
◆  １月12日㈭ 湖西市畜産環
境衛生対策協議会から、湖西
市産の豚肉を使ったとぴあ
ポークウインナーを全小中
学校に寄贈いただきました。

◆  １月12日㈭ 株式会社浜名
湖エンタープライズから、
ドライフラワーブーケ・ハー
バリウム・リースの寄贈を
いただきました。

◆  ２月２日㈭ 浜名湖電装株式
会社から令和５年度入学の
新1年生に学童安全傘を寄
贈いただきました。

◆  ２月３日㈮ こやぶ園本舗か
ら、鷲津小学校にお茶の寄
贈をいただきました。

イベント
本興寺 花まつり

●  とき　４月２日㈰
●  ところ　本興寺
● 内容　①踊りの発表▶11時～12

時、境内の桜の下で湖西民謡保
存会・なでしこ会・湖西民踊愛
好会による鷲津節などをお楽し
みください。（雨天中止）
 ②お茶会▶10時～15時、客殿に
て。茶券300円

●  問合せ先　湖西市文化協会
 ☎・FAX 053‒578‒1700
　（月・水・金９時～16時）

湖西おいでんフィルハーモニー
第4回ふれあいコンサート

　湖西おいでんフィルハーモニー
は2016年に誕生し、西部地域セン
ターを拠点に活動している湖西市
唯一のオーケストラです。今回指
揮者には中
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先生をお招き
し、春のコンサートを企画しまし
た。また、湖西市・湖西近郊のプ
ロ奏者がゲストとして参加しま
す。湖西市内でのオーケストラ演
奏をぜひお楽しみください。
● とき　４月23日㈰　開演13時30

分（開場13時）
● ところ　新居地域センター
● 入場料　500円
● 予約方法　①ウェブサイトから

予約（右の二次元コード）②電話
予約 090‒6575‒3333(金澤)、
090‒6078‒2274（大
須賀）③お近くの団員
から
※ 当日購入も可能ですが、予約

入場を優先します。
●  問合せ先　湖西おいでんフィル

ハーモニー
 ☎090‒6078‒2274（大須賀）

税・その他
りそな銀行での湖西市税・

公金窓口収納の終了について
　湖西市税・公金のりそな銀行で
の窓口収納は３月31日で終了しま
す。（りそな銀行で納付する場合は、
手数料が発生します）
【 ４月以降も湖西市税・公金の取

り扱いが可能な金融機関】
⚫全国の本・支店で取り扱い可
静岡銀行、浜松磐田信用金庫、遠
州信用金庫、豊橋信用金庫、蒲郡
信用金庫、静岡県労働金庫、とぴ
あ浜松農業協同組合、みずほ銀行
⚫静岡・愛知・岐阜・三重県内
ゆうちょ銀行および郵便局
⚫静岡県内のみ取り扱い可
東日本信用漁業協同組合連合会
●問合せ先　会計課

☎053‒576‒4535 FAX053‒576‒1896

募集
浜名湖競艇企業団職員

●  業務内容・職種・受験資格　モー
ターボート競走事業の業務全般
▶ 事務職員：平成７年４月２日

以後に誕生し、４年制大学を
卒業または卒業見込みの人

▶ 技術職員：ア）平成７年４月
２日以後に誕生し、４年制大
学の建築学科などの専門学部
を卒業または卒業見込みの人。
 イ）昭和59年４月２日以降に
誕生し、建築課程などの専門
分野を履修し、高等学校以上
の学校を卒業した人、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。

●  試験日　４月23日㈰
●  試験内容　教養試験、適性検査
　（技術職員は専門試験あり）
●採用予定人数 各職種とも若干名
●  採用日　令和６年４月１日
● 申込期限 3月1日㈬～4月10日㈪
● 申し込み マイナビ2024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。

●問合せ先　浜名湖競艇企業団
　総務課　☎053‒594‒7112

生活
4月1日からこども医療費

受給者証が切り替わります
　３月27日㈪以降に、新しい受給
者証（緑色）を郵送しますが、４月
に入っても届かない場合は、お問
い合わせください。
　次の場合は子ども家庭課で申請
してください。（新居支所も可）
▶健康保険が変わったとき
▶ 県外の医療機関で受診したとき

(申請期限：受診日から1年以内)
●  問合せ先　子ども家庭課

☎053‒576‒1813 FAX053‒576‒1220

暮らしなんでも無料相談
　日常生活で起こるトラブルや悩
みごと、家庭問題、介護、法律、
年金、消費生活、住まいなどの相
談を受け付け、解決方法の提案や
相談窓口の紹介をしています。一
人で悩まずにお気軽にお電話くだ
さい。
● 受付日時　月～金曜日（祝日除

く）９時～17時
● 相談窓口　ライフサポートセン

ター西部事務所☎053‒461‒3715

寄付・寄贈いただき
ありがとうございました

ふるさとふるさと
情報局情報局
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毎月１日は毎月１日は
【症状の経過】

発疹
数日～１週間前 １週間前程度

皮膚の痛み・
違和感・かゆみ 水ぶくれ・かさぶた

知っていますか？「帯状疱
ほう

疹
しん

」のこと
　帯状疱疹は、子どもの頃に感染した水ぼうそうと同じ水

すい

痘
とう

・帯状疱
疹ウイルスが原因で発症する皮膚の病気です。加齢や疲労、ストレス
などによって免疫力が低下すると、神経に潜んでいたウイルスが再び
目覚め、帯状疱疹として発症します。発症率は50歳代から増加し、80
歳までに約３人に１人が発症すると言われています。
⃝治療
　帯状疱疹を発症したら、皮膚科を受診しましょう。
　合併症や後遺症を起こさないために、早めの受診と治療が大切です。
⃝予防
①日常生活で予防できること
▶食事のバランスに気を付け、暴飲暴食を避ける
▶散歩やウォーキングなど、適度に運動する
▶規則正しい生活を心がけ、質の良い睡眠をとる
▶ストレスの解消法を見つけておく
②ワクチンの接種
�50歳以上の人は、帯状疱疹を予防するためのワクチンを接種するこ
とができます。

※�接種できない人や注意が必要な人もいるため、接種に当たっては、医師と相談しましょう。

帯状疱疹予防ワクチン接種
の費用助成が始まります
　令和５年４月１日から、満
50歳以上の人を対象にワクチ
ン接種のための費用助成制
度が始まります。費用助成を
受けるためには、事前申請が
必要です。接種を希望する人
は、対象条件や申請方法等を
よくご確認の上、申請をしてく
ださい。詳細は
ウェブサイトを
ご確認ください。

犬の狂犬病予防の集合注射
お知
らせ

　飼い犬には年に一度狂犬病予防注射の接種が必要です。動物病院また
は市内を巡回する次の集合注射会場で受けることができます。登録が済
んでいる犬の飼い主には、３月中に注射案内ハガキを発送します。

● 持 ち 物　注射案内ハガ
キ、料金3,500円（注射料
金2,950円＋注射済票交
付手数料550円）／1頭

● 新規登録　集合注射会場
では、飼い犬の新規登録
も行うことができます。
登録をされる場合は、注
射料金3,500円とは別に、
登録手数料が3,000円か
かります。

● お願い　料金はお釣りのないように持参してください。法律で定めら
れている犬の登録鑑札・狂犬病予防注射済票を着用して来場してくだ
さい。飼い犬の体調が悪い・治療を受けている・接種後体調不良になっ
たことがある場合は、必ず接種前に会場の獣医師にご相談ください。
飼い犬の体調などによっては、接種を受けられない場合があります。

● その他　雨天でも実施します。警報の発表や災害などにより、事前通
知することなく中止する場合があります。

●とき・ところ
４月12日㈬

10：00～10：40 新居地域センター駐車場
11：00～11：40 住吉公民館
12：00～12：15 郷南公民館
13：25～13：45 宮本集落センター
14：05～14：25 白須賀幼稚園駐車場
14：45～15：15 南上の原集会場
15：30～16：00 梅田コミュニティセンター

４月13日㈭
10：00～10：40 市役所北側駐輪場前
11：00～11：20 鷲津コミュニティ防災センター
11：35～12：00 表鷲津コミュニティ防災センター
13：10～13：50 北部多目的センター南側倉庫軒下
14：05～14：25 入出集落センター
14：40～15：00 むつみ荘

問合せ先
（クルポ）☎053‒576‒1141

（犬）☎053‒576‒4533環境課

地球温暖化防止地球温暖化防止
アプリ「クルポ」アプリ「クルポ」
でお手軽でお手軽
COOL CHOICECOOL CHOICE
チャレンジ！チャレンジ！
地球温暖化対策やエコと聞い
て「何をすればいいかわからな
い」「続かない」と思っていませ
んか？ ２月にリニューアルし
た「クルポ」を活用すると、簡単
に日常生活の一部分をCOOL 
CHOICE（賢い選択）すること
ができます！ 
● 30ポイント貯まるごとに、県

内企業の食事券や商品が当た
る抽選に参加できます。

● ３月31日㈮まで、全ポイント
３倍になる脱炭素ライフ応援
キャンペーン中！

この機会にアプリを
ダウンロードして▶
脱炭素にチャレンジ
しよう！アクションスポットな
ど詳細はクルポアプリで検索！

17４月号


