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志太広域事務組合総務課 ☎054-637-9500 FAX 054-667-0770
〒421-1121静岡県藤枝市岡部町岡部6-1

HP http://www.shida.or.jp　Mail info@shida.or.jp　　

この広報誌は組合ホームページでも閲覧できます。新聞購読をされていない方で紙面での郵送をご希望の方は上記の総務課までお問い合わせください。

藤枝市
岡部町岡部６－１
志太広域事務組合　
　　　　　　総務課 宛

Eメールでも
応募できます

koho@shida.or.jp

　　必要事項
①クイズの答え
②ご意見・ご感想
③郵便番号
④住所
⑤氏名
⑥年齢
⑦電話番号

郵 便 は が き

4 2 1 1 1 2 1

前回№121の答えは「10年」でした。たくさんのご応募ありがとうございました。

※プレゼントは都合により予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

志太のクイズ

Q

当選者発表は発送を持って代えさせていただいております。
応募時の個人情報については、本件の発送以外には使用しません。
応募は１人１通まで。お寄せいただいたご意見に対する個別回答はいたしません。

正解者の中から抽選で10名様に、
「静岡茶ようかん」をプレゼント！

志太広域事務組合斎場会館の
愛称は何でしょう？

 締め切り 令和元年10月7日(月)(必着)
FAXでもご応募できます FAX667-0770（番号を間違えないようにご注意ください）

 ・焼津市自主運行バス「保健センター」下車
交通アクセス ・しずてつジャストラインバス焼津大島線「保健センター」下車
 ・ＪＲ焼津駅より１．４㎞（徒歩約20分）
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令和元年 秋　号

（851）

組合立静 岡県中部看護専門学校からのお知らせ

出願期間： 令和元年10月１日（火）～11日（金）
 （締切日の午後５時までに必着）
試 験 日： 令和元年11月７日（木）学科試験・集団討議・個人面接
主な受験資格： 高等学校を令和２年３月卒業見込みの者

【募集要項請求方法】
封筒の表に  募集要項請求  と朱書きのうえ、宛先を明記し205円（10月１日
以降は210円）分の切手を貼付した角２型の返信用封筒を同封して学校宛に郵送
してください。

令和元年10月11日（金）
午前10時～午前11時40分
夢に向かって
～未来に向かって幸せに生きるために～
天井画絵師　斎灯サトルさん
１５０名（申込順）　　　　無料
下記の問合・申込先へ電話で
お申込みください。

令和元年10月12日（土）
午前9時30分～午後3時

ナース体験、ステージ発表、
似顔絵コーナー、ゲーム、
バザーなど

日時

日時

催事

推薦入試

出願期間： 令和元年12月２日（月）～12日（木）
 （締切日の午後５時までに必着）
試 験 日： 令和２年1月９日（木）　学科試験
 令和２年1月10日（金） 集団討議・個人面接
主な受験資格： 高等学校を卒業した者または令和２年３月卒業見込みの者

一般入試

組合立静岡県中部看護専門学校　〒425-0035 焼津市東小川1丁目６番地の９　 （問合・申込先）☎629-4311
JA大井川焼津支店北側隣地の臨時駐車場（焼津市焼津4丁目9番1号）をご利用ください。

　組合立静岡県中部看護専門学校は、2018
（平成30）年7月31日付で、「専門実践教育訓練
給付制度厚生労働大臣指定講座」となりました。
　社会人経験があり、一定の条件を満たす方に
は、本人が支払った教育訓練費（学費等)の一定
の割合額（上限あり）を、ハローワークから支給
される制度です。
　看護師は人と関わり合うやりがいのある仕事
で、生涯安定して働き続けられます。あなたの
キャリアアップを国が支援します。

　８月１日㈭に焼津消防署、９日㈮に藤枝消防署で焼津・藤
枝両市内の小学５・６年生を対象に、防火や人命救助等の消
防士の仕事を体験しながら勉強する夏季教室を開催しまし
た。焼津消防署で29名、藤枝消防署で28名が参加し、暑い
中、消防士に付き添われながら、元気いっぱいに放水体験や
ロープ渡過訓練などの消防士の仕事を体験しました。教室
の最後に、両消防署長から児童全員に修了証を交付し、
「困った人を助けてあげられるような大人になることと、火
遊びをしないこと」を約束しました。参加した児童は、「初め
て体験することばかりで、難しかったけど楽しかった。将来、
消防士になりたい。」と目を輝かせていました。

あなたの社会人経験を
看護の世界で役立ててみませんか？

令和２年度生　入試案内

創立30周年記念講演会 第30回「桂花祭」
「色とりどりの笑顔の花を咲かせよう」

駐車場には限りがありますので
公共交通機関をご利用ください。

お車でお越しの場合

講師

募集定員 参加費

申込方法

演題
入場
無料
入場
無料

君も未来の消防士 !?
　　　少年消防夏季教室開催



2019年10月～12月イベント情報 こちらに掲載しきれない情報は組合ホームページに掲載してあります。

click志太のイベント 検索
「いのちの大切さを考えよう」
　静岡県中部看護専門学校では８月７日㈬に「いのちの大切さを考えよう」と題した
イベントを開催しました。当日は看護に関心を持つ小学生から中学生19名が、本物そっ
くりな赤ちゃん人形を使って育児の体験や聴診器を使って心音を聞く体験などを通し
て、命の大切さを学びました。このイベントは焼津市社会福祉協議会が主催する「ふ
くしのススメ」の一つとして毎年８月に開催しています。

斎場会館「新葬祭式場」オープン
　９月１日㈰に斎場会館「新葬祭式場」の利用を開始しました。それに先立ち８月30日㈮
に開催した完成記念式典では、斎場会館の愛称募集結果を発表しました。愛称となった
「星山の苑」の応募者、原川邦夫さんに最優秀賞として賞状と記念品を贈呈しました。

9 月 9日は救急の日
　毎年9月9日を「救急の日」とし、この日を含む一週間を「救急医療週間」としています。
志太消防本部では、9月10日㈫にイオン焼津店、13日㈮にJR藤枝駅前にて救急車適正
利用のリーフレット等を配布しました。救急車の台数には限りがあります。本当に救急車
を必要としている方のために、適正利用について、皆さまのご協力をお願いします。
志太消防本部救急車適正利用ホームページ
https://www.shida119.jp/ambulance/yoboukyuukyuu/ 

ほしやま　　その

新しい環境管理センター（し尿処理施設）の役割（Ｖｏｌ．3）
　新しく建替えを行う２つの環境管理センターには、焼津・藤枝両市からし尿や浄化槽汚泥が集められるため、
においの対策が不可欠です。今回は、においを取り除く主な仕組の一つをご紹介します。

❶においの元は、主に酸性物質、アルカリ性物質、その他の物質に分けられます。
❷酸性とアルカリ性の薬液で空気を順番に洗浄し、強いにおいの元となる物質を取り除きます。
❸その他の物質を、活性炭で取り除きます。（※弱いにおいは、そのまま活性炭で脱臭します。）
❹においを取り除いたきれいな空気を、施設の外へ放出します。

問合先　新環境管理センター整備課　☎ ６３７－９５２２

水をきれいにする工程でにお
いが発生するため、機械でに
おいを取り除いてから空気を
施設の外へ放出します。
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※弱いにおいの場合

においを取り除く仕組
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志 太 消 防 本 部 か ら の お 知 ら せ

日　時　藤枝消防署	 令和元年 11月 2日（土）	
	 午前９時 30分～午後 0時 30分
　　　　焼津消防署	 令和元年 11月 16日（土）
	 午前９時 30分～午後 0時 30分
会　場　藤枝消防署（藤枝市稲川 200番地の１）
　　　　焼津消防署（焼津市石津 728番地の２）
内　容　消防車展示・消防資機材展示・放水体験・救助体験等
問合先　藤枝消防署　☎	641 － 1878
　　　　焼津消防署　☎	623 － 2527

消防庁舎を開放します。
～さまざまな体験を通して消防の仕事を肌で感じてみませんか～

12月

10月 11月
日　時 催　事　名 問　合　先

9月3日（火）～12月1日（日）
平　日　午前9時～午後4時30分
土日祝　午前10時～午後5時30分

秋の特別展
「ニンニン 忍者道場
～20 の忍法をマスターでござる～」

ディスカバリーパーク焼津天文科学館
625-0800

9月7日（土）～12月8日（日）
※投影時刻はお問い合わせください。

プラネタリウム秋の特別番組
「ポケットモンスター　サン＆ムーン」

ディスカバリーパーク焼津天文科学館
625-0800

9月28日（土）～11月17日（日） 焼津ぐるめぐり
焼津“秋の”鰹三昧

焼津市観光交流課
626-2155

10月3日(木) 藤枝大祭り前夜祭 藤枝市観光案内所
647-1144

10月4日（金）～6日（日） 藤枝大祭り
藤枝大祭連合会事務局

080-9993-2385
藤枝市観光案内所

647-1144
10月4日(金)～
令和2年1月26日(日)

企画展
「巡礼の旅～廻国の行者と信仰～」

焼津市歴史民俗資料館
629-6847

10月6日（日）
午前9時～午後3時

第 32 回
大井川港釣り大会

大井川港釣り大会実行委員会
（( 一社 ) 焼津市観光協会内）

626-6266
10月11日（金）
午後2時30分

みんなの健康講座
「白内障のおはなし」

焼津市立総合病院　病院総務課
623-3111

10月12日（土）～13日（日） 秋の焼津さかなセンター祭り 焼津さかなセンター
628-1137

10月12日（土） 陶の村　灯りアート 藤枝市中山間地域活性化推進課
639-0120

10月13日（日） モンゴル祭り「焼津ナーダム」
～同時開催　やいづ食の祭典～

焼津ナーダム：焼津市ホストタウン
推進協議会（焼津市文化・交流課内）

626-9412
やいづ食の祭典：焼津市食品衛生協会

629-6550

10月13日（日）
午前10時30分

０歳前から乳幼児へ贈る。
ママとパパも一緒に初めてのコンサート

大井川文化会館ミュージコ
622-8811

10月19日（土）
午前10時～午後3時 ふじえだプレイパーク 藤枝市教育政策課

643-3271
10月20日(日)
午前9時～午後4時 焼津ハロウィンカーニバル 焼津ハロウィン実行委員会

090-1626-9915
10月26日(土) 
午前10時～午後3時 藤枝市立総合病院ふれあいフェスタ 藤枝市立総合病院 病院総務課

646-1111( 代 )
10月26日(土) 午前10時30分 こどもまつり 大井川図書館　622-9000
10月27日（日） 
午前9時30分～午後3時

第 5 回
フード！スマイルフェスティバル in ふじえだ

藤枝市産業政策課
643-3165

日　時 催　事　名 問　合　先

11月2日(土) 白子100 円笑店街 白子名店街事務局
663-6113

11月8日（金）
午後2時

みんなの健康講座
「前立腺のがんと肥大症のおはなし」

焼津市立総合病院　病院総務課
623-3111

11月9日(土)
午後2時～午後3時40分

歴史文化講演会「忘れられた大巡礼
ー六十六部日本廻国ー」

焼津市歴史民俗資料館
629-6847

１１月９日(土)
午後4時～午後7時30分

ルミスタ☆ふじえだイルミネーション点灯式
ルミスタマーケット

㈱まちづくり藤枝
645-1555

11月10日(日)
午前10時～午後3時 東海道岡部宿にぎわいまつり

東海道岡部宿にぎわいまつり実行
委員会事務局 ( 藤枝市岡部支所 )

667-3411

11月16日（土）～17日（日） せとやまるかじり 藤枝市中山間地域活性化推進課
639-0120

11月16日（土）
午後4時

渡辺香津美・須川展也
プレミアム・ジャズ・ライブ！

大井川文化会館ミュージコ
622-8811

11月17日（日）
午前10時～午後３時

第 24 回焼津青少年の家まつり
～フェスタ石津浜～

静岡県立焼津青少年の家
624-4675

11月17日（日）
第１部　午前11時～午後0時15分
第２部　午後１時30分～午後２時45分

プロと遊ぼう　芸術の秋まつり
藤枝市児童課

643-6611
※要予約

11月19日（火） 西宮神社　えびす講市 ( 一社 ) 焼津市観光協会
626-6266

11月19日(火)
午後5時 焼津イルミネーション　点灯式 焼津市商業・産業政策課

626-1175

11月24日（日） はあとふるYaizu 焼津市市民協働課
626-2191

11月24日(日) 第３回
フジエダ　チャレンジ　マルシェ

藤枝市創業支援室
643-3239

11月24日（日） 滝ノ谷不動峡もみじまつり 藤枝市観光案内所
647-1144

11月24日(日) 大久保おおたむまつり 大久保キャンプ場
631-2227

11月24日(日)
午前10時30分～午後3時30分

て～しゃばストリート
「第２回パンまるしぇ IN 藤枝」「駅前音楽フェス」

㈱まちづくり藤枝
645-1555

日　時 催　事　名 問　合　先

12月１日（日） 伝統楽器クリスマスコンサート
～日本とモンゴル　音楽で繋がろう～

焼津市ホストタウン推進協議会
（焼津市文化・交流課内）

626-9412

12月７日（土） 令和元年度
男女共同参画・人権フォーラム

焼津市市民協働課
626-1178

焼津市くらし安全課
626-1131

12月7日（土）
午前9時45分～午後3時 第 7 回市民協働フォーラム 藤枝市市民活動団体支援課

643-3274
12月７日（土）
午前9時45分～午後３時 スポーツ＆健康フェスタ 藤枝市スポーツ振興課

643-3126
１２月７日(土)
午前10時30分～午後3時30分

て～しゃばストリート
「BiVi  Day Ⅱ」

㈱まちづくり藤枝
645-1555

１２月７日（土）
午前11時　 女性活躍シンボルイベント 藤枝市男女共同参画・多文化共生課

643-3198
12月8日（日）
午後2時

NAOTO ＆清塚信也
アコースティック・デュオ コンサート

大井川文化会館ミュージコ
622-8811

12月8日（日）
午後2時 おはなしのへや　クリスマス会 大井川図書館

622-9000
12月22日（日）
午後0時～午後4時

楽しみながら実験・工作を体験！
「サイエンスフェスティバル～2019 冬～」

ディスカバリーパーク焼津天文科学館
625-0800
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新しい環境管理センター（し尿処理施設）の役割（Ｖｏｌ．3）
　新しく建替えを行う２つの環境管理センターには、焼津・藤枝両市からし尿や浄化槽汚泥が集められるため、
においの対策が不可欠です。今回は、においを取り除く主な仕組の一つをご紹介します。

❶においの元は、主に酸性物質、アルカリ性物質、その他の物質に分けられます。
❷酸性とアルカリ性の薬液で空気を順番に洗浄し、強いにおいの元となる物質を取り除きます。
❸その他の物質を、活性炭で取り除きます。（※弱いにおいは、そのまま活性炭で脱臭します。）
❹においを取り除いたきれいな空気を、施設の外へ放出します。

問合先　新環境管理センター整備課　☎ ６３７－９５２２

水をきれいにする工程でにお
いが発生するため、機械でに
おいを取り除いてから空気を
施設の外へ放出します。

においの発生 き
れ
い
な
空
気

酸性の薬

その他の
におい

においを
取り除く
機械

施設の
外へ

バキュームカー

アルカリ性の薬

※弱いにおいの場合

においを取り除く仕組

❶ ❷ ❸ ❹
酸

アルカリ × ×
活
　性
　炭

志 太 消 防 本 部 か ら の お 知 ら せ

日　時　藤枝消防署	 令和元年 11月 2日（土）	
	 午前９時 30分～午後 0時 30分
　　　　焼津消防署	 令和元年 11月 16日（土）
	 午前９時 30分～午後 0時 30分
会　場　藤枝消防署（藤枝市稲川 200番地の１）
　　　　焼津消防署（焼津市石津 728番地の２）
内　容　消防車展示・消防資機材展示・放水体験・救助体験等
問合先　藤枝消防署　☎	641 － 1878
　　　　焼津消防署　☎	623 － 2527

消防庁舎を開放します。
～さまざまな体験を通して消防の仕事を肌で感じてみませんか～

12月

10月 11月
日　時 催　事　名 問　合　先

9月3日（火）～12月1日（日）
平　日　午前9時～午後4時30分
土日祝　午前10時～午後5時30分

秋の特別展
「ニンニン 忍者道場
～20 の忍法をマスターでござる～」

ディスカバリーパーク焼津天文科学館
625-0800

9月7日（土）～12月8日（日）
※投影時刻はお問い合わせください。

プラネタリウム秋の特別番組
「ポケットモンスター　サン＆ムーン」

ディスカバリーパーク焼津天文科学館
625-0800

9月28日（土）～11月17日（日） 焼津ぐるめぐり
焼津“秋の”鰹三昧

焼津市観光交流課
626-2155

10月3日(木) 藤枝大祭り前夜祭 藤枝市観光案内所
647-1144

10月4日（金）～6日（日） 藤枝大祭り
藤枝大祭連合会事務局

080-9993-2385
藤枝市観光案内所

647-1144
10月4日(金)～
令和2年1月26日(日)

企画展
「巡礼の旅～廻国の行者と信仰～」

焼津市歴史民俗資料館
629-6847

10月6日（日）
午前9時～午後3時

第 32 回
大井川港釣り大会

大井川港釣り大会実行委員会
（( 一社 ) 焼津市観光協会内）

626-6266
10月11日（金）
午後2時30分

みんなの健康講座
「白内障のおはなし」

焼津市立総合病院　病院総務課
623-3111

10月12日（土）～13日（日） 秋の焼津さかなセンター祭り 焼津さかなセンター
628-1137

10月12日（土） 陶の村　灯りアート 藤枝市中山間地域活性化推進課
639-0120

10月13日（日） モンゴル祭り「焼津ナーダム」
～同時開催　やいづ食の祭典～

焼津ナーダム：焼津市ホストタウン
推進協議会（焼津市文化・交流課内）

626-9412
やいづ食の祭典：焼津市食品衛生協会

629-6550

10月13日（日）
午前10時30分

０歳前から乳幼児へ贈る。
ママとパパも一緒に初めてのコンサート

大井川文化会館ミュージコ
622-8811

10月19日（土）
午前10時～午後3時 ふじえだプレイパーク 藤枝市教育政策課

643-3271
10月20日(日)
午前9時～午後4時 焼津ハロウィンカーニバル 焼津ハロウィン実行委員会

090-1626-9915
10月26日(土) 
午前10時～午後3時 藤枝市立総合病院ふれあいフェスタ 藤枝市立総合病院 病院総務課

646-1111( 代 )
10月26日(土) 午前10時30分 こどもまつり 大井川図書館　622-9000
10月27日（日） 
午前9時30分～午後3時

第 5 回
フード！スマイルフェスティバル in ふじえだ

藤枝市産業政策課
643-3165

日　時 催　事　名 問　合　先

11月2日(土) 白子100 円笑店街 白子名店街事務局
663-6113

11月8日（金）
午後2時

みんなの健康講座
「前立腺のがんと肥大症のおはなし」

焼津市立総合病院　病院総務課
623-3111

11月9日(土)
午後2時～午後3時40分

歴史文化講演会「忘れられた大巡礼
ー六十六部日本廻国ー」

焼津市歴史民俗資料館
629-6847

１１月９日(土)
午後4時～午後7時30分

ルミスタ☆ふじえだイルミネーション点灯式
ルミスタマーケット

㈱まちづくり藤枝
645-1555

11月10日(日)
午前10時～午後3時 東海道岡部宿にぎわいまつり

東海道岡部宿にぎわいまつり実行
委員会事務局 ( 藤枝市岡部支所 )

667-3411

11月16日（土）～17日（日） せとやまるかじり 藤枝市中山間地域活性化推進課
639-0120

11月16日（土）
午後4時

渡辺香津美・須川展也
プレミアム・ジャズ・ライブ！

大井川文化会館ミュージコ
622-8811

11月17日（日）
午前10時～午後３時

第 24 回焼津青少年の家まつり
～フェスタ石津浜～

静岡県立焼津青少年の家
624-4675

11月17日（日）
第１部　午前11時～午後0時15分
第２部　午後１時30分～午後２時45分

プロと遊ぼう　芸術の秋まつり
藤枝市児童課

643-6611
※要予約

11月19日（火） 西宮神社　えびす講市 ( 一社 ) 焼津市観光協会
626-6266

11月19日(火)
午後5時 焼津イルミネーション　点灯式 焼津市商業・産業政策課

626-1175

11月24日（日） はあとふるYaizu 焼津市市民協働課
626-2191

11月24日(日) 第３回
フジエダ　チャレンジ　マルシェ

藤枝市創業支援室
643-3239

11月24日（日） 滝ノ谷不動峡もみじまつり 藤枝市観光案内所
647-1144

11月24日(日) 大久保おおたむまつり 大久保キャンプ場
631-2227

11月24日(日)
午前10時30分～午後3時30分

て～しゃばストリート
「第２回パンまるしぇ IN 藤枝」「駅前音楽フェス」

㈱まちづくり藤枝
645-1555

日　時 催　事　名 問　合　先

12月１日（日） 伝統楽器クリスマスコンサート
～日本とモンゴル　音楽で繋がろう～

焼津市ホストタウン推進協議会
（焼津市文化・交流課内）

626-9412

12月７日（土） 令和元年度
男女共同参画・人権フォーラム

焼津市市民協働課
626-1178

焼津市くらし安全課
626-1131

12月7日（土）
午前9時45分～午後3時 第 7 回市民協働フォーラム 藤枝市市民活動団体支援課

643-3274
12月７日（土）
午前9時45分～午後３時 スポーツ＆健康フェスタ 藤枝市スポーツ振興課

643-3126
１２月７日(土)
午前10時30分～午後3時30分

て～しゃばストリート
「BiVi  Day Ⅱ」

㈱まちづくり藤枝
645-1555

１２月７日（土）
午前11時　 女性活躍シンボルイベント 藤枝市男女共同参画・多文化共生課

643-3198
12月8日（日）
午後2時

NAOTO ＆清塚信也
アコースティック・デュオ コンサート

大井川文化会館ミュージコ
622-8811

12月8日（日）
午後2時 おはなしのへや　クリスマス会 大井川図書館

622-9000
12月22日（日）
午後0時～午後4時

楽しみながら実験・工作を体験！
「サイエンスフェスティバル～2019 冬～」

ディスカバリーパーク焼津天文科学館
625-0800
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志太広域事務組合総務課 ☎054-637-9500 FAX 054-667-0770
〒421-1121静岡県藤枝市岡部町岡部6-1

HP http://www.shida.or.jp　Mail info@shida.or.jp　　

この広報誌は組合ホームページでも閲覧できます。新聞購読をされていない方で紙面での郵送をご希望の方は上記の総務課までお問い合わせください。

藤枝市
岡部町岡部６－１
志太広域事務組合　
　　　　　　総務課 宛

Eメールでも
応募できます

koho@shida.or.jp

　　必要事項
①クイズの答え
②ご意見・ご感想
③郵便番号
④住所
⑤氏名
⑥年齢
⑦電話番号

郵 便 は が き

4 2 1 1 1 2 1

前回№121の答えは「10年」でした。たくさんのご応募ありがとうございました。

※プレゼントは都合により予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

志太のクイズ

Q

当選者発表は発送を持って代えさせていただいております。
応募時の個人情報については、本件の発送以外には使用しません。
応募は１人１通まで。お寄せいただいたご意見に対する個別回答はいたしません。

正解者の中から抽選で10名様に、
「静岡茶ようかん」をプレゼント！

志太広域事務組合斎場会館の
愛称は何でしょう？

 締め切り 令和元年10月7日(月)(必着)
FAXでもご応募できます FAX667-0770（番号を間違えないようにご注意ください）

 ・焼津市自主運行バス「保健センター」下車
交通アクセス ・しずてつジャストラインバス焼津大島線「保健センター」下車
 ・ＪＲ焼津駅より１．４㎞（徒歩約20分）

管内人口
人　口  （うち外国人） 世帯数  （うち外国人）

令和元年 8月 31日現在

令和元年 9月発行　NO.123

焼津市
藤枝市
合　計

（4,320）
（1,742）
（6,062）

139,544
144,900
284,444

（2,273）

（3,124）

57,647
59,651
117,298

令和元年 秋　号

（851）

組合立静 岡県中部看護専門学校からのお知らせ

出願期間： 令和元年10月１日（火）～11日（金）
 （締切日の午後５時までに必着）
試 験 日： 令和元年11月７日（木）学科試験・集団討議・個人面接
主な受験資格： 高等学校を令和２年３月卒業見込みの者

【募集要項請求方法】
封筒の表に  募集要項請求  と朱書きのうえ、宛先を明記し205円（10月１日
以降は210円）分の切手を貼付した角２型の返信用封筒を同封して学校宛に郵送
してください。

令和元年10月11日（金）
午前10時～午前11時40分
夢に向かって
～未来に向かって幸せに生きるために～
天井画絵師　斎灯サトルさん
１５０名（申込順）　　　　無料
下記の問合・申込先へ電話で
お申込みください。

令和元年10月12日（土）
午前9時30分～午後3時

ナース体験、ステージ発表、
似顔絵コーナー、ゲーム、
バザーなど

日時

日時

催事

推薦入試

出願期間： 令和元年12月２日（月）～12日（木）
 （締切日の午後５時までに必着）
試 験 日： 令和２年1月９日（木）　学科試験
 令和２年1月10日（金） 集団討議・個人面接
主な受験資格： 高等学校を卒業した者または令和２年３月卒業見込みの者

一般入試

組合立静岡県中部看護専門学校　〒425-0035 焼津市東小川1丁目６番地の９　 （問合・申込先）☎629-4311
JA大井川焼津支店北側隣地の臨時駐車場（焼津市焼津4丁目9番1号）をご利用ください。

　組合立静岡県中部看護専門学校は、2018
（平成30）年7月31日付で、「専門実践教育訓練
給付制度厚生労働大臣指定講座」となりました。
　社会人経験があり、一定の条件を満たす方に
は、本人が支払った教育訓練費（学費等)の一定
の割合額（上限あり）を、ハローワークから支給
される制度です。
　看護師は人と関わり合うやりがいのある仕事
で、生涯安定して働き続けられます。あなたの
キャリアアップを国が支援します。

　８月１日㈭に焼津消防署、９日㈮に藤枝消防署で焼津・藤
枝両市内の小学５・６年生を対象に、防火や人命救助等の消
防士の仕事を体験しながら勉強する夏季教室を開催しまし
た。焼津消防署で29名、藤枝消防署で28名が参加し、暑い
中、消防士に付き添われながら、元気いっぱいに放水体験や
ロープ渡過訓練などの消防士の仕事を体験しました。教室
の最後に、両消防署長から児童全員に修了証を交付し、
「困った人を助けてあげられるような大人になることと、火
遊びをしないこと」を約束しました。参加した児童は、「初め
て体験することばかりで、難しかったけど楽しかった。将来、
消防士になりたい。」と目を輝かせていました。

あなたの社会人経験を
看護の世界で役立ててみませんか？

令和２年度生　入試案内

創立30周年記念講演会 第30回「桂花祭」
「色とりどりの笑顔の花を咲かせよう」

駐車場には限りがありますので
公共交通機関をご利用ください。

お車でお越しの場合

講師

募集定員 参加費

申込方法

演題
入場
無料
入場
無料

君も未来の消防士 !?
　　　少年消防夏季教室開催


