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※掲載したイベントなどは7月8日時点での情報です。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催が取り止めになる場合があります。

タイトル帯 は施設単位の情報です。
タイトル帯 はイベント単位の情報です。

成人健康相談 9月 直
各区 健康づくり課

成人健康相談         

成人健康相談

区 会場 日時 問合

中 中央保健福祉センター 9月6日㈪・13日㈪・27日㈪
9：00〜11：00 ☎413-5577

東 東区役所 毎週火曜日9：30〜11：30 東区・健康づくり課
☎424-0122

西
西部保健センター 9月28日㈫9：00〜10：30 西区・健康づくり課

☎597-1174舞阪保健センター 9月14日㈫13：30〜15：00

南 南区役所 9月17日㈮13：30〜16：00 南区・健康づくり課
☎425-1590

北

細江健康センター 9月6日㈪9：00〜11：30
引佐健康センター
☎542-0857三ヶ日保健センター 予約制（電話申込）

引佐健康センター 予約制（電話申込）

浜
北 浜北区役所 9月8日㈬・22日㈬

9：00〜11：30
浜北区・健康づくり課
☎585-1120

天
竜

天竜保健福祉センター 9月6日㈪9：30〜11：30 天竜区・健康づくり課
☎922-0075龍山保健センター 予約制（電話申込）

春野協働センター 9月17日㈮9：30〜11：30 ☎983-0006

水窪保健福祉センター 9月3日㈮9：30〜11：30 ☎982-0004

佐久間保健センター 9月14日㈫9：30〜11：30 ☎966-0005

大人のための食育講座 9月
各区 健康づくり課

大人のための食育講座         

大人のための
食育講座

時間:9：30〜11：30◆テーマ：❶自分の食事量を知ろ
う、❷加工食品の特徴と上手な活用法、❸糖尿病について、❹腸を元
気にする食、❺食事は大切な1日の栄養源、❻減塩のコツを学ぼう
◆問合・申込：【中区】中央保健福祉センター☎413-5577、【東区】
☎424-0122★、【西区】☎597-1174★、【南区】☎425-1590
★、【北区】引佐健康センター☎542-0857、【浜北区】☎585-
1171★、【天竜区】☎922-0075★（★は各区健康づくり課）。8
月16日㈪から（先着順）

区 場所 日程 テーマ

中

クリエート浜松 9月9日㈭

❶

北部協働センター 9月16日㈭

富塚協働センター 9月24日㈮

東

蒲協働センター 9月3日㈮

天竜協働センター 9月7日㈫

長上協働センター 9月17日㈮

西 神久呂協働センター 9月10日㈮ ❷

区 場所 日程 テーマ

西 舞阪協働センター 9月15日㈬
❷

南 新津協働センター 9月1日㈬

北
みをつくし文化センター 9月2日㈭

❸
三方原協働センター 9月8日㈬

浜
北 浜北文化センター 9月1日㈬、

    2日㈭ ❹

天
竜

春野福祉センター 9月16日㈭ ❺

上阿多古
ふれあいセンター 9月22日㈬ ❻

精神保健福祉センター
（中区中央一丁目）☎457-2709
自死遺族わかちあいの会

精神保健福祉センター         

精神保健
福祉センター

日時：9月11日㈯14:00 〜 16:30◆場所：市民協働センター
（ウィスティリアE-one3階若者コミュニティプラザ）◆申込：【電
話】9月10日㈮締切
2021年度 静岡県摂食障害フォーラム

（オンライン参加可）
静岡県摂食障害支援拠点病院           

摂食障害支援

日時：9月25日㈯13:30 〜 16:00◆問合：静岡県
摂食障害支援拠点病院（☎435-2295）◆場所：アクト研修交流セ
ンター（中区中央三丁目）◆申込：【ホームページ】9月24日㈮締切

おしらせ
第25回静岡県すこやか長寿祭
美術展の作品募集
高齢者福祉課 ☎457-2789

第25回すこやか長寿祭美術展           

しずおか健康
長寿財団

「ねんりんピックかながわ2022」美術展の選考会◆対象：60歳
以上(昭和38年4月1日以前に生まれた人)のアマチュアの人が
創作した未発表作品◆問合・申込：【ホームページ・郵送・ファクス】
公益財団法人しずおか健康長寿財団（☎054-253-
4221）へ。10月20日㈬消印有効※申込用紙は高
齢者福祉課、各区長寿保険課、協働センターなどで配
架。ホームページからダウンロードも可

市民協働センター愛称募集
市民協働・地域政策課 ☎457-2094

市民協働センター愛称         

愛称募集

内容：施設のイメージが湧きやすく、親しみやすい愛称◆応募：
【ホームページ・窓口・郵送・ファクス】応募フォームまたは応募用紙
で9月10日㈮必着

里親制度説明会
児童相談所 ☎457-2705

里親       

里親制度
説明会

日時：9月25日㈯10:00 〜 11:30◆場所：浜北文化
センター（浜北区貴布祢）◆申込：【電話・Eメール】9月24日㈮締切

「心の輪を広げる体験作文」・
「障害者週間のポスター」の募集
障害保健福祉課 ☎457-2864

心の輪を広げる        

作文・ポスター
募集

障がいのある人とない人との心のふれあい体験をつづった体験
作文と、障がいのある人に対する理解を広めるためのポスター◆
応募：【窓口・郵送】8月31日㈫必着

「浜松市民文芸」第67集の作品募集
文芸館 ☎453-3933

浜松文芸館           

文芸館

応募：【窓口・郵送】9月1日㈬〜 11月20日㈯必着※応募票付き募
集要項は、ホームページからダウンロードまたは文芸館、文化振興
財団、中区まちづくり推進課(市役所本館2階)、協働センター、図書
館などの公共施設で配布
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マークの説明：　直　当日、直接会場またはウェブサイトへ

職員募集スポーツ おんがく講座・教室そうだん

イベント案内（９月）
浜松こども館 ☎450-9111

浜松こども館           

こども館

イベント【★印は要申込】 開催日時

親子でおやつ もくもく蒸しパン★ 9月1日㈬11:00 〜

いっしょにあそぼ！ 直
❶トコトコちゃんと ❷ハイハイ赤ちゃんと
❸ヨチヨチちゃんと ❹ねんね・ごろんの赤ちゃんと

❶9月2日㈭、❷9月7日㈫、
❸9月9日㈭、❹9月21日㈫
10:30 〜

助産師さんのベビーマッサージ 直 9月3日㈮・24日㈮10:30 〜

みんなでくるくる～！！こまあそび 直 9月4日㈯14:00 〜

ドラムで輪になろう 直 9月5日㈰14:00 〜

音と遊ぼうリトミック 直 9月6日㈪・13日㈪・27日㈪
10:30 〜、11:20 〜

助産師さんのベビーマッサージ 
in 青少年の家 直 9月10日㈮10:30 〜

しょうぎに挑戦
～初心者から上級者まで～ 直

9月11日㈯・25日㈯
13:00〜

プレパパ・プレママ教室★ 9月12日㈰・26日㈰10:00〜

よみかたりさん 直 9月12日㈰10:50 〜

トリオBABのコンサート 直 9月14日㈫11:00 〜

はじめてのパン作り★ 9月15日㈬11:30 〜

絵本とありん子の会inこども館★ 9月16日㈭10:30 〜
ここみのおしゃべりサロン
～妊婦さんからできる！骨盤底筋を鍛え
て産後のスタイルアップ～★

9月17日㈮13:30 〜

お父さんと遊ぼう 直 9月18日㈯10:30 〜

パン作り～ 2色生地のパン～★ 9月19日㈰14:30 〜

ハロー！みんなでABC 直 9月22日㈬10:30 〜

はじめてのどろだんご 直 9月28日㈫10:30 〜

※予約開始日など詳細はホームページへ

ゆるやかワークショップ
～お母さんと赤ちゃんのエクササイズ～
浜北文化センター ☎586-5151

浜北文化センター             

浜北文化
センター

日時：9月9日㈭10:30 〜 11:30◆申込：【窓口・電話】8月17日
㈫13:30から(先着順)

子育てと仕事両立支援講座
～私たちの未来予想図づくり～
子育て情報センター ☎457-3415

ぴっぴ　子育て教室             
日時：10月2日㈯10:00 〜 12:00◆申込：【ホームページ・窓口・
電話】9月22日㈬17:00締切

子育て支援課
☎457-2792
高等職業訓練促進給付金制度の改正
(ひとり親家庭)

ぴっぴ　高等職業訓練             

自立支援給付金

※令和3年度に限る緩和・拡充
改正内容 改正前 改正後

訓練期間の条件緩和 1年以上 6カ月以上

対象講座の拡充 看護師等国家資格の
学校

一部民間資格講座も
追加

問合：各区社会福祉課
【中区】☎457-2035【東区】☎424-0175【西区】☎597-1157
【南区】☎425-1463【北区】☎523-2893【浜北区】☎585-1121
【天竜区】☎922-0023

養育費取り決め・確保の支援
養育費         

養育費

離婚などにより、ひとり親家庭となった子供へ支払わ
れるべき養育費の確保を支援するため、養育費の取り
決めや未払い養育費の確保に要する費用の一部を助成します

①養育費取決支援

・公正証書(強制執行認諾約款付き)を作成した場
合の公証人手数料の助成(上限4.3万円)
・調停申立などに要した収入印紙や戸籍謄本、郵
便切手などの取得費用の助成(上限7.6万円)

②養育費確保支援
養育費立替サービスを提供する保証会社などと
養育費保証契約を締結した際に必要な保証料の
助成(上限5万円)

対象：①養育費の取り決めをしていないひとり親家庭の親、②公正
証書、調停証書など（債務名義化したもの）で養育費を取り決めして
いるが、養育費が未払いの状態のひとり親家庭の親（児童扶養手当
受給者または同手当受給の所得水準の者）
問合・申込：【電話】ひとり親サポートセンター（☎452-7107）へ

難病医療相談会
健康増進課 ☎453-6116

難病医療相談会          

難病医療相談会

日時：8月28日㈯、9月11日㈯9:30 〜 11:30◆対象：パーキン
ソン病、脊髄小脳変性症、重症筋無力症などの神経系難病と診断
された人とその家族◆場所：保健所(中区鴨江二丁目)◆申込：【電
話】8月16日㈪から(先着順)

こころの健康相談
障害保健福祉課 ☎457-2213

こころの相談   　　   

こころの相談

日程：《市役所本館 障害保健福祉課》 9月8日㈬・16日
㈭、10月13日㈬・21日㈭ 《水窪協働センター》 9月30
日㈭ ◆ 時 間：13：00 〜 15：00◆ 申 込：【電話】8月
16日㈪から（受付：9:00 〜 17:00）※すでに精神科
などに通院・入院している人の相談はできません

こそだて けんこうイベント おしらせ

両立支援講座
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フラワーパーク
（西区舘山寺町）☎487-0511

はままつフラワーパーク           

フラワーパーク

遠州の自然展 直
日時：9月4日㈯〜 30日㈭9:00 〜 17:00
花のウオーキング 直
日時：9月11日㈯10:00 〜 12:00※当日、フラワーパーク正面
ゲート集合
敬老の日に寄植えを贈ろう
日時：9月18日㈯13:30 〜 14:30◆申込：【ホームページ・郵送・
ファクス・Eメール】9月11日㈯16:00必着（抽選）
第6回夏休みクラフトフェア 直
日時：8月16日㈪〜 22日㈰10:00 〜 16:00

令和4年度新入学児童の健康診断
健康安全課 ☎457-2422

就学時健康診断         

就学時健康診断

来年4月に小学校へ入学する子供の保護者宛てに「就学時健康診
断通知書」を10月初旬に郵送します◆対象:平成27年4月2日〜
平成28年4月1日生まれの子供

令和4年度新入学児童
放課後児童会の入会申込
教育総務課 ☎457-2406

ぴっぴ　放課後児童会　入会申込             
「新入学児童の健康診断」の際にお知らせします。入学予定の小学
校以外で健康診断を受ける場合も、入会に関する手続きは入学予
定の小学校の放課後児童会で行う必要があります。※新入学児童
以外で新たに来年4月からの入会を希望する場合は、各放課後児
童会へ直接問い合わせ

発達相談（発達に心配のある
0歳から就学前の子供とその保護者）
健康増進課 ☎453-6117

ぴっぴ　発達相談            
日程：9月16日㈭◆場所:中央保健福祉センター（中区板屋町）◆
申込：【電話】9月2日㈭締切

2歳児歯科健康診査
口腔保健医療センター ☎453-6129

ぴっぴ　2歳児歯科健康診査            

2歳児歯科
健康診査

※ホームページで確認してください。

まかせて会員・どっちも会員
講習会（全5回）
ファミリー ･サポート･センター ☎457-2900

ぴっぴ　まかせて会員　講習会            
日時：10月14日㈭・20日㈬・27日㈬、11月1日㈪・9日㈫10:00
〜 16:00◆場所：子育て情報センター（中区中央三丁目）◆申込：

【ホームページ・窓口・電話】8月16日㈪9:00から(先着順)

離乳食教室
各区 健康づくり課

ぴっぴ　離乳食教室  　　　 　　 　

離乳食教室

           
対象：令和3年4月生まれの子供の保護者◆時間：13：30〜15：
45◆申込：【ホームページ・LINE】8月15日㈰から(先着順)※どこ
の会場でも受けられます

会場 日程 問合

アイミティ浜松 9月1日㈬
※居住区の問い合わせ先へ
中央保健福祉センター（中区）
東区健康づくり課
西区健康づくり課
南区健康づくり課
引佐健康センター（北区）
浜北区健康づくり課
天竜区健康づくり課

長上協働センター 9月6日㈪

入野協働センター 9月9日㈭

三方原協働センター 9月10日㈮

アイミティ浜松 9月16日㈭

浜北文化センター 9月17日㈮

もぐもぐ元気っこ教室
各区 健康づくり課

ぴっぴ　もぐもぐ元気っこ教室     　　 　　

もぐもぐ教室

対象：令和3年1月・2月生まれの子供と保護者◆時間：9：30 〜
11：30◆申込：【ホームページ・LINE】8月15日㈰から居住区の会
場へ(先着順)※天竜区は隔月開催

区 会場 日程 問合

中 中央保健福祉センター 9月30日㈭ 中央保健福祉センター

東 東部保健福祉センター 9月16日㈭ 東区健康づくり課

西 西部保健センター 9月22日㈬ 西区健康づくり課

南 南区役所 9月2日㈭ 南区健康づくり課

北 引佐健康センター 9月2日㈭ 引佐健康センター

浜北 浜北保健センター 9月10日㈮ 浜北区健康づくり課

天竜 天竜保健福祉センター 9月9日㈭ 天竜区健康づくり課

1歳6か月児健康診査・3歳児健康診査
健康増進課 ☎453-6117

ぴっぴ　1歳6か月児健康診査             

健康診査

ぴっぴ　3歳児健康診査     
内容：身体計測、診察、歯の健診、育児に関する相談など ※対象者に
は個別に通知を郵送。転入や転居などで通知が届かない場合は、居
住区の問い合わせ先（下表、中区は中央保健福祉センター、北区
は引佐健康センター）へ

【離乳食教室・もぐもぐ元気っこ教室・健康診査】
問い合わせ先

中央保健福祉センター ☎413-5577 引佐健康センター ☎542-0857

東区健康づくり課 ☎424-0122 浜北区健康づくり課 ☎585-1120

西区健康づくり課 ☎597-1174 天竜区健康づくり課 ☎922-0075

南区健康づくり課 ☎425-1590 ー ー

放課後児童会

発達相談

講習会
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職員募集スポーツ講座・教室そうだん おんがく

みどり～な（緑化推進センター）
（南区大塚町） ☎426-2300

みどり〜な             

みどり〜な

❶季節を愉
た の

しむプリザーブドフラワーアレンジメント
日時：8月24日㈫10:00 〜 12:00
❷みどりと花を愉しむノルディック・ウォーク 直
日時：9月2日㈭・6日㈪・9日㈭・16日㈭・27日㈪・30日㈭10:00
〜 11:30
❸種まきから愉しむ花壇作り講座（全3回）
日時：9月4日㈯、10月9日㈯、11月6日㈯13:30 〜 16:00
❹プロが教える簡単おいしいスムージーの作り方講座
日時：9月6日㈪10:00 〜 12:00
❺ナチュラルハーブ講座「桑の葉クレイパック」
日時：9月7日㈫10:00 〜 12:00
❻バラ農家から学ぶバラ管理講座【9月の管理】
日時：9月16日㈭14:00 〜 15:30
❼みどり～なバードウオッチング
日時：9月18日㈯8:00 〜 10:00
❽みどり～な環境教室「秋の昆虫・植物を観察しよう！」 直
日時：9月25日㈯9:30 〜 12:00

〈❶・❸～❼共通項目〉申込：【窓口・電話】8月16日㈪9:00から
(先着順)

万葉の森公園
（浜北区平口） ☎586-8700

浜松公園緑地協会          

緑の
情報発信

❶万葉の森公園の季節の公園散策(解説付き) 直
日時：9月5日㈰11:00 〜（40分程度）
❷万葉草木染め体験「藍

あ い ば

葉」で遠州綿を染める
日時：9月19日㈰【A】10：00 〜 12：00、【B】13：00 〜 15：00
❸万葉特別食「中秋の名月と月にちなんだお話を
楽しみながらいただく貴族の御膳」
日時：9月19日㈰18:00 〜 20:00

〈❷・❸共通項目〉申込：【窓口・電話】8月17日㈫9:00から(先着順)

産業振興課
❶☎457-2285 ／❷・❸☎457-2319
❶アクト通りふれあいデイ 直

ふれあいデイ       

アクト通り
ふれあいデイ

日時:8月15日㈰9:00 〜 12:00◆場所:アクト通り※雨天中止。
商品によっては、なくなり次第終了
❷バイクのふるさと浜松2021 オンライン 直

バイクのふるさと浜松 　　　　　 

バイクの
ふるさと浜松

日時：8月19日㈭〜 10月19日㈫◆問合：バイクの
ふるさと浜松実行委員会（☎457-2319）
❸綿の産地フェア
・はままつ染め織りマーケット 直

静岡県繊維協会 　　　　　　 
静岡県

繊維協会

日時：8月28日㈯10:00 〜 16:00◆問合：静岡県繊
維協会（☎456-7222）◆場所：産業展示館第3展示場

≪参加者募集≫第6回小・中学生
理科研究プレゼンテ―ションコンテスト
創造都市・文化振興課 ☎457-2413

トップガン理科 　　　　 　 

理科研究
コンテスト

応募：【ホームページ】〜 9月9日㈭12:00まで◆問合：トップガン
教育システム協議会事務局　入山（☎456-1331）

クリエート浜松
（中区早馬町）☎453-5311

クリエート浜松            

クリエート浜松

浜松市民文化フェスティバル「絵・写・書・茶・花」展 直
日時：8月20日㈮〜 22日㈰10:00 〜 17:00
クリエートの夏まつり 直
日時：8月22日㈰11:00 〜 17:00

「竹林で楽しみ隊」クラフト&森遊び
緑政課 ☎457-2597

ラブ・ネイチャーズ        　   

ラブ・ネイチャーズ

日時：8月29日㈰9:30 〜 12:00◆問合・申込：【Eメール】NPO
法人ラブ・ネイチャーズ（  love.natures@tokai.or.jp）へ。8
月15日㈰から(先着順)

フルーツパーク時之栖
（北区都田町） ☎428-5211

はままつフルーツパーク          

フルーツパーク

園芸教室（菌床シイタケ）
日時：8月15日㈰10:00〜11:30◆申込：【ホームページ・電話】詳細
は問い合わせ
昼の噴水ショー 直
期間：10月中旬まで11:00 〜、15:00 〜

科学館（みらい～ら）
（中区北寺島町） ☎454-0178

浜松科学館              

浜松科学館

内容 日時
今月のミニワークショップ

「どこまで伸びる?びよ～んスライム」
8月16日㈪〜29日㈰
13:00 〜 15:30

夏の企画展コラボミニワーク第3弾
「何が好物？ゆらゆらちょうちょ」 直

8月16日㈪〜31日㈫
10:00〜12:00、13:00〜15:30

15分で科学実験
「水が0℃で凍らない!?過冷却」 直

8月22日㈰10:30〜、11:00〜、
11:30〜、12:00〜

キッズプラネタリウム 
「こんやのおほしさまとおたんじょうびのせいざ」 

《しし座》〜8月23日㈪
《おとめ座》8月24日㈫〜

《みらいーら夜の科学館》
～大人が楽しむサイエンスな夜～

9月17日㈮
17：01 〜 19：30

　　　　9月の特別プラネタリウム
　　　　STAR FLIGHT（周遊編③）

1回目：17:50 〜 18:30
2回目：18:50 〜 19:30

「令和3年度ITロボット教室」受講生募集（全4回）ロボット教室
日時：9月25日㈯、11月6日㈯、令和4年1月29日㈯、2
月19日㈯《初級編》9:00 〜 10:30、11:00 〜 12:30、

《中級編》13:30 〜 15:00◆場所・問合：静岡県立浜
松城北工業高等学校（中区住吉五丁目）担当：電子科　森下（☎471-
8341）◆申込：【ホームページ】8月31日㈫締切（抽選）

イベント おしらせけんこうこそだて
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※掲載したイベントなどは7月8日時点での情報です。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催が取り止めになる場合があります。

タイトル帯 は施設単位の情報です。
タイトル帯 はイベント単位の情報です。

を、必ず書いてください。送付先やその他
申し込みに必要な情報は、ホームページま
たは施設などに確認してください。

❶ 申し込む講座・イベント名　❷ 氏名・電話番号

往復はがき・ファクス・メールで申し込むときは

プラタナスコンサート（オンライン） 直
中区まちづくり推進課 ☎457-2779

プラタナスコンサート             

プラタナスコンサート

期間：8月15日㈰〜 9月30日㈭※初日は10:00から◆問合：静岡
新聞社・静岡放送 浜松総局浜松ビジネスセンター事業部（☎455-
4100）

第5回 みぶアーティストコンサート 直
天竜壬生ホール ☎922-3301

天竜壬生ホール          

天竜壬生ホール

日時：8月29日㈰13:30 〜 16:00

青少年の家
（中区住吉四丁目） ☎471-4725

浜松市立青少年の家           

青少年の家

絵本とありん子の会(中期)
日時：9月2日㈭・16日㈭10:30 〜 11:00◆申込：【電話】8月15
日㈰から(先着順)
レッツゴー！ちびっ子探検隊
日時：10月16日㈯10:00 〜 15:00◆申込：

【ホームページ】9月11日㈯〜 25日㈯（抽選）
なまずキャンプ～めざせ！防災マスター～
日時：10月30日㈯10:00 〜 31日㈰15:00◆申込：【ホームペー
ジ】9月18日㈯〜 10月2日㈯（抽選）

茶室「松韻亭」
（中区鹿谷町） ☎473-4310

松韻亭          

松韻亭

第八回十
じゅうぎゅうず

牛図入門～人
じ ん ぎ ゅ う ぐ ぼ う

牛俱忘～と写経
日時：9月11日㈯10:00 〜 12:00
松韻茶会
日時：10月30日㈯10:00 〜 15:00

〈共通項目〉申込：【ホームページ・窓口・郵送・電話・ファクス・E
メール】8月15日㈰9:00から(先着順)

天文台（五島協働センター 3階）
（南区福島町） ☎425-9158

天文台       

天文台

星空観望会 直
日時：8月21日㈯・28日㈯19:40 〜 21:00、9月4日㈯・11日㈯
19:00 〜 21:00
星雲・星団を撮ろう（雨天中止） 直
日時：8月29日㈰19:40 〜 21:00※SDカードの持参が必要
太陽・昼間の星観望会 直
日時：9月5日㈰14:00 〜 16:00

かわな野外活動センター
（北区引佐町川名）☎544-0219

かわな野外活動センター            

かわな野外
活動センター

第2回かわな家族ふれあいデー（1泊２日）
日時：10月16日㈯10：30 〜 17日㈰13:30◆申込：【はがき・
ファクス・Eメール】8月17日㈫〜 26日㈭必着（抽選）
ネイチャーワールド☆秋　Ⅲ
日時：10月31日㈰9:00 〜 15:15◆申込：【ホームページ】8月
24日㈫6:00から(先着順)

はままつジェンダーラボ 国際ガールズデー企画
映画「バレンタイン一揆」
鑑賞会&トーク(無料・託児あり)
あいホール ☎412-0351

あいホール 　　　　　　　　
日時：10月9日㈯10:00 〜 12:00◆申込：【ホームページ・電話】
8月16日㈪10:00から(先着順)

KAMOE かえる DAYS
（鴨江アートセンター・木下惠介記念館 合同開催）
鴨江アートセンター（中区鴨江町） ☎458-5360
木下惠介記念館（中区栄町） ☎457-3450

鴨江アートセンター 　　　　　　
木下惠介記念館

申込:【窓口・電話・Eメール】8月15日㈰9：00から各施設へ(先
着順)※★印は要申し込み

場所・内容 日時

鴨
江
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー

★模様を染め抜く 
ー糊防染でハンカチを染める ＜Hi again＞

10月2日㈯
10:00 〜 12:00

★トーク　はじめての額装
みつける・えらぶ・つける＜TALK＆TALK＞

10月2日㈯
16:00 〜 18:00

★ワークショップ
琵琶のかたち、わたしのかたち　＜鴨江音楽室＞

10月3日㈰
13:00 〜 15:00

★「グラフィズムとラングィズム」
図形と言語のワークショップ ＜OUT OF SCHOOL＞

10月10日㈰
15:00 〜 17:00

★プロダクトデザインの楽しさを体験
するワークショップ＜KAMOE LAB＞

10月10日㈰
13:00 〜 17:00

★からだで測ってつくる本
～製本ワークショップ～　＜Hi again＞

10月16日㈯
10:00 〜 12:00

木
下
惠
介
記
念
館

つくって知ろう
木下惠介の映画演出 直

9月18日㈯〜10月17日㈰
9：00 〜 21：00

木下惠介灰皿コレクション展 直 9月18日㈯〜10月17日㈰
9:00 〜 17:00

木下惠介灰皿コレクション展
ギャラリートーク 直

9月20日㈪、10月16日㈯
14:00 〜 15:00

木下惠介作品上映会『二十四の瞳』 直 9月19日㈰
10:00 〜、14:00 〜

★「旧浜松銀行協会と建築家・中村與資平」
レクチャーと館内ツアー

10月3日㈰①13:30 〜
14:45、②14：15 〜 15：30

気賀関所「月見の会」
気賀関所 ☎523-2855

気賀関所        　   

気賀関所

日時：9月18日㈯17:30 〜、19:00 〜◆申込：【電話】8月15日
㈰9:00から(先着順)

鴨江アート

木下惠介記念館

鑑賞会
＆トーク
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おしらせ 職員募集そうだん 講座・教室 イベント

舞阪総合体育館 健康教室
（西区舞阪町舞阪） ☎597-2800

浜松市スポーツ協会            

スポーツ協会

教室名 初回日
産後ママのスッキリエクサ
サイズ教室（エアロビクス） 9月1日㈬
楽しい筋骨体操教室
ビューティーピラティス教室★ 9月9日㈭

教室名 初回日
骨盤底筋トレーニングヨガ教室★

9月9日㈭身体ひきしめエクササイズ教室★
リトミック運動教室★
シェイプアップエアロ教室★ 9月14日㈫

申込：【窓口・電話】8月17日㈫から（先着順）※★印は無料体験会
あり

9月の一般開放
サーラグリーンアリーナ ☎585-1222

サーラグリーンアリーナ            

サーラグリーン
アリーナ

《アリーナ》日時：【卓球】9月8日㈬・29日㈬、【バドミントン・イン
ディアカ・ファミリーバドミントン】9月15日㈬、【バスケットボール】
9月23日㈭、【バウンドテニス】9月2日㈭ 各日9：00 〜 12：00

《スポーツ広場（陸上）》日時：9月5日㈰・11日㈯・19日㈰・25日㈯ 
各日19：00 〜 21：00※浜北体育館の一般開放は、浜北体育館（☎
585-1173）へ

第22回静岡県市町対抗駅伝競走大会
選手選考記録会
スポーツ振興課 ☎457-2421

市町対抗駅伝      　　

市町対抗駅伝

日時：9月20日㈪14:00 〜 17:00（予備日:9月23日㈭）◆条件：
選考記録会後のチーム行事、最終選考会(11月21日㈰)、大会当日
(12月4日㈯)に参加できる人◆場所：四ツ池公園陸上競技場（中
区上島六丁目）◆申込：【窓口・郵送・ファクス・Eメール】9月3日㈮
17:15必着※申込書はスポーツ振興課、各区役所で配架。学生は
学校へ問い合わせ。ホームページからダウンロードも可

【参加者募集】第32回静岡県
すこやか長寿祭スポーツ・文化交流大会
高齢者福祉課 ☎457-2789

第32回すこやか長寿祭 　　　　　　 

しずおか健康
長寿財団

期間：9月1日㈬〜令和4年3月31日㈭「ねんりんピックかながわ
2022」の浜松市代表選手選考を兼ねる競技あり◆場所：県内各
地◆問合・申込：【ホームページ・電話】公益財団法人しずおか健康
長寿財団（☎054-253-4221）※詳細はホームページまたは問い
合わせ

ゆるやかコンサート秋
～アンサンブル・ラボ 親子でJAZZ LIVE＋ α

アルファ

～
浜北文化センター☎586-5151

浜北文化センター          

浜北文化
センター

日時：9月18日㈯10:30 〜 11:20◆申込：【ホームページ・窓口・
電話】8月18日㈬13:30から(先着順)

「ウード」と「リュート」のミニコンサート 直
楽器博物館 ☎451-1128

がっきはく              

楽器博物館

日時：《ウード》8月15日㈰14:00 〜 14:30、15:30 〜 16:00
《リュート》8月22日㈰14:00 〜 14:30、15:30 〜 16:00

西区吹奏楽フェスティバル
雄踏文化センター ☎596-1100

雄踏文化センター           

雄踏文化センター

日時：9月20日㈪10:00 〜、13：00 〜◆申込：【窓口・電話】8月
15日㈰9:00から(先着順)

アクトシティ（文化振興財団）
（中区板屋町） ❶・❷☎451-1151
❸・❺☎451-1150 ／❹・❻☎451-1114

はまかるNEO 　　　　　　 

はまかる
NEO

❶オルガンミニコンサート 直
日時：9月2日㈭12:30 〜 12:50◆場所：中ホール
❷プロムナードコンサート（雨天中止）
日時：①9月4日㈯、②9月11日㈯ 16:00 〜 17:50◆場所：JR
浜松駅北口広場「キタラ」◆出演：①浜松東高校、浜松北高校、ファ
ンファーレ ②浜松学芸中・高等学校、浜松湖東高校、浜松日体中・
高等学校、サザン★クロス 
❸ジュニアクワイア浜松・ジュニアオーケストラ浜松
第29期団員募集
選考日：《ジュニアクワイア浜松》10月2日㈯、《ジュニアオーケ
ストラ浜松》10月3日㈰◆申込：【窓口・郵送】文化事業課　ジュニ
アクワイア浜松事務局またはジュニアオーケストラ浜松事務局へ。
9月14日㈫必着
❹辻井伸行 音楽と絵画コンサート 《印象派》
日時：10月17日㈰14:00 〜 16:00◆場所：大ホール
❺子ども音楽セミナー（各教室 全3回）

アクトシティ音楽院             
アクトシティ

音楽院

期間：11月13日㈯〜 12月11日㈯のうち各教室指定
の3日間◆申込：【ホームページ】9月6日㈪〜 26日㈰
17:00締切（抽選）

教室 場所
吹奏楽教室（小学生クラス）
～楽器の楽しみを体験しよう！～

浜松日体中・
高等学校ほか

邦楽教室
～いい音色！お箏（こと）で楽しく合奏しよう！～ 市立高等学校

洋楽教室 みんなでうたおう！
～リズムを感じて歌って踊ろう～ クリエート浜松ほか

吹奏楽教室（中学生クラス）
～大合奏の楽しみを体験しよう！～ 浜松聖星高等学校ほか

《合同コンサート》
日時:12月12日㈰14：30〜◆場所:浜北文化センター（浜北区貴布祢）

❻手
て し ま

嶌葵
あおい

 15th Anniversary Concert
～ Simple is best ～
日時：12月12日㈰14:00 〜 16:00◆場所：中ホール

〈❹・❻共通項目〉申込：【HCFオンラインショップ・アクトシティ
チケットセンター・チケットぴあなど】❹8月21日㈯、❻9月11日
㈯各日10：00から

けんこうこそだてスポーツ おんがく
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バードピア浜北
県立森林公園（浜北区 尾野／根堅） ☎583-0443

バードピア浜北           

バードピア浜北

スリッパラックを作ろう（全4回・木曜コース・土曜コース）
日時：9月の毎週木曜・土曜日10:00 〜 15:00◆申込：【ホーム
ページ・窓口・電話・ファクス】8月21日㈯締切（抽選）
大人の自然講座「変形菌の世界」
日時：9月5日㈰10:00 〜 15:00◆申込：【ホームページ】8月20
日㈮9:00から(先着順)
大人の自然講座「きのこの胞子の世界」
日 時：10月2日 ㈯13:30 〜 16:00、16日 ㈯
10:00 〜 15:00※16日㈯は希望者に有料でマツタケご飯◆申
込：【ホームページ】9月7日㈫9:00から(先着順)

柔軟な働き方の取組ポイントを聞く
働き方改革導入促進セミナー（オンライン）
産業振興課 ☎457-2339

しずおか働き方改革・ダイバーシティ経営             

働き方改革
導入セミナー

日時：9月17日㈮13:30 〜 15:00◆申込：【ホームページ】9月
10日㈮締切◆問合：しずおか働き方・ダイバーシティ事務局（㈱る
るキャリア内 ☎054-252-8820）

三遠南信文化交流講座(全8回)
中部協働センター ☎453-5234

中部協働センター         

中部協働センター

日時：9月24日〜 11月26日の金曜日13:30 〜 15:30◆申込：
【窓口・電話】9月6日㈪9:00から(先着順)

ささえあいポイント事業
ボランティア登録研修会
高齢者福祉課 ☎457-2789

浜松市　ささえあいポイント 　　　　　　　

ささえあい
ポイント

対象:市内在住の65歳以上の人◆申込：【電話】開催日の前日まで
に浜松市社会福祉協議会地域支援課（☎453-0580)へ

場所 日程 時間
浜松市役所 令和4年1月25日㈫ 9:30 〜 11:30
東区役所 10月12日㈫

14:00 〜 16:00

西区役所 令和4年2月21日㈪
南区役所 9月16日㈭、12月15日㈬
北区役所 10月29日㈮

浜北区役所 令和4年2月17日㈭
天竜区役所 11月17日㈬

第14回 浜松アリーナ 
ラージボール卓球大会 出場者募集
浜松アリーナ ☎461-1111

浜松アリーナ             

浜松アリーナ

開催日：11月10日㈬◆申込：【窓口・郵送】8月23日㈪〜10月9日㈯。
申込用紙はホームページからダウンロード可

スポーツ教室
浜松市スポーツ協会 ☎411-8686

浜松市スポーツ協会            

スポーツ協会

教室名 初回日 申込
サイクリング 9月5日㈰ HP

ジュニアダンススポーツ 9月25日㈯ HP

ジョギング 9月26日㈰ HP
合気道

（夜コース・朝コース）
10月1日㈮、
10月7日㈭ HP

空手道 10月1日㈮ HP

相撲 10月2日㈯ HP
はじめての乗馬

（小学生・一般）
10月2日㈯、
10月7日㈭ HP

引佐合気道

10月4日㈪ HP
産後エクササイズ＆
ベビーマッサージ
ゆったりヨガ（前半・後半）

リラックス＆リセットヨガ
やさしいシェイプ
ピラティス（前半・後半）

10月5日㈫ HP少林寺拳法（米津）

天竜合気道

アーチェリー
10月6日㈬ HP

日本拳法

浜北合気道
10月7日㈭ HP

ゆったりヨガ（木曜）

ボクシング 10月9日㈯ HP

水球 10月18日㈪ HP
ウェーブリング
deストレッチ

9月9日㈭ Aエアロビクス

フィットネスヨガ

サンライフ浜北卓球 9月17日㈮ A

キッズソフトテニス 10月5日㈫ A

エンジョイテニス 10月6日㈬ A

キッズ硬式テニス 10月14日㈭ A

教室名 初回日 申込

ソフトテニス 9月2日㈭
HP
・
B

入門、初級24式太極拳 9月25日㈯ B
アクティブチャレンジ

（幼児・小学生） 9月27日㈪ B

かんたんステップ
10月2日㈯ B

技能、推
すいしゅ

手、太極拳
社交ダンス

（初級・シニア）
10月2日㈯、
10月7日㈭ B

すっきりヨガ
（土・月・木・金）

10月2日㈯
10月4日㈪
10月7日㈭
10月15日㈮

B

健康養生太極拳

10月3日㈰ B社交ダンス・可美

太極剣（32式、42式）

脂肪燃焼＆ひきしめ 10月4日㈪ B

かんたんHIPHOP

10月5日㈫ B
キッズダンス

（4歳～ 8歳、7歳～ 12歳）
やさしいピラティス

（昼・夜）
ZUMBA

10月6日㈬ B
やさしいエアロ

ヨガ＆ピラティス

らくらくヨガ

リズムエアロ

10月7日㈭ B姿勢からだチェック

たのしくエアロ＆ひきしめ

骨盤調整エクササイズ

10月8日㈮ B背骨コンディショニング

シェイプヨガ

親子テニス 10月2日㈯ C

申込：【HP】ホームページ申込フォーム、【A】サーラグリーンアリーナ
（☎585-1222）、【B】浜松アリーナ（☎461-1111）、【C】船明ダ
ム運動公園（☎925-8061）

中学生ソフトテニス教室（全8回）
花川運動公園 ☎437-0605

花川運動公園　スクール             

花川運動公園

日時：10月6日㈬から毎週水曜日19:15 〜 20:45◆申込：【電
話】9月5日㈰10:00から(先着順)



は、浜松市ホームページ、市 は、検索エンジンから検索してください。25

おしらせ 職員募集そうだん けんこうこそだてスポーツ

マークの説明：　直　当日、直接会場またはウェブサイトへ

講座・教室

私のカラダとの付き合い方
～知ることから始めよう

「生理」を学ぶプロジェクト～（無料・託児あり）
あいホール ☎412-0351

あいホール 　　　　　　　　
日時：10月9日㈯14:00 〜 15:30◆申込：【ホームページ・電話】
8月16日㈪10:00から(先着順)

はまきた食育の会 ママさんクッキング
浜北区健康づくり課 ☎585-1171

ぴっぴ　はまきた食育の会           

はまきた食育の会

日時：9月16日㈭9:30 〜 12:00◆場所：麁玉協働センター（浜北
区宮口）◆申込：【窓口・電話】8月16日㈪から(先着順)

大学共同授業 特別公開講座 受講者募集
『SDGsの歴史的意義と企業、行政に求められるもの』
企画課 ☎457-2086

ふじのくに大学共同授業 　　　　　　　　
日時：10月2日㈯9:30 〜 12:40◆場所：静岡文化芸術大学（中
区中央二丁目）またはオンライン参加◆問合：静岡文化芸術大学
地域連携室（☎457-6105）◆申込：【ホームページ】9月23日㈭
締切（抽選）

【オンライン】
国際交流のための語学講座（全12回）
浜松国際交流協会 ☎458-2185

HICE イベントカレンダー             
日時：【ベトナム語】9月７日㈫〜、【ポルトガル語】9月9日㈭〜、【タ
イ語・スペイン語】9月10日㈮〜 各日19：00 〜 20：30◆申込：

【ホームページ・Eメール】8月17日㈫から（先着順）

市民後見人養成講座 事前説明会
福祉総務課 ☎457-2326

市民後見人養成講座事前説明会         

成年後見制度

日時：9月6日㈪14:00 〜 15:30◆場所：アイミティ浜松（中区船
越町）◆問合・申込：【電話・Eメール】浜松市社会福祉協議会権利擁
護支援センター（☎450-7151）へ。8月16日㈪から(先着順)

Facebook動画配信講座（全2回）
クリエート浜松 ☎453-5311

クリエート浜松             

動画配信講座

日時：9月11日㈯・25日㈯13:30 〜 15:30◆申込：【ホームペー
ジ・窓口】8月15日㈰から(先着順)

いきいき菜園野菜づくり講座
緑政課 ☎457-2597

いきいき菜園         

いきいき菜園

日時：《篠原協働センター》9月7日㈫9:30 〜 11:30、《積志協働
センター》9月10日㈮9:30 〜 11:30、《富塚協働センター》9月
10日㈮13:30 〜 15:30◆問合・申込：【電話】浜松公園緑地協会

（☎411-6687）へ。8月16日㈪から(先着順)

【オンライン】女性のための就活セミナー
産業振興課 ☎457-2115

はままつはたらくWomanプロジェクト             

就活セミナー

日時：①8月24日㈫、②9月7日㈫10:00 〜 11:30◆問合：東海
道シグマ浜松支店（☎456-8633）◆申込：【ホームページ・窓口】
①8月23日㈪、②9月6日㈪17:00締切

朗読会「森鷗外『山
さんしょう

椒大
だ ゆ う

夫』」
文芸館 ☎453-3933

浜松文芸館             

文芸館

日時：10月17日㈰13:30 〜 15:00◆申込：【電話】8月20日㈮
から(先着順)

「賀茂真淵セミナー」
～国文学者が語る真淵の業績
真淵の珍短・書簡・伊勢物語の解釈から～
賀茂真淵記念館 ☎456-8050

賀茂真淵記念館        　   
日時：9月23日㈭14:00 〜 17:00◆申込：【ホームページ・郵送・
ファクス・Eメール】8月15日㈰から(先着順)

保育士再就職支援研修会（託児あり）
幼児教育・保育課 ☎457-2827

ぴっぴ　保育士再就職            

保育士再就職

日時：9月21日㈫・22日㈬・26日㈰9:30〜12:00◆場所：クリエー
ト浜松（中区早馬町）◆申込：【郵送・Eメール】9月3日㈮締切（抽選）

イベントおんがく

（ウェブ限定記事）

紙面上では伝えきれなかった情報などを、
編集メンバーが毎月お届けします！

見てね♪

広報はままつ編集室のこぼればなし

浜松市公式note

YARAMAIKA Pride of Hamamatsu
浜松市出身、「やらまいかアンバサダー」の三

さんかい
海郁
ふみや
弥さんが、

浜松市の魅力をたっぷり紹介！
「はままつ動画チャンネル」にて公開中！
ぜひご覧ください！

広聴広報課☎︎457-2021

生理を学ぶ
プロジェクト

大学共同授業

セミナー
申込フォーム

浜松国際交流
協会（HICE）



26

2021年8月号

※掲載したイベントなどは7月8日時点での情報です。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催が取り止めになる場合があります。

タイトル帯 は施設単位の情報です。
タイトル帯 はイベント単位の情報です。

楽しい切り絵講座（全3回）
農村環境改善センター ☎486-1122

浜松市農村センター             

農村環境改善
センター

日時：10月7日㈭・14日㈭・21日㈭13:00 〜 15:00◆申込：【往
復はがき】9月21日㈫必着（抽選）

日本刀入門公開講座
文化財課 ☎457-2466

文化財　講座      　　

文化財講座

日時：9月20日㈪13:00〜15:30◆場所：秋葉山本宮秋葉神社上社
（天竜区春野町領家）◆申込：【往復はがき】8月27日㈮必着（抽選）

パソコン教室 Word2016基礎（全11回）
浜北地域活動・研修センター ☎588-2740

研修センターのパソコン教室  Word2016基礎 　　  　　

パソコン教室

日時：9月10日〜 10月15日の毎週水・金曜日9:30 〜 11:30◆
申込：【往復はがき】8月24日㈫必着（抽選）

実践サロン特別講座「飲食業の始め方」
はままつ起業家カフェ ☎525-9745

起業　飲食業　サロン             

起業家カフェ

日時：10月6日㈬18:30 〜 20:40◆場所：浜松商工会議所会
館（中区東伊場二丁目）◆申込：【ホームページ・窓口・郵送・電話・
ファクス・Eメール】8月16日㈪9:00から(先着順)

ミドル世代・シニア世代のための
スマートフォン安全講座
情報政策課 ☎457-2722

スマホ安全講座         

スマホ
安全講座

日時：9月17日㈮13:30 〜 15:30◆場所：地域情報センター（中
区中央一丁目）◆申込：【ホームページ・往復はがき】8月31日㈫必
着（抽選）

中央図書館（臨時窓口）
（中区元城町）☎456-0234

浜松　図書館　イベント情報一覧
❶点訳奉仕者養成講座　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

点訳講座

日時：9月8日㈬〜令和4年3月9日㈬13:30 〜 15:30（事前説
明会：9月1日㈬）
❷音訳奉仕者養成講座　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 音訳講座

日時：9月13日㈪〜令和4年3月28日㈪13:30 〜
15:30（事前説明会：9月6日㈪）

〈❶・❷共通項目〉場所：城北図書館（中区和地山二丁目）◆申
込：【電話】8月16日㈪10:00から中央図書館へ

図書館で学ぶいきいき健康講座
嚥
え ん げ

下障害の予防～嚥下体操をはじめましょう！～
健康講座

日時：9月16日㈭14:00 〜 15:30◆場所：北図書館
（中区葵東一丁目）◆申込：【窓口・電話】8月25日㈬
9:00から北図書館（☎436-6646）へ(先着順)
読み聞かせボランティア養成講座(全8回)       ボランティア講座

日時：9月21日㈫〜 11月16日㈫（事前説明会：9月
14日㈫）◆場所：城北図書館（中区和地山二丁目）◆
申込：【窓口・電話】8月20日㈮9:00から中央図書館
へ(先着順)

会場／問合 講座名（特に記載のない講座の対象は60歳以上） 日時 申込
❶竜西（東区中郡町）

☎433-9045 子供のための読み聞かせ 直 8月22日㈰10:00 〜 10:30 当日、直接会場へ

❷湖南（西区馬郡町）
☎596-1866

ヒップホップダンス教室
（全5回・小学校4年生～中学3年生）

10月3日㈰から毎週日曜日
11:00 〜 12:00

【窓口・電話・ファクス】
9月3日㈮〜 17日㈮（抽選）

❸江之島（南区江之島町）
☎425-9907

美姿勢トレーニング講座（全6回） 9月4日・18日、10月9日・23日、11月13日・
27日（全て土曜日）13:30 〜 15:00

【窓口・電話・Eメール】
8月28日㈯締切（抽選）

楽しく血行改善けいらくビクス講座（全6回）9月28日、10月12日･26日､11月9日･23日、
12月14日（全て火曜日）10:00 〜 11:30

【窓口・電話・Eメール】
9月10日㈮締切（抽選）

❹青龍（南区青屋町）
☎422-2161

男性の料理教室～家で簡単な料理がで
きるようになる～（全4回）

9月7日・21日、10月5日・19日
（全て火曜日）10:00 〜 12:00

【往復はがき】
8月20日㈮必着

❺可美（南区増楽町）
☎440-0571

家族と遺言とエンディングノートの話講座 9月22日㈬13:00 〜 15:00 【窓口・往復はがき】
8月31日㈫必着骨ナビ・りんぱ体操講座（全5回） 10月5日〜 11月2日の毎週火曜日

9:30 〜 11:00
❻浜北（浜北区小林）

☎587-4830 子供のための読み聞かせ 直 9月19日㈰10:00 〜 10:30 当日、直接会場へ

ふれあい交流センター
問い合わせは各会場へ

　　　　❶ ふれあい交流センター竜西  
❷～❺ 浜松市社会福祉協議会 参加者募集   
　　　　❻ ふれあい交流センター浜北  

竜西・浜北
湖南・江之島・

青龍・可美

を、必ず書いてください。送付先やその他
申し込みに必要な情報は、ホームページま
たは施設などに確認してください。

❶ 申し込む講座・イベント名　❷ 氏名・電話番号

往復はがき・ファクス・メールで申し込むときは
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くらしのセンター
(中区海老塚町) ☎457-2025

相談会のお知らせ         

弁護士・
不動産相談会

休日弁護士相談（予約制）
日時：9月5日㈰13:00 〜 16:00◆申込：【窓口・電話】8月23日
㈪9:00から(先着順)
不動産無料相談会 直
日時：9月8日㈬10:00 〜 15:00◆場所：市役所北館101・102
会議室◆問合：全日本不動産協会静岡県本部（☎054-
285-1208）
行政相談委員による行政相談　直　　

総務省 行政相談           
会場 日時 問合

中区役所 8月19日㈭
9:00 〜 12:00

中区 区民生活課
☎457-2121

東区役所 9月7日㈫
9:00 〜 12:00

東区 区民生活課
☎424-0164

西区役所 8月24日㈫、9月14日㈫
10:00 〜 12:00

西区 区民生活課
☎597-1115

南区役所 9月8日㈬
9:00 〜 12:00

南区 区民生活課
☎425-1382

北区役所 8月18日㈬
9:00 〜 12:00 北区 区民生活課

☎523-1116新都田市民サービス
センター

8月18日㈬
9:00 〜 12:00

浜北区役所 8月19日㈭
9:00 〜 11:30

浜北区 区民生活課
☎585-1112

天竜区役所 8月18日㈬
14:00 〜 16:00

天竜区 区民生活課
☎922-0019

佐久間協働センター 8月18日㈬
13:00 〜 15:00

佐久間協働センター
☎966-0002

水窪山村開発センター
（水窪協働センター）

8月18日㈬
13:00 〜 15:30

水窪協働センター
☎982-0002

成年後見制度無料相談会
福祉総務課 ☎457-2326

成年後見　無料相談           

成年後見
無料相談

場所 日程 時間

アイミティ浜松 9月9日㈭、10月14日㈭、
11月11日㈭、12月9日㈭

13：00
〜 17：00

ふれあい交流センター浜北 9月22日㈬、12月22日㈬

舞阪協働センター 10月28日㈭

細江介護予防センターふれあい 11月25日㈭

問合・申込：【電話】浜松市社会福祉協議会権利擁護支援センター
（☎450-7151）へ。8月16日㈪から(先着順)

福祉職場説明会・ガイダンス
浜松市福祉人材バンク ☎458-9205

浜松市福祉人材バンクのご案内

福祉人材
バンク

内容 日程／場所

出張福祉職場
相談会　直

8月24日㈫10:00 〜 12:00 ／可美公園総合センター

9月14日㈫10:00 〜 12:00 ／雄踏文化センター

出前福祉職場
説明会 直

8月19日㈭・26日㈭、9月9日㈭・16日㈭・30日㈭、
10月7日㈭9:30 〜 11:30 ／クリエート浜松

ミニ福祉職場
相談会　直

【北区】8月20日㈮、【中区】9月17日㈮
9:30〜11:30 ／ハローワーク浜松 ※【　】内は対象事業所

《就職ガイダンス》「個性を生かした応募書類の作り方」
◆日時：9月14日㈫9:30 〜 10:00◆場所：雄踏文化
センター

《出前就職ガイダンス》日程・テーマ：❶8月19日㈭「話し方、聴き
方のすすめ」、❷9月16日㈭「自分をアピールする心がまえ」、❸
10月7日㈭「モチベーションアップにつながるすごし方」◆時間：
9：15 〜 9：45◆場所：クリエート浜松

〈共通項目〉申込:浜松市福祉人材バンクへ※この活動は求職活
動の範囲に含まれます

LINE 若者相談 直
（おおむね15歳～ 39歳・学校や家庭生活、就職など）
青少年育成センター ☎457-2418

青少年育成センター　SNS相談         

SNS相談

日時：8月23日㈪〜 9月30日㈭18:00 〜 22:00（日曜日、祝日
は除く）

外国人のための相談会（無料）
多文化共生センター ☎458-2170

HICEイベントカレンダー             

多文化共生
センター

《行政書士相談》日時:9月4日㈯・16日㈭13:00 〜
16:00《弁護士相談》日時:9月11日㈯・30日㈭13:00
〜 16:00《在留資格に関する相談》日時:10月7日㈭
13:00 〜 16:00◆場所：クリエート浜松◆申込：【窓口・
電話】8月17日㈫から（先着順）

マークの説明：　直　当日、直接会場またはウェブサイトへ

おしらせ 職員募集そうだん けんこうこそだてイベントおんがく講座・教室 スポーツ
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聴広報課 ☎457-2021

行政相談


