三島市長定例記者会見資 料
平成２９年６月
月間行事予定

新幹線駅から徒歩５分でホタルに会えるまち
三島ホタルまつり開催（6 月 3 日・10 日）

日時 平成２９年５月２６日（金）
午前１０時３０分～
場所 三島市役所 本館２階 応接室

三島市

記者会見資料

せせらぎと緑と元気あふれる協働のまち・三島 ～環境と食を大切に～

新しい観光案内所がオープン

三島観光案内所開所式
～三島駅からのアクセスが向上します～
ＪＲ三島駅周辺は、静岡県東部地域の交通の結節点として、伊豆半島はもとより富士・箱根への広域観光
の核となってきたが、近年のインバウンド需要の拡大と 2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催
を契機に、その重要性は益々大きなものになっています。そこで、三島駅周辺をインバウンドにも対応した
広域的な観光のハブ拠点として展開するため、現在の総合観光案内所を解体し、駅により近い場所に移設す
ることで、駅から観光案内所へのアクセスを向上させ、案内所への来館者数の増加につなげます。
このたび、新しい観光案内所のオープンを記念して、以下のとおりオープニング式典を行いますので、取
材方、よろしくお願いします。

ここがポイント！
● 6/1 に新しい観光案内所がオープンします。このことを記念し、開所式を行います。
● 新しい観光案内所は、三島駅からのアクセスが向上します。
● 新観光案内所では、外国人観光客への対応力を示すカテゴリーがⅠからⅡにレベルアップしました。

１ 日時
平成２９年６月１日（木）午前８時４０分～９時
２ 場所
新･観光案内所
三島観光案内所（※新しい観光案内所）
（６月１日開所）
３ 主な出席者
三島市長/三島市観光協会 会長/
①
ＪＲ東海 三島駅長/ＪＲ東海静岡開発 代表取締役社長
三島市議会 議長/三島市ふるさとガイドの会 会長 等
②
【箱根旧街道の様子】
４ 式典の内容
挨
拶 三島市観光協会 会長
来 賓 挨 拶 三島市長
現･観光案内所解体
（５月 31 日閉所）
テープカット
等
５ 補足情報
観光庁が、外国人観光案内所の提供するサービス内容により３つのカテゴリーに区分した基準を策定し、
その基準に合致する外国人観光案内所を日本政府観光局（JNTO）が認定する制度において、新しい観光
案内所では、外国語対応機能を強化したことで、カテゴリーⅠからⅡへのレベルアップが認められた。
分類
カテゴリーⅠ

言語対応
・外国人旅行者を積極的に受け入れる意欲がある

サービス
地域内の観光情報を提供できる

・パートタイムで英語対応可能なスタッフがる。
カテゴリーⅡ

・フルタイムで少なくとも英語で対応可能なスタッフが常駐している。 広域エリア内の観光情報を提供できる

カテゴリーⅢ

・英語を除く２以上の言語での案内が常時可能な体制を構築している

全国の観光情報を提供できる

三島市 産業文化部 商工観光課 〒411-8666 静岡県三島市北田町 4-47 担当：観光政策室 植村
TEL. 055-983-2656 FAX. 055-983-2754
e-mail：syoukou@city.mishima.shizuoka.jp
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せせらぎと緑と元気あふれる協働のまち・三島 ～環境と食を大切に～

新幹線駅から徒歩 5 分でホタルに出逢える

三島ホタルまつりイベント開催
～三島のホタルを見に行こう～
６月から、市街地においてホタルを観賞することができる三島の快適な環境で、地域が主体となり実施す
る「三島ホタルまつり」が開催されます。

ここがポイント！
● ２週続けてホタルのイベントが開催されます。
● 三島駅を降りて５分でホタルを見ることができます。
１ 日時・場所
・第１弾イベント 平成２９年６月３日（土）
三島商工会議所１階 TMO ホール【午後３時～８時３０分】
、白滝公園【午後４時～８時】
・第２弾イベント 平成２９年６月１０日（土）
楽寿園、源兵衛川【午後１時～８時】
、広小路笑栄通り（歩行者天国）
【午後５時３０分～８時４５分】
２ 事業の詳細
・第１弾イベント
① 一番町ホタルまつり
【ホタル放蛍、フードコート、子どもシャギリ演奏など】
（午後３時からセレモニーを行います。
）
② リバーサイドほたる by 芝町
【味の匠市、飲食物の販売、子どもに無料のお楽しみプレゼント】
・第２弾イベント
源兵衛川のホタル
① 第３３回三島ホタルまつり
【イベントショー、模擬店、ホタルの放流 など】
（午後６時頃から、楽寿園内ステージにおいてセレモニーを行います。
）
② リメンバー六反田
【ワゴンセール、ちびっ子クジ、ステージショー、金魚すくい など】
（午後５時２０分から広小路笑栄通り/ヤオタメビル前交差点付近においてセレモニーを行います。
）
３ これまでの経過、補足情報 等
・平成２８年の来場者数 ２０，０００人
・５月から６月にかけて、伊豆箱根鉄道駿豆線沿線の市町においても、ホタルをテーマとしたイベントが
開催されます。詳しくは、
「すんずせんで GO!」ホームページをご覧ください。
（https://mishima-life.jp/sunzu/）
三島市産業文化部 商工観光課 観光政策室担当：早川〒411-8666 静岡県三島市北田町 4-47
TEL. 055-983-2656 FAX. 055-983-2754
e-mail：syoukou@city.mishima.shizuoka.jp
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私たちの生活環境について考えましょう

平成２９年度 三島市環境美化推進大会・環境講演会
～清潔で心地よく住みやすいまちづくりのために～
清潔で心地よく住みやすいまちづくりを推進するため、環境美化推進大会を開催し、日頃から各地域にお
いて環境美化活動等を実践し、環境美化の改善や向上に顕著な功績のあった団体及び個人を顕彰します。
あわせて静岡県地球温暖化防止活動推進センターの 服部乃利子さん を講師に迎え、
「未来のために
いま 選ぼう！～COOL CHOICE～」と題した環境講演会を行います。環境問題への意識と関心を深め、限り
ある資源を大切にし、更なる環境美化活動の推進を図るとともに、良好な環境を次世代に引き継いでいくこ
とを目的とします。

ここがポイント！
● 昭和４０年から開催しており、今年で５３回目となります。
● 地域において環境美化活動等を実践し、顕著な功績のあった団体及び個人を顕彰します。
● 環境問題への意識と関心を深めるための環境講演会を行います。
１ 実施主体
主催
三島市
共催
三島市環境美化推進員会
三島地区環境保全推進協議会
協賛
三島市自治会連合会
２ 開催日時
平成２９年６月２日（金） 午後１時３０分から
受付開始：午後１時から
※環境講演会は表彰等終了後、午後２時頃からの予定
３ 会場
三島市民文化会館 小ホール
４ 大会内容
別紙のとおり
５ 参加予定者
約３５０人
三島市環境美化推進員、三島市不法投棄監視員、
自治会長・町内会長、一般市民等
６ 来賓
三島市議会議長、三島市自治会連合会会長
７ 大会実績
三島市環境美化推進大会 ２４回（平成６年度～平成２９年度）
※三島市環境衛生大会
２９回（昭和４０年度～平成５年度）
【環境美化推進大会】三島市環境市民部廃棄物対策課 〒411-0000 静岡県三島市字賀茂之洞 4703-94
担当：橋本 TEL. 055-971-8993 FAX. 055-971-8994 e-mail：haitai@city.mishima.shizuoka.jp
【環境講演会】三島市環境市民部環境政策課 〒411-8666 静岡県三島市北田町 4-47
担当：宮本 TEL. 055-983-2646 FAX. 055-976-8728 e-mail：kankyou@city.mishima.shizuoka.jp
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世界環境デーに合わせて実施

平成２９年度 三島市エコエコデー
通勤時間帯は道路が混雑し、排気ガスは地球温暖化の一因にもなります。そのため、三島市では平成１９
年から、各事業所の協力のもと、通勤時のノーマイカー、時差出勤、相乗り推進運動を実施する「三島市エ
コエコデー」を、世界環境デーに合わせて、毎年６月５日（休日なら、直近の平日）に実施しています。

ここがポイント！
● 世界環境デーに合わせて行うものであり、市内の参画業者が一斉に実施するため、環境への意識向上に
繋がる。
● 徒歩や自転車で通勤することにより、良い運動に繋がる。
● エコエコデーの日に通勤方法を自動車から「徒歩」
、
「自転車」
、
「公共交通機関」に変更した場合、健幸
マイレージがボーナスで 2 ポイントつく。
● 昨年度は、参加事業者数 34 事業者、参画した従業員数 1,770 名、自動車削減台数 611 台の実績があった。

１ 日時・場所
平成２９年６月５日（月） 各事業所までの通勤時
２ 事業内容
通勤時の自家用車の削減を図るため、各事業所の業務に支障のない範囲で、ノーマイカー、時差出勤、
相乗り通勤などの交通需要管理施策を実施します。
３ 事業所へのお願い
・事業所の従業員の皆様には、エコエコデーへの参加をお願いいたします。
・参加していただいた事業者につきましては、エコエコデー実施後、６月１６日（金）までに、参加者
数、交通手段変更内容などについて都市計画課宛てに報告をお願いします。
４ 市が実施すること
・広報みしま及び市ホームページ等で「三島市エコエコデー」の実施及び実施結果（参画事業所名、協力
者総数、通勤用自動車削減台数など）についてお知らせします。
・実施した「三島市エコエコデー」について各事業所からの報告をもとに、実施結果報告書を作成します。
なお、この実施結果報告書については、調査結果を取りまとめ次第、各事業所にお知らせします。
５ これまでの経過（直近３年間）
参画した事業者数
参画した従業員数
通勤用自家用車の削減台数
・平成 26 年度
35 事業者
1,768 名
495 台
・平成 27 年度
38 事業者
1,791 名
552 台
・平成 28 年度
34 事業者
1,770 名
611 台

三島市 計画まちづくり部 都市計画課 〒411-8666 静岡県三島市北田町 4 番 47 号 担当：遠藤 和哉
TEL. 055-983-2631 FAX. 055-973-7241
e-mail：toshikei@city.mishima.shizuoka.jp
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自らの地域は皆で守る

平成２９年度自主防災組織リーダー研修会
～災害時のトイレ対策と身近なものを使用した応急処置を学ぶ～

防災に関する基本的な知識を身に付け、自主防災組織の強化を図るため、平成１５年度から自主防災組織
リーダー研修会を開催しています。
今年度は市民啓発の重点事項の一つに位置付けた
「災害時のトイレ対策」
を実施します。また、災害時には各家庭、地域での救護活動が重要であるため、昨年度のリーダー研修会の
復習を兼ねた「身近なものを使用した応急処置等」を実施します。

ここがポイント！
● 組み立て式の簡易トイレの便器を家庭のトイレと見立て、実際に携帯用トイレの取り付け方法と汚物
処理剤の効果を仮想の便及び芳香剤を使い実践する。
● この研修内容を秋の各地域の防災訓練で実施してもらうことにより多くの住民に周知する。

１ 日時・場所
平成２９年６月２０日（火）～７月１４日（金）のうち８日間
※別添日程表のとおり
２ 参加者
各自主防災組織 ４名程度（内１名以上の女性の参加依頼）
３ 内容
（1） 災害時のトイレ対策（①携帯用トイレの取付方法、②汚物処理剤の吸収能力・消臭効果の確認、
③ペットの砂を使用した汚物処理、④塩素系漂白剤による消毒液の作り方）
（2） 身近なものを使用した応急処置（段ボール、サランラップ）など
４ 指導者
ＮＰＯ法人災害・医療・町づくり会員
三島市防災指導員

三島市企画戦略部危機管理課 〒411-8666 静岡県三島市北田町 4-47 担当：石川せり
TEL. 055-983-2751 FAX. 055-981-7720
e-mail：kiki@city.mishima.shizuoka.jp

平成29年度自主防災組織リーダー研修会日程表
開催日

1

2

3

4

5

6

7

8

6月20日 （火）

6月22日 （木）

6月27日 （火）

6月29日 (木）

7月4日 （火）

7月6日 （木）

7月11日 （火）

7月14日 （金）

開始
時間

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

会場

避難所
向山小学校

夏梅木・中・北沢・錦が丘

南高等学校

三島パサディナタウン・東大場・大場（伊豆箱根鉄道
東側）

中郷西中学校 中郷中学校
体育館
中郷小学校

錦田中学校
体育館

北上中学校
体育館

山田小学校
体育館

北小学校
体育館

錦田小
ランチルーム

大場（伊豆箱根鉄道西側）・多呂
梅名・中島・八反畑・鶴喰

長伏小学校

長伏・御園

中郷西中学校

松本・安久

錦田中学校

押切・桜ヶ丘・遺伝研・緑ヶ丘・塚原・塚原台・阿倍野・
塚の台・小山台・愛宕・松が丘・シャリエ松ヶ丘・塚原
下原

坂小学校

台崎・元山中・市山新田・三ツ谷・笹原・山中・箱根
坂・玉沢（奥山）

北上中学校

芙蓉台

佐野小学校

佐野・佐野見晴台

徳倉小学校

徳倉第１・徳倉第２・徳倉第３・徳倉第４

北上小学校

萩・徳倉第５・徳倉第６・エンゼルハイム芙蓉台

山田中学校

加茂・初音台・初音・小沢・市営加茂住宅・三恵台

沢地小学校

富士ビレッジ・千枚原・光ヶ丘１丁目・光ヶ丘３丁目・
光ヶ丘県営住宅・光ヶ丘市営住宅・沢地・富士見台

山田小学校

若松町・青葉台・旭ヶ丘・西旭ヶ丘・山田・山田住宅

北小学校

文教町１丁目・合同宿舎文教住宅
幸原町・幸町・サンステージ壱町田

北中学校

文教町西・加茂川町１区・加茂川町２区・壱町田１丁
目・壱町田２丁目・県営やまがみ団地・東壱町田・
シャルマンコーポ・シャリエ三島壱町田・かわせみタ
ウン壱町田

北高等学校

芝本町・一番町・中央町・中央町２区・文教町２丁目・
大宮町１丁目・大宮町３丁目・文教町東岩崎

南小学校

南本町御殿・新御殿・南本町高台・南田町・北田町・
北田町仙台・中田町北・中田町南・南二日町（伊豆箱
根線路西側）・富田町

東小学校

大社町・東町・東本町１丁目・東本町２丁目・日の出
町・川原ヶ谷・二日町（伊豆箱根線路東側）・雪沢・大
宮町２丁目

西小学校

加屋町・清住町・三好町・西本町・栄町・西若町・緑
町・南町・広小路町・泉町・寿町・本町大中島・本町小
中島

南中学校

新谷・平田・玉川・青木・藤代町・モナーク三島
ウィスティリア三島青木

錦田小学校

小山中島・小山・谷田・並木・御門・竹倉・玉沢・西富
士見・市営谷田住宅・柳郷地・柳郷地市営住宅・谷田
城の内・東富士見・ヴァンヴェール遺伝坂

社会福祉会館
大会議室

社会福祉会館
大会議室

自治会名
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平成２９年度 風水害時の避難行動訓練
～大規模な風水害に備え～

風水害時の避難対象住民が市の「風水害時の避難勧告等の判断・伝達マニュアル」に基づき避難行動を行
えるようにするため、全市一斉に避難情報の伝達及び避難訓練を実施します。

ここがポイント！
● 風水害時と同じフローで市の作業班→自治会長→避難対象住民への避難情報の伝達を行います。

● 訓練のモデル地区として富士ビレッジ自治会を選定し、情報伝達訓練のほか、自治会主導で避難訓練
等を実施します。

１ 日時・場所
平成２９年６月４日（日） 午前９時～
三島市総合防災センター及び各地域
＜富士ビレッジ自治会（モデル地区）＞
午前９時００分 情報伝達訓練後各世帯より避難訓練を実施
午前９時１５分 公民館にて市民避難行動マニュアル等の説明を実施

２ 対 象
土砂災害警戒区域及び浸水想定区域の４９自治会及び避難対象地区の住民

３ 訓練内容
（１）情報伝達訓練（必須）
（２）自宅から地区公民館等への避難訓練（任意）
（３）市民避難行動マニュアルの説明（任意）

【危険箇所の確認】

【避難行動マニュアルの説明】

三島市企画戦略部危機管理課 〒411-8666 静岡県三島市北田町 4-47 担当：畠
TEL. 055-983-2650 FAX. 055-981-7720
e-mail：kiki@city.mishima.shizuoka.jp
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地域コミュニティ協議会設置に向けて

平成２９年度 第１回地域コミュニティ連絡会
～計画案で実践できることを考えよう！～
この事業は、各小校区で活動する団体のリーダーにお集まりいただき、
「地域の課題は地域で解決する」
ために意見交換を行うものです。７年目となる今年度は、昨年度作成した「きずながつくる協働の取組み計
画案」をもとに、地域の課題解決のための取り組みを検討します。
１ 日 程
平成２９年５月２３日（火）～ ７月２７日（木） 詳細日程は、下記のとおりです。
月 日
曜 日
校 区
会 場
５月２３日
火
錦田小学校区
錦田公民館
５月２６日
金
向山小学校区
錦田公民館
６月 ２日
金
沢地小学校区
市民体育館
６月 ５日
月
山田小学校区
市民体育館
６月 ８日
木
北小学校区
市民体育館
６月１２日
月
南小学校区
消防署
６月３０日
金
坂小学校区
坂公民館
７月 ４日
火
中郷小学校区
中郷文化プラザ
７月１１日
火
長伏小学校区
中郷文化プラザ
７月１８日
火
徳倉小学校区
北上文化プラザ
７月２１日
金
佐野小学校区
北上文化プラザ
７月２７日
木
北上小学校区
北上文化プラザ
２ 時 間
各回とも午後７時～８時４０分
３ テーマ
「計画案で実践できることを考えよう！」
～地域コミュニティ協議会設置に向けて～
【平成２８年度の連絡会の様子】

４ 出席者
自治(町内)会（自主防災会）
、環境美化推進員会、民生委員児童委員、老人クラブ、商店街、消防団、
ＰＴＡ、子ども会、スポーツ推進委員会、体育振興会、保健委員、学校支援地域本部、幼稚園・保育園、
エコリーダー、防犯サポーター、その他校区で活動する団体のリーダーの皆様と市長
三島市環境市民部地域協働・安全課 〒411-8666 静岡県三島市北田町 4-47 担当：肥後恵子
TEL. 055-983-2708 FAX. 055-975-3130
e-mail：chiiki@city.mishima.shizuoka.jp
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９社が表彰対象

平成２９年度三島市優良工事表彰式
～公共工事の質の向上～
三島市では、工事成績評定制度により、市が発注する工事の品質の向上と適切な施工の推進に取り組んで
いますが、受注者の更なる建設技術の向上と意識の高揚を図ることを目的に、
「三島市優良工事表彰要綱」
に基づき、優良工事等の表彰を行っています。

ここがポイント！
● 優良表彰の目的は、受注者の更なる建設技術の向上と意識の高揚を図ることにあります。
● 表彰者を多くの皆様に知っていただきたい。
● 受注者の工事品質の一層の向上を期待します。

１ 日時・場所
平成２９年６月９日（金）午前１０時から
三島市役所本館３階 第 1 会議室
２ 事業の内容
平成２８年度に実施した完成検査９７件の中から、特に優れた工事の受注者を表彰し、
併せて同工事に従事した技術者に感謝状を授与する。
表彰受注者及び技術者
（１）土木一式工事（５００万円以上２５００万円未満）
・市道平田新谷線建設に伴う公園整備工事
受注者
山幸建設株式会社
技術者
山口 譲
・三島処理区下水道管路改築工事（第５２工区）
受注者
加和太建設株式会社
技術者
天野 謙一郎
・北中郷汚水幹線枝線管渠布設工事（第８１工区）
受注者
田中土建株式会社
技術者
佐藤 弘行
（２）土木一式工事（２５００万円以上）
・桜ヶ丘汚水幹線枝線管渠布設工事（第７６工区）
受注者
中林建設株式会社
技術者
堀江 喜明
・大場汚水幹線枝線管渠布設工事（第７１工区）
受注者
駿豆建設株式会社
技術者
落合 孝
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（３）建築一式工事（２５００万円未満）
・三島市民体育館トイレ改修工事
受注者
山本建設株式会社
技術者
杉村 祐太
（４）電気工事
・市道玉沢向山線統合柱設置工事
受注者
大野電機工業株式会社
技術者
深澤 圭太
（５）水道施設工事
・市道玉沢向山線外・配水本管布設工事
受注者
駿豆建設株式会社
技術者
菅田 剛弘
（６）その他の工事
・佐野見晴台配水場緊急遮断弁設置工事
受注者
株式会社二和工業商会
技術者
佐々木 浩
・市道祇園原線標識設置工事
受注者
有限会社アイロード
技術者
西村 太志

３ これまでの完成検査数、受注者数、技術者数
・平成２５年度 １１５件
６社
５人
・平成２６年度 １０５件
７社
７人
・平成２７年度 １０４件
８社
８人
・平成２８年度 １１０件
１１社
１２人
【平成 28 年度優良工事表彰式】

三島市財政経営部検査課 〒411-8666 静岡県三島市北田町 4-47 担当：松下浩一
TEL. 055-983-2630 FAX. 055-973-7241
e-mail：kensa@city.mishima.shizuoka.jp
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開設日を２日に増設

日本大学国際関係学部への臨時期日前投票所の開設
期日前投票がしやすくなりました
三島市選挙管理委員会では、平成２８年４月２６日に締結した日本大学国際関係学部との「期日前投票所
設置等の協力に関する協定」に基づき、昨年に引き続き、日本大学国際関係学部の校舎内に臨時の期日前投
票所を開設します。

ここがポイント！
● 開設日を２日間に増やし、さらに、投票時間を利用者の実態に合わせ、変更しました。
● 日本大学の学生に限らず三島市に選挙権を有する人であれば利用可能です。
● 臨時期日前投票所の開設に合わせ、学生による選挙啓発メッセージ入りの紙ナプキンを作製し、日本
大学国際関係学部と順天堂大学保健看護学部の各学食に配置します。また、市選挙管理委員会と明る
い選挙推進協議会による街頭啓発に選挙啓発協力大学生も参加予定です。

１ 開設日時

平成２９年６月２０日（火）
・２１日（水）９：３０～２０：００

２ 場

日本大学国際関係学部 三島駅北口校舎 １階エントランスホール

所

昨年の臨時期日前投票所開設風景

三島市選挙管理委員会事務局 〒411-8666 静岡県三島市北田町 4-47 担当：大庭 弓子
TEL. 055-983-2675 FAX. 055-973-5722
e-mail：senkyo@city.mishima.shizuoka.jp
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「君の名は。
」で知られる新海誠の軌跡をたどる

大岡信ことば館「新海誠展」開催
この度、大岡信ことば館において、昨年「君の名は。
」で大ヒットをとばした新海誠監督のデビュー15 周
年を記念して、
『新海誠展－「ほしのこえ」から「君の名は。
」まで－』と題した展覧会が開催されます。
「君の名は。
」が記憶に新しいところですが、それに至るまでの新海監督の軌跡を丁寧にひもといた展覧
会になっています。また、
「ことば館」ならではのことばの展示を効果的に配置し、新海ワールドにより深
く浸ることができます。

ここがポイント！
● これまでの軌跡と作品を、貴重な制作資料である絵コンテや作画、設定資料や映像などをはじめ、世
界観を体験できる造形物などの展示を通じて紹介。
● 紹介作品は、個人制作の「ほしのこえ」から、記録的な大ヒットとなった最新作「君の名は。
」まで
を完全網羅。
１ 開催概要
主 催
大岡信ことば館、株式会社 Z 会、朝日新聞社 ※巡回展（大岡信ことば館が初回）
後 援
三島市、三島市教育委員会
会 期
平成２９年６月３日（土）～８月２７日（日）※会期中無休
午前１０時～午後６時（入館は午後５時３０分まで）
場 所
大岡信ことば館（三島市文教町 1-9-11）
料 金
大人 1,300 円、学生 1,000 円、小中高生 700 円
２ 展示内容（予定）
① アニメ制作資料

② 映像

③ 造作
④ 音楽

各作品のキャラクター設定資料や絵コンテ、背景美術資料など、貴重な資料を
展示。新海誠監督作品がどのように制作されているのかを、様々な角度から丁
寧にひもといていく。
新海誠監督作品の特徴である、映像の美しさの秘密を解き明かす。完成映像に
至るまでの道程を、未使用映像や、通常見ることのできない制作過程の映像で
解き明かす。
作品の中で重要な役割を果たすアイテムや、象徴的な場面を体験できる造作物
を展示。新海誠ワールドを体験できる貴重な機会となる。
山崎まさよし、秦基博に RADWIMPS。新海誠監督作品を彩る音楽に焦点を当て、
各アーティストからのメッセージや様々な資料を展示します。

３ 新海 誠（しんかい まこと）
1973 年長野県小海町生まれ。ゲーム会社在籍中から短編アニメーションの個人制作を開始。2002 年に
「ほしのこえ」で長編アニメデビュー。以降、数多くのアニメ作品、
“美しく壮大な世界ですれちがう男
女の物語”を鮮やかに描き続け、世代や国境を越え多くの人々を引き付けています。
三島市産業文化部文化振興課 〒411-0853 静岡県三島市大社町 1-10 担当：小柴昂之
TEL. 055-983-2756 FAX. 055-981-7720
e-mail：bunka@city.mishima.shizuoka.jp
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ガーデンシティみしま

ハンギングバスケット講習会
～ご自宅の庭先をお花で立体的に飾りませんか～
ガーデンシティみしま推進事業の一環として、ご自宅の庭先を立体的に飾っていただくため、ハンギング
バスケット講習会を開催します。
ハンギングバスケットとは、吊り籠や壁掛け式の鉢を用いて花を植え込んだものです。ハンギングバスケ
ットの良いところは、狭いところでも花飾りを楽しむことができる、草花を目線で楽しむことができる、好
きな場所に移動できる、病害虫がつきにくいなど様々です。

ここがポイント！
●
●
●
●
●

ハンギングバスケットの作製に必要な知識や技術について、講義や実習を通じて習得できます。
ご自宅の庭先を立体的に飾り、ガーデニングをより楽しんでいただくことを目的に行っています。
日本ハンギングバスケット協会より公認講師がお越しくださいます。
「ガーデンシティみしま」の推進に向け、市民が参加するきっかけができます。

１ 開催日時及び場所 等
日 時 第１回 平成２９年６月 １日（木）午前１０時００分～
第２回 平成２９年６月１６日（金）午前１０時００分～
会 場 みどり育苗センター（三島市初音台 25−12）
定 員 ４０人（応募多数の場合は抽選になります）
費 用 １０００円（全２回）

（全２回）

２ 事業の詳細
・ハンギングバスケットの植替えに必要な知識や技術、また維持管理についての講義や実習を行います。
・講師は日本ハンギングバスケット協会 相談役 浅井 利明 氏 他

【昨年の講義の様子】

三島市計画まちづくり部水と緑の課 〒411-8666 静岡県三島市北田町 4-47 担当：田村 彩
TEL. 055-983-2642 FAX. 055-973-7241
e-mail：mizutomidori@city.mishima.shizuoka.jp
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平成２９年度 三島いきいきカレッジ合同開講式

「三島いきいきカレッジ」は、｢学ぶ｣生きがいと｢教える」生きがいの両面を生かす場を提供し、市民の
多様な学習ニーズに応えるべく、平成１６年度に市民と市が協力して誕生しました。
会場は、三島市民生涯学習センターで、カウンセリング、スペイン語、パソコン、料理、社交ダンス、洋
裁、絵手紙、大正琴など、さまざまな講座、全２９講座が開講します。

ここがポイント！
● 運営委員会と共に、講師と受講生が自主的に参画、運営する、市民による市民のための講座です。
● 毎年、講師募集をし、講座を変えて、１４年目になりました。
１ 日時・場所
６月３日（土）
、三島市民文化会館大ホール
２ 事業の詳細 等
・開会 13：00
1 主宰者挨拶
2 来賓祝辞
来賓紹介

3
4

5
6
・閉会

佐藤 三武朗
三島いきいきカレッジ学長
豊岡 武士
三島市長
西島 玉枝
三島市教育長
小池 満
三島市教育推進部長
渡邉 靖乃
静岡県教育委員、三島市社会教育委員
運営委員・講師・スタッフ紹介 13：30
講演 13：35
演題 『おとなのための 姿勢講座
１０年後の自分のために…』
講師
～未来のカラダ応援隊～ 須賀 雄一氏
講師によるデモンストレーション 14：20
カレッジソング
オリエンテーション 14：30
オリエンテーション終了後受講生は解散終了
15：00

【昨年度の開講式の様子】

三島市教育推進部生涯学習課 〒411-8666 静岡県三島市北田町 4-47 担当：古屋秀樹
TEL. 055-983-0881 FAX. 055-983-0870
e-mail：syougai@city.mishima.shizuoka.jp
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第８回 三島市民活動フェスティバル
～地震に関する講演会と市民団体活動発表～
三島市民活動フェスティバルは、日頃から三島市民活動センターを利用しているＮＰＯ・ボランティア
団体が連携して行う年に 1 度の市民団体による活動発表会です。
今年度は、
大地震に備えるために、
東日本大震災時に災害支援に携わった渡辺日出夫氏を迎え
「地震発生、
その時どうする」の講演会とともに団体の活動報告、展示、ミニコンサートなどを開催します。

ここがポイント！
● 東日本大震災時に被災地支援活動をしている渡辺日出夫氏が地震発生時の行動について講演します。
● ミニコンサートでは、大学生も参加して親子で歌って踊れるイベントを実施します。
● 開会式より手話通訳、要約筆記通訳を行います。

１ 日 時 平成２９年６月３日（土）午前１０時から午後２時まで
２ 会 場 三島市民活動センター・三島市本町子育て支援センター
（三島市本町 3－29 本町タワー４階）
３ 主な内容
⑴ 講演会

「地震発生、その時どうする」
講師 渡辺日出夫さん（特定非営利活動法人 ADRA Japan(ｱﾄﾞﾗ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ）
）

⑵ 活動発表

落語 鹿鳴家水都

(かわせみ落語会) 他

⑶ 体 験

聞こえは大丈夫？要約筆記を体験してみよう！(ＯＨＰみしま) 他

⑷ ミニコンサート Dance & English （みしまみんなの子育てサロンふぁむ）他
⑸ 市役所玄関ホールでの展示 ５月３１日～６月６日
＊詳しくは、別添参照
４ 主 催
三島市ＮＰＯ・ボランティア連絡会
５ 共 催

三島市

６ その他

平成２２年度から毎年１回開催

【活動発表の様子】

三島市環境市民部地域協働・安全課 〒411-8666 静岡県三島市北田町 4-47 担当：肥後恵子
TEL. 055-983-2708 FAX. 055-975-3130
e-mail：chiiki@city.mishima.shizuoka.jp
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平成２９年度郷土資料館企画展

三島のたからもの―市の指定文化財を大公開！―
～日ごろ見ることのできない歴史資料・美術品の数々～
三島市郷土資料館では、６月３日（土）から９月 10 日（日）まで、企画展「三島のたからもの―市の指
定文化財を大公開！―」を開催いたします。三島市には長い歴史や風土に育まれた、優れた美術品や歴史資
料、天然記念物が数多く残されています。これらのうち、三島市がとくに重要であるとして文化財に指定し
た資料を、前半の歴史編、後半の美術編にわけて公開します。

ここがポイント！
● 三島市指定文化財４７件のうち、歴史編・美術編合わせて３０件をご紹介（パネル含む）
● 考古資料、古文書、絵画、美術工芸品、天然記念物と、三島の歴史と風土を網羅する幅広い内容
● 箱根田遺跡出土の人面墨書土器や栗原忠二の油彩画など、全国的にも注目度の高い資料を特別大公開
１ 会期・会場など
会 期：平成２９年６月３日（土）～９月１０日（日）
※前期：歴史編６月３日～８月６日 後期：美術編８月８日～９月１０日
開館時間：9：00～17：00（楽寿園入園受付は 16:30 まで）
休館日：月曜（祝日の場合は翌平日）
会 場：三島市郷土資料館 １階企画展示室（楽寿園内）
入館料：無料（但し市立公園楽寿園への入園料として１５歳以上３００円、学生は
学生証提示にて無料）
39.9 ㎝

２ 主な展示品
【箱根田遺跡出土人面墨書土器】
歴史編：
江戸中期の伊豆全域を詳細に描いた約３ｍ×２ｍの古地図「伊豆国全図」
戦国大名北条氏討伐の戦・小田原合戦に際して作成された豊臣秀吉朱印入りの掟書
現存する最古の冊子版三嶋暦“天明９年の三嶋暦”
美術編：
小松宮別邸を彩った明治の逸品“梅御殿の杉戸絵”
三島宿の人々と街並みを生き生きと描いた「三島宿風俗絵屏風」
日本とイギリスで活躍した洋画家、栗原忠二の出世作「月島の月」
３ 関連事業
（１）展示解説

歴史編：７月１日（土）
・７月１６日（日）
美術編：８月２６日（土）
、９月２日（土）
11：00～／13：30～（各回 45 分程度）
（２）向山古墳群見学ツアー ８月３０日（水）
事前申し込み制、定員２５名
市指定文化財の鉄剣（常設展示中）が出土した向山古墳群を
学芸員の解説付きで歩きます。

【旧小松宮別邸梅御殿杉戸絵】
湯川松堂筆「郭子儀図」
（右面）

三島市教育推進部郷土文化財室 郷土資料館 〒411-0036 静岡県三島市一番町 19-3 担当：柿島綾子
TEL. 055-971-8228 FAX. 055-971-6045
e-mail：kyoudo@city.mishima.shizuoka.jp
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歯と口の健康を考えよう！

第３１回歯と口の健康まつり
～スマートウエルネスみしま 歯と口から健幸に！～
６月４日（日）
、第３１回歯と口の健康まつりを三島市民生涯学習センターにて開催します。
歯と口の健康に関する知識の普及・啓発を目的に、歯と口の健康週間（６月４日～６月１０日）にあわせ
て行うイベントです。
当日は、歯科医師による無料歯科健診、８０２０運動優秀者表彰、幼稚園児、小学生、中学生の描いた歯
と口の図画・ポスターの展示、石膏手形づくり、紙芝居、野菜やお菓子の販売など、ご家族皆さんで楽しめ
る催しがたくさんあります。
また、幼稚園児、小学生、中学生の描いた歯と口の図画・ポスターのうち、最優秀賞・優秀賞作品を、５
月２５日から５月３０日まで、市役所玄関ロビーで展示いたします。

ここがポイント！
● 歯科医師による無料の歯科健診。
● 幼稚園児、小学生、中学生の図画ポスターの表彰と展示。
● 毎年 700 名以上の来場者！紙芝居、石膏手形づくりなど、家族で楽しめる催しを多数実施。
１ 日時・場所
日 時 平成２９年６月４日（日）
午前９時３０分～正午まで（受付は午前１１時４５分まで）
会 場 三島市民生涯学習センター（大宮町 1 丁目８－３８）
２ 事業の内容
・歯科健診（三島市歯科医師会による無料の健診）
【平成 28 年度の表彰】
・８０２０運動優秀者表彰（噛むカムケア８０２０コンクール）
・薬剤師会による薬の何でも相談コーナー
・三島市８０２０推進員によるオーラルフレイルチェック、紙芝居等
・幼稚園児、小学生、中学生の描いた図画・ポスター展示
・歯と口の図画ポスター最優秀賞・優秀賞表彰式（午前９時３０分から１０時まで）
・歯科技工士による石膏手形づくり
・歯科衛生士によるはみがき教室
・だれでも参加可能の抽選会
・三島市障がい者就労支援きょうどう隊によるお菓子、野菜等の販売
３ 歯と口の図画ポスター表彰の内容
・受賞者（受賞件数
１６件）
・市長賞
錦田中学校
・市議会議長賞
しらゆり幼稚園
・教育長賞
沢地小学校
・歯科医師会長賞
北上小学校

３年
年長
１年
１年

鈴木
中山
西山
加藤

真優 様
紗椰香 様
凱斗 様
良一朗 様

三島市
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・優秀賞
幼稚園の部
小学校の部
中学校の部

４件
６件
２件

【展示作品】
４ その他
主 催 三島市歯科医師会・三島市
共 催 歯科衛生士会・歯科技工士会・三島市薬剤師会・三島市 8020 推進員会
後 援 三島市教育委員会
三島市健康推進部健康づくり課 〒411-0832 静岡県三島市南二日町 8-35 担当：妻木
TEL. 055-973-3700 FAX. 055-976-8896
e-mail：kenkou@city.mishima.shizuoka.jp
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市内８中学校の生徒が社会の一員として考えを訴える

平成２９年度「三島市中学生の主張」大会
～青少年の考えを理解し成長を見守る地域社会へ～
中学生が日常生活の中で考えていることを、広く市民に訴えることにより、自分以外の人や社会のかかわ
りについて考え、社会の一員としての自覚を高める契機にするとともに、青少年の健全育成に対する市民の
理解と関心を深めます。

ここがポイント！
● 市内８中学校の代表１６人が主張を発表（市内各中学校（私立中学校１校を含む。
）から２人ずつ選考）
● 大会の司会進行並びにプログラム及び大会冊子表紙絵の制作は、南中学校の生徒が担当
● 大会の出場者全員を、
「わたしの主張 2017」静岡県大会の出場候補者として推薦

１ 日 時
平成２９年６月１０日（土） 午前９時３０分開会
２ 会 場
三島市民生涯学習センター ３階 講義室
３ 発表方法
口頭での発表とする。
（身振り・手振り、簡単なジェスチャー、衣装、小道具等の効果的な活用はしてもよい。
）
４ 主 催
三島市教育委員会、三島市青少年健全育成会、三島市校長会
５ 後 援
三島市ＰＴＡ連絡協議会
６ その他
「わたしの主張 2017」静岡県大会への出場者は、県社会教育課において各市からの推薦者の応募原稿
を審査し、決定されます。
「わたしの主張 2017」静岡県大会：平成２９年８月２２日（火）
、函南町文化センター

三島市教育推進部生涯学習課 〒411-0035 静岡県三島市大宮町 1-8-38 担当：辻
TEL. 055-983-0883 FAX. 055-983-0870
e-mail：tsuji2521@city.mishima.shizuoka.jp
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三島市食育認定店によるイタリアン教室♪

『シェフが教える！
ブロード（だし）を使った自宅で本格イタリアン教室』
～プロから学び、家庭でイタリアンを！親子で学び、家族の絆づくりを！～
６月は食育月間です。三島市では、
「地域における食育」を強化のため、若い世代が参加しやすく、かつ、
家族の食による絆づくりに繋げる事業を行っています。
食育認定店『パステリア地中海』のオーナーが講師となり、
「プロの料理人」から教わる料理教室を開催
します。ブロード（イタリアン出汁）の取り方、料理のコツ、テーブルマナーを学びます。子どもに食の関
心、団らんへの関心を持ってもらうために、親子で参加できる内容になっています。

ここがポイント！
● パステリア地中海オーナー小河 鉄平氏から、プロ直伝の家庭でできるイタリアンを学ぶ。
● 子どもに食への関心を持ってもらうため、親子で参加ができる内容。
● パステリア地中海とは初めての協働食育事業。

１ 日時・場所
開催日時：平成２９年６月 １７日(土) 午前１１時から午後１時
会
場：パステリア地中海 ３階ホール（三島市広小路町 13-3）
２ 事業の詳細 等
講
師：パステリア地中海オーナー 小河 鉄平 氏
事業内容：・イタリアン出汁（ブロード）の取り方と
地元野菜を使った料理のデモストレーション
・テーブルマナー（ナイフ・フォーク・箸 等）
・料理の試食（ランチ）
参加対象：市内の小中学生とその家族 ３０人
参 加 費：大人（中学生以上） ５００円・小人 ３００円

【講師を務めるパステリア地中海】
オーナー 小河 鉄平

３ その他
食育認定店とは・・・
市民の健康を応援し、食育を積極的に推進する飲食・食品販売店「健幸づくり推進店」の中から、
特に食育を進めることにふさわしいお店を三島市が認定しています。
三島市健康推進部健康づくり課 〒411-0832 静岡県三島市南二日町 8-35 担当：武藤
TEL. 055-973-3700 FAX. 055-976-8896
e-mail：kenkou@city.mishima.shizuoka.jp
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いつまでも若々しく！はつらつとした姿に元気をもらってください！！

第５２回 シニアクラブ三島芸能祭
～シニアクラブ三島会員による歌や踊りの発表会を開催～
シニアクラブ三島（三島市老人クラブ連合会）の会員による芸能祭が開催されます。

ここがポイント！
● シニアクラブ ２５クラブ ４０団体 ３３０人による歌・踊り・詩吟等の発表。
● 出演者で９０歳以上の方には花束を贈呈。
（対象者１１人：最高齢は９５歳）
● 元気なシニアの日頃の練習の成果をぜひ御堪能ください。

１ 日時
平成２９年６月２２日（木）午前１０時から午後３時
２ 場所
三島市民文化会館 大ホール
３ 主催
シニアクラブ三島（三島老人クラブ連合会）
４ 概要
シニアクラブ三島の会員による歌、踊り、詩吟等の発表。
２５クラブ ４０団体 ３３０人が参加予定です。
所属クラブ数は、５３クラブ 会員数 ２，６６５人（平成２９年４月１日現在）

【昨年度の芸能祭の様子】

三島市社会福祉部長寿介護課 〒411-8666 静岡県三島市北田町 4-47 担当：仁科
TEL. 055-983-2609 FAX. 055-975-3456
e-mail：kaigo@city.mishima.shizuoka.jp

