
みなさん知っていますか？
図書館
Q&A
図書館
Q&A

〈 広 告 欄 〉

○ブックスタート
対象：R4年6月生まれの子とその保護者
中央図書館16日（金）、新居図書館17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1日・15日、新居図書館8日・22日（クリスマス会）　※全て木曜日
幼児、小学生向け
中央図書館3日・10日・17日・24日、新居図書館10日　※全て土曜日

12月 中央図書館休館日
5、12、19、26、29～31日

新居図書館休館日
6、13、20、27、29～31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 31

お知らせ
⃝中央図書館　12月からフォトスポットや絵本を展示します。　

▶クリスマスおはなし会　24日㈯　10時30分～11時
⃝ 新居図書館

▶クリスマス会　10日㈯　10時30分～11時30分

貸出カードの有効期限はありますか？
登録日または更新日から５年です。登録内容（住所・電
話番号など）に変更がないか確認させていただきます。

★クリスマスイベントのお知らせ

※ウェブサイトで
　本の予約可能

「ドラゴンズ・タン」宇佐美 まこと著 
新潮社
　古の中国で、ある男の野望と怨念か
ら生まれた「竜舌」。古井戸に宿る奇異
な生命体は時代を経ながら歴史のはざ
まで暗躍し、不気味な存在へと変貌し
て行く。そして、刻は満ち…。“愛と禍”
の因果を描く、ホラーサスペンス。

（TRC　TOOLi）
▶文学　「太陽諸島」 多和田 葉子

　「とりあえずお湯わかせ」 柚木 麻子
▶趣味・実用書　「野菜で中華」 今井 亮

「水族館のアシカはいくらで買える？」 野崎 敏彦
▶絵本　「へんしんロボット」 あきやま ただし
▶児童文学　「三まいのはがき」 おくやま ゆか

Q
A

　2022年市制50周年もいよいよ12月をもって終わりを迎えます。ウィ
ズコロナとして、特に子どもたちが笑顔になれる特別な体験、未来へ
の希望を感じられるようなイベントが多数開催されて嬉しく思いまし
た。今月の表紙では、鷲津小４年生全員が、豊田佐吉翁の生涯を寸劇
として表現。それぞれに与えられた役を明るい演技で全うしました。
小学校に副読本として配布されている「豊田佐吉ものがた
り」は湖西市企画政策課で販売しているので、読んでみよう
と思います。

最後までお読みいただいた皆さんへ

問合せ先 ☎053-576-1213 FAX053-576-4880市民課

◎性犯罪被害相談電話
　（ハートさん）
　「性犯罪の被害に遭われた方が
相談しやすい環境を整備するた
め、各都道府県警察の性犯罪被害
相談電話につながる全国共通番号
が「＃８１０３（ハートさん）」で
す。ダイヤルすると、発信された
地域を管轄する各都道府県警察の
性犯罪被害相談電話窓口につなが
ります。
※１�「若年層の性暴力被害の実態に関す

る�オンラインアンケート及びヒア
リング結果報告書」（自由意見より抜
粋）令和４年６月公表 内閣府 男女
共同参画局

【「私、怖かったんだな」若者の性被害】
　16～24歳対象の「性暴力についてのオンラインアンケート結果（※１）」を、内閣
府が６月に公表しました。自由意見には、『それだけ？と言われる被害かもしれ
ない。でも、一生忘れないし、これを書いてる今も無意識に緊張して寒気を感じ
震えていた。思い出して、当時自分で感じていた怖さよりもっと怖かったんだな
と思って、泣きそうになった』とあります。
　同アンケートでは、約４人に１人が何らかの性暴力被害にあったと回答してお
り、決してまれな事件でないことが分かります。言葉による性暴力が17.8％、身
体接触を伴う被害が12.4％、情報ツールを用いた被害が9.7％、性交を伴う被害は
4.1%でした。

【まず、話を受け止めて】
　もし、あなたが被害者から相談を受けた時には、まず、被害者を
守ってください。それには、「訴えを信じているよ」と被害者に伝え
ること。また、声をきちんと受け止めてくれる相談窓口につなぐこ
とです。

中央図書館 ☎053-576-4351 ℻053-576-1100
新居図書館 ☎053-594-3155 ℻053-594-3604

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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■市のようす　　※外国人を含む

令和４年10月末現在の人口など 前年同月末数 令和４年10月の異動者数

▪人口 58,530 人 58,682人　 ▪転入 226人

▪男 30,060 人 30,058人　 ▪転出 228人

▪女 28,470 人 28,624人　 ▪出生 30人

▪世帯数 24,864世帯 24,479世帯 ▪死亡 49人

■休日救急当直医（9：00～17：00）
４
日
伊藤医院
（内/小）
☎�053-578-0658

25
日
いしはま医院
（内/小）
☎�053-573-0101

11
日
なかしま内科
（内/消）
☎�053-574-3317

30
日
長尾クリニック
（内/循/小/リハ）
☎�053-574-322

18
日
新村医院
（内/小）
☎�053-594-0080

31
日
あらい青葉クリニック
（小/内）
☎�053-594-0044

市制50周年記念、トヨタ・豊
とよ
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社長による、
子どもたちへの特別授業！
　10月30日、豊

とよ

田
だ

佐
さ

吉
きち

翁の命日に、第59回豊田佐吉
翁顕彰祭。少年少女発明クラブの表彰や、奨学生の
立派な感謝の言葉もいただきました。豊田佐吉記念
館では、３年ぶりに山口地区の皆様による顕彰祭も。
鷲津小では４年生による佐吉翁の劇も、ありがとう
ございました！　加えて今年は、湖西市制50周年記念、
豊田章男社長による子どもたち向け『クルマの未来』
記念授業！　35年前には、豊

とよ

田
だ

章
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トヨタ社長（当
時）からも『創造・勇気・挑戦』をテーマに講演を頂き、
今回は『クルマの未来』として、「トヨタの電池のほ
とんどは、湖西市で作られている」ことや、脱炭素

（カーボンニュートラル）に向け、水素エンジンなど
さまざまな可能性への取組のお話。さらに質問コー
ナーでは、子どもたちから、「社長は、何の車に乗っ
てますか？」「トヨタらしさ、とは？」「車の開発にか
かる時間は？」など、次々と手が挙がりました。率
直で、時には鋭い質問にも、丁寧にお答えいただき、
質問した中学生のご家族からは、お子さんが帰宅し
てから、嬉しそうにご家族に話されたとも、お聞き
しました。

　屋外では現地現物、水素エネルギーの実験や
ZEV車両、FCキッチンカー展示など、未来に向けて、
思い出に残る一日になったら、幸いです。関係者の
皆様、本当にありがとうございました。
　10月末からは、好評をいただいた『湖西ポーク』販
売が、かきこやの店舗で再開！　じっくり愛情をもって
育てられた自慢の豚肉、市内はもちろん市外からも
引合いを頂き、ご当地グルメプロジェクトと合わせ、
地元産品のブランド化を！　12月中旬からは、物価
高騰などへの支援として「プレミアム付デジタル商
品券」を発行します。新しい生活様式に対応した
キャッシュレス決済とともに、年末年始に向け、市
内の消費喚起で地域経済の活性化を進めましょう！

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。

南上の原自治会が、太鼓の皮を宝くじ助成金で
整備しました。
※��「宝くじ社会貢献広報事業」とは、一般財団法
人自治総合センターが、宝くじの社会貢献広
報事業として、宝くじの受託事業収入を財源
として地域のコミュニティ活動の充実・強化
を図ることにより、地域社会の健全な発展と
住民福祉の向上に寄与することを目的に行う
ものです。

宝くじ社会貢献広報事業で
整備しました

広報こさいのご感想をお待ちしています
右の二次元コードから入力してください。
※個別に回答はできません。
※ 匿名での投稿が可能ですが、誹謗中傷

などはお控えください。
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