。
※条件など詳しくは、市ホームページをご覧く
ださい。
藤娘手まり教室
対象／どなたでも（小学校２年生以下は保護者同伴）

45
10

ぶ

30

☎643･3138

問サッカーのまち推進課

30

21

10

対象／市内に住んでいて、次のすべてを満たす人
国民健康保険に１年以上継続加入（定年退職後に加入した人
は１年未満でも可）、または後期高齢者医療制度に加入（受
け付けは12月28日㈭まで）
国保税または後期高齢者医療保険料を完納
市が行う特定健康診査を受けていない（脳ドックを除く）
申請場所／国保年金課または岡部支所（市立総合病院で受診する
場合は、直接、市立総合病院へ）
補助額／補助限度額の範囲で、受診費用の７割以内（１年度１回のみ）
補助限度額／日帰り・脳ドック…24,500円、１泊２日ドック…
38,500円（いずれもオプション検査を除く）
持ち物／国民健康保険証または後期高齢者医療被保険者証、印鑑、
受診者の預金通帳（口座振込の場合）
※必ず受診する前に申請をしてください。市立総合病院・ヘルス
ポート・藤枝平成記念病院での支払いは、自己負担額のみ、そ
の他の医療機関では、全額支払い後、受診結果表・領収書・ア
ンケートの提出により助成額を口座に振り込みます。
GWイベント「あまるのゆかいな大道芸ショー」
とき／４月30日㈰午前11時〜11時45分、午
後２時〜２時45分
ところ／郷土博物館前広場（雨天は館内
ホール）
入場料／無料 ※直接会場へ

11

28

文学館古典講座「芭蕉と旅を行く」
対象／高校生以上
とき／６月10日㈯、７〜11月の毎月第１土曜日 いずれ
も午後１時30分〜３時30分
ところ／文学館講座学習室
講師／武士俣勝司さん（詩人・各種日本文学講座主宰）
定員／50人（申込順）
参加料／各300円
申し込み／４月12日㈬〜６月２日㈮に、電話またはファ
クス・Ｅメールで郷土博物館・文学館へ
644･8514
muse@city.fujieda.shizuoka.jp

10

10
30

☎645･1100

16

30

27

とき／５月３日㈷午前10時〜11時、午後１
時〜３時
ところ／郷土博物館講座視聴覚室
定員／各15人（先着順）
参加料／１個500円 ※直接会場へ

ミニSL乗車会
とき／４月16日㈰・23日㈰・29日㈷、
５月７日㈰ いずれも午前10時〜
正午、午後１時〜３時（雨天中止）
ところ／郷土博物館前広場
乗車料／100円（中学生以下50円）
※直接会場へ

12
45

17

サッカーのまち藤枝PRサポーター募集
問郷土博物館・文学館

10
26

☎643･3349

〒426-8722
藤枝市岡出山一丁目11番１号
☎643･3111
643･3604
http://www.city.fujieda.shizuoka.jp/

19

問国保年金課

藤枝市役所
22
12

人間ドック受診費用を助成します
郷土博物館・文学館の催し

29
29

情報 i ファイル
23

募

集

「まちのクリエイティブをキリトル」

「子育てを楽しみたい家族のために」

「イッテ・ミテ・ゴー」

少しマニアックだけど魅力に
あふれ話題になるまち
駅周辺にあるデザイン性の高いモノ
や建築、それを手掛けたクリエーター
の思いなどを紹介。デザインの視点か
ら、駅周辺の魅力を伝えます。

子ども連れで行けるおすすめのお店
や施設、イベントなどの紹介や子育て
ママのインタビューなどを掲載。駅周
辺での子育てのしやすさを伝えます。

地域住民や写真家、デザイナーなど
が実際にまちを歩いて見つけた魅力的
な物を、写真などで紹介。住んでいて
も気付かない、まちの魅力を伝えます。

︵別途材料費︶

おお

▼内容／朝比奈ちま

▼ところ／大
は た ご かしば や

テーマ：まちあるき

人︵申込順︶ ▼申し込

▼入場料／無料

▼とき／４月

▼内容／ふれ

テーマ：子育て

▼ところ／陶芸センター ▼定
員／各
日㈮︵必着︶までに︑

☎６３９・０１４８
万葉の草花でこけ玉を作ろう
ぐん が

志太郡衙に生える万葉の草花で
こけ玉を作りませんか︒
▼対象／どなたでも︵小学生以

分︑ 午 後 ２ 時 〜 ３ 時
人︵申込順︶ ▼参

▼ところ／志太郡衙資料館

時

午前 時〜

下は保護者同伴︶ ▼とき／４
月 日㈯・ 日㈰
分
▼定員／各
加料／５００円 ▼持ち物／ゴ
ム 手 袋︑ ス コ ッ プ︵ 移 植 ご て ︶
▼申し込み／各開催日の前日ま
☎６４５・１１００

でに︑電話で文化財課へ

地域密着型サービス事業者
高齢者ができる限り住み慣れた
年度に地域密着

地域での生活を継続していくた
め︑平成 ・

など
青島南地区交流センター

※直接会場へ
☎６３６・３７６５

親子写生大会
▼対象／市内の子ども会に所属
分

している親子 ▼とき／４月
日㈷午前９時〜午後２時

▼ と こ ろ ／ 蓮 華 寺 池 公 園︵ 受

午後２時

旅籠柏屋

▼定員／

☎６６７・００１８

大旅籠柏屋

テーマ：デザイン

非核平和推進 事 業 費 補 助 金
▼対象事業／核兵器の廃絶︑軍
み／４月
電話またはハガキに郵便番号・

▼補
住所・氏名・電話番号・希望の

縮または非核三原則の完全実施
助額／事業経費の２分の１以

を求める自主的な事業
日㈬ま

若竹刈り大作戦
竹林整備のため︑竹が若く︑柔
内
でに︑総務課に備え付けの申請

▼申し込み／５月

らかいうちに刈る﹁若竹刈り﹂
︒
山の環境を安全で快適に保つた
書に必要事項を記入し︑必要書

務課へ
※ 詳しくはお問い合わせください︒

第１期陶芸教室

日〜７月

日︑土曜日午後

日︑水曜日午後コース⁝５月
日〜７月

コース⁝５月
時 分︑午後コース⁝

日︵午前コース⁝午前９時
分〜

日〜７月

日︵ 午 前 コ ー

日︑金曜日午後コース⁝５月
日〜７月

センターへ

教室とコースを記入して〒
‒
市内瀬戸ノ谷１７０６ １
‒ 陶芸

め︑一緒に活動しませんか︒
類を添えて︑直接または郵送で

きょう づ か

経塚山︵堀之内︶
〒

しんがく じ

‒市内岡出山１ ‒ １
‒総
☎６４３・３２２８

▼ とき／５月６日㈯︑６月 日㈯
日㈯

心岳寺︵谷稲葉︶
▼とき／５月
庄竹の会︵清水宛︶

▼コース・とき／火曜日午前

☎０９０・４２６２・９０５３
ts.100818@cy.tnc.ne.jp
さんかく山︵助宗︶
コース⁝５月９日〜７月

手ろくろ教室︵全 回︶

▼ とき／４月 日㈷︑６月３日㈯
がんまめファミリー倶楽部
︵大塚宛︶
☎０９０・３１５７・４６９７
日㈰︵雨天は

三ツ池︵下藪田︶
▼とき／５月
午後１時〜３時︶ ▼受講
回︶

料／１万２千円
︵別途材料費︶
電動ろくろ教室︵全

三ツ池里山の会︵鈴木宛︶

日㈰︶
☎０９０・３８３６・４３８９
コース⁝５月

▼コース・とき／金曜日午前

suzuki-22913@za.tnc.ne.jp
市民の森︵瀬戸ノ谷︶
日㈯

☎６４３・３３５０

▼とき／５月
農林課
型サービスを開設する事業者を

後コース⁝午後１時〜３時
▼対象事業／①認知症対応型共

分〜正午︑午

norin@city.fujieda.shizuoka.jp
※申し込みなど詳しくは︑各団
分︶ ▼受講料／１万３千円

先着３００人︶︑ゲームコーナー

ス⁝午前９時

体にお問い合わせください︒

服装︑弁当︑飲み物︑帽子︑雨
▼申し込み／５月 日㈮ま

募集します︒

同生活介護︑②定期巡回・随時
具

し

☎６４５・１１００

古典園芸で

えびね蘭と万葉の植物展

催

館へ

対応型訪問介護看護︑③看護小
年

でに︑電話で郷土博物館・文学

年度開設︑②③は平成

規模多機能型居住介護︵①は平
成
度開設︶ ▼申し込み／①は４
日㈮に︑地域包括

月 日金までに︑②③は５月１
日㈪〜６月
ケア推進課に備え付けの申請用
紙 に 必 要 事 項 を 記 入 し︑ 直 接︑
地域包括ケア推進課へ
知られる

▼ 持 ち 物 ／ 画 用 紙︵ 四 つ

時計塔前︶ ▼参加料／無

☎６４３・３２２５
付

﹁えびね蘭﹂
料

されています︒詳しくは︑市

※対象事業ごと開設圏域が限定
か ん あおい

切︶︑画材︑画板︵貸し出しあり︶

や︑ 万 葉 植

日㈫〜

▼対象／どなたでも︵小学校４

区交流センター

き 作 り︑ 折 り 紙 で か ぶ と 作 り︑

５日㈷午前

▼とき／５月

かしばや端午の節句

☎６４３・３０４７

生涯学習課

示します︒

日㈭に生涯学習センターで展

※入賞作品は︑７月

※参加賞を差し上げます︒

※直接会場へ

物﹁ 寒 葵 ﹂ な ど を 多 数 展 示︒ メ

日 ㈯・

ダカ展も同時開催します︒

▼とき／４月

▼ところ／

▼入場料／無

午前９時〜午後４時

志太郡衙資料館
※直接会場へ

☎６４５・１１００

文化財課

ください︒

※保健センター駐車場をご利用

料

日㈰

ホームページをご覧ください︒
※申請用紙は︑市ホームページ
からダウンロードできます︒

藤枝の鉄道遺産巡 り
新幹線誕生の布
石となった特急
こだま高速度試
験
︵１９５９年︶
ゆ か り の 地 や︑
軽便鉄道﹁静岡鉄道駿遠線﹂の

ふれあいもちつき大会

年生以下は保護者同伴︶ ▼と

あいもちつき大会︵先着２００

似顔絵など ▼入場料／無料

廃線路などをたどります︒

き／５月 日㈯午前９時〜午後

人に﹁１パック２個入り﹂を進

※直接会場へ

時〜午後２時

▼集合場所／郷土博物館

呈︶
︑お楽しみ抽選会︵対象は︑

時〜

人︵ 申 込 順 ︶ ▼ 参

幼稚園・保育園の入園・卒園児︑

日㈰午前

加料／６００円︵中学生３００

小・中学校の入学・卒業児童で

▼ところ／青島南地

円︑小学生２００円︑未就学児

４時

無料︶ ▼持ち物／動きやすい

駅前
駅南

426
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子育てがしやすい、楽しくマ
マたちが集うまち

日本語講座 とき／５月13日〜７月29日の毎週土曜日
午後７時〜８時30分（全12回） ところ／文化センター
受講料／無料 ※直接会場へ
男女共同参画課 ☎643･3198

問中心市街地活性化推進課

0131

27

おしゃれな店やモノ、クリエ
イティブな人が集まるまち

JR藤枝駅周辺の３つのエリア（駅南・駅前・青木地区）の魅力や暮らしやすさを３種類のテーマに合わせて紹介す
る冊子「藤枝駅＋（ふじえだえきプラス）
」を作成しました。駅周辺の中心市街地のブランドイメージを高め、「住んで
みたい」
「訪れたい」
「出店したい」と選んでもらえる まち の実現を目指します。
配布場所／市役所、岡部支所、岡部支所分館、各地区交流センター、文化センター、駅南・岡出山・岡部図書館、保健
センター、市観光協会、駅周辺の商店街など

Período:13/maio 2017
Term:May 13, 2017
to July 29, 2017
a 29/julho 2017
(aos sábados,
(Saturdays, 12 times)
12 aulas)
Time:7:00 p.m. to 8:30
p.m.
Horário:das 19:00 as
20:30 horas
Place:Fujieda-shi
Bunka Center, 3F,
Local:Fujieda-shi
Bunka Center, 3
Room 1･3･4
andar, sala 1･3･4 Fee:Free
Preço da aula:Grátis
※Reservation is not
required. Please come
※Ir diretamente ao
local no dia da aula.
to Bunka Center
directly.
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青木

より多くの人に藤枝を訪れ、住んで
もらおうと、本市の子育てや教育、防犯、
医療、産業などの取り組みのほか、
「サッ
カー」「茶」「花」といった本市の特徴、
まちの住みやすさなどを紹介する、市勢
通常版 ポケット版
要覧「ふじえだ ひとつながり」を作製しました。
「ふじえだ ひとつながり」の特徴
通常版（Ａ４サイズ）に加え、子育て世代や若者向けに、
子育てや教育の情報に厚みを持たせるとともに、よりポッ
プなデザインを採用したポケット版（Ａ５サイズ）も作製
各分野で活躍する「ひと」が登場し、その取り組みを通し
て藤枝の魅力を紹介
この一冊で観光資源を含めた藤枝の魅力の紹介が可能
※市勢要覧は、市ホームページでご覧いただけます。
※市民団体や企業の皆さんが、市外で本市をＰＲする場合に
活用できます。
※詳しくは、お問い合わせください。

for beginners
Para Principiantes

30

☎641･3366

藤枝駅周辺の魅力を発信する冊子が完成
Aulas de Japonês Japanese Language Class

11
30 15
14

23

10

30

12

23
10

☎643･3108

15
28
10

22
23

問広報課

12

30
29

16

13

25

新たな市勢要覧「ふじえだ ひとつながり」が完成

WHAT'S NEW?

30

15
30

13

12
14
30

29

11

22

426
8722

10
12

30

31
11

10

28

11

10

20
29

14
13

10

30

29
28

ご利用
ください

高齢者福祉サービス
問介護福祉課

☎643･3144

ふれあい乗車券、はり・きゅう・マッサージ助成券交付
対象／昭和22年４月１日以前に生まれ、平成28年４月の介護保険料所得段階が１〜３の人
ふれあい乗車券／①しずてつジャストラインが運行する路線バス、自主運行バス回数券３千円分、②自主運行
バス（ゆらく線）回数券３千円分 ①②のうちいずれか１つ
※介護保険の要介護４または５の認定を受けている人、介護保険のサービスを利用して介護保険施設に入所
している人などは対象外となります。
はり・きゅう・マッサージ助成券／１回の治療につき、千円分（年間５千円まで）
※交付方法など詳しくは、対象者に５月中旬に送付する引き換えハガキをご覧ください。

生きがいデイサービス

救急医療情報キット～Ｆ救隊～

日常動作の訓練や趣味活動を通じて、生きがいと触れ合いの場
を提供します。
対象／65歳以上で、事業対象者または介護保険の認定を受けずに
自立した生活をしている人
とき／月曜〜金曜日 午前10時〜午後３時
ところ／ いきいきサロン藤の里（五十海一 ☎646･7400）
サロンたんぽぽ（茶町四 ☎644･1010）
生きがいデイサービスセンター大洲（大洲二 ☎636･1949）
いきいきサロンきすみれの里（岡部町内谷 ☎667･5200）
利用料／ 1日700円（昼食付き） 定員／各施設1日20人
申し込み／介護福祉課に備え付けの申請書に必要事項を記入し、
直接、介護福祉課へ（いきいきサロン藤の里は、直接、施設へ）
※利用を希望する人は、事前に見学をしてください。

緊急連絡先やかかりつけ医、持病
などの情報を専用の容器に入れ冷蔵
庫に保管し、万一の災害や救急に備
えます。
対象／要支援・要介護者または事業
対象者のみで構成される世帯の人、
65歳以上で構成される世帯の人、
日中独居など支援が必要な人
配布方法／要支援・要介護または事
業対象者の認定を受けている人は、
安心すこやかセンター職員または
ケアマネジャーが配布。その他の
人は介護福祉課で配布

高齢者などの買い物環境を向上する取り組みを支援します
身近な商店の減少や高齢化の進行などにより増加している、日常の買い物が困難な人の買い物環境を向上する取り組みに対
して「買い物支援サービス応援事業費補助金」を交付します。
商業観光課 ☎643･3078
対象団体／
藤枝市内の商店街およびその連合体
生活協同組合
農業協同組合
第三セクター
特定非営利活動法人
民間事業者
対象事業／次のすべてを満たす事業
市内で行う買い物弱者の利便性を向上させる事業
平成30年３月31日㈯までに実施する事業
政治・宗教活動、特定の公職者（候補者を含む）や政党
を推薦・支持・反対する活動、暴力団や暴力団員の統制
下にある活動を目的としない事業
補助金額／補助対象経費の３分の２以内で限度額30万円
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選考方法／書類審査と公開プレゼンテーション
申し込み／４月28日㈮までに、商業観光課に備え付けの申
請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、直接、商
業観光課へ
※藤枝市内の商店街およびその連合体以外の団体などが実
施する事業の場合は、市内に事務所または事業所を有す
る２つ以上の事業主体が連携する事業が対象です。
※原則として、国や県、本市の他の補助金を活用する事業
は対象となりません。
※申請書は、市ホームページ
からダウンロードできます。
※詳しくは、市ホームページ
をご覧いただくか、お問い
合わせください。

配食サービス

紙おむつの支給

栄養面の支援と安否確認のため、昼食を配達します。
対象／65歳以上で、１人暮らしの人
利用料／普通食１食300円（平日のみ。加工・高機能食
は別途料金が掛かります）
申し込み／介護福祉課へ

在宅安心システムの設置
緊急通報装置を設置します。
対象／65歳以上で、１人暮らしの人
利用料／月300円（別途通信料が掛かります）
申し込み／各地区の民生委員へ

対象／在宅で生活し、紙おむつを常時使用し
ている介護保険の要介護３以上の認定を受
けている人
内容／紙おむつまたは３千円分の購入助成券
を支給
申し込み／各地区の民生委員へ
※失禁が心配で予防的に装着している人や、夜
間外出時のみに装着している人は対象外です。

寝具クリーニングサービス

徘徊高齢者家族支援サービス
はいかい

対象／認知症などで徘徊癖のある高齢者を介護する家族
内容／所在確認ができるGPS機器の貸し出し
利用料／初期費用は市が負担。毎月の基本料金・探索料
金は利用者が負担
申し込み／介護福祉課へ

寝具のクリーニングを行います。
対象／65歳以上で、事業対象者または介護保
険の要支援・要介護の認定を受けている１
人暮らしの人、もしくは要介護３以上の認
定を受けている人
利用料／１割負担（代替寝具利用の場合は、
別途費用が掛かります）
申し込み／介護福祉課へ

軽度生活支援
高齢者見守り声かけサービス
新聞購読の有無に関わらず、新聞配達員が月１回以上
訪問し、声掛けをします。
対象／65歳以上で１人暮らしの人、65歳以上で構成され
る世帯の人、日中独居など見守りが必要な人
利用料／無料 申し込み／介護福祉課へ

公益的な市民活動を
応援します

ヘルパーが、簡単な生活支援を行います。
対象／65歳以上で、事業対象者または介護保
険の認定を受けていない１人暮らしの人
内容／散歩などの外出補助、食料品などの買
い物、簡単な掃除・整理整頓など
利用料／１時間100円 申し込み／介護福祉課へ

市では、よりよいまちづくりを推進するため「まちづくり総合事業補助制
度」により、元気なまち藤枝づくりに取り組む団体への財政的支援を行っ
ています。元気いっぱいの藤枝市にするため、皆さんの提案をお待ちして
います。
市民活動団体支援課 ☎643･3274

対象／次のすべてを満たす団体
・市内に事業所があり、市内で市民活動を行っているか、行う計画がある
・代表者を含め、５人以上のメンバーで組織している
・定款や規約などがあり、責任者が明確で、団体として独立した経理を行っている
・政治・宗教・営利活動や、暴力団と関わるような活動を目的としていない
選考方法／書類審査（団体と事業の適格性）と、５月20日㈯開催の公開プレゼンテーショ
ンにより選考
申し込み／５月８日㈪までに、市民活動団体支援課、岡部支所、ふじえだ市民活動支援セ
ンター（文化センター内）
、
各地区交流センターに備え付けの申請書に必要事項を記入し、
必要書類を添えて、直接、市民活動団体支援課へ
※申請書は、市ホームページからダウンロードできます。
活動育成
（スタート）
支援
発足後３年未満の団体の
自立を促し、活動を軌道
に乗せるための支援です。
補助金額／事業経費の３
分の２以内で、限度額
５万円
補助回数／１団体１回のみ

活動推進（ステップアップ）支援
団体の活動の拡充や発展
のための支援です。
補助金額／事業経費の３
分の２以内で、限度額
10万円
補助回数／活動育成支援と
合わせて１団体３回まで

活動拡大（ジャンプアップ）支援
当補助を３回受けた団体が、
これまでの事業を継承して
新たに展開するための支援
です。
補助金額／事業経費の２分
の１以内で、限度額10万円
補助回数／１団体３回まで

制度説明会を
開催します
とき／４月21日㈮午前９
時〜10時
ところ／市役所大会議室
内容／制度概要説明、応
募申請書の書き方など
申し込み／４月17日㈪ま
でに、電話またはファ
クス・Eメールで市民
活動団体支援課へ
643･3327
siminkatsudo@city.
fujieda.shizuoka.jp

広報ふじえだ
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子どもの急な発熱時などにご利用ください

合併処理浄化槽への転換を～地域の水環境を守ろう～
下水道課

☎644･8186

合併処理浄化槽設置補助制度

浄化槽（単独処理浄化槽を含む）の維持・管理

対象・補助額／
平成29年度中に個人の住宅（居住部の面積が２分
の１以上の店舗併用住宅を含む）に10人槽以下の
合併処理浄化槽を設置する場合で、次のいずれか
に該当する人（１家庭１基まで）
建築確認申請が不要なリフォームまたはトイレの
改修による単独処理浄化槽からの転換…限度額
60万円
新築・増改築、くみ取り便槽からの転換による新
設…限度額20万円
対象区域／
公共下水道事業計画区域、農業集落排水施設処理
区域、地域汚水処理施設処理区域、集中浄化槽施
設処理区域のいずれにも該当しない区域
注意事項／
補助金の申請は、合併処理浄化槽設置工事の着工
前に行ってください。着工後の申請は、受け付け
ません。
合併処理浄化槽の設置工事は、平成30年３月末
までに完了してください。工事が完了しない場合、
補助金は受けられません。
※補助額の合計が平成29年度の予算額に達した場
合は、受け付けを締め切ります。

浄化槽の管理者（所有者）には、「年３回以上
の保守点検」「年１回以上の清掃」「設置時と年１
回の法定検査」の３つを行うことが法律で義務付
けられています。
①保守点検（年３回以上）
浄化槽の各装置が正常に稼動しているかどう
かの確認、調整･修理、消毒剤の補充、清掃時
期の確認などを、県登録の業者に依頼してくだ
さい。
②清掃（年１回以上）
浄化槽の中に蓄積された汚泥を取り除く作業
です。清掃を行わないと浄化槽の機能が十分に
発揮できません。清掃は、市が許可した業者に
依頼してください。
③法定検査（設置時と年１回）
保守点検や清掃、日常の使用状況が適切であ
るかを、県知事が指定した機関が検査します。
県内では、次の機関が指定されています。
（一財）静岡県生活科学検査センター（☎621･5030）

語学講座受講生を募集
問市国際友好協会

☎270･3232

講座

とき

英会話
韓国語

①入門（会話の基礎をゆっくり学ぶ）

５月16日〜11月21日の火曜日午後７時〜８時30分

②初級（話せるための基礎的文法を学ぶ）

５月17日〜11月15日の水曜日午後７時〜８時30分

③中級（旅行に使える会話）

５月26日〜12月１日の金曜日午後１時〜２時30分

④中級（会話に役立つイディオム）

５月26日〜12月１日の金曜日午前10時〜11時30分

⑤上級（日常会話の表現と文法を詳しく学ぶ）

５月19日〜11月24日の金曜日午前10時〜11時30分

⑥初級（基礎から学ぶ韓国語）

５月25日〜３月22日の木曜日午後７時〜８時30分

⑦中級（会話の練習）

５月18日〜３月15日の木曜日午後７時〜８時30分

ところ／文化センター 定員／各15人（抽選）
受講料／各17,000円（全20回。別途テキスト代が掛かる講座もあります）
申し込み／４月17日㈪〜21日㈮に、直接または電話で市国際友好協会へ
※講師の都合により、日にちが変わる場合があります。
※応募者多数の場合は、受講歴が３年未満の人を優先します。
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～病児保育事業～

子どもの急な発熱などにより、通っている幼稚園などでの保育ができず、就労などの理由から保護者に
よる看護もできない場合に、専用の保育室で一時的に預かることができます。
児童課 ☎643･3246
対象／次のすべてに該当する、生後６カ月から満６
歳までの子
就労などの理由で、保護者が家庭で保育や看護
をすることが困難
市内に住んでいるか、市内の認可保育所・認定
こども園・幼稚園などに在籍している
保育場所／市シルバー人材センター託児室（藤枝5-3-20）
定員／１〜２人程度
開所時間／平日 午前９時〜午後５時
利用方法／
①午前９時〜午後５時に、電話で市シルバー人材
センター（☎641･5565）に利用状況を確認し、
予約
②医師の診断を受け、利用可能であることの証明
（病児保育事業連絡票）をもらう
③市シルバー人材センターに備え付けの申込書に
必要事項を記入し、証明書を添えて、利用時に提出
利用料金／１日：２千円、半日：千円（現金で直接
施設に支払い）
※病中の児童であっても、重篤な基礎疾患がある場
合や特定の感染症を発症している場合は、本事業
は利用できません。
※申込書などは、市ホームページからダウンロード
できます。
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

◇病後児保育事業◇
保育所などでの保育が困難で、かつ就労などの理由から保護
者が家庭で保育を行うことが困難な、病気回復期にある子ども
を一時的に預かる「病後児保育事業」も実施しています。
※病気回復期とは、病気は治っているものの、まだ本来の状態に戻ってお
らず、集団での保育が困難である状態のことです。

保育場所／
藤枝保育園（若王子3-4-33）
藤枝聖マリア保育園（下藪田733-1）
定員／各２人 開所時間／平日 午前８時〜午後５時
利用方法／
①午前８時〜午後５時に、藤枝保育園（☎641･1634）または
藤枝聖マリア保育園（☎638･2877）に電話で利用状況を確
認し、予約
②医師の診断を受け、利用可能であることの証明（園規定の
意見書）をもらう
③各園に備え付けの申請書に必要事項を記入し、証明を添え
て、利用時に提出
※申請書などは、各園のホームページからダウンロードできます。
※詳しくは、各園のホームページをご覧ください。
http://www.ans.co.jp/n/fujieda/（藤枝保育園）
http://www.fujieda-seimaria.com/（藤枝聖マリア保育園）

子育て支援サイト
「ママフレ藤枝」の
スマートフォンアプリが誕生！
子育てに関する行政サービスや子育てに役立つ情報が満載の子育て支援サイ
ト「ママフレ藤枝」が、スマートフォンアプリになりました。子育て中の皆
さんが必要な情報を、アプリならではの機能を活用してあなたのもとに届け
ます。ぜひ、ご活用ください。
児童課 ☎643･3246

【Android】 【iPhone】

アプリならではの２つの便利な機能
行政サービスと子育て関連施設情報の閲覧機能のほかに、次の２つの機能が加わります。
◆電子母子健康手帳
子どもの成長を、日記としてカレンダー形式で記録。
健診や予防接種の予定も登録できます。
日記には、身長や体重の入力に加え、その日の写真も
取り込めます。

◆プッシュ通知
イベント情報などが公開・更新されるとメッセージが
スマートフォンに届きます。
自分で情報を探さなくても、必要な情報をプッシュ通
知で知ることができます。

広報ふじえだ
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募

集

伝統文化こども茶道教室（裏千家）
▶対象／小学校２年生〜中学生 ▶と
き ／ ５ 月13日 ㈯ か ら 月 １ 回 土 曜 日
（全11回）
午前９時30分〜11時30分
▶ところ／生涯学習センター ▶定
員／30人（申込順） ▶参加料／１
回300円（ 別 途 年 間 諸 費 年 ２ 千 円 ）
▶申し込み／４月30日㈰までに、電
話またはファクスで青島宅へ
636･8520
☎635･0189

第35期初心者弓道教室
▶対象／中学生以上 ▶とき／５月13
日〜９月９日の水・土曜日午後７時〜
９時 ▶ところ／市弓道場、県武道館
▶定員／20人（申込順） ▶参加料／
１万２千円（全33回） ▶申し込み／
４月16日㈰午前９時〜正午に、本人
が参加料を持って、直接、市弓道場へ
問藤枝市弓道連盟（石川宅）
☎635･0815

洋裁＆リフォーム講座
着物や帯、洋服をリフォームして、新
たな洋服や袋、帽子などを作ります。
▶とき／毎月第１・第３木曜日午後１
時〜５時 ▶ところ／生涯学習センター
▶定員／13人（申込順） ▶参加料／
１回千円 ▶持ち物／布、洋裁道具
▶申し込み／電話で洋裁とリフォーム
（新美宅）へ
☎646･5256

JFAなでしこひろば
藤枝順心ガールズサッカースクール
▶対象／年中児〜小学校６年生の女子
▶とき／４月16日〜９月の日曜日午
前８時〜９時（月２回程度） ▶とこ
ろ／藤枝順心高校 ▶会費／３千円
（全10回） ▶持ち物／運動のできる
服装、サッカーボール（ある人）
、飲み
物 ▶申し込み／Ｅメールで藤枝順心
SCジュニア（藤田宛）へ
☎080･5116･0104
junshinsoccer@hotmail.co.jp

やさしい空手教室
健康な体づくりをしませんか。
▶対象／年長児〜小学校３年生 ▶と
き／毎週月・木曜日午後７時〜９時
▶ところ／青島北中学校武道館 ▶定
員 ／ ５ 人（ 申 込 順 ） ▶ 会 費 ／ 月 ３
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千円 ▶持ち物／運動のできる服装
▶申し込み／４月15日㈯〜５月15
日㈪に、電話で日本空手協会藤枝支部
（望月宅）へ
☎643･4886

明治トンネル出前講座
▶とき／５月３日㈷〜７日㈰午前10
時〜午後１時（雨天中止。各日内容は
同様） ▶集合場所／明治トンネル東
側広場 ▶内容／トンネルの建設経緯
や由来など ▶参加料／無料
※直接会場へ
問岡部町観光ボランティアの会事務局
（髙田宛） ☎090･7038･5476

県立富士山麓山の村
春の七草ハピネスウォーキング＆山麓のカフェ
富士山麓の少し遅い春の息吹を感じて
みませんか。
▶対象／山歩きができる人（小学生以
下は保護者同伴） ▶とき／５月14
日㈰午前９時30分〜午後１時（小雨
決行） ▶集合場所／県立富士山麓山
の村（富士宮市） ▶内容／七草（食
用野草）を見つけながら自然観察
ウォーク、山麓のカフェで食事 ▶定
員 ／50人（ 申 込 順 ） ▶ 参 加 料 ／
500円 ▶持ち物／保険証、動きや
すい服装、カッパ、飲み物、ビニール
袋など ▶申し込み／４月28日㈮ま
でに、ファクスまたはＥメール・ハガ
キに住所・氏名・年齢・参加人数・電
話番号を記入し、〒418‒0011富士
宮市粟倉2745県立富士山麓山の村
へ
☎0545･36･2236
0545･36･2239
HTC-fujisanroku01@pref.shizuoka.lg.jp

親子リトミックランド
▶対象／２歳以上の未就園児とその
保護者 ▶とき／５月８日・22日・
29日、６月12日・26日いずれも月
曜日午前10時〜10時45分 ▶とこ
ろ／生涯学習センター ▶内容／リト
ミックを取り入れた音楽遊び ▶定
員／18組（申込順） ▶参加料／３千
円（全５回） ▶申し込み／４月10日㈪
午前９時から、電話で水野宅へ
☎637･0990
※４月24日㈪に、体験会（参加料500
円）があります。

健康体操 藤枝真向会
座ったまま屈伸する４つの基本動作で

筋肉や股関節を柔軟にし、体のバラン
スを整え血行を良くします。
▶とき・ところ／毎月第１・第３金曜
日…葉梨地区交流センター、
毎月第２・
第４金曜日…西益津地区交流センター
午前10時〜11時30分 ▶参加料／
月千円 ▶持ち物／バスタオル、飲み
物 ※直接会場へ
問健康体操藤枝真向会（秋山宅）
☎638･1234
まっこう

心ニット会 会員
自分の好きなセーターや帽子などを手
編みしてみませんか。
▶とき／毎月第１・第３土曜日午後１
時30分 〜 ３ 時30分 ▶ と こ ろ ／ 広
幡地区交流センター ▶参加料／年１
万２千円 ▶持ち物／針や糸（ある
人）、帳面、筆記用具 ▶申し込み／
電話で鈴木宛へ
☎090･6335･0445

表千家広幡会 茶道講座
▶とき／５月14日㈰、６月からの毎
月第１日曜日午前９時〜正午 ▶とこ
ろ／生涯学習センター ▶定員／５人
（申込順） ▶会費／年１万円 ▶持ち
物／ふくさ、扇子など ▶申し込み／
４月９日㈰〜30日㈰に、電話で吉野
宅へ
☎636･0218

クラシックコンサート演奏者
お寺の本堂にグランドピアノを設置し
て行うクラシックコンサートで演奏を
披露してみませんか。
▶とき／５月３日㈷午前10時〜午後
３時30分 ▶ところ／大慶寺（藤枝
四） ▶定員／35人（申込順） ▶参
加料／1,500円 ▶申し込み／４月
20日㈭までに、Ｅメールでおかげさ
ん企画部会クラシックコンサート運営
事務局（大場宛）へ
☎090･7689･6143
fujien.mail@gmail.com

リトムジカ（親子リトミック）無料体験
▶対象／１〜３歳までの子とその保護
者 ▶とき／４月24日㈪、
５月１日㈪
午前10時〜 11時 ▶ところ／高柳上
中央会館（高柳二） ▶内容／親子で
体を使った音楽遊び ▶定員／20組
（申込順） ▶参加料／無料 ▶持ち
物／飲み物、動きやすい服装 ▶申し
込み／４月20日㈭〜23日㈰に、電話

で高柳リトミック（岩ヶ谷宛）へ
☎090･4199･7537

色紙にやさしく簡単に描ける俳画教室
▶とき／４月から毎月第２・第４金曜
日午後１時〜４時 ▶ところ／生涯学
習センター ▶定員／10人（申込順）
▶会費／月500円 ▶申し込み／ハ
ガキに住所・氏名・電話番号を記入し、
〒426–0025市内藤枝1–4–8墨酔
会（山本宛）へ
☎080･1565･3224

合気道子ども教室
稽古を通じて礼節と護身を学びます。
▶対象／小学生 ▶とき・ところ／毎
週火曜日午後７時〜８時30分…青島
北中学校、毎週土曜日午後６時〜７時
30分…大井川体育館（焼津市） ▶参
加料／月４千円 ▶持ち物／運動ので
きる服装 ▶申し込み／電話で国際武
道正風会（畑口宛）へ
☎090･7916･9361

学ぼう介護予防レク初心者講座
地域のボランティアやサロンなどで実
践できる介護予防エクササイズや脳ト
レ、声の掛け方などを学びませんか。
▶とき／４月18日㈫から毎月第３火曜
日午後１時30分〜３時 ▶ところ／
ほっとな居場所輪 笑（青木二） ▶定
員／各10人（申込順） ▶参加料／
500円 ▶申し込み／４月17日㈪ま
でに、電話でほっとな居場所輪笑（岡
嶋宛）へ
☎090･7313･3073
わっしょい

藤枝ミニバスケットボールクラブ
▶対象／小学生 ▶とき／毎週土曜日
午 後 １ 時30分 〜 ４ 時30分 ▶ と こ
ろ／藤枝中央小学校体育館 ▶会費／
月1,500円 ▶持ち物／飲み物、タオ
ル、雑巾、体育館シューズ、運動ので
きる服装 ▶申し込み／午後５時以降
に、電話で松下宅へ ☎644･3021

ナイターテニス教室
▶対象／20歳以上の人 ▶とき／５
月11日〜７月13日の毎週木曜日午
後７時30分〜９時 ▶ところ／アイ
テニスクラブ（時ヶ谷） ▶コース／
経験者クラス、初心者クラス ▶定
員／各10人（申込順） ▶参加料／
9,720円（全10回） ▶持ち物／テ
ニスラケット
（ある人） ▶申し込み／

５月６日㈯までに、
直接、
テニスショッ
プカトウ（駅前三）またはラケット
ショップオレンヂ（本町二）へ
※ラケットのない人には、無料で貸し
出します。
問藤枝市テニス協会（石川宅）
☎643･1669

ステップ21（無料体験会）
ゆるんだ体を楽しく引き締めましょう。
▶対象／女性 ▶とき／４月19日㈬
午後１時30分〜３時 ▶ところ／市
武道館 ▶内容／音楽に合わせたス
テップとストレッチ ▶定員／ 20人
（申込順） ▶参加料／無料 ▶持ち
物／運動のできる服装、タオル ▶申
し込み／ファクスで大牧宅へ
☎ 366･5999

野村生涯教育読書会
▶とき／４月25日㈫、５月25日㈭、
６月26日㈪、７月25日㈫午前10時〜
午後３時 ▶ところ／文化センター
▶内容／テキスト「木もれ陽のなかに
（野村佳子随想集）」を使っての読書
会 ▶定員／各30人 ▶参加料／１
回500円 ※直接会場へ
※幼児は、幼児教育部があります。
問（公財）野村生涯教育センター静岡支部
☎257･9111

催

し

南風写友会写真展
▶とき／４月25日㈫〜30日㈰午前９
時〜午後５時 ▶ところ／生涯学習セ
ンター ▶入場料／無料
※直接会場へ
問寺本宅
☎635･9789

第46回 藤枝少年少女合唱団
定期演奏会
▶とき／４月16日㈰午後１時30分〜
３時30分（開場：午後１時） ▶ と
ころ／市民ホールおかべ ▶入場料／
500円 ※直接会場へ
問同事務局
☎090･5863･3877

池谷圭次が解説する岡部の文化財と
あさひなちまき作り体験
▶とき／４月22日㈯午前10時〜正午
▶ところ／大 旅 籠 柏 屋 ギャラリーな
まこ壁 ▶内容／朝比奈ちまきの紹
介、ちまき作り体験 ▶講師／池谷
お お は た ご かしば や

圭次さん（元岡部町社会教育指導員）
▶定員／40人（先着順） ▶参加料／
500円 ※直接会場へ
問岡部を恋うる会（松谷宛）
☎090･8323･3992

第64回 藤枝市水石会展
▶とき／４月21日㈮〜23日㈰午前９
時〜午後５時（21日は午後１時から、
23日は午後３時まで） ▶ところ／
文化センター ▶内容／会員が収集し
た石の展示 ▶入場料／無料
※直接会場へ
問森田宅
☎643･3402

講演会「地域から日本を変える！
これからの企業のあり方」
▶とき／５月22日㈪午後３時〜４時
30分 ▶ところ／ホテルアンビア松
風閣
（焼津市） ▶講師／伊藤聡子さん
（フリーキャスター） ▶定員／100人
（申込順） ▶入場料／無料 ▶申し込
み／４月17日㈪〜５月17日㈬に、電話
またはファクスで藤枝法人会事務局へ
645･1310
☎643･8410

春の山野草展
▶とき／４月21日㈮〜23日㈰午前９
時〜午後５時（21日は正午から、23
日は午後４時まで） ▶ところ／高洲
地区交流センター ▶入場料／無料
※直接会場へ
問高洲盆栽山野草同好会（富田宅）
☎635･4413

憲法に学ぶ集い
▶とき／５月７日㈰午後１時30分〜
４時 ▶ところ／生涯学習センター
▶講師／畑田重夫さん（元名古屋大学
教授） ▶演題／憲法が輝く日本の実現
をめざして ▶定員／300人（先着
順） ▶参加料／無料 ※直接会場へ
問志太・憲法を大切にしよう会（池田宅）
☎643･2394

おにくうどんえコンサート
▶とき／４月23日㈰午後２時〜４時
▶ところ／市民会館 ▶入場料／前売
り２千円（未就学児は無料。当日は
2,500円）
※チケットは、市民会館で販売してい
ます。
問同実行委員会（遠藤宅）
☎643･6062

広報ふじえだ
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FUJIEDA・DANCE・FES
とき／４月22日㈯午前11時〜午後３時

20

ト

ところ／野外音楽堂

藤枝おんぱく2017着物ファッションショー
とき／４月22日㈯正午〜午後１時 ところ／花しょうぶ園

４月５日号

スイーツデコレーション工芸
とき／４月29日㈷・30日㈰、５月３日㈷〜５日㈷
参加料／500円から
ジャグリングストリート
とき／４月30日㈰、５月３日㈷
後３時〜

2017
No.1220
藤枝市役所 ☎054･643･3111㈹
054･643･3604
http://www.city.fujieda.shizuoka.jp/
info@city.fujieda.shizuoka.jp

種類・２５０本以上の藤が植えられ︑甘くさわやかな香りに包まれる蓮華寺池公
園で︑物産販売や工芸体験︑ステージイベントなどを開催します︒４月 日〜 日
を﹁藤フェス﹂と題し︑藤の花をテーマにしたさまざまなイベントを行い︑５月１
日〜５日を﹁こども☆フェス﹂と題し︑子どもが楽しめる催しを行います︒
市観光案内所 ☎６４７ １
･ １４４

主

午前10時〜、午後１時〜、午

こどもの日キャラクターショー「平成仮面ライダー」
とき／５月５日㈷午前11時〜、午後２時〜
ところ／野外音楽堂 入場料／無料
子ども宝さがし
対象／小学生以下 とき／５月５日㈷午前９時から整理券配布
受付場所／滝の広場前 定員／400人（先着順） 参加料／無料
写真コンテスト
藤まつりでの藤の花やイベントの写真を募集します。
規格／四つ切りサイズ（１人３点以内）
応募方法／５月15日㈪までに、市観光協会に備え付けの応募用紙に
必要事項を記入し、作品を添えて、直接または郵送で市観光協会
へ 宛先：〒426‒0034市内駅前1‒1‒2

22
30

４月22日 〜５月５日

とき／

ところ／蓮華寺池公園ほか

藤まつり期間中、蓮華寺池公園駐車場は有料（協力金）となります。
駐車場に限りがあります。公共交通機関をご利用ください。
普通車

500円

発行・編集／藤枝市 企画創生部 広報課 ☎054･643･3108
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山一丁目11番1号
編集協力・印刷／㈱共立アイコム 再生紙使用

第79回

大型車 1,000円

植木まつり

蓮華寺池音楽祭

in ふじえだ

同時開催

とき／５月14日㈰午前
10時〜午後３時
ところ／野外音楽堂

花と緑に包まれた明るく美しいまちづくりを目指して、植木まつりを開催。植
木市や園芸市、花の苗の無料配布などを行い、花と緑があふれる暮らしのお手
伝いをします。
問花と緑の課 ☎643･3487

とき／

５月13日土・14日日

午前９時〜午後４時（雨天決行。14日は午後３時まで）

ところ／蓮華寺池公園 第一駐車場
●結婚･誕生記念樹の引き換え
●植木・園芸市
●緑の募金コーナー
●フジの相談コーナー

●生垣補助推進コーナー
●藤枝銘菓などの販売
●茶手もみ実演
●ちびっこコーナー

●花の苗・種の無料配布
●大旅籠柏屋の物販
そめいい
●瀬戸染飯の販売
広報ふじえだ 24
●寄せ植え体験

※駐車場に限りがあります。公共交通機関をご利用ください。

