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正解 58,643人（令和４年１月１日時点）

第１位（最も近似値）58,655人

問合せ先 ☎ 576-4521
FAX 576-1139

企画政策課

市制20周年を記念して平成５年（1993年）に埋設したタイムカプセル。
予定どおり、30年後の市制50周年である令和４年（2022年）１月18日に開封しました。

人口予想クイズ結果発表

　30年後の人口を予想するクイズの回答を募集し、
3,018通の応募がありました。全ての回答を確認して、
上位20名が決定しました。賞品としてタイムカプセ
ルに収納されていた30年前の記念品を贈呈します。

タイムカプセルには、２つの夢の企画が入っていました

開封品を展示しています

　タイムカプセルの中身を湖西市立中央図書館に展
示しています。
　展示物は月ごとに変わり、期間は６月までを予定
しています。

開封品から感じる30年前の生活

　使い捨てカメラ、ファッション雑誌、現代とは異な
る商品の数々。30年でこれだけ変わりました。

▲30年前の案内文

当時書かれた「30年後へのメッセージ」をお送りします

　30年前当時の湖西市内の小学４～６年生と一部の中学生、
一般応募の皆さんが書いたメッセージ計3,019通をお届け
します。
●�５月31日（こさいの日）に、はがきサイズのメッセージを
封筒に入れて順次、発送をはじめます。
●送り先は、30年前に指定された宛先です。
※�作成者本人に限らず、作成者が指定した友人などに届く
こともあります。

F R OM19 9 3→T O 2 0 2 2

夢が詰まったタイムカプセル
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30年後のみなさんへ

　30年後の皆さん、こんにちは。私は、現在
鷲津中学校2年生の少女です。
　30年後の湖西市の生活や、街並みはどん
なふうになっているのでしょうか。
　鷲津や新所原には今よりも家がたくさ
ん建ち、駅周辺にはおしゃれなショッピン
グ街ができて、買い物を楽しむ人たちで賑
わっていることと思います。
　また、市内のあちらこちらにはきれいな
公園が作られ、浜名湖の岸辺には、お年寄り
も子どもも安心してくつろげる散歩道や憩いの場もできているかもしれません。

　30年後の私は44歳。たぶん結婚し、子どもも何人かいて幸せな家庭
を築いていることと思います。ひょっとしたら、他の町へお嫁に行っ
て湖西市には住んでいないかもしれません。
　そんな私が夢見る30年後の湖西市の姿は、街中どこへ行っても庭
先や歩道に設けられた花壇に年中きれいな花が咲いていて、歩いて
いてもごみ一つ落ちていないきれいな町、公園や歩道にはベンチが
設けられていて、老夫婦や赤ちゃん連れの夫婦が笑顔であいさつを
交わし、くつろいでいる。このように暖かくて、ほのぼのとした雰囲
気が漂う、そんなまちになっていたらいいなと思います。
　30年後の湖西市が少しでも自分の夢に近づいていくことを期待し、
自分自身少しでも何かお手伝いできることがあれば夢実現のために
努力していきたいと思います。
　では、30年後の皆さん、さようなら。	 （原文のまま）

❶�30年後に予想したご自身のすがた（状況）と今を比べてどうですか？予想通りになっていますか？
🅐�30年前に思い描いていた人生通り、とは言えませんが、お嫁に行って母親になる、という夢を叶
えることができました。「他の町にお嫁に行って」という点は、予想通りと言ってもいいかもしれ
ません。

❷�30年後に夢見た湖西市の姿に、今の湖西市は近づいているでしょうか？今の湖西市の印象は？
🅐さまざまなお店や新しい住宅が増えて、にぎわっている印象があります。その一方で、本興寺や
湖西運動公園周辺の変わらない景色を見た時には懐かしい思いになりました。

❸これからの湖西市がどうなっていくと良いと思いますか？
🅐�当時、市立図書館をよく利用していましたので、これからも有意義な公共施設が増えてほしいと
思います。住民の皆さんが暮らしやすい湖西市になっていくことを願っています。

当時中学生でタイムカプセル埋設に立会い、埋設式で手紙（上記）

を読み上げた佐々木さんに現在の状況や思いをお聞きしました。
佐

さ

々
さ

木
き

恵
え

里
り

さん（旧姓：内山） 

タイムカプセル埋設式で読まれた手紙を紹介します

36月号



推薦

特選

　令和３年６月～令和４年１月
に湖西市の魅力を伝える写真を
募集したところ、湖西フォト部
門46点、インスタグラム部門163
点の応募がありました。審査の
結果、入賞した作品をご紹介し
ます。（敬称略）
　入賞作品は、湖西市のパンフ
レットやポスター、ウェブサイ
トなどでの観光ＰＲに活用させ
ていただきます。
　応募してくださった皆さん、
ありがとうございました。

一般写真部門一般写真部門

「見張り番」 吉
よし

田
だ

 峯
みね

治
じ

撮影場所：湖西市入出

①「揃
そろ

って参拝」 榊
さかき

原
ばら

 和
かず

志
し

②「早朝の白須賀海岸」 中
なか

沢
さわ

 力
りき

男
お

③「朝陽を浴びて」 本
ほん

多
だ

 親
ちか

志
し

●❶

●❸●❷

湖西フォトコンテスト2021
入賞作品決定！
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入選

インスタグラム部門インスタグラム部門
※写真下部の＠○○は、入賞時点のアカウント名です。※写真下部の＠○○は、入賞時点のアカウント名です。

#kosai_photo2021という
ハッシュタグを付けて投稿された作品です

主催：湖西市観光協会・湖西市

※ 令和4年度から、湖西市観光
協会と新居町観光協会が統合
し、「一般社団法人 湖西・新
居観光協会」に生まれ変わり
ました。

湖西市の魅力が詰まった
Instagramアカウント→
ぜひフォローしてください。

湖西市観光
情報局

▲

＠kosai_kankou

こさいのくらし
（湖西市公式）

▲

＠kosaicity_pr

@di_in_stortion @inout05222 @sa.ya7909 @silverisyo

@jiro26camera @kenta.x2105

問合せ先
☎576-1230
FAX576-4876

文化観光課

①「春の彩」 小
こ

松
まつ

原
ばら

清
きよし

②「漕
こ

ぎ出せ夏空」 折
おり

原
はら

 麻
あさこ

子
③「藤棚」 石

いし

牧
まき

巽
たつみ

④「水
み

無
な

月
づき

の散歩道」 袴
はかま

田
た

祥
しょう

吾
ご

⑤「白須賀のキャベツ絨
じゅう

毯
たん

」
齋
さい

藤
とう

憲
けん

吾
ご

●❶

●❸ ●❹ ●❺

●❷

56月号



問合せ先 ☎ 576-1230
FAX 576-4876

文化観光課

長野県木曽郡木曽町
　木曽町は、長野県の南西部に位置し、西に木曽御

おん

嶽
たけ

山、
東には中央アルプス木曽駒ヶ岳がそびえ、人口約１万
人の、湖西市からは車で３時間半、電車で３時間と、少
し足を延ばしたところに位置する自然豊かな美しい町
です。
　ともに関所があるという縁から、平成24年５月に、
「文化交流親善友好都市宣言」を結び、年々、交流を深め
てきました。
　今回は、友好都市宣言10周年を記念し、木曽町につい
てみなさんにもっと知ってもらうため、木曽町の魅力
を紹介します。

▲福島関所資料館

木曽町の【町章】
　木曽町の「キ」をデザイン
化したもの。青い色は澄み
切った空気と水、豊かな自
然を表現しています。

木
き

曽
そ

町
まち

を
もっと知ろう

文化交流親善友好都市宣言10周年
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福島関所資料館
住　　所　長野県木曽郡木曽町福島5031-1

開館時間　8時30分～16時30分

�休 館 日　�12月～3月の火曜日（祝日の場合
は翌日）、年末年始

料　　金　大人300円、小中学生150円

問合せ先　☎0264-23-2595

福島関所資料館
会　　期　4月28日㈭～7月10日㈰

�会　　場　�土蔵ギャラリー（長野県木曽郡
木曽町福島5031-1）

問合せ先　☎0264-23-2595

新居関所史料館
会　　期　5月17日㈫～7月10日㈰

�会　　場　�新居関所史料館（静岡県湖西市
新居町新居1227-5）

問合せ先　☎053-594-3615

国指定史跡 福島関跡
　福島関所は東海道の箱根、新居、中

なか

山
せん

道の碓
う

氷
すい

関所と並び、天下の四大関所のひとつで、木曽
路の往来を取り調べるために設置された関所です。関所は、宿場はずれの木曽川沿いの崖の頂
上にあるどうしても関所を通らなければならない場所に設置され、代々山村代官によって守
られてきました。
　明治２年の関所廃止令により、関所はその機能を終え、建物は取り壊されましたが、昭和50
年の学術発掘をふまえて、関所建物（上

うわ

番
ばん

所
しょ

・下
した

番
ばん

所
しょ

・勝手）を模した福島関所資料館と史跡
公園・関所門が整備されました。
　現在、資料館では、かつて使われていた道具や武具、証文などを見ることができます。

▲福島関所資料館 上番所

両自治体の交流の歴史とともに、互いの関所について、各館で紹介します。

木曽町・湖西市文化交流親善友好都市宣言10周年パネル資料展

「二つの関所が結んだ縁
えにし

－福島と新居の交流をふりかえる－」

76月号



義仲館
住　　所　長野県木曽郡木曽町日義290-1

開館時間　9時00分～17時00分

�休 館 日　�月曜日（祝日の場合は翌日）、年末
年始

料　　金　大人300円、中学生以下無料

問合せ先　☎（0264）26-2035

義
よし

仲
なか

館
やかた

　義仲館は、木曽義仲や巴御前の存在を後世
に継承することを目的に令和３年７月にリ
ニューアルオープンしました。絵画、映像、彫
刻、体験型芸術作品が展示されている「ＡＲ
Ｔ×ＬＩＢＲＡＲＹ」資料館です。

〈木曽義仲とは〉
　1154年に源

みなもとの

義
よし

賢
かた

の次男として、武蔵国大蔵館（現在の
埼玉県比企郡嵐山町）で生まれた義仲は、２歳の頃、父・
義賢が討たれたため、信濃（現在の長野県）の中

なか

原
はらの

兼
かね

遠
とう

のもとへ逃がれました。その後、木曽で成長した義仲は、
1180年に後白河法皇より平家追討の命を受け、木曽の地
で旗挙げを行い、征東大将軍にまで任じられましたが、
後白河法皇の策略により、31歳という若さで粟津ヶ原
で討ち死にし、その短い生涯に幕を下ろしました。

▲上の段地区（町並み）
▲木曽町福島マスコット
　キャラクター「福ちゃん」

福島宿
　福島宿は、戦国時代には領主木曽氏の城下
町として、江戸時代には木曽代官山村氏の陣
屋町として栄えました。また、四大関所のひと
つである、福島関所が設けられたため、大規模
な宿場として発展しました。

〈福島宿の町並み〉
　福島宿のほとんどを焼失してしまった昭和２年５月
の大火を逃れた上の段地
区は、古い家並みが今でも
残っており、出

だし

梁
ばり

造
づく

り・袖
そで

うだつ・千本格子などの
建物や江戸時代からの水
場が残っています。一年を
通して、夜になると行

あん

燈
どん

に
火が灯

とも

り、幻想的な町並み
を見ることができます。

木曽町の名所
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木曽町宿泊利用助成券
　観光を目的として、木曽町に宿泊する人を
対象に、宿泊１泊につき１人2，000円の助成
券を発行しています。
　居住地または通勤・通学先の住所が分かる
ものを持参のうえ、湖西市文化観光課（市役
所２階）または、新居支所へお申し込みくださ
い。

ほお葉巻き
朴
ほお

の葉に餅を包んで蒸し上げる、春から初
夏にかけて作られる和菓子です。もともとは、
平安末期の木曽義仲の時代、戦に出る際に朴
の葉を利用して味噌や米を包んだのが始まり
だといわれています。餅の中身は、定番の粒あ
ん、こしあんから、みそくるみや花豆と、各店
でいろいろな味が作られています。

すんき
　木曽町の伝統野菜である赤かぶの葉を、塩を使わずに植物性乳
酸菌の力で発酵させた日本遺産認定の発酵食品です。冬に食され
る漬物でしたが、最近は夏すんきの販売も行っています。

そば
　昼夜の寒暖差が激しく水はけがよい土地であることから、
長野県は風味豊かで良質なそばを作るのにむいており、古
くから「信州そば」が親しまれてきました。また、雄大な御
嶽山が望める開田高原木曽馬の里では、日本在来馬である
「木曽馬」とともに、夏には真っ白なそば畑を見ることがで
き、味覚と視覚の両方で楽しむことができます。 ▲そば（木曽町）

▲木曽馬の里 木曽馬とそば畑（９月）

木曽町に
行くなら！

木曽町の名物

96月号



問合せ先 ☎ 576-4521
FAX 576-1139

健康・福祉

１ 子どもの健康 子ども家庭課 TEL 576-4794
FAX 576-1150

２ 子育て支援講座 子ども家庭課 TEL 576-1813
FAX 576-1220

３ 介護保険ってなあに？ 高齢者福祉課 TEL 576-1104
FAX 576-1220

４ シニア運動講座 高齢者福祉課 TEL 576-4916
FAX 576-1220

５
“認知症”とその関わり方
について知ろう（認知症
サポーター養成講座）

高齢者福祉課 TEL 576-4916
FAX 576-1220

６
地域包括ケアシステムに
ついて（生活支援・介護
予防・認知症予防など）

高齢者福祉課 TEL 576-4916
FAX 576-1220

７ 楽しく学ぼう！
「高血圧」 健康増進課 TEL 576-1114

FAX 576-1150

８ 楽しく学ぼう！
「糖尿病」 健康増進課 TEL 576-1114

FAX 576-1150

９ 楽しく学ぼう！
「脂質異常症」 健康増進課 TEL 576-1114

FAX 576-1150

10 楽しく学ぼう！
「肥満予防法」 健康増進課 TEL 576-1114

FAX 576-1150

11 ゲートキーパー養成講座 健康増進課 TEL 576-1114
FAX 576-1150

12 知って納得
「特定健診結果の見方」 健康増進課 TEL 576-1114

FAX 576-1150

13 へえ～そうなんだ
「国民健康保険」 保険年金課 TEL 576-4585

FAX 576-4880

14 教えて！
「国民年金」 保険年金課 TEL 576-4585

FAX 576-4880

15 高齢者のための
医療制度です 保険年金課 TEL 576-4530

FAX 576-4880

16 健康長寿をめざして！ 市立湖西病院 TEL 576-1231
FAX 576-1119

健康・福祉

17 生活習慣病予防と食事
（主にメタボ対策） 市立湖西病院 TEL 576-1231

FAX 576-1119

18 発達障害について 市立湖西病院 TEL 576-1231
FAX 576-1119

19 子どもの発達支援を考える 市立湖西病院 TEL 576-1231
FAX 576-1119

20 呼吸体操・呼吸法に
ついて学ぶ 市立湖西病院 TEL 576-1231

FAX 576-1119
New
21 診療放射線技師の仕事 市立湖西病院 TEL 576-1231

FAX 576-1119

22 病院薬剤師の仕事について 市立湖西病院 TEL 576-1231
FAX 576-1119

23 糖尿病のお薬について 市立湖西病院 TEL 576-1231
FAX 576-1119

24 輸液を中心とする
栄養管理について 市立湖西病院 TEL 576-1231

FAX 576-1119

25 がん治療の実際　
～消化器がんを中心に～ 市立湖西病院 TEL 576-1231

FAX 576-1119

26 骨粗しょう症の
お薬について 市立湖西病院 TEL 576-1231

FAX 576-1119

27 感染症について 市立湖西病院 TEL 576-1231
FAX 576-1119

28 糖尿病について 市立湖西病院 TEL 576-1231
FAX 576-1119

29 家庭介護について 市立湖西病院 TEL 576-1231
FAX 576-1119

30 災害対策について 市立湖西病院 TEL 576-1231
FAX 576-1119

31 緩和について
（痛みのアセスメント） 市立湖西病院 TEL 576-1231

FAX 576-1119

32 病気や予防・管理について 市立湖西病院 TEL 576-1231
FAX 576-1119

　出前講座とは、市民の皆さんからの依頼を受け、集
会などの場に講師（市職員など）を派遣して、市の仕
事や制度などを分かりやすく説明するものです。
　令和３年度は全124回、延べ7,920人の利用があり
ました。
●対象者
　�市内在住・在勤・在学で10人以上の団体・サーク
ルなど。（10人未満の場合は担当課に相談）
●申込方法
　①�受講したい講座を選び、担当課へ連絡
　②�担当課と日程や会場、内容について打ち合わせ
　※�開講が可能な時間は９～21時の間で２時間以内。
　※会場は市内のみ。個人宅でも可。
　③�出前講座申込書を開催予定日の１カ月前までに
担当課へ提出（出前講座申込書は湖西市ウェブ
サイトからダウンロードもできます。）

●その他
　・本講座は苦情や要望を扱うものではありません。
　・会場の手配、設営は申請者が行ってください。
　・講師料（謝礼、交通費、食事など）は不要です。
●新型コロナウイルス感染症について
　�講座の申請および開催については状況を鑑みて対
応が可能かどうか個別に判断させていただきます。
開催が可能な場合においても、三密（密閉・密集・
密接）の状況にならないように、感染防止対策をお
願いします。

全75講座

講座開講数（令和３年度 トップ３）

企画政策課

１位／火災予防教室 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50回
２位／災害図上訓練 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10回
３位／消防署の見学 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９回

出前講座出前講座ををご活用ください！ご活用ください！
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防犯・防災・安全

56 応急手当教室 警防課 TEL 574-0219
FAX 574-0215

57  火災予防教室 予防課 TEL 574-0212
FAX 574-0215

環　境

58 環境基本計画について 環境課 TEL 576-1141
FAX 576-4880

59 ごみ・資源物の正しい出し方 廃棄物対策課 TEL 577-1280
FAX 577-3253

60 環境センターの施設見学 廃棄物対策課 TEL 577-1280
FAX 577-3253

教育・文化

61 遠州新居手筒花火 新居支所 TEL 594-1111
FAX 594-1114

62 湖西の歴史を知ろう 文化観光課 TEL 576-1140
FAX 576-4876

63
ふるさと学習室（湖西中学

校内）を見学しよう 文化観光課 TEL 576-1140
FAX 576-4876

※学校の行事等を優先、開催日は要相談

64
昔の道具を知ろう 文化観光課 TEL 576-1140

FAX 576-4876

※小学生、中学生対象

65 湖西市のスポーツ施設に
ついて

スポーツ・
生涯学習課

TEL 576-8560
FAX 576-1237

66 アメニティプラザの
施設見学

スポーツ・
生涯学習課

TEL 576-8560
FAX 576-1237

67 スポーツ推進委員を
活用してみませんか

スポーツ・
生涯学習課

TEL 576-8560
FAX 576-1237

68 図書館を使いこなそう！ 中央図書館 TEL 576-4351
FAX 576-1100

財　務

69 わかりやすい予算書 財政課 TEL 576-1112
FAX 576-1115

情報・行政運営

70 選挙について 総務課 TEL 576-1698
FAX 576-1115

71
湖西の未来像を示す
総合計画を知ろう 企画政策課 TEL 576-4521

FAX 576-1139

※個別の施策についてのお話はできません

72 マイナンバー解説 ＤＸ推進課 TEL 576-4909
FAX 576-1139

73
HOTな市政情報をお届け！
「影山市長のまちづくり

出前講座」
市長・副市長

（秘書広報課）
TEL 576-1155
FAX 576-1139

74
公共施設マネジメント講座
～これからの公共施設の

あり方について～
資産経営課 TEL 576-4875

FAX 576-1184

75 市議会について 議会事務局 TEL 576-4791
FAX 576-0331

健康・福祉

33 命の大切さについて 市立湖西病院 TEL 576-1231
FAX 576-1119

34 職業講話（看護師） 市立湖西病院 TEL 576-1231
FAX 576-1119

※No.33〜34は小学生、中学生、高校生対象

市民生活

35 租税教室
（税金の仕組み） 税務課 TEL 576-4536

FAX 576-1896

36 男女共同参画って
なあに？ 市民課 TEL 576-1213

FAX 576-4880

37
お互いを知ってみよう

～多文化共生の
まちづくり～

市民課 TEL 576-1213
FAX 576-4880

New
38 性の多様性について 市民課 TEL 576-1213

FAX 576-4880

39 それ、大丈夫ですか？　
～身近にひそむ悪質商法～ 産業振興課 TEL 576-1215

FAX 576-1115

40
くらしに役立つ食品表示

～安心安全な食品を
選ぶために～ 

産業振興課 TEL 576-1215
FAX 576-1115

41 コーちゃんバス、コーちゃん
タクシーについて 都市計画課 TEL 576-4560

FAX 576-1897

42 空き家について
考えよう 建築住宅課 TEL 576-4549

FAX 576-1897

産業・経済

43 農業委員会について 産業振興課 TEL 576-1216
FAX 576-1115

44 湖西市の産業について 産業振興課 TEL 576-1216
FAX 576-1115

都市・生活基盤

45 湖西の水道 水道課 TEL 576-4534
FAX 576-1367

46 湖西の下水道 下水道課 TEL 574-2211
FAX 576-3133

47 道路について考えよう 土木課 TEL 576-4545
FAX 576-1897

48 公園へ出かけよう 土木課 TEL 576-4545
FAX 576-1897

防犯・防災・安全

49 安心安全なまちづくり 危機管理課 TEL 576-4538
FAX 576-2315

50 市の防災体制について 危機管理課 TEL 576-4538
FAX 576-2315

51 大規模地震に備える 危機管理課 TEL 576-4538
FAX 576-2315

52 豪雨災害・土砂災害に
備える 危機管理課 TEL 576-4538

FAX 576-2315

53  災害図上訓練 危機管理課 TEL 576-4538
FAX 576-2315

54 あなたの家の地震対策は
お済みですか 建築住宅課 TEL 576-4549

FAX 576-1897

55  消防署の見学 消防総務課 TEL 574-0211
FAX 576-3679

No.49 ～53は組み合わせて受講することも可能です。
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〈広告欄〉

問合せ先 ☎ 576-1141
FAX 576-4880

環 境 課

湖西市は令和３年７月21日に、ゼロカーボンシティ宣言をしました。関連した補助金制度についてご案内し
ます。　

�中小企業や個人事業主などを応援！
����省エネ最適化診断の実施事業者に診断料金を補助しますＮＥW

　中小企業者などが、市内の事業所においてエネルギーの使用の合理化を
図るために実施した省エネルギー診断に対し、奨励金を交付します。

◎�補助金についての詳細や、交付申
請書などはウェブサイトからダ
ウンロードできます。右の二次元
コードからご覧ください▶

※�Ｂ診断はボイラーや大型空調機など、熱を利用する設備
を多数有する事業所や比較的規模の大きな事業所など

　奨励金の交付額

次に掲げる診断に応じ、それぞれ定める額
①Ａ診断（専門家1人で診断）　10,450円
②Ｂ診断（専門家2人で診断）　16,500円

　その他

⃝申請は1事業所につき１回限りです。
⃝�申請には、一般財団法人省エネルギーセンター
の発行する省エネ最適化診断の領収書と最適化
診断報告書の写しを添付してください。

　対象者（中小企業者など)

一般財団法人省エネルギーセンターの省エネ適正化診断を行った市内事業所で、次
の（ア）、（イ）いずれかを満たす法人または個人事業主

業種 資本金の額または出資の総額（ア） 常時使用する従業員（イ）
製 造 業 　　３億円以下 300人以下
卸 売 業 　　１億円以下 100人以下
�サービス業 5,000万円以下 100人以下
小 売 業 5,000万円以下 50人以下

ゼロカーボンシティ実現のためにゼロカーボンシティ実現のために

12



〈広告欄〉 〈広告欄〉

�「新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援補助金」の
����補助対象機器の追加追 加

　「湖西市新エネルギー及び省エネルギー機器導入支援補助金」に、低
公害車のバッテリーに蓄えた電力を家庭のエネルギー供給源として使
用できる「ヴィークル・トゥ・ホーム充放電設備（Ｖ２Ｈ充放電設備）」
を令和４年４月１日から補助対象機器に追加しました。
※�Ｖ２Ｈとは、「クルマ（Vehicle）から家（Home）へ」を意味し、電気
自動車などに蓄えられた電力を家庭用に有効活用する考え方です。

対象機器 対象機器の概要 補助金額

家庭用
コージェネ
レーション
システム

エネ
ファーム

①�都市ガスやＬＰガスから水素を取り出し空気中の酸素と化学
反応を起こして発電をし、その排熱を利用した湯を貯湯する
機能を有するシステムであること。
②�定格運転時において0.5kWから1.5kWの発電出力を有し、低
位発熱量基準（ＬＨＶ基準）の総合効率が80％以上であること。
③未使用の機器であること。

一律６万円

家庭用蓄電池
①住宅で使用する電気を蓄電するシステムであること。
②�一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する補助事業の対
象システムであること。
③未使用の機器であること。

１万円/kwh
上限４万円

　ＮＥＷ
V2H充放電設備

①�申請者自らが居住する住宅などに設置し、自らが使用する機器
であること。
②未使用の機器であること。
③�電気自動車等の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて家
庭の電力として使用できる仕組みを備えたものであること。

一律４万円

低公害車
①�電気自動車（超小型電気自動車を含む）かＰＨＶ、燃料電池自
動車であること。
②申請時に新規登録された車両であること。
③�個人が自家用車として使用すること。

電気・ＰＨＶ
一律５万円
燃料電池
一律15万円

　災害発生の防止並びに自然環境および生活環境の保全を図る
ため、市内全域における太陽光や風力による発電設備を設置す
ることに対し必要な事項を定めました。この条例では、設置に必
要な手続のほか、事業者や土地所有者の責務、市民の皆さんの協
力に関する事項を定めていますので、ご理解とご協力をお願い
します。

【条例の施行日】
令和４年７月１日
※条例施行日以前の事業も適用される事項があります。

【対象事業】
⃝太陽光発電設備
　発電出力が10kw以上
⃝風力発電設備
　発電出力が10kw以上
※�建築物に設置する
ものは対象外です。
詳しくはウェブサイ
トをご覧ください▶

湖西市再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例を制定しました

136月号



　家庭から出る燃やせるごみのうち、生ごみが最も多く、全体の
約50パーセントを占めています。また、生ごみの約80パーセントは
水分といわれています。水分が多い生ごみの焼却は、多くのエネ
ルギーを必要とするため、焼却施設に大きな負担が生じるととも
に、ごみ処理費用も増加します。燃やせるごみを減量するために
は、生ごみに含まれる水分を減らすことが重要です。皆さんも自
分に合った減量方法を見つけ、今日から始めてみましょう。

◎�市では、生ごみ減量化容器等
の購入費を補助しています。
詳しくはウェブサイトをご覧
ください▶

⃝生ごみを減らす３つのポイント

 １．生ごみは水切りしよう！

　�水切りネットを使い、捨てる前に水分を絞ること
で、生ごみの重量を減らすことができます。

 ２．生ごみを堆肥化しよう！

　�堆肥化し再利用することで、排出されるごみを減ら
すことができます。

 ３．生ごみのもとを減らそう！

　�買いすぎ、作りすぎをなくし、食材を使い切ること
で、食品ロスを減らすことができます。

問合せ先

☎574-0212 FAX574-0215
消防本部予防課

どの家庭でも調理をするためにほぼ毎日使うガスコンロ。
火災を未然に防ぐため普段から正しく使うようにしましょう。
⃝ ガスコンロ使用中はその場を離れないでください。離れる時は必ず火を消して

ください。
⃝ガスコンロの上や周囲に可燃物を置かないでください。
⃝ ガスコンロの奥に手を伸ばす場合は、着衣への着火や、やけどに注意しましょう。
⃝ グリル庫内の脂や食品くずは取り除いてから使用してください。
⃝ 天ぷら油火災の多くは「消し忘れ」により発生しています。安全で便利なＳｉセンサー（過熱防止

機能や消し忘れ防止機能など）付きガスコンロを使うようにしましょう。

※地震が起きたときは
�調理中に地震が発生したら、あわてずに火を消すなど、身の安全を
はかりましょう。

廃棄物対策課
☎577-1280  FAX577-3253問合せ先

eco

み
いいじゃん
530

ゼロゼロご

始めよう、
生ごみダイエット!

ガスコンロを正しく使いましょう
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参加自由！
申し込み・参加費

不要！！
お気軽にご参加
ください♪

問合せ先

☎578-1118
はつらつセンター

　はつらつセンターでは、介護予防拠点施設として高齢者がいつ
までも元気で過ごせるように介護予防教室などを開催しています。
 寄ってこや 
⃝とき　火曜（月２回）、毎週木曜（祝日を除く）10時～11時30分
⃝対象　65歳以上の市民
⃝内容　体操、レクリエーション、脳活性化メニューなど

 15分体操 　日々の日課に♪
⃝とき　休館日を除く毎日　火曜～日曜（12月29日～１月３日
　　　　を除く）９時10分～９時25分
⃝対象　どなたでも
⃝内容　外で体操　帽子、水分など各自暑さ対策をしてきてください。
その他にもさまざまな教室を行います。随時、市役所だよりでご案内します。

対 象 者 スマホの購入を考えている人 スマホを持っている人
教 室 名 買う前に楽しく分かる！スマホ教室 もっと使いたい！スマホ活用教室

内 容 貸出用の端末でスマホの基本操作を体験、操
作方法の疑問を解決などを学ぶ90分コース

二次元コードの読み取り方法、スマホの
ギモン解決などを学ぶ90分コース

 とき・ところ

６月15日㈬��中央図書館
７月20日㈬��西部地域センター�
８月17日㈬��老人福祉センター
９月21日㈬��中央図書館
※�時間は全日①10時～11時30分、②13時～14
時30分の２回。各会場のコース内容は全て
同じ。

６月14日㈫�老人福祉センター
６月28日㈫�西部地域センター
７月12日㈫�中央図書館
７月26日㈫�北部多目的センター
８月９日㈫�老人福祉センター
８月23日㈫�西部地域センター
９月13日㈫�中央図書館
９月27日㈫�南部地区構造改善センター
※�時間は全日13時30分～15時。各会場の
コース内容は全て同じ。

定 員 各回５人 各回５人
持 ち 物 なし 自分のスマホ
教室協力企業 ウィンディ湖西営業所、auショップ湖西 夢トロッコ

申 込 方 法

⑴⑵いずれかの方法で申し込み。申込期限は６/１㈬17時まで。定員を超える申し込みが
あった場合は第３希望日まで抽選。抽選では、これまでに開催した市のスマ
ホ教室に参加したことのない人を優先します。結果は郵送で通知。
⑴ＤＸ推進課に申し込み　☎576-4909　FAX�576-1139
⑵�市ウェブサイトから申し込み（「湖西市�スマホ教室」で検索または右の二
次元コードを読み込んでアクセス。）

湖西市市制50周年記念 スマホ教室
スマホ、電話をかける以外に使ってま

すか？
スマホの購入を考えている人向けの教室と、スマホを

持っている初心者向けの教室を開催します。
　今のうちにスマホに慣れて、市制50周年記念飲食店デ
ジタルスタンプラリーなどに備えましょう。

▲はつらつセンタースタッフ
左：まーちゃん　右：うえちゃん

廃棄物対策課
☎577-1280  FAX577-3253問合せ先

eco

み
いいじゃん
530

ゼロゼロご

〈コーちゃん健康マイレージ2ポイント事業〉

介護予防拠点施設
はつらつセンターに行ってみよう！

156月号



　令和３年６月23日に湖西市で行われた、東京
オリンピック聖火リレーでランナーを務めた木

き

村
むら

 タエコさんと鈴
すず

木
き

 芳
よし

朗
ろう

さんが所属するカメ
ラ愛好家グループの八

はっ

ちゃん会
かい

から、聖火トー
チをご寄贈いただきました。
木村さんは「寄贈することでいろいろな子ど

も達に見てもらうことができると考えた」と話
し、自身が小学校から高校まで湖西市で育った
感謝の気持ちを伝えたいと語ってくれました。
現在、聖火トーチはアメニティプラザと新居体
育館に展示されています。

　端午の節句といえば柏餅。湖西市の白須賀宿あたりが
発祥という説があります。かつて、豊

とよ

臣
とみ

 秀
ひで

吉
よし

が気に入っ
て「勝和餅」と呼ばせた逸話が残り、歌

うた

川
がわ

広
ひろ

重
しげ

や葛
かつ

飾
しか

北
ほく

斎
さい

の浮世絵にも「白須賀名物　かしわ餅」が登場します。
　そんな白須賀の歴史を知ってほしいと「勝和餅」を広
める活動をしている株式会社丸八製菓（豊橋市）が白須
賀で柏餅500個を無料配布するイベントを行い、地元住民
など多くの人が訪れました。鈴

すず

木
き

 昌
まさ

敏
とし

社長は「素晴らし
い歴史や逸話があっても、何もしなければだんだん忘れ
去られてしまう。発祥地・白須賀の逸話を多くの人に知っ
てもらい、伝

でん

播
ぱ

していきたい」と挨拶しました。これから
も積極的に白須賀での販売などを行っていく予定とのこ
とで、地域の活性化が期待されます。

⃝秀吉と勝和餅の逸話
豊臣秀吉が小田原へ合戦に向かう途中、白須賀宿の西隣・境宿にあった茶屋で、そてつの餡の
入った柏餅を振る舞われました。秀吉は「これはうまい」と気に入り、その後、戦に勝利して帰国
する折に再びこの茶屋を訪れ、「これは大変縁起の良い餅じゃ。今よりこの餅を『勝和餅』と申
すべし」と言って、褒美を取らせたと言われています。

▲２月14日㈪　木村タエコさん（前列左）、
鈴木芳朗さん（前列右）、八ちゃん会（後列）

▲４月９日㈯東伝馬公会堂にて

◆��３月８日㈮�遠州信用金庫からゼロカーボンシ
ティ推進のために寄付をいただきました。
◆���３月25日㈮�新居小学校へ、４月１日㈮�新居中
学校へ、４月４日㈪白須賀小学校および白須賀
中学校へ、株式会社リヴレーゾンから学校教育
活動のために寄付をいただきました。

◆���４月９日㈯�ジャパン・トゥエンティワン株式
会社から湖西少年少女発明クラブの活動のため
寄付をいただきました。

ご寄付・ご寄贈いただきありがとうございました

東京オリンピック聖火トーチを寄贈

「勝
かち

和
わ

餅」発祥の地 白須賀
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〈広告欄〉

齋
さい

藤
とう

芽
め

依
い

さん（３カ月）

髙
たか

栁
やなぎ

伶
れい

さん
（７カ月）

山
やま

本
もと

朔
さく

さん（１歳）

飯
いい

島
じま

吏
り

莉
り

南
な

さん
（９カ月）

父●敬
よし

城
き

さん　母●幸
さち

さん（新居町新居）

父●拓
たく

海
み

さん
母●捺

なつ

美
み

さん（新所）

父●雄
ゆう

太
た

さん　母●沙
さ

予
よ

子
こ

さん（新所）

父●彬
あき

友
とも

さん
母●衣

え

理
り

さん（岡崎）

我が家の宝物！
たくさん思い出を作っていこうね！

たくさん泣いてたくさん笑って
大きくなってね。

あっという間に 1歳になりました♡
のんびり屋さんだけど元気に育ってね☆

我が家の癒し担当りりなちゃん！�
笑顔いっぱい、すくすく大きくなってね♪

ウェブサイトの専用フォーム（右の二次元コード）から投稿してください。
郵送の場合は、お子さんの写真と氏名（ふりがな）、生年月日、保護者の氏名
（ふりがな）、住所、電話番号と一言コメント（40字まで・絵文字などの環境
依存文字不可）を添えてお送りください。

秘書広報課
☎ 576-4541  FAX 576-1139
〒431-0492�湖西市吉美3268番地

アイドル大募集!アイドル大募集!

登場アイトルアイトル
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子育てけんこう掲示板子育てけんこう掲示板

毎月１日は毎月１日は

行事名 対　象 と　き ところ 持ち物
プレパパ・
プレママ教室◯予 今月のプレパパ・プレママ教室はお休みです。

はじめての
ママ教室◯予

2022年１月～３月
生まれの子 ９日木 ◯受13：15～13：30�

　13：30～
子育て支援
センター 母子手帳、バスタオル

離乳食教室◯予 2022年２月生まれの子 30日木 ����◯受 9：00～ 9：15
　 9：15～11：00

２階
栄養指導室 母子手帳、バスタオル、飲み物

７～８か月児教室 2021年10月生まれの子 ７日火 ◯受 9：00～ 9：15�
　 9：15～11：30

２階
栄養指導室

母子手帳、バスタオル、
アンケート、おんぶひも

１歳の
お誕生日教室 2021年６月生まれの子 15日水 ◯受 9：00～ 9：15�

　 9：15～10：30
２階
健康ホール 母子手帳（計測希望者）

１歳６か月児
健康診査
※ポルトガル語・
スペイン語通訳あり

2020年11月生まれの子 ８日水 �◯受13：00～13：20�
　13：30～

〈受付〉
おぼと１階
南口

母子手帳、バスタオル、
アンケート
※歯みがきをしてきてください

２歳児教室
※ポルトガル語・
スペイン語通訳あり

2020年４月22日～５月25日
生まれの子とその保護者 20日月 ��◯受13：00～13：20�

　13：20～
２階
健康ホール

母子手帳、アンケート、
バスタオル
※歯みがきをしてきてください

３歳児健康診査 2019年3月生まれの子 22日水 �◯受13：00～13：20�
　13：30～

〈受付〉
おぼと１階
南口

母子手帳、バスタオル、
アンケート
※アンケートは後日送付します

育児相談◯予 どなたでも 23日木 ◯受 9：15～11：00 ２階健康ホール 母子手帳、バスタオル

遊びの広場 どなたでも
※身長体重計、おもちゃなどを常設 月～金 ◯受 9：00～16：00

※木・金は13：00～16：00
２階
遊びの広場

８、22日と土日祝日はお休みです。
※開放日は変更になる場合があります

６月

全身へ悪影響を及ぼすこわ～い歯周病全身へ悪影響を及ぼすこわ～い歯周病

※上表以外にも、随時電話などで相談できます。　◯予…予約制　◯受…受付時間

静岡県LINE相談（相談無料）友達や家族とケンカした／いじめのことで悩んでいる／将来や進路のことが不安
～そんなとき、LINEでありのままの気持ちを打ち明けてみませんか～　ID検索　＠shizusoudan
問合せ先　静岡県健康福祉部障害福祉課���054-221-2920

　歯周病は、歯周ポケットにできた細菌の塊が原因で起きる
感染症です。歯周病が糖尿病、心臓病、肥満などの生活習慣病
と深く関係し、互いに影響しあい、口の中の病気にとどまらな
いことがわかってきました。

①�基本の歯みがき＋歯間ブラシやデンタルフロスを使った歯間部清掃＋舌ケア＋洗口
②�年に１度は歯科検診…かかりつけ歯科医院で定期的にチェックを受け、歯石をとっ
てもらいましょう。

市の歯周病検診無料クーポン（41歳、51歳、61歳、
71歳対象）が届いた人は、ぜひ利用してください！！

�歯周病の重症化 ⇔ 糖尿病の重症化
血液中のインスリンの働きが妨
げられて血糖コントロールが悪化

�歯周病菌の血管への侵入→�動脈硬化促進
→心臓の血管を詰まらせて狭心症・心筋梗塞発症
⃝歯周病菌は細菌性心内膜炎の原因の１つ

▶糖尿病との関係

　予防の基本は口腔内の環境改善と定期検診

▶心臓病との関係

耳より情報

歯周病は
万病の元！？
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今月の相談今月の相談 お気軽にご相談を！

相談名 と　き ところ 内　容 問い合わせ先

健康相談◯予 23日木 13：30～16：30 健康福祉センター（おぼと）�

生活習慣病などの相
談。直接対面は電話予
約。オンライン相談希望
はこちらから▶

健康増進課
☎576-1114
FAX576-1150

こころの
健康福祉
総合相談◯予

今月のこころの健康福祉総合相談はお休みです。

HIV等検査
９日木 9：30～11：00 静岡県

中遠総合庁舎
HIV・梅毒・肝炎ウイルスの血液
検査、性器クラミジア検査の尿検査
ができます。

西部健康福祉センター
（西部保健所）

☎0538-37-225323日木 17：30～19：30

障害者（児）
相談 月～金 8：30～17：00 健康福祉センター（おぼと）相談室

障害者（児）について生活、そのほ
か幅広く相談に応じます。

障害者相談支援センター
みなづき☎576-4796

FAX576-4213

人権電話相談
①みんなの人権110番
②子どもの人権110番
③女性の人権ホットライン

月～金 8：30～17：15
☎
①0570-003-110
②0120-007-110
③0570-070-810

日常生活での困りごとや悩みごと
の相談に応じます。
インターネットでの相談はこちら
https://www.jinken.go.jp

地域福祉課
☎576-4873
FAX576-1220

女性相談
（面談◯予）

２日木
９日木
16日木
23日木

10：00～12：00
（電話相談）
13：00～16：00

（面談）
☎576-4878

女性相談員が、家族の
問題やセクシュアリティ
の悩みなどについて相
談に応じます。面談の予
約はこちらから▶

市民課（予約受け付け）
☎576-4878
FAX576-4880

家庭児童相談 月～金 9：00～15：30 健康福祉センター（おぼと）
子どもたちが成長していくときに
生じる問題の相談に応じます。

子ども家庭課
☎576-1125
FAX576-1220

ヤングダイヤル
こさい
※電話相談

月水金 9：00～16：00 ☎576-0770 学校・職場・家庭などにおける青
少年の悩みごとの相談に応じます。

スポーツ・生涯学習課
☎576-4793
FAX576-1237火木土 9：00～16：00 ☎577-5116

行政相談
６日月 13：30～15：30 地域安全安心ステーション 国の行政に関する苦情や相談に応

じます。
総務課� ☎576-1698
� FAX576-1115９日木 13：30～15：30 新居地域センター

年金相談◯予
９日木 10：00～15：00 西部地域センター

厚生年金に関する相談のほか、年金
に関して幅広く相談に応じます。

浜松西年金事務所
☎456-8511
FAX452-801121日火 10：00～15：00 健康福祉センター（おぼと）医師控室

多重債務者
相談◯予 21日火 13：00～15：00 市役所一般相談室

弁護士が住宅ローンやクレジッ
ト、サラ金による多重債務などに関
する相談に応じます。（前日までに
要予約、先着５人まで）

消費生活相談室
☎576-1609
FAX576-4876

消費生活相談 月～金 9：00～11：45
12：30～15：00 市役所一般相談室

訪問販売や通信販売などの消費に
関する相談や、疑問に答えます。

内職相談 火 9：30～12：00
13：00～16：30

新居地域センター
２階

内職に関する相談に応じます。あっ
旋、企業などからの内職の求人も受
け付けます。

ハローワーク浜松
湖西市地域職業相談室

☎594-0855
FAX594-0857

シルバー人材セン
ター入会説明会

13日月
27日月 13：30～ 湖西市シルバー人

材センター事務所 予約不要です。
湖西市シルバー人材

センター事務所
☎575-0654

法律相談◯予
18日土 9：00～12：00 老人福祉センター 弁護士が、専門的な法律の相談に応

じます。
（１人20分。先着８人まで）

湖西市社会福祉協議会
☎525-6667
FAX575-329925日土 9：00～12：00 健康福祉センター（おぼと）

司法書士相談◯予 14日火 13：00～16：00 健康福祉センター（おぼと）�
司法書士が、相続や不動産登記、成
年後見などの相談に応じます。
（１人20分。先着８人まで）

湖西市社会福祉協議会
☎525-6667
FAX575-3299

空き家に
関する相談 月～金 8：30～17：15 市役所建築住宅課 空き家の維持管理、利活用、処分な

どの相談に応じます。
建築住宅課

☎576-4549
FAX576-1897

６月

◯予…予約制　※休日・夜間納税相談（税務課）は、令和３年度で終了しました。

※生活に役立つ各種相談を実施しています。事前予約などを確認して、お気軽にご利用ください。
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イベント
第44回 浜名湖クリーン作戦
　湖西市や浜松市、関係団体で構
成する「浜名湖の水をきれいにす
る会」では、環境美化の実践活動を
通じて、浜名湖の水質や環境保全
に対する理解と意識を深めていた
だくことを目的に、浜名湖クリー
ン作戦を開催します。
あなたの行動がきれいな浜名湖

をつくります。

●�とき　６月５日㈰ ８時～10時
●��ところ　浜名湖沿岸、遠州灘海岸
●��内容　海岸のごみを清掃
●��その他　新型コロナウイルス感
染防止対策としてマスク着用で
ご参加ください。
●�問合せ先　環境課
� ☎576-1141 FAX576-4880

令和４年度湖西カラオケ愛好協会
「春の歌謡まつり」

　湖西カラオケ愛好協会所属会員
による日頃の練習成果を発表しま
す。福祉チャリティーのご協力を
お願いします。
●�とき　６月12日㈰ 開場９時、開
演９時20分
●ところ　新居地域センター
●入場料　無料
●�その他　来場の際は新型コロナ
ウイルス感染防止対策のご協力
をお願いします。なお、感染状況
により中止する場合があります。
●問合せ先　湖西市文化協会
　（月・水・金の９時～16時）
� ☎・FAX578-1700

第41回 湖西歌舞伎定期公演
●�とき　６月26日㈰ 13時30分～16時30分（終演予定）、13時開場
●�ところ
新居地域センター
●�入場料　無料
●�演目
１.寿

ことぶき

式
しき

三
さん

番
ば

叟
そう

２.三
さん

人
にん

吉
きち

三
さ

 巴
ともえ

白
しら

浪
なみ

  大
おお

川
かわ

端
ばた

庚
こう

申
しん

塚
づか

の場
ば

３.神
しん

霊
れい

矢
や

口
ぐちの

渡
わたし

頓
とん

兵
べ

衛
い

住
すみ

家
か

の場
ば

◎�湖西太鼓「ゆめ昴」
と共演します。歌舞伎と和太鼓どちらもお楽しみください。
●�その他　新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を行い、３年ぶりに
定期公演を行います。なお、感染状況により中止または内容を変更する
場合があります。
●問合せ先　湖西市文化協会（月・水・金の９時～16時）
� ☎・FAX578-1700

令和５年 はたちの集いのお知らせ
●�とき　令和５年１月８日㈰

第一部
12時00分～12時30分（受け付け11時30分～）

対象者　新居中学校区・岡崎中学校区

第二部
14時00分～14時30分（受け付け13時30分～）

対象者　湖西中学校区・白須賀中学校区・鷲津中学校区

　上記以外の中学校を卒業した人は問い合わせ先にご相談ください。
　令和５年はアトラクションは行わず、式典のみです。
●�ところ　湖西市複合運動施設アメニティプラザ　メインアリーナ
●�対象　平成14年４月２日～平成15年４月１日の間に生まれた人
※�民法改正に伴う成人年齢引き下げ後も、湖西市ではその年度に20歳
になる人を対象に式典を開催します。
※�市外に住民票がある人も式に出席できます。市外の人は、11月半ば
から受け付けを開始します。詳細はお問い合わせください。

●�その他　新型コロナウイルス感染対策のため、保護者の入場はできま
せん。（今後の状況により変更する場合があります）
●問合せ先　スポーツ・生涯学習課　☎576-4793　FAX576-1237

ふるさとふるさと
情報局情報局
�������������������
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募集�

浜名湖競艇企業団職員の募集
●�業務内容・職種・受験資格
�モーターボート競走事業の開催
に係る業務全般
▶�事務職員：平成６年４月２日
以後に誕生した人で４年制大
学を卒業若しくは卒業見込み
の人

▶�技術職員：ア）平成６年４月
２日以後に誕生した人で４年
制大学の建築学科などの専門
学部を卒業もしくは卒業見込
みの人。イ）昭和58年４月２日
以後から平成６年４月２日ま
でに誕生した人で４年制大学
の建築学科などの専門学部を
卒業した人、かつ、希望する分
野（建築・土木・電気・機械）
において民間企業などで３年
以上の職務経験がある人。

●採用予定人数　各職種とも若干名
●�申込期間 5月9日㈪～5月30日㈪
●�申込方法　マイナビ2023または
ボートレース浜名
湖ウェブサイト（右
の二次元コード）
をご覧ください。

●�試験日　７月10日㈰
●�試験内容　教養試験、適性検査
（技術職員は専門試験あり）
●�採用日　令和５年４月１日
●問合せ先　浜名湖競艇企業団
総務課　☎594-7112

生活�

児童手当の支払日
　児童手当は、「家庭等における
生活の安定」および「次代の社会
を担う児童の健やかな成長に資す
ること」を目的に、中学修了前の児
童を養育している者に支給されま
す。次回の定時払いは次のとおり
です。
●支給日　６月10日㈮
●�支給該当月　令和４年２月分～
令和４年５月分
●�支給方法　受給者の口座へ振り
込み

支 給 額
３歳未満 月額15,000円

３歳以上小学校修了
まで
（第１子、第２子）

月額10,000円

３歳以上小学校修了
まで（第３子以降） 月額15,000円

中学生 月額10,000円

所得制限
限度額以上（一律） 月額 5,000円

●�その他　確認が必要な人を除
き、現況届の提出が不要となり
ました。現況届が届いた人は、６
月１日㈬～６月30日㈭の間にご
提出ください。
●問合せ先　子ども家庭課
☎576-1813 FAX576-1220

税・その他�

令和４年度
鉄砲刀剣類登録審査会

　新たに鉄砲刀剣類を発見し所
持する場合、登録が必要となりま
す。申込方法などの詳細は、静岡県
文化財課へお問い合わせください。
●�とき　①７月26日㈫　②１月17
日㈫　各日９時30分～16時
●ところ　静岡県浜松総合庁舎
　（浜松市中区中央１丁目12- １）
●�その他　鉄砲類の登録ができる
のは②のみです。
●�問合せ先　静岡県スポーツ・文
化観光部文化局　文化財課

☎054-221-3169

不正大麻・けし
撲滅運動の実施

　静岡県では、毎年５月から６月
にかけて不正大麻・けし撲滅運動�
を実施しています。
　不正けしは、麻薬（あへん）の原
料となるため、法律で栽培・採取
が厳しく規制されています。許可
無く栽培していた場合、処罰を受
けることがあり、また観賞用とし
て栽培している場合でも、処罰の
対象です。自宅や近所の庭や畑な
どで、不正大麻・けしと疑われる
ものを発見した場合は、最寄りの
保健所まで連絡をお願いします。
▶�アツミゲシ
（セティゲ
ルム種）

▶�ケシ（ソム
ニフェルム
種）

●�その他
�k f s e i b u - e i y a k u@p r e f .
shizuoka.lg.jp宛てにメールで
生育場所と写真等を送付してい
ただければ鑑定します。
●問合せ先　静岡県西部保健所
浜名分庁舎�☎053-401-0155

　FAX053-401-0160

無料職業紹介所
湖西市ものづくり人材交流センターをご利用ください

　概ね55歳以上の方・全産業を対象とした無料職業紹介所です。
●�利用方法　①求職登録・相談　コーディネーターが、今後の進路を皆
さんと一緒に考え設定します。②職業紹介　相談者の経歴や希望など
適性を踏まえて、求人情報を紹介します。③就職支援　履歴書や応募書
類の作成指導の他、職場見学や面接への同行など、企業との間に入って
就職のお手伝いをします。

●��事業所の皆様へ　経験豊かな人材を雇用
しませんか？　センターでは、求人から
採用までをサポートします。退職予定者
の再就職支援や、湖西市企業紹介サイト
への掲載などもお手伝いします。

●�問合せ先　湖西市ものづくり人材交流センター（湖西地域職業訓練セ
ンター内）　湖西市吉美2918-1　☎575-1255　FAX576-1490
ウェブサイト：http://www.kosai-center.ac.jp
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図書館
Q&A
図書館
Q&A みなさん知っていますか？

○ブックスタート
対象：R3年12月生まれの子とその保護者
中央図書館24日（金）、新居図書館25日（土）
○おはなし会（10:30～11:00）
ちいさい子向け（３歳ぐらいまで）
中央図書館2・16日、新居図書館9日・23日　※全て木曜日
幼児、小学生向け
中央図書館4日・11日・18日・25日、新居図書館4日　※全て土曜日

6月 中央図書館休館日
6、13、20、27日

新居図書館休館日
7、14、21、28日

開館時間 
9:30～18:30

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

お知らせ

　中央図書館・新居図書館には、弱
視者（低視力者・高齢者）のための
通常より字が大きな「大活字本」も
所蔵しています。
　文庫本では字が小さくて読みづら
いと感じる人は、ぜひ一度利用して
みてください。

読みたい本が見当たらないときはどうしたら
良いですか？

　館内検索機で、書名や著者名などから探すことが
できます。使い方が分からないとき、探しても見つか
らないときは、お気軽に職員におたずねください。

★大活字本もご利用ください

※ウェブサイトで
本の予約可能

「博士の長靴」瀧羽 麻子著 ポプラ社

　天気を変えることはできない。あるが
ままを受け入れるしかない。天気の研究
に生涯をささげた藤巻博士。
　博士一家・四世代の歴史と、時代ごと
に変化する家族の在り方を綴った連作
短編小説。『asta*』他連載に加筆修正。
� （TRC　TOOLi）

▶文学　「脱北航路」 月村了衛
　　　　「スタッフロール」 深緑野分
▶趣味・実用書　「ふとらないクリームのお菓子」 茨木くみ子

　「建築ってなんだ？」 中山繁信・篠崎健一
▶絵本　「はっぴーなっつ」 荒井良二
▶児童文学　「けんかのたね」 ラッセル・ホーバン

Q

A

問合せ先

☎576-1213 FAX576-4880
市民課

◎ジェンダー平等って？
ＳＤＧｓにおける
「ジェンダー平等」と
は、社会的・文化的に
作られた「性別（ジェ

ンダー）」に関わらず、平等に責任や
権利や機会を分かちあい、あらゆる
物事を一緒に決めてゆくことを意味
しています。
出典：内閣府男女共同参画局「みんな
で目指す！Ｓ
ＤＧｓ×ジェ
ンダー平等」

ＳＤＧｓとジェンダー平等について、もっと詳しく知りたい人はこちら▶

【男でも首相になれるの？】
　「男でも首相になれるの？」これは１月の全国紙で２ページに掲
載された企業広告です。女性のメルケル氏が16年間も首相を務め
たドイツで子どもたちから出る質問だそうです。「ジェンダー平
等」へ「腰を上げさえすれば常識も変わる」とのメッセージでした。
　日本は政治経済でリーダーに女性が少なく、ジェンダーギャッ
プ指数が世界156カ国中120位と指摘されています。過去に女性首
相はなく議員も少ない。子どもたちのロールモデルにも影響しま
す。

【ＳＤＧｓでも「ジェンダー平等」は重要なテーマ】
　先日、すれ違った軽配送車の側面いっぱいにＳＤＧｓ課題の17
アイコンが描かれていました。ＳＤＧｓへの関心はこんなにも身
近になりました。しかし、新聞調査ではゴール５「ジェンダー平等」
は40 ～59歳男性では２番目に関心がありませんでした。ただし、
学生の回答は関心の高さで２番目です。進路の選択、結婚と家事育
児など生活や将来に関わる課題だからでしょう。認識の違いが際
立ったということです。

中央図書館 ☎576-4351 FAX 576-1100　新居図書館 ☎594-3155 FAX 594-3604
ウェブサイト●https://www.lib.kosai.shizuoka.jp/

Library Information

女性相談室より
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■休日救急当直医（9：00～17：00）

５
日

西遠皮膚科
アレルギークリニック
（皮/アレ）

☎�574-3741

19
日
あらい眼科
（眼）

☎�594-7104

12
日
みなとクリニック
（内/循）

☎�595-0780

26
日
きもと小児科
（小）

☎�576-1938

■市のようす　　※外国人を含む

令和４年４月末現在の人口など 前年同月末数 令和４年４月の異動者数

▪人口 58,553 人 58,905人　 ▪転入 324人

▪男 30,026 人 30,202人　 ▪転出 285人

▪女 28,527 人 28,703人　 ▪出生 14人

▪世帯数 24,711世帯 24,444世帯 ▪死亡 51人

5月、大空を泳ぐ鯉のぼり。次世代のモノづくりへ
「K

コ サ イ

OSAI B
バ ッ テ リ ー

attery P
パ ー ク

ark」の名称決定！

　「目には青葉　山ほととぎす　初鰹」と詠んだの
は、江戸時代の俳人・山口素堂ですが、おちばの里親
水公園では、まさにその通り。日差しもまぶしく、ＧＷ
の期間中は湖西フロンティア倶楽部や夢くらぶ21の
皆さんに飾り付けていただいた鯉のぼりが、気持ちよ
さそうに大空を泳いでいました。新居弁天の海湖館で
は、家族連れに人気の恒例「魚つかみ体験」も、始まっ
ています！
　5/9から、市内飲食店応援のため「消費喚起LINE
クーポン」発行が開始されました。最大で1,800円割引
となるクーポン、おトクに飲食を楽しみながら、地域
経済の活性化を行いましょう！同時に、飲食店や商工
会、ＪＣなどのメンバーによる「こさいご当地グルメプ
ロジェクト」も始動。市制50周年を契機に、市民に愛さ
れ、市外からも食べに来られるような料理メニューの
創出、地域特産物のブランド化を、楽しみにしています。

　4/27には、浜名湖西岸土地区
画整理の現場で、プライムアース
ＥＶエナジー新工場の安全祈願
祭。用地の新名称が「KOSAI�Battery�Park（コサイ�
バッテリーパーク）」に決定、トヨタ自動車から発表さ
れました。車載用電池のマザー工場、一大生産拠点と
して、次世代のモノづくり、脱炭素化や自動車の電動
化への大きな役割を果たすこと、期待しています。
（写真提供：プライムアースＥＶエナジー株式会社）

　5/14に開催された、市制50周年記念式典の模様
は、次回のコラムで、お話しさせていただきます！

湖西市長

同報無線　自動放送
市内に気象情報が発表された場合や、震度4以上の地震が計測された場合などに、
自動に同報無線が放送されます。

同報無線テレホンサービス
☎0120-331-282　https://www.city.kosai.shizuoka.jp/
「同報無線が聞こえなかった」というときは、同報無線テレホンサービスや市ウェブ
サイトで、同報無線の内容を確認することができます。

急に当直医が変更される場合があります。
最新の情報は、ウェブサイト（「浜名医師会」で検索）をご確認ください。
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保の関係で、当面の間は各日、１医療機関
のみで実施します。

きれいな花苗はいかがですか
　浜名学園なぎさ作業所で
は、20年以上前から季節に
応じて年間30種ほどの苗を
栽培しています。

　苗は、イベントなどへの出
店、なぎさ作業所での販売
を行っています。いろいろな
花苗や、きれいな寄せ植え
などを施設で見ながら直接
購入することができます。

●販売時間　月～金曜日�９時～15時
●販売場所　浜名学園なぎさ作業所

（新居町浜名1730）
●問合せ先��浜名学園組合事務所�☎594-1235

　表紙の約50年前の鷲津駅の写真、特集のタイムカプセ
ルから出てきた約30年前の地図を見て以来「ここにあの
お店があったのか～」と考えながら街を歩いています。当
時を知っている人も、平成に生まれた人も中央
図書館に展示されている地図を良かったら一度
見てみてくださいね。

最後までお読みいただいた皆さんへ

65
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広報こさいは、2022年5月号からどんな人にも見やすく読みやすいユニバーサルデザインフォントを使用し、カラー
ユニバーサルデザインに配慮した紙面にリニューアルしました。

　「親子たこあげ大会」が湖西運動公園で開催され、
親子123人がたこ作りとたこ上げの技術を競い、湖西
市長賞に山

やま

本
もと

�聖
せ

奈
な

さんが輝きました。思い思いに絵
を描いて持ち寄った紙に竹ひごやタコ糸を貼り付け、
たこを完成させると、たこ上げに挑戦。強い風が吹く
中、たこが地面に叩きつけられてしまい苦戦する場面
もありましたが、親子の息が合って高く舞い上がると
周囲から感嘆の声が上がりました。初めてたこを上げ
た男の子（写真左）は、興奮した様子で「また公園でも
やろうね！」とお父さんに話しかけていました。

　入学式に合わせて、湖西市と静岡県交通安全協会
湖西支部、湖西警察署が新小学１年生に交通安全を
呼び掛けました。新居小学校校門前の横断歩道では、
交通安全指導員の声掛けに合わせて、保護者と児童
が一緒にしっかりと立ち止まり、右、左、右と周囲を
よく確認してからまっすぐ手を挙げて渡っていまし
た。

　湖西少年少女発明クラブに、新たに中学生コース
が開講しました。高度なモノづくりの技術や図面の
読み方、英語力やプレゼンテーション力が育つ講座
が予定されています。指導員の堀

ほり

川
かわ

�順
じゅん

一
いち

さんは「高
校や大学で起業するような人材が生まれることを期
待しています」と話しました。自律型ロボットの世界
大会出場も目標の一つとして活動していきます。

　たこ上げを終えた親子が見守る中、トヨタ自動車
が行う、カイト（たこ）の飛ぶ力で発電を目指す研究
「カイトシステム」の実演が行われました。横幅が7
メートルもある巨大なカイトを飛ばすには、風速な
どの緻密な計算が必要なのだとか。３回目の挑戦で
空高く上がり、地上60メートルの地点で安定して空
を舞う様子に、親子から拍手が起こりました。遊びで
はなく、発電や計測といった分野で世の中の役に立
つたこ上げがあるなんて、子ども達には新鮮に映っ
たのではないでしょうか。

3/27

4/8 4/9

親子で息を合わせて、ふわり

いつも心に交通安全を 発明クラブ中学生コースを新設

佐吉翁も愛したたこ・未来に向けた研究

湖西市長賞
受賞
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