暮らしのたより
お しょう ろ う

供養済み「御精霊様」の収集日
新環境クリーンセンター

135-0081

お 盆 後に 排 出さ れ る 供 養 済み の
「御精霊様」を、各地区の燃えるご
み収集日に回収します。
±月・木曜日地区 8月16日㈪
火・金曜日地区 8月17日㈫
燃えるごみ集積所で回収します。
8:30までに、家庭ごみから少し離
して、まとめて置いてください。
※指定袋に入れる必要はありません。

自動音声電話催告を
実施しています
収納課 155-2771

7月から、納期限が過ぎても市税
を納めていない人に対して、休日や
夜間を含めて自動音声電話システム
による納税案内を行っています。
表示される電話番号／10545-67-7761
※この番号は発信専用です。
対象となる税／市・県民税、固定資産
税・都市計画税、軽自動車税（種別
割）
、国民健康保険税
※納税相談・納付書の再発行や自動
音声電話に関することは、収納課
へお問い合わせください。
※収納確認のため、
既に納付した人にも行き
違いで電話をかけてしまう場合があります。
※自動音声電話システムから合成し
た女性の声で納付の案内を行いま
すが、上記の表示される電話番号
以外を使用することはありません。
※還付金の案内や、ATM（現金自動
預払機）の操作などをお願いする
ことはありません。

≪ 富士大淵工業団地
「県民の日」親子現場見学会
県企業局東部事務所

181-1362

県民の日のイベントとして、富士大
淵工業団地（富士山フロント工業団地
第２期）の親子見学会を開催します。
（雨天中止）
±8月21日㈯ 10:00～12:00
（大淵3776-1）
￠富士大淵工業団地
※現地集合（駐車場あり）
。
¨建設機械デモンストレーション、
ICT建機の試乗体験、ドローン
操縦体験・記念写真
§市内在住の小学生と保護者
30人程度（先着順）
￡8月10日㈫までに電話またはEメール
ふりがな
に参加者全員の氏名、年齢、人数、連
絡先を記入し、県企業局東部事務所へ

お知らせ

自衛官等採用制度説明会
市民課 155-2746

±8月7日㈯、15日㈰、21日㈯、29
日㈰ 各10:00～17:00
￠自衛隊富士地域事務所（御幸町13-5
長谷川ビル3階）
￡当日直接会場へ
¶自衛隊富士地域事務所 151-1719

≪

献血にご協力を

8月の献血
日

福祉総務課 155-2757
場

所

時

間

富士市役所
北側駐車場
ジャンボエンチョー
8日㈰
9:30〜16:00
富士店
（昼休み12:00〜13:15）
12日㈭
富士市役所
北側駐車場
19日㈭
5日㈭

※市役所での献血はウェブ予約が可
能です。詳しくは、日本赤十字社
ウェブサイトをご覧ください。

8月は道路ふれあい月間
～8月10日は「道の日」～

道路維持課 155-2832

★道路の穴や側溝の蓋、カーブミラ
ーの破損など、危険箇所を見つけ
たらご連絡ください。
★道路にはみ出している庭木の枝や
雑草は、お互いの心遣いで刈り取
りましょう。
★道路にごみを捨てたり、物を置い
たりしないようにしましょう。

安全な夏山登山のために

≪

漏水による水道料金の減額
上下水道営業課 167-2827

漏水している水道管を市指定業者
が修理すると、漏水によって増えた
水道料金の一部が減額される場合が
あります。
§地中や壁内・床下などの発見が困
難な水道管の漏水で、市指定業者
が修理したもの
※市指定業者については、市ウェブ
サイトをご覧になるか、市水道指
定工事店協同組合
（151-0863）
へ。

≪

ふじ・紙のアートミュージアム
企画展「動いている人」
文化振興課 155-2874

武蔵野美術大学彫刻学科の学生た
ちによる、段ボールのみを使った作
品を展示します。
±9月12日㈰まで 10:00～18:00
※ロゼシアター休館日は休館です。詳し
くは、ふじ・紙の
アートミュージア
ムウェブ サ イト
をご覧ください。
￠¶ふじ・紙のアー
トミュージアム（ロ
ゼシアター1階）

132-6581

8月 移動図書館ふじ号の巡回日程

～軽装備による山岳遭難事故が多発中～
消防本部警防課 155-2856

●十分な装備と食料で、ゆとりある
計画を立て、経験、技術、体力に
合わせた登山を心がけましょう。
●経験あるリーダーのもと、複数人
での登山に努めましょう。
●登山中も気象状況を確認し、天候
急変の兆しがある場合は無理をせ
ず引き返しましょう。
●携帯電話や無線機などを携行し、非
常時の通信手段を確保しましょう。
●入山時には、登山ポストに登山者
カードを投函しましょう。また、
家族や職場などにも登山の計画を
伝えておきましょう。
●登山のルールやマナーを守り、お
互いに楽しい登山をするよう心が
けましょう。

中央図書館 151-4946
日

場所と貸し出し開始時刻

3・17日㈫

ウエルシア川成島店第2駐車場
（14:00）
JA富士市竪堀支店駐車場（15:00）

4・18日㈬

駿河台団地（4日の14:00のみ）
富士見台団地第一集会所前（15:00）

5・19日㈭

滝戸団地内（14:00）
岩本山団地集会所前（15:00）

セブン-イレブン中里店駐車場
（10:00）
マックスバリュ富士江尾店駐車場（11:00）
6・20日㈮
加島の郷（6日の14:15のみ）
四丁河原南公会堂駐車場（15:00）

7・21日㈯

元吉原まちづくりセンター（10:00）
松野まちづくりセンター（21日の14:00のみ）

12・26日㈭ 歴史民俗資料館駐車場（15:00）
しらすの八幡加工センター駐車場（10:00）

14・28日㈯ ききょうの郷（14日の14:00のみ）

富士南まちづくりセンター（15:00）

25日㈬ 青葉台まちづくりセンター（15:00）

※都合により中止・変更する場合があります。
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◀≪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

≪ 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）
こども家庭課 155-2738

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、低所得の子育て世帯の生活を支援するため、子育て
世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）を支給します。
※「その他世帯」とは、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯です。
対象児童／平成15年4月2日～令和4年2月28日に生まれた児童
平成13年4月2日～令和4年2月28日に生まれた児童。
※特別児童扶養手当の支給対象である障害のある児童の場合は、
給付対象者／上記の対象児童を養育する次の❶❷
❶❷のいずれかに該当する世帯
❶令和3年度分（令和2年中）の住民税（均等割）が非課税の人
❷令和3年1月1日以降に家計が急変し、住民税非課税世帯相当になった人
※子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）の支給を受けた人は対象外です。
給付額／対象児童1人当たり5万円
❶に該当し、令和3年4月分の児童手当（公務員受給者を除く）または特別児童扶養手当を受
申請不要の人／❶
給している人
※申請不要の人には、7月６日㈫に支給に関するお知らせを送付しました。
￡上記の申請不要の人以外の人（例：高校生のみ養育している人、家計が急変した人、公務員など）は、申請
が必要です。対象となる可能性がある人は、申請期間（8月2日～令和4年2月28日）に手続を行ってくだ
さい。申請区分や持ち物など、詳しくはこども家庭課に問い合わせるか、市ウェブサイトをご覧ください。
※申請期限を過ぎると、申請を受け付けることはできません。
※給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還する必要があります。

第55回富士市スポーツ祭
祭
≪ 第55回富士市スポーツ
開会式 ±10月22日㈮
大会名

と

18:00～

￠ロゼシアター小ホール

き

対 象
小・中・高・一般の
野球
7月11日㈰～
野球連盟登録チーム
小（ミニバス）・
バスケットボール 8月22日㈰～
中・高・一般
クレー射撃

8月29日㈰

ソフトテニス

9月25日㈯

中学男子・女子

9月11日㈯

小学生以下

バドミントン

8月29日㈰

10月24日㈰

9月12日㈰

富士市スポーツ協会 153-6045

射撃有資格者
小学生
一般

申込期限

大会名

要問合せ

体操

要問合せ

山岳

大会当日

剣道

8月8日㈰ 陸上競技

9月4日㈯ パークゴルフ

10月3日㈰ 水泳

8月29日㈰ 合気道

小・中・高・一般

8月20日㈮ グラウンドゴルフ

ボウリング

9月19日㈰

小・中・高・一般

9月15日㈬

卓球

9月19日㈰

9月20日㈪

協会登録チーム
小学生・一般

12月11日㈯

中学生

ダーツ

9月25日㈯

一般

弓道

9月26日㈰

フットサル

10月中

ソフトボール 10月3日㈰～

10月24日㈰

10月31日㈰

9月18日㈯

インディアカ

10月17日㈰

10月24日㈰

7月31日㈯ 少林寺拳法

なぎなた

高校生・一般

9月4日㈯ サッカー

9月10日㈮

11月25日㈭ 柔道
9月14日㈫ 新体操
大会当日

小1～4年生・育成会会員 要問合せ
小・中・一般

テニス

会員・一般

10月14日㈭

子ども会員

10月17日㈰

小・中・高・一般

要問合せ

協会員

10月２日㈯

協会員

9月30日㈭

10月31日㈰

小・中・高・一般

11月3日㈬

協会員

10月20日㈬
10月20日㈬

11月3日㈬～ 中学サッカー部1年生 10月22日㈮
11月7日㈰

一般

10月23日㈯

12月19日㈰

高校生

11月23日㈫

小・中・一般

10月31日㈰

12月3日㈮〜

協会員

10月31日㈰

小学生以上・
FB協会員

11月12日㈮

ファミリーバドミントン 12月12日㈰

10月3日㈰ 空手道

申込期限

中学生以上
9月25日㈯
（6時間以上歩ける人）
中・高・一般・
9月24日㈮
10月10日㈰
剣道連盟会員
10月16日㈯ 小・中・高・一般 9月27日㈪

協会加盟団体

パワーリフティング

象

10月3日㈰

10月30日㈯

要問合せ

対

10月3日㈰ 幼・小・中・高・一般 9月20日㈪

8月28日㈯ ゲートボール

小・中・家庭婦人

9月12日㈰

き

中・高・一般

バレーボール 9月11日㈯～
空道

と

要問合せ

12月19日㈰ 幼・小・中・高・一般 8月31日㈫

§市内在住・在学・在勤の人。申込方法など詳しくは富士市スポーツ協会ウェブサイトをご覧ください

新型コロナウイルスのワクチン接種についての最新情報等は、市ウェブサイトでお知らせしています。
富士市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
70120-567-970（9:00 〜 17:00)
記号の説明
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± …とき ￠ …場所 ¨ …内容 § …対象／定員 ￤ …持ち物

≫…託児あり（詳しくは上記 QR コードをご覧ください）
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⊕ …費用等 ￡ …申込み ¶ …問合せ
※特に記載のない場合、費用は無料。

暮らしのたより
≪

親子で踊ろう！いたはじダンス参加者

≪

シティプロモーション課 155-2958
シ

ー

ス

タ

ー

富士市のチアダンスチームC-STAR
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のミ
ニライブも行います。
±8月29日㈰ 11:00～12:00（受付10:30〜）
￠ラ・ホール富士2階多目的ホール
§市内在住の小学生以下の子どもと
保護者／30組
（応募者多数の場合、
抽せん）
￡8月23日㈪までに、市ウェブサイト
で電子申請するか、直接（市役所
2階総合案内でも可）またはFAX・
はがきに住所、電話番号、参加者
全員の氏名・年齢を記入し、〒4178601 富士市役所8階シティプロ
モーション課へ
551-1456
ふりがな

≪

富士市少年少女合唱団 団員
文化振興課

155-2874

§市内の保育園・幼稚園年長児、小・
中学生（男子は変声期前）
練習日時／毎週水曜日 17:30～
練習会場／ロゼシアター練習室また
はリハーサル室
⊕保育園・幼稚園児は無料、小・中
学生は月3,000円（ユニフォームな
どは自己負担）
（市役所8階文化振興課で配
￡申込書
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、保護者同
伴で、直接練習会場へ
※練習日は、申込前に文化振興課に
確認してください。
※感染症対策を行いながら練習して
います。
¶富士市少年少女合唱団 辻村 方
（152-5513）または文化振興課へ

求職者支援訓練
ビジネス実務実践科受講生

商業労政課 155-2778

±9月27日～12月24日 9:10～15:50
¨文書作成・表計算演習・データ
処理演習・プレゼン演習など
§ハローワークで積極的に求職活動
している失業者／20人
（選考あり）
￡8月26日㈭までに、直接ハロー
ワーク富士（南町）へ
￠¶㈱静岡キャリアステーション
（瓜島町）

153-0553

募

富士山ハザードマップ
（改定版）説明会参加者
防災危機管理課 155-2715

今年3月に富士山ハザードマップ
が改定されました。市民の皆さんに
ハザードマップの見方や富士山の防
災体制について正しく理解していた
だくため、説明会を開催します。
±9月8日㈬ 19:00～20:30
￠ロゼシアター中ホール
（先着順）
§市内在住の人／100人程度
8月3日㈫以降に市ウェブサイト
￡
で 電 子 申 請す る か、 電 話ま た は
FAXに、住所、氏名、電話番号を
記入し、防災危機管理課へ

551-2040
ふ り が な

≪

まちの魅力発見！
夏休み親子バスツアー

集

富士山麓ブナ林創造事業参加者
環境保全課 155-2773

±9月19日㈰ 11:00～
￠市有林（大淵）
コース／富士山こどもの国（集合）
→バスで移動→植栽地
§ 30人（先着順）
￡8月13～19日の9:00～17:00に、直
接または電話で市役所10階環境保
全課へ

≪

パブリック・コメント

～市政への意見反映制度～
シティプロモーション課 155-2736

次の案件を策定するに当たり、皆
さんの意見を募集します。
シティプロモーション課 155-2958
案件名／第11次富士市交通安全計画（案）
¨富士市の区域における陸上交通の
コース
安全に関する長期的な施策の大綱
及びその他の交通の安全に関する
市役所→中央図書館（ふだんは入れ
施策を総合的かつ計画的に推進す
ない裏側を探検）→法蔵寺（葛飾北斎
るため、
「第11次富士市交通安全計
が描いた風景を眺めよう）→新環境
画」を策定します。
クリーンセンター見学後、施設内の
ふじさんエコトピアで各自昼食→岳 ¶市民安全課
南電車吉原駅（切符切り体験、乗車） 
155-2831 551-0367
→岳南江尾駅→市役所
±7月22日（木・祝）～8月23日㈪
±8月22日㈰ 9:00〜15:00
￡ 市ウェブサイトで電子申請する
か、直接または郵送・FAX・Eメ
§市内在住の小学4〜6年生と保護
者／10組20人（応募者多数の場合、
ールで、〒417-8601 富士市役所
抽せん）
3階市民安全課へ
※詳しくは、市役所2階総合案内
・3
1人当たり1,000円
（バス代500円、
⊕
階市民安全課、中央図書館、各地
岳南電車運賃及び体験料500円）
区まちづくりセンターにある資料、
※別途、昼食代が必要。
市ウェブサイトのパブリック・コメ
￡8月6日㈮17:00までに、市ウェブ
ントコーナーをご覧ください。
サイトから電子申請

≪

子どもたちによる“平和なまち”絵画コンテスト参加者

シティプロモーション課 155-2700
世界8,000を超える都市とともに富士市が加盟している「平和首長会議」
では、平和教育がさらに活性化するために絵画コンテストを開催します。
最優秀作品は、平和首長会議のクリアファイルのイラストとして採用さ
れます。
§市内在住の6〜15歳 規格／Ｂ4サイズ
￡10月22日㈮（必着）までに、申込書（平和首長会議ウェブサイトでダ
ウンロード可）に必要事項を記入し、作品裏面に貼り付け、直接また
は郵送で、〒417-8601 富士市役所8階シティプロモーション課へ
※応募作品は、シティプロモーション課を通じて平和首長会議に提出し
ます。
※1人1点の応募に限ります。そのほかの注意事項については、平和首
長会議ウェブサイトをご覧ください。
広報ふじ 2021 年7月20日号
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◀≪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。
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≪ 市営住宅入居者を募集します

県住宅供給公社富士出張所

《8月の定期募集のご案内》

募集期間／8月10〜18日
●シルバーハウジング
募集団地／上堀団地（岩松北地区）
1戸
（3階・2DK・単身可）
家賃／1万8,200円～3万5,800円
※定期募集の住宅は他にもありま
す。詳しくは8月10日㈫に情報
を公表します。
ツ イ ッ タ ー

Twitterで情報発信中

市営住宅の空き部屋情報などを
紹介しています。
アカウント名／@fuji_ juutaku
155-2843
¶住宅政策課 

「フードドライブ」に
ご協力をお願いします！
155-2886

「フードドライブ」は、家庭な
どで眠っている食料品の寄附を皆
さんにお願いするキャンペーンで
す。認定NPO法人フードバンクふ
じのくにが行政などの生活相談窓
口と連携し、生活困窮者などへ無
料で食料を提供するフードバンク
事業の一環として行います。
±8月2〜31日
￠市役所2階総合案内・4階生活支
援課、各地区まちづくりセンタ
ー、富士市社会福祉協議会（フィ
ランセ東館1階）
、富士市民活動
センターコミュニティｆ
対象品／缶詰、レトルト食品、イン
スタント食品、飲料、米、調味料な
どで、次の条件を全て満たすもの
❶生鮮食品以外で常温保存がで
きるもの
❷賞味期限が明記され期限が2
か月以上あるもの
❸未開封（包装が破損していな
い）のもの

第56回富士市発明くふう展作品
産業政策課 155-2952

155-2817

募集は、毎月抽せんで入居者を
決める定期募集のほか、随時、募
集している住宅もあります。詳し
くは県住宅供給公社富士出張所
（市役所5階南側）へお問い合わ
せください。

生活支援課

≪

¨生活の中のちょっとしたアイデア
品や産業の発展に役立つもの（作
品の実物または発明・意匠など）
§市内在住・在学・在勤の人
￡8月16日～9月３日に、小・中学生
は学校ごとに、高校生以上は、申込
用紙に記入の上、直接または郵送・
FAX・Eメールで、〒417-8601 富士
市役所5階産業政策課へ551-1997
★市長賞受賞者には無料で実用新案
登録出願をする権利を授与します。
●作品展
展示期間／9月11日㈯・12日㈰ 9:15
～17:00
￠ロゼシアター1階展示室
※感染症対策のため、展示会当日は
入場制限を行う場合があります。

≪

小・中学校給食調理員
（会計年度任用職員)の登録
教育総務課 155-2973

職員の退職などによる欠員補充の
ため、会計年度任用職員（臨時職員）
が必要になった場合に対応できる人
の登録を、随時受け付けています。
❶学校調理員
¨市内小・中学校または富士川学校
給食センターでの給食調理業務
± 8:00～16:15（原則週5日、7.5時間勤務）
⊕日額8,450円（★）
❷学校パート調理員
¨市内小・中学校での給食調理業務
± 9:00～14:15（原則週5日、4.5時間勤務）
⊕時給982円（★）
‥‥❶❷とも‥‥
§調理業務に関心がある人
￡会計年度任用職員登録票（市役所２
階総合案内・7階教育総務課で配布、
市ウェブサイトでダウンロード可）に希
望の職種名、必要事項を記入し、写真
を貼って、
直接または郵送で〒417-8601
富士市教育委員会教育総務課へ
※登録者の中から書類・面接選考を
行い採用します。
★勤務日数等に応じて、期末・通勤
手当を支給します。

≪

簡易な修繕等参加登録
契約検査課 155-2727

市が発注する簡易な修繕などの参
加登録申請を受け付けています。
§市内に主たる事業所を有する小規
模事業者
※参加資格及び登録など、詳しくは
契約検査課に問い合わせるか、市
ウェブサイトをご覧ください。
●登録済みの皆さんへ
8月に定期審査を予定しています。

≪

ふじ市民文芸第58号作品
文化振興課 155-2874

§市内在住・在学・在勤または市内
の文芸グループに所属する人で、
令和3年度中に満16歳以上になる
人
募
￡9月6日㈪（消印有効）までに、
集要項（市役所2階総合案内・8
階文化振興課、各地区まちづくり
センターで配布、市ウェブサイト
でダウンロード可）を確認の上、
作品及び出品票を直接または郵送
で、〒417-8601 富士市役所文化
振興課へ
種

目

小

出品数

説

児童文学
随

筆

原稿枚数

30枚以内
各1人1編

詩

20枚以内
10枚以内
3枚以内

短

歌 1人5首まで

俳

句

川

柳

各1人
5句まで

1枚以内

※Ａ4判原稿用紙またはＡ4判ワー
プロ打ち原稿（縦書き400字詰め）。
審査・受賞／入選作品を「ふじ市民
文芸」に掲載し、特に優秀な作品
を市民文芸賞、奨励賞とします

無料アプリ「マチイロ」で

≪ 広報ふじを読みませんか

シティプロモーション課
155-2700

イベントなどに参加する場合は、マスクの着用にご協力をお願いします。
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。
記号の説明
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暮らしのたより
≪
男女共同参画学級 ぼくとわたしの体のふしぎ
≫
～知っているようで知らない性のはなし～

多文化・男女共同参画課

155-2724

±8月29日㈰ 13:00～15:30
￠大淵まちづくりセンター2階多目
的ホール
¨少しずつ大人になっていく思春期
の体や心の変化について、
「科学者
になった気持ち」で真面目に楽し
く学ぶセミナー
講師／佐々木睦美さん（保健師）
§小学3～6年生の子どもと保護者
15組
（応募者多数の場合、抽せん）
￡ 8 月 1 5 日 ㈰ま で に、電 話ま た は
FAX・Eメールに参加者全員の氏
名、住所、電話番号、子どもの学
年、性別、託児の有無を記入し、
多文化・男女共同参画課へ

555-2864
ふ り

が な

≪

2021年度後期

講座・教室

食生活推進員養成講座
地域保健課 164-8994

自分のため、地域のために健康的
な食事の作り方を身につけてみませ
んか？
②9月17日㈮③
③10月
±①9月２日㈭②
8日㈮または10月14日㈭④
④10月29
日㈮ 9:30～11:00 全4回
￠フィランセ東館2階（10月8日㈮
は富士北まちづくりセンター、10
月14日㈭はロゼシアター）
¨健康的な食事、調理の基本、低栄
養予防の食事など
§市内在住の18歳以上の人（4回全
てに出席できる人）／20人（応募
者多数の場合、抽せん）
￤筆記用具
￡7月20日～8月19日に、電話で地
域保健課へ

まちづくりセンター講座
社会教育課

130-6820

市内26か所の各地区まちづくりセンターを会場に、多様な分野で様々

な講座を開催しています。2021年度後期講座では、200以上の講座を開催
します。皆さんも「まちづくりセンター講座」に参加してみませんか。

¨①一般講座
成人対象の知識・技能の習得や生きがいづくりを後押しする趣味・教
養講座（高齢者対象講座や、市内で活動している民間団体が講座の企
画・運営を行う「みんカル講座」も含む）
②家庭教育講座

主に就園前の子どもと親が、育児などについての勉強や、親同士・親
子の交流をする講座

③市民プロデュース講座

市内で活動している民間団体や市民の皆さんが企画・運営する講座
④自主グループ主催講座

各地区まちづくりセンターで活動している自主グループが開催する初
心者向け体験講座

§市内在住・在勤・在学の人
⊕受講料及び教材費等については、講座案内冊子をご覧ください
￡9月2～9日に、市ウェブサイトで電子申請す
るか、9:00～21:00に、直接各地区まちづくりセ

ンターまたは社会教育課（富士市教育プラザ
内。日曜日を除く）へ

●講座案内冊子

各講座の詳細については、黄色の表紙が目印の

「2021年度後期講座案内冊子」をご覧ください。

生活・介護支援サポーター養成講座
高齢者支援課 155-2951

±9月22・29日㈬、10月6日㈬の9:30
〜12:00、12月17日㈮の9:30～11:30
（10～11月に実技研修を1回実施）
計5回
￠市役所5階第2会議室
¨生活上、困り事のある一人暮らし
の高齢者などへの支援方法につい
ての講義と実技
§市内在住の18歳以上で、全ての回
に参加でき、講座修了後に生活・
介護支援サポーターとして活動で
きる人／15人（先着順）
￡8月10日～9月10日に、直接また
は電話で市役所4階高齢者支援課
へ

≪

富士市空き家活用プランセミナー
①大家さん編

企画課移住定住推進室 155-2930

移住検討者などの多様なニーズに
応じて、柔軟な発想であなたの空き
家を活用しませんか。
±8月7日㈯ 13:30～2時間程度
￠ラ・ホール富士7階AVルーム
¨空き家活用の多様な選択肢、大家
さんが気をつけるポイント（ソフ
ト面、ハード面）などについて、
事例を交えた宅地建物取引士によ
る講話
§空き家の所有者／10人（先着順）
￡7月20日～8月5日に、直接また
は電話・Eメールで市役所8階企
画課移住定住推進室へ

8月の納期限

±8月31日㈫まで
市民税・県民税 第2期
国民健康保険税 第2期
ペ

収納課

イ

ペ

イ

155-2730

ラ

イ

ン

ペ

イ

※上 記の みPayPay・LINEPayで
納付できます。
後期高齢者医療保険料 第1期
国保年金課

155-2754

介護保険課

155-2766

介護保険料 第2期

配布場所／各地区まちづくりセンター、社会教育

課（富士市教育プラザ内）、市役所２階総合案
内、各市立図書館

ほか

ラジオエフはインターネットでも放送中

http://radio-f.jp
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富士警察署管内事件・交通事故

≪ まるび☆ちびっこ森の探検隊

少年自然の家

135-1697

その日出会った仲間と一緒に、どう過ごすかを自分たちで考え、富士
山麓の森の中で遊びます（自然体験の専門スタッフが付き添います）。
①幼児編
±8月24～26日 各9:30～15:00（雨天中止）
§5・6歳児（年中・年長）／各日12人（応募者多数の場合、抽せん）
②小学生編
±９月23日（木・祝）9:00〜15:00
§小学１・２年生／20人（応募者多数の場合、抽せん）
‥‥①②とも‥‥
￠少年自然の家、丸火自然公園
⊕1日当たり3,500円、3日間セット9,000円
※当日集金予定。
￤弁当、水筒、お手拭き、タオル、レジャー
シート、着替え、雨具、マスク
②は9月1～7日に
￡ ①は8月1～7日、②
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
令和3年2月に実施した様子
または電話で少年自然の家へ

警 察や 市 役 所な ど を か た り、
キャッシュカードをだまし取る詐
欺が多発しています。不審な電話
があったら、警察や市にご相談を。
事件情報 

全刑法犯罪
忍び込み
空 き 巣
車上ねらい
自転車盗
特殊詐欺
サギ電話

年間累計
400件
11件
13件
17件
20件
4件
72件

件 数
死 者
負傷者

年間累計
625件
3人
748人

交通事故情報

富士市交流プラザ 165-5523
富士川ふれあいホール 181-2333

教

室

名

公園ポイントラリー

公園事業課 155-3553
市立富士体育館 153-0900
ラ・ホール富士 153-4300

申込先／会場

受付期間

公園事業課／
鈴川港公園、富士と港
の見える公園、鈴川海 7月24日〜8月
浜スポーツ公園、砂山 31日
公園、浮島ヶ原自然公
園、浮島沼つり場公園

① 腰痛・肩こり解消②
②お腹まわり
富士市交流プラザ／
③痛みやケガを
のシェイプアップ③
①～④
④多目的ホール
④ちびっこわ
予防する軽い筋トレ④
⑤会議室1
⑤飾り巻き寿司
んぱく広場⑤

8月2～8日

午後のゆったりヨガ

市立富士体育館

8月2～9日

① 気楽に週末ヨガ②
②ふれあい健康
③ レッツ・トライ！ドローン
体操③
④ 快適！簡単！布草履作り⑤
⑤ 手作
りトルコランプ

富士川ふれあいホール／
①～④
④
①～③
③多目的室
8月6～15日
④研修室
⑤8月13～22日
⑤会議室

ジ

ャ

ズ

JAZZコンサート

ラ・ホール富士／
多目的ホール

８月15日㈰ 9:00～
（入場料1,000円）

※申込方法、受講料など詳しくは、りぷす富士ウェブサイトをご覧にな
るか、各申込先へ。

昨年比

- 134件
8件
+

-

4件
35件
12件
4件
60件

〈 6月末現在〉

昨年比
43件
+
1人
- 133人

-

交差点では、止まる・見る・待つ

≪
≪ りぷす富士各種事業

〈5月末現在暫定値〉

8の 富士山かぐや

月

ミュージアム

121-3380

●夏のテーマ展
「無病息災 悪病退散 は ら
 ―伝承される祈りと祓い―」
±9月5日㈰まで
●富士山の玉手箱 特別展示
「商売繁盛を願う
～引き札の中の富士山～」
±8月22日㈰まで
休館日／8月2・16・23・30日（原
則月曜日）

夏のテーマ展より展示風景

ご意見・ご感想
をお寄せください

市ウェブサイトで電子申請するか、
郵送でシティプロモーション課へ

イベントなどに参加する場合は、マスクの着用にご協力をお願いします。
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。
記号の説明
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