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図 書 館 だ よ り
≪新着図書のご案内≫

〈一 般〉

◎夜に星を放つ（第１６７回直木賞受賞作品）

窪 美澄 著 / 文藝春秋

◎おいしいごはんが食べられますように

◎夜に星を放つ（第１６７回芥川賞受賞作品）

高瀬 隼子 著 / 講談社

◎ＪＡ全農広報部さんにきいた

世界一おいしい野菜の食べ方

ＪＡ全農広報部監修 / ＫＡＤＯＫＡＷＡ

〈児 童〉

◎中学生から知りたいウクライナのこと

小山 哲 著 / ミシマ社

◎しゅくだいドッジボール

福田 岩緒 作・絵 / ＰＨＰ研究所

◎まっくらあそびしようよ！

はた こうしろう 作 / ほるぷ出版

【問 合 せ】 図書館（℡４２－３９７２）

～体の動きをスムーズに～

ボディキネシス講座
立ったり座ったりすると腰や膝が気になる、歩く時に

腕が振りずらい、肩こりなどを改善し、スムーズに動ける

ことを目指します。

【日 時】 １０月１４日（金）、１１月１８日（金）、

【日 時】 １２月２日（金）

【日 時】 いずれも１３：３０から１４：３０まで

【場 所】 環境改善センター研修室

【定 員】 先着２０人

【対 象】 ６５歳以上の住民

【対 象】 ※介護認定を受けておらず、定期的に特定

【講 師】 鈴木こなみ 氏

【参 加 費】 ６００円（参加人数による変動あり）

【そ の 他】 ◇マスク着用での実施です。

【そ の 他】 ◇感染症の流行状況などで中止になる

【そ の 他】 ◇場合があります。

【そ の 他】 ◇参加者への通知は１０月初旬に送付

【そ の 他】 ◇予定です。

【申込期間】 ８月１５日（月）から９月９日（金）まで

【問 合 せ】 健康福祉課（℡４２－３９６６）

全国一斉「子どもの人権１１０番」強化週間
～ひとりで悩まず、電話してください～
いじめや体罰、虐待などでお悩みの方、お気軽にお

電話ください。家族からの相談も受け付けています。

【期 間】 ８月２６日（金）から９月１日（木）まで

【時 間】 ８：３０～１９：００

【主 催】 ※土・日曜日は１０：００から１７：００まで

【時 間】 ※なお、強化週間以外も、８：３０～１７：１５

【時 間】 ※まで相談を受け付けています。

【相 談 先】 ０１２０－００７－１ １ ０
ぜろぜろななの ひゃくとおばん

（無料）

【主 催】 静岡地方法務局

【主 催】 静岡県人権擁護委員連合会

交通事故の補償問題でお困りの方へ

自動車事故の被害にあわれ、示談をめぐる損害賠

償の問題でお困りの方へ、センターの弁護士が、中

立・公正な立場で、当事者間の紛争解決のお手伝い

をします。

被害者ご本人が損害賠償問題の法律知識がなかっ

たり、交渉に不慣れな方であっても安心です。

法律の専門家を活用することにより、早期に紛争解

決を図ることができます。

センターでの弁護士費用は、解決するまで一切かか

りません（無料です）。

まずは、電話で予約をお願いします。

【問 合 せ】

（公益財団法人）交通事故紛争処理センター

静岡相談室（℡０５４－２５５－５５２８）

健診などを受診しており運動制限のない方。



駿河湾フェリーの乗船料（往路）無料キャンペーンを実施中
～駿河湾フェリーに乗ってプロスポーツを観に出かけませんか♪～

地域住民のプロスポーツ観戦機会の創出や観光交流の促進を目的として、松崎町民が駿河湾フェリーを利用

し、静岡市内で開催されるプロスポーツを観戦される方を対象に、往路〔土肥港発〕のフェリー乗船料および車両

航送運賃を無料にする『駿河湾フェリー利用促進トライアルキャンペーン』を実施しています。

【期 間】 １２月２５日（日）まで

【対 象】 松崎町にお住まいで、駿河湾フェリーを利用される方

【対 象】 また、乗船日当日に対象の試合を観戦される方

【対象試合】 サッカーＪ１リーグ ※清水エスパルス主催試合

【利用方法】 ８月２０日（土） ＶＳ 柏レイソル ） ・ ８月２７日（土） ＶＳ 京都サンガ

【利用方法】 ９月１０日（土） ＶＳ 湘南ベルマーレ ・ １０月１日（土） ＶＳ ジュビロ磐田

【利用方法】 １０月２９日（土） ＶＳ 鹿島アントラーズ

【利用方法】 バスケットボールＢ３リーグ ※ベルテックス静岡主催試合

【利用方法】 １０月１日（土）・２日（日） ＶＳ 横浜エクセレンス ・

【利用方法】 １１月５日（土）・６日（日） ＶＳ 岩手ビッグブルズ

【利用方法】 １１月１９日（土）・２０日（日） ＶＳ 東京ユナイテッド

【利用方法】 １２月１０日（土）・１１日（日） ＶＳ 湘南ユナイテッド

【利用方法】 １２月２３日（土）・２４日（日） ＶＳ 立川ダイス

【利用方法】 土肥港で駿河湾フェリーに乗船する際に、「利用申込書」を土肥港券売所にご提出ください。

【利用方法】 詳細は「駿河湾フェリー」ホームページをご参照ください。

【利用方法】 （https://www.223-ferry.or.jp/news/prosports.html）

【問 合 せ】 駿河湾フェリー（℡０５４－３４０－５２２３）

詐欺から女性のくらしを守る
・ ・ ・

『さくらセイフティー作戦』実施中!!

息子や孫を名乗る電話で

急いでお金を用意するよう言われたら詐欺!!

・現金やキャッシュカードは他人に渡さない！

・留守番電話設定や迷惑悪質電話防止装置の活用を！

～迷惑悪質電話防止装置 無料貸出中～

迷惑悪質電話防止装置とは？

・「防犯のため通話内容を録音します」という警告メッセ

・ージが流れ、通話を録音する機械

・装置は電話機と電話線の間に取り付けるだけなの

・で、工事などは不要

こんな方はぜひ使ってみて下さい！

・勧誘などの不審電話が多くて

・困っている方

・装置の購入を検討しているが、

・実際に使って試したい方

・高齢の家族が一人暮らしをしていて

・詐欺に遭わないか心配な方

下田警察署管内（１市５町）にお住まいの方ならどなた

でも、借用書を記入していただくだけで借用可能です

【問 合 せ】 下田警察署管内防犯協会（℡２７－２７６６）

募集！地域活動支援員

学校と地域の協働のもと、一体となって子どもたちの

成長を支えていくため、学校の教育活動や環境美化な

どを支援していただける方を募集します。

特に登下校の見守りを支援していただける方を募集し

ています。

地域活動支援員とは･･･

学校から依頼のあった活動のお手伝いをする人です。

こんな活動をしています

○花壇の草取り ○樹木の剪定 ○部活動支援

○登下校の見守り ○本の読み聞かせ など

活動のための費用負担

保険の加入や活動に必要な消耗品は教育委員会で負

担します。活動については有償ボランティアで協力をお

願いします。

参加するには？

教育委員会事務局へご連絡ください。

随時募集しています。

【問 合 せ】 教育委員会（℡４２－３９７１）

特別な資格は必要なし！

「できること」を「できるときに」「できるだけ」


