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富士市地域防災訓練
防災危機管理課　155-2715

12月の第1日曜日は「地域防災の
日」です。この日を中心に、各自主
防災会が防災訓練を実施します。ま
た、12月6日㈰8:30の訓練開始の前
後に、緊急地震速報と大津波警報発
表の緊急速報メールの配信訓練も併
せて実施します。市民の皆さんの参
加をお願いします。

狂犬病予防注射はお済みですか
環境総務課　155-2768

狂犬病予防注射がまだ済んでいな
い飼い犬はいませんか。
狂犬病予防注射について、厚生労
働省は、4〜6月を注射月間と定め
ていますが、新型コロナウイルス感
染症対策として、今年は12月まで延
長しています。
まだ狂犬病予防注射が済んでいな
い場合は、動物病院で、早めに予防
注射を受けさせてください。

≪ 11月29日〜12月5日は富士市環境ウィーク
「富士市環境ウィーク」は、例年開催の「富士市環境フェア」の代わりとして「新しい生活様式」に配慮し

て開催するものです。新しくオープンした「ふじさんエコトピア」で、環境について学び、体験しましょう。�
※11月30日㈪は休館日のため実施しません。
￠ふじさんエコトピア（新環境クリーンセンター内）
★がついているイベントは事前申込が必要です。

￡★要事前申込のイベントに参加を希望する人は、11月20日㈮までに、市ウェブサイトから電子申請するか、
Eメールまたは電話で環境総務課へ申し込んでください。

※応募者多数の場合は抽せんとなります。

11月29日㈰のイベント
�表彰式（13:00〜13:30）�
地球温暖化防止ポスター、ポイ捨て禁止・食品ロ
ス削減ポスター

チームちょこ美
び

P
プ ラ ス

LUSの集い（13:30〜15:30）★
§チームちょこ美登録者／40人�
◦「ちょこビジョン」環境美化活動の紹介�
◦ポイ捨てスポット調べと作戦会議�
◦工場棟見学

�世界に1つだけのエコ・バッグをつくろう！★
§各回12人�
午前の部10:00〜11:30　午後の部13:30〜15:00�
環境や身体に優しい画材を使い、ステンシルという
描画法で自分だけのエコ・バッグを制作できます。

自転車でスマートムーブをはじめよう�
◦�スポーツ自転車の展示・試乗会（11:00〜15:00）�
マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイ
ク、E

イー

-B
バ イ ク

IKEの試乗ができます。
　◦�バーチャルサイクル体験（11:00〜13:00）★
　◦�バーチャルサイクルレース（13:40〜14:10頃）★�
レバンテフジ静岡の選手、静岡けいりんの選手
及び一般参加者によるバーチャルサイクルアプ
リ「Z

ズ イ フ ト

wift」上のレースを開催します。当日は会
場及びウェブサイトでレースの観戦ができます。�
※レースに一般参加する場合は要事前申込。�

12月1日〜12月4日のイベント
日替わりウェブセミナー（各日13:30〜）★
§会場参加は各日10人
※Z

ズ ー ム

oomでも参加できます。�
12月1日㈫　富士市の自然と生物多様性�
12月２日㈬　富士市マナー条例�
12月３日㈭　富士市富士・愛鷹山麓地域の

森林機能の保全に関する条例
12月4日㈮　富士市E

エ ス コ

SCO事業の取組
12月5日㈯のイベント

富士市こどもエコクラブ交流会（10:00〜12:00）★
§こどもエコクラブ会員／40人
　◦�海洋ごみ問題の話
　◦�ペットボトルでバタフライ・フィッシュ作り
　◦�ビオトープ＆工場棟見学

環境に関するポスター展など
±11月29日〜12月5日
¨展示内容
　◦地球温暖化防止ポスター入選作品
　◦ポイ捨て禁止・食品ロス削減ポスター入選作品
　◦�富士市の環境施策
　◦食品ロス削減リーダー「むすびん」コーナー　ほか
併催イベント　ウェブ版富士市環境ウィーク
　環境ウィークで実施したイベントの動画や展示物
のデータを公開します。
±11月29日〜令和３年３月31日

環境総務課　155-2902

2021年版　県民手帳�
～好評販売中～

総務課　155-2708
統計データや県内市町のイベント
情報「ふるさとの歳時記」など、仕
事や生活に役立つ情報が満載の県民
手帳が販売中です。
市内主要書店・セブン-イレブンな

どで購入できます。
販売価格／大型判（特装版・通常版)
各715円（税込み）　小型判　605円
（税込み）
※総務課では販売していません。
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勤労者向け利子補給制度
商業労政課　155-2778

勤労者やその家族の負担を軽減す
るため、静岡県労働金庫（ろうきん）
で暮らしや教育に係る資金の貸付を
受けた場合に、市が支払利子の一部
を補給します。
①勤労者くらしの資金利子補給制度
利子補給期間／最初の5年以内
利子補給率／1.0パーセント
利子補給対象額／1人につき最高
200万円
借入資金の使途／医療費、冠婚葬祭
費、住宅などの修繕または改装費、
生活必需品の購入費
②勤労者教育資金利子補給制度
利子補給期間／最初の5年以内（据
置期間を除く）
利子補給率／0.8パーセント
利子補給対象額／1人につき最高300万円
借入資金の使途／高校、大学、専門
学校などへの進学や在学のための
費用
・・・・①②とも・・・・

￡各制度の対象となる資金の融資を
受けるには、審査があります。
※必要書類など詳しくは、お問い合
わせください。
利子補給の対象となる融資について
¶ろうきん富士ローンセンター
� 152-8333
￠永田町2-36
±月〜金曜日9:00〜17:00（水曜日のみ
19:00まで）、土・日曜日9:00〜12:00、
13:00〜17:00（要予約）
※祝休日、年末年始を除く（そのほ
か臨時休業あり）。
利子補給制度について
¶商業労政課　� 555-2971

募　集

◀�≪マークまたはQRコードがついているものは詳細情報をウェブで�
公開しています。そちらもご覧ください。 広報ふじ

イベントなどに参加する場合は、必要に応じてマスクの着用をお願いします。
イベント当日に体温を測定し、風邪などの症状がある場合は参加を控えてください。

中央病院で働きませんか
病院総務課　152-1131

§①看護師②事務補助員③診療放射線
技師（産休育休代替)／①３人②③
各1人
※いずれも身分は会計年度任用職員です。
※①③は各職種の資格が必要です。
※②は200床以上のDPC病院でのDPC
コーディング経験が必要です。

¨①外来における看護業務②DPCコ
ーディングに関する業務③当該資
格に関する業務

±月〜金曜日�
①8:15〜16:45②③8:30〜17:00（短
時間勤務可）
※祝休日、年末年始を除く（有給休暇あり）。
⊕①日額1万610円〜②日額7,680円〜
③日額9,470円〜
※期末手当・通勤手当等支給。
※院内託児所あり（３歳未満児まで）。
￡職種を記載した顔写真つき履歴書
を直接または郵送で、〒417-8567　
中央病院病院総務課へ
※書類選考の後、面接を実施。
※面接前に②は見学必須、①③は希
望者対応可。

≪親子で踊ろう！いたはじダンス
シティプロモーション課　155-2958
富士市ブランドメッセージソング
「いただきへの、はじまり」ダンス
講習会の参加者を募集します。
チアダンスチームC

シー

-S
ス タ ー

TARの皆さん
に振りつけを教えてもらいながら、親
子で楽しく踊りませんか？
オープニングでは、ブランドメッ
セージソングを歌う結花乃さんも出
演します。�
±12月6日㈰　14:00〜15:00（13:30受付開始）
￠富士市交流プラザ多目的ホール
§市内在住・在勤で、小学生以下の
子どもがいる親子／30組（応募者
多数の場合は抽せん）

￡11月27日㈮までに、市ウェブサイト
で電子申請するか、平日の8:30〜17:15
に直接（市役所総合案内でも可）ま
たは、はがき・FAXに、住所、電話
番号、参加者全員の氏

ふり

名
がな

・年齢を記
入し、〒417-8601　富士市役所シテ
ィプロモーション課へ　�551-1456
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母子・父子家庭のための修学資金・就学支度資金をご利用ください
こども家庭課　155-2738

令和３年4月に高校、短大、大学、大学院などに進学予定で、修学資金・就学支
度資金の必要な母子・父子家庭に対し、資金を貸し付けます。申請書類は、下記
の親子面接で受け付けます。

≪ 富士市議会11月定例会
±11月25日㈬〜
￠本会議　10階議場　�
委員会　10階全員協議会室また
は9階各委員会室
※本会議は、市ウェブサイトで生
中継、録画配信していますので、
ご利用ください。

� 議会事務局　155-2878

親子面接
±12月28日㈪　10:00〜16:00　￠市役所5階第4会議室
§母子・父子家庭の母・父とその子ども
￤必要事項を記入した申請書（申込み時に配付）
￡12月1日㈫から面接の予約を受け付け、申請書類一式を配付します。
直接市役所4階こども家庭課へ

学校種別 修学資金（月額） 就学支度資金
高校など 1万8,000円〜３万5,000円 15〜42万円

短大、大学など 4万5,000円〜9万7,500円 41〜59万円
大学院 13万2,000円〜18万3,000円 42〜59万円

※各資金とも、学校種別、公・私立の別、通学条件などによって貸付金額が異なります。
※高等教育の修学支援新制度による支援を受けた場合は、当貸付金限度額を減額
　することがあります。
※原則は無利子であり、返済は学校を卒業して6か月経過した後から始まります。
※就学支度資金の振込日は令和３年３月31日㈬、修学資金の第1回振込日は令和
　３年4月30日㈮です（合格発表日などにより、変更する場合があります）。
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ボディ教室（後期）�
～脂肪に効くトレーニングでカラダを引き締める！～

スポーツ振興課　155-2722
±令和３年1月12日〜２月9日の毎
週火曜日11:00〜12:00　計5回

￠市立富士体育館２階体育室
¨脂肪除去筋力トレーニング、スト
レッチなど

§市内在住・在勤の45歳未満（令和
３年1月1日時点）の人／40人（う
ち託児希望者20人、各応募者多数
の場合抽せん）

⊕1,000円（託児希望者は、託児1人
につき1,000円増）

￡12月7日㈪（必着）までに、市ウ
ェブサイトで電子申請するか、往
復はがきの往信裏面に住所、氏

ふり

名
が な

、
年齢、性別、電話番号、緊急連絡
先、教室名、託児の有無（希望す
る場合は、子どもの氏

ふり

名
が な

、性別、
月齢）を記入し、〒417-8601　富
士市役所スポーツ振興課へ

≪ 第2回　市民生活講座�
市民安全課　155-2750

±12月３日㈭　10:00〜11:30
￠消防防災庁舎7階大会議室
§30人程度（応募者多数の場合抽せん）
¨私たちにできる感染症対策
講師／長岡宏美さん（静岡県環境衛
生科学研究所微生物部部長）

￡¶11月25日㈬までに、電話または
FAX・Eメールに住所、氏

ふり

名
が な

、電
話番号を記入し、市民安全課へ　�
� 551-0367

夜間納税相談
±11月25日㈬　17:15〜19:00

収納課　155-2730

≪ 第53回�
富士駅伝競走大会参加者
スポーツ振興課　155-2876

±令和３年1月24日㈰　受付8:45〜
9:15（小学生の部のみ8:15〜8:45）

￠富士総合運動公園陸上競技場発着
種目／小学生、中学生男・女、一般
男・女、マスター、フレンドリー
の各部（1チーム5人、補欠３人）

⊕1チームにつき小・中学生の部2,000
円、そのほかの部3,500円（当日徴収）

￡12月7日㈪（必着）までに、市ウェ
ブサイトで電子申請するか、参加申
込書（スポーツ振興課ほかで配布）
に必要事項を記入し、直接（市役所
総合案内でも可）または郵送・FAX・　
Eメールで、〒417-8601　富士市役
所スポーツ振興課へ　� 557-0177

≪富士市会計年度任用職員�
（非常勤職員）

人事課　155-2711
令和３年4月以降に会計年度任用
職員（非常勤職員）として、勤務を
希望する人の登録を受け付けます。
§ 資格不要な職種／事務補助、保育
サポート員、福祉施設指導員、学
校等調理員、学校等用務員、収集
業務員、各種相談業務（資格や経
験が必要なものもあります）など　�
資格が必要な職種／保育士、幼稚
園教論、保健師、看護師、栄養士
など

￠富士市庁舎、小・中学校、保育園、
幼稚園、各地区まちづくりセンタ
ー等の出先機関など

±職種によって異なります
⊕職種によって異なります�
例／事務補助　日額：7,410円（令
和２年4月1日時点）

※通勤手当、期末手当（支給要件を
満たした場合）、時間外勤務手当な
どもあります。

￡「富士市会計年度任用職員登録票」
（人事課で配布または市ウェブサ
イトからダウンロード可）に、必
要事項を記入し、写真を貼って、
直接または郵送で、〒417-8601　
富士市役所人事課へ
※登録は随時受け付けていますが、
令和３年4月1日からの勤務を希
望する場合は、12月4日㈮までに
登録票を提出してください。
※登録後は、書類選考の上、面接を
行う場合は電話連絡します（登録
者全員に連絡があるものではあり
ません）。
※主な職種の勤務条件については、
市ウェブサイトをご覧ください。

～納入は便利で確実な口座振替で～
11月の水道料金・下水道使用料　上下水道お客様センター　167-2873

○納�入�期�限　11月30日㈪�
（納入通知書は、11月中旬に郵送します)
○口座振替日　11月30日㈪

※納入は2か月に1度です（地区によって納入月が異なります）。

￡直接、市指定金融機関の窓口へ
￤通帳・印鑑（届印）・水栓番号（各世帯

配付の「使用水量等のお知らせ」に記載）

≪審議会等の公募委員候補者
行政経営課　155-2719

審議会等の会議に参加していただ
く公募委員の候補者として、登録を
希望する人を募集します。
§令和２年4月1日現在で18歳以上
の市民
登録期間／令和３年1月1日〜令和
4年12月31日

￡同意書（行政経営課で配布、市ウ
ェブサイトでダウンロード可）に
必要事項を記入し、12月8日㈫（消
印有効）までに、直接または郵送
で、〒417-8601　富士市役所行政
経営課へ
※登録した人全員が審議会等の公募
委員に選任されるとは限りません。
※詳細については、市ウェブサイト
をご覧ください。

昨年の様子

ラジオエフ 84.4FM

14

講座・教室 募　集

≪ りぷす富士�
プリザーブドフラワーのお正月飾り

公園事業課　155-3553
±12月12日㈯　10:00〜11:30
￠富士西公園公園センター
講師／市野友紀子さん（リトルブリ
ッジ代表）

§市内在住・在勤の人／8人(応募者
多数の場合抽せん)

⊕3,100円（材料費込み）
￡11月27日〜12月4日にはがき・FAX・
Eメールに住所、氏

ふり

名
がな

、年齢、電話番号
を記入し、〒417-0055　永田町2-112（公
財）富士市振興公社公園事業課へ�
� 557-0180
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イベントなどに参加する場合は、必要に応じてマスクの着用をお願いします。
イベント当日に体温を測定し、風邪などの症状がある場合は参加を控えてください。

◀�≪マークまたはQRコードがついているものは詳細情報をウェブで�
公開しています。そちらもご覧ください。 広報ふじ

お飾り作り講習会
シルバー人材センター　153-1150
チガヤ（イネ科の植物）を使って、
正月用の玄関飾りやゴボウ、輪飾り
などを作ってみませんか。
±12月7日㈪・8日㈫のいずれか1
日　9:00〜15:00

￠富士市高齢者就業センター
§各日程10人（先着順）
￤花切りばさみ、ペンチ、座布団
⊕1,500円
￡11月19日㈭9:00から受け付けます。
直接または電話でシルバー人材セ
ンターへ

令和2年度　ほっとスペース特別企画
季節を紡ぐクリスマスリース作り

多文化・男女共同参画課　155-2724
クリスマスリースを作り、お子さん

と一緒に楽しい時間を過ごしませんか。
今回は大人だけでも参加できます。
±12月３日㈭　10:00〜11:00
￠フィランセ西館３階団体研修室
§お子さんとその保護者など／5組
（先着順）

⊕1組300円（当日集金）
￡11月19日㈭から受け付けます。参
加者氏

ふり

名
が な

、人数、連絡先をショー
トメールで、きらり交流会議　村
瀬　方へ� 1090-6596-3856

富士発・女
ひと

と男
ひと

のフォーラム�
五感が心を育てる（ワークショップ）

多文化・男女共同参画課　155-2724
彫刻家の漆畑勇司さんによるお話
を聞き、小さな流木を使ってペンダ
ントを作るワークショップを行いま
す。自然から生まれた色や形を生か
して、自分だけのオリジナル作品を
作ってみませんか。
±12月13日㈰　13:30〜15:30
￠フィランセ西館4階大ホール
講師／漆畑勇司さん（彫刻家・元富
士芸術村村長）

￡当日直接会場へ（会場での受付時
に氏名、連絡先の記入が必要です）

¶アート・プラス・ワン　片山　方　
� 1090-3448-2265

さわやか健康体操教室（60歳以上対象）�
～ストレッチ体操、リズム体操、レクリエーション～

スポーツ振興課　155-2876
と　き 曜日 開講時間 会　場 定　員

令和３年
1月6日〜３月３日 水 ① 9:30〜10:30

②10:45〜11:45 天間まちづくりセンター 各20人
令和３年
1月12日〜３月16日 火 ① 9:30〜10:30

②10:45〜11:45 富士北まちづくりセンター 各20人

令和３年
1月14日〜３月18日 木

① 9:30〜10:30
②10:45〜11:45 富士見台まちづくりセンター 各19人

　10:00〜11:00 松野まちづくりセンター 20人

令和３年
1月18日〜３月15日 月

① 9:30〜10:30
②10:45〜11:45 大淵まちづくりセンター 各20人

　10:00〜11:00 鷹岡まちづくりセンター 23人

※全て計5回。
§市内在住の60歳以上（令和３年1月1日時点）で健康な人
⊕各500円
￡12月4日㈮（必着）までに、往復はがきの往信裏面に住所、氏

ふり

名
がな

、年齢、
性別、電話番号、本人以外の緊急連絡先、会場名・曜日・開講時間（①・
②がある会場は、第1希望、第２希望）を記入し、〒417-8601　富士市役
所スポーツ振興課へ
※申込みは1人1会場。応募者多数の場合抽せん。同じ会場内で人数調整
を行う場合があります。

≪ まるび森の音楽会③ 
〜音楽遊び〜
少年自然の家　135-1697

ピアノ演奏と歌で体を動かした
り、一緒に歌ったりして、親子で
楽しい時間を過ごそう。
±12月6日㈰　13:00〜15:00
￠少年自然の家食堂
§市内在住・在勤・在学の4歳以
上の人／40人（先着順）
※未成年者は保護者同伴。
⊕小学生以上1,000円（未就学児は800円）
￤飲物、マスク
※暖かい服装でお越しください。
￡11月19日㈭から受け付けます。
少年自然の家ウェブサイトで電
子申請するか、8:30〜17:00に直
接または電話で少年自然の家へ
（11月23日（月·祝)を除く）

メタボ解消！運動講座
健康政策課　164-8992

±12月16日㈬　10:00〜11:30（9:30受
付開始）

￠フィランセ西館4階大ホール
¨体力測定、運動実技（ストレッチ・
筋トレ）、運動に関するミニ講話など

§体格や検査値の改善が必要な市内在
住の74歳以下の人／20人（先着順）

￤飲物、筆記用具
※運動のできる服装・靴で参加して
ください。

￡11月19日〜12月9日（土・日曜日、
祝休日を除く）に、電話で健康政
策課へ

ケーブルテレビ
「ふじ広報室」

ケーブルテレビ地上デジタル（月〜金曜日）
111チャンネル　7:35〜
112チャンネル　12:35〜
121チャンネル　9:50〜、18:35〜
※YouTubeでも公開しています。

ぜひご覧ください。
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11月の教育委員会会議
※�傍聴する際は、マスク着用など
の感染症対策をお願いします。

±11月24日㈫　14:20〜
￠岩松中学校

教育総務課　155-2865
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暮らしのたより

対象 分　野 講座
番号 講座名 学習日・時間など 講師・自主

グループ名 内容（受講料・持ち物・対象など） 定員 開催センター
（地区まちづくりセンター）

一
　
般

ヨガ 35 ゆったり�リラックスヨガ
令和３年1月5日〜３月
２日の第1・３火曜日
19:00〜20:30　計5回

MIHO

冬こそヨガで心と体をポカポカ
に。ゆったりと体を動かす（500円）
※ヨガマットは各自持参。
※�抽せん時、昨年度受講してい
ない人を優先。

20人
大淵
〒417-0801
大淵2885-4　
135-0002

スポーツ

36
気功を学ぼう
（後半）�
【市民プロデュ
ース講座】

令和３年1月8日〜３月
の金曜日�
19:00〜21:00　計6回

気功同好会
（石川雅美）

気功を基本から学び、実践して
健康づくりに役立てる。初心者
大歓迎！（600円）
※�抽せん時、昨年度及び前半に
受講していない人を優先。

8人
岩松
〒416-0909
松岡837-7　
163-5210

37 トランポウォーク
入門（後半）

令和３年1月15日〜３月
26日の隔週金曜日
10:00〜11:30　計6回

浅倉あい子

ミニトランポリンの上でウオー
キング。何か運動を始めたいと
思っている人、ぜひ参加してみ
ませんか？
※�抽せん時、昨年度及び前半に
受講していない人を優先。

10人

38 スポーツ自転車
入門講座

令和３年３月３日㈬・
10日㈬・13日㈯
19:00〜20:30　計３回
（13日のみ10:00〜12:00）

古郡キヨシ

自転車の種類・選び方や、メン
テナンス等を学ぶ。最終日には
いろいろな自転車の試乗が可
能。自転車を始めたい人、始め
たけれどもメンテナンス等にお
困りの人にお勧め（300円。別途
保険料200円程度）

20人

元吉原
〒417-0845
大野新田
744-2　
133-0170

工芸 39 楽しい銅工芸
令和３年1月14日㈭・
27日㈬・28日㈭
10:00〜12:00　計３回

小野裕康

銅を叩いたり、曲げたりして加
工し、スプーン・装飾小皿など
の日用品を制作する（300円。別
途材料費4,000円）
※昨年実施した内容とほぼ同じ内容。
※�抽せん時、昨年度受講してい
ない人を優先。

10人
田子浦
〒416-0933
中丸232　
163-5209

スマートフォン 40 スマホのキホン
（アンドロイド編）

令和３年1月18日〜２月
15日の毎週月曜日
13:30〜15:30　計5回

田島孝之

スマートフォンの、基本的な操
作から日常生活で活用できる便
利な機能まで学ぶ（500円。別途
材料費2,000円）
※�スマートフォン（A

ア ン ド ロ イ ド

ndroid）は
各自持参（i

アイ フ ォ ー ン

Phone・らくらくス
マホ・タブレット端末は不可）。

8人
鷹岡
〒419-0202
久沢836-1　
171-3215

料理
（男性限定） 41

備える男の料理
入門

令和３年1月21日〜３月
18日の隔週木曜日
14:00〜16:00　計5回

望月由紀子
簡単な料理を作りながら、調理器
具の使い方や調理方法の基本を
学ぶ（500円。別途材料費4,000円）
対象：料理初心者の男性

9人

吉永
〒417-0847
比奈1447-1　
134-1014

パソコン 42
お役立ちパソコン
講座
（エクセル初級）

令和３年1月26日〜２月
19日の毎週火・金曜日
9:30〜11:30　計8回

小澤佐智子

表の作成や数式の入力といった
エクセルの基礎を学び、名簿作
成や会計などに役立てる（800
円。別途教材費1,400円程度）
※�ノートパソコン（エクセルの
バージョンは2010以降）は各
自持参。

9人

体験 43 かりがね堤で野草観察
令和３年２月10日〜３月
24日の第２・4水曜日
10:00〜11:30　計4回

小澤緑 春先のかりがね堤で食べられる
野草について学ぶ（400円） 14人

岩松
〒416-0909
松岡837-7　
163-5210

§市内在住・在勤・在学の成人（この条件に加えて対象を指定している講座もあります）
※全て応募者多数の場合は抽せんです。
￡ 11月5〜27日（消印有効）までに、市ウェブサイトで電子申請するか、はがきを持参または往復はがきの往信裏
面にまちづくりセンター名、講座名、郵便番号、住所、氏

ふり

名
が な

、生年月日、性別、地区名、電話番号、市外在住の
人は学校名または勤務先を記入し、各地区まちづくりセンターへ（窓口での申込みの場合、受付時間は9:00〜
21:00、11月15・23日は休館）
※上記の講座は、開催センターに限らず全ての地区まちづくりセンター窓口で申し込むことができます。
※はがき・往復はがきは1講座につき1枚ご用意ください（切手がついているもの）。
※新型コロナウイルス感染防止のために必要な対策をして実施します。
※スポーツ系の講座もマスクを着用して活動できる、激しい運動を行わない内容で計画しています。
※�講座開講後、災害の発生や感染症の拡大状況によりやむを得ず講座が中止になり、予定の回数が開催できない場
合でも、受講料等の返金はできませんのでご了承ください。

◉ 今回、講座案内冊子に掲載されていた講座のうち11月募集分を掲載していますが、中止が決定した講座は掲載し
ていません。詳しくは各地区まちづくりセンターへお問い合わせください。

≪ 各地区まちづくりセンター講座　受講生募集！ (11月募集分）
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記号の説明　　�±…とき　￠…場所　¨…内容　§…対象／定員　￤…持ち物　⊕…費用等　￡…申込み　¶…問合せ�
≫…託児あり（詳しくは上記QRコードをご覧ください）� ※特に記載のない場合、費用は無料。

イベントなどに参加する場合は、必要に応じてマスクの着用をお願いします。
イベント当日に体温を測定し、風邪などの症状がある場合は参加を控えてください。

※感染症対策として、イベント等を変更・中止する場合があります。最新情報はウェブサイトなどをご確認ください。

≪ 富士市電子プレミアム付商品券「ふじペイ」の購入はお早めに！

市役所２階市民ホールで実施している「ふじペイ」の販売は、11月20日㈮までとなっています。�
　ただし、販売総数に達した場合は、その時点で終了となります。販売残数は市ウェブサイトで確認するか、
商業労政課へお問い合わせください。

ふじペイとは
1セット当たり1万3000円分使えるポイントが付いたカード型商品券です。
販売価格／1セット1万円（現金販売のみ）
※1世帯３セットまで（既に購入した世帯を除く）、売り切れ次第終了。
±11月20日㈮まで　平日12:00〜19:00、土・日曜日及び祝休日10:00〜17:00
￠市役所２階市民ホール　￤購入申込書
●�「ふじペイ」取扱加盟店は随時更新しています�
加盟店情報は随時更新していますので、最新の情報は市ウェブサイトでご確認ください。
※1月14日㈭まで加盟店の申込みを受け付けています。
●�アプリへの移行でもっと便利に�
スマートフォンアプリ「c

チ ー カ

hiica」にポイントを移行すると、全ての「ふじペイ」取扱加盟店で使用できま
す。スマホへの移行方法はウェブサイトでご確認ください。
よくある質問Ｑ＆Ａ
Ｑ：購入申込書（広報ふじ9月5日号）が手元にない場合はどうしたらいいですか？
Ａ：販売当日に会場で再配布しますので、そちらをお使いください。

Ｑ：別世帯（家族、知人）の分も購入できますか？�
Ａ：購入申込書裏面の同意欄について確認及び記載があれば購入できます。

Ｑ：ふじペイ（カード）は誰でも使用できますか？
Ａ：�カード記名者了承のもとカード記名者以外でも使用できます。�
ただし、確認コードを共有していただく必要があります。

¶富士市電子プレミアム付商品券コールセンター　70120-1111-64 （平日9:00〜17:00　※令和３年２月14日まで）

商業労政課　155-2778

8日㈰ 望月産婦人科医院 34-0445 比 奈 天神眼科医院 2
（0544）
3-7050 富士宮市 たかひろ耳鼻咽喉科医院 66-5100 宮 島 佐 野 接 骨 院 52-0774 吉原4

15日㈰ 窪田レディースクリニック 65-7077 平 垣 海野眼科医院 30-6260 松 岡 アミクリニック 9
（055）
81-3341 清水町 下 村 接 骨 院 35-3663 大 淵

22日㈰ 中島産婦人科医院 51-4188 青島町 なかじま眼科 72-0011 入山瀬 しんふじ耳鼻咽喉科クリニック 65-0600 川成新町 するが接骨院 51-2215 永田北町
23日㈪ 武田産婦人科医院 63-5122 宮 島 聖隷富士病院（眼科）52-0780 南 町 耳鼻咽喉科崎川医院 9

（055）
75-9131 清水町 清 接 骨 院 71-3177 入山瀬2

29日㈰ たむらレディースクリニック 65-7777 米之宮町 小森眼科クリニック 21-0333 伝 法 三島中央病院 9
（055）
71-4133 三島市 田子浦鍼灸接骨院 61-4131 横割6

と
　
き

11月の接骨師会 
休日当番

眼
が ん

科
か Ophthalmology
Oftalmolagia

9:00〜17:00
耳

じ

 鼻
び

 科
か Otorhinolaryngology
Otorrinolaringologia

8:00〜17:00
産
さ ん

婦
ふ

人
じ ん

科
か Gynecology＆Obstetrics
Gineco-Obstetrica

8:00〜18:00
柔
じゅう

道
ど う

整
せ い

復
ふ く Bonesetter

Clinica�de�osteopatia

9:00〜17:00

Emergency�Hospitals�Available�on�Holidays
Pronto Socorro em  atendimento fim de semana e feriados11月の救急当番医 救急当番医案内

151-9999

歯科医師会館　153-5555
　　　　　　　伝法2850-3
日曜日・祝休日 9:00〜12:00
　　　　　　  13:00〜16:00

歯
し

　科
か Dentistry

Dentistas内
な い

科
か

・小
しょう

児
に

科
か

・外
げ

科
か Internal�Medicine/Pediatrics/Surgery

Clinica�Geral/Pediatria/Cirurgias
救急医療センター　151-0099　津田217-2　平日19:00〜翌8:00　土曜日14:00〜翌8:00　日曜日・祝休日 9:00〜翌8:00
〈診療上の注意〉必ず保険証とお薬手帳（ある場合）を持参してください。緊急性により診察順が変わります。
投薬は1日分です。子どもが受診する場合は、早目の時間帯にお越しください。
※��受診の際は、建物に入る前に車から電話をするか、正面玄関のインターホンで連絡してください（発熱など
の状況により、車中診療となる場合があります）。感染防止にご理解とご協力をお願いします。
共立蒲原総合病院（主に内科）　181-2211　中之郷 2500-1
診療可能な科目や時間帯は日によって異なります。受診の際は、必ず病院へ電話でお問い合わせください。

◀�≪マークまたはQRコードがついているものは詳細情報をウェブで�
公開しています。そちらもご覧ください。 広報ふじ

▲ふじペイカード

見本

　
富
士
市
電
子
プ
レ
ミ
ア
ム
付

　
商
品
券︎
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー�

◀「
ふ
じ
っ
ぺ
い
」
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「ふじペイ」は
市役所2階で買えるよ


