
お知らせ

図書館の臨時休館

　図書館システム更新のため、臨
時休館します。返却ブックポスト
は使用できます。ご不便をおかけ
しますが、ご理解とご協力をお願
いします。
２月 15日㈪～ 29日㈪
�鈴木図書館、市民文化センター

図書室
�鈴木図書館内の東西公民館は、
通常どおり開館します。
鈴木図書館　992-2342

景観形成型屋外広告物
整備地区指定案の縦覧

　良好な景観がある４地区を、市
屋外広告物条例第７条に規定する
「景観形成型屋外広告物整備地区」
に指定する案を縦覧します。
指�定する地区／パノラマロード沿

道周辺、自然公園区域、裾野駅
西地区周辺、南部地区周辺
２月 15日㈪～ 29日㈪
　８時 30分～ 17時 15分
市役所２階まちづくり課
�区域、名称、基本方針、整備基準
�地区内に住んでいる方や広告
物・掲出物件を管理する方など
は、縦覧期間中、意見書を提出
できます。※ファクス可
まちづくり課　995-1828
�994-0272

Information
日時　 会場　 対象　 内容　 定員　 参加費・使用料など　 持ち物　 申し込み・申込方法
申込期限・期間　 そのほか　 問い合わせ　 FAX　 Mail　 Web　

作り方
①�ご飯を茶碗２杯分ボウルにとり、溶き卵と鶏
がらスープの素を入れ、混ぜ合わせる。
②�フライパンにごま油を入れて熱し、①を入れ
て卵に火が通るまでいためる。
③�できた卵チャーハンを茶碗１杯分ずつラップ
で握って体の形を作る。
④�残りのご飯で富士山と足を作る。富士山の白
い部分用に茶碗1/3くらいとり、６等分する。
⑤�残りは青いデコレーションふりかけで色付け
し、６等分にして、丸く握る。
⑥�④の白いご飯を⑤の青いご飯の上に乗せて握
り、富士山を２個作る。
⑦�プチトマトは種をとり、ハートを４個、ほお
の丸を４個はさみで切り取って作る。
⑧のりで顔のパーツを作る。
⑨�それぞれを組み合わせて、すそのんを作り、⑦
のハートを持たせる。好きなおかずを周りに
入れて、出来上がり！
　作品では、裾野ポークのしょうが焼き、きんぴ
らごぼう、卵焼き、ゆでブロッコリー、ソーセー
ジなどを入れました。
戦略広報課　995-1802

　第１回キャラ弁コンテストの審査が 12月 13日㈰
に行われ、５作品の受賞が決定しました。今回の広報
すそのからお知らせページで受賞作品のレシピを紹介
します。

市長賞　“愛がたっぷり♥
すそのんハートをギュッと弁当”

材料（２人分）
白いご飯………… １合� プチトマト�……… ４個
卵………………… １個� のり�……………… 少々
ごま油………………………………………… 大匙１杯
鶏がらスープの素…………………… 大匙１と 1/3 杯
デコレーション用ふりかけ（青）�……………… 適量

作者：勝間田祥子さん

すそのんキャラ弁コンテスト 受賞作品のレシピを紹介！ 第１弾
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インフォメーション

Information

国保高齢受給者証交付会

　３月１日㈫から対象となる方に、
受給者証を交付します。
２月 25日㈭
　10時 20分～ 11時 20分�
福祉保健会館研修室
�昭和21年２月２日～昭和21年
３月１日に生まれた方
�対象の方には、事前にはがきで
お知らせします。転入してきた
方や通知のない方はご連絡くだ
さい。

国保年金課　995-1814

児童虐待防止セミナー
～親の心を助ける手助けを～

　青少年育成市民会議では、青少
年育成者のための研修として、児
童虐待防止がテーマのセミナーを
開催します。申し込みは不要です。
当日直接会場へお越しください。
�２月 28 日㈰　14 時～ 15 時
30分
生涯学習センター学習ホール
講�師／島田妙子さん（児童虐待防
止機構理事長）
180 人
生涯学習課　992-3800

富士急高速バス東京駅線
平日1,000 円キャンペーン

　富士急シティバスでは、２月１
日にダイヤを改正し、市内と東京
駅を結ぶ高速バスを毎日５往復運
行しています。この高速バスが、
期間限定で片道 1,000 円（小人
500 円）で利用できます。
３月 18日㈮までの平日
市�内のバス停／千福下、市民文化
センター前、トヨタ自動車東日
本前
�市民文化センター前のバス停近
くには、利用者専用の無料駐車
場があります。
富士急コールセンター
　0555-73-8181

市民無料相談

�２月 22 日㈪　※受付▶終了時
刻の 20分前まで
市役所４階会議室
内�容・時間／●資格団体相談（10
時～12時）▶土地、家屋（マン
ション含む）、相続、各種登記、
会社の設立、増資、成年後見業
務、社会保険労務などに関する
相談。司法書士、行政書士、社
会保険労務士、宅地建物取引主
任、土地家屋調査士、建築士、
マンション管理士が応じます。
●�人権相談（10時～12時、13時
～15時）▶子どもの人権、女性
の人権、そのほか差別待遇など
の人権問題の相談。人権擁護委
員が応じます。
戦略広報課　995-1802

平成 27年度　市防火標語
火の用心
　　みんなが町の　消防隊

木村　真悟さん

都市計画用途地域・準防火地域・
地区計画変更に関する公聴会

　裾野駅西土地区画整理事業の先行街区の事業見直し（道路線形の変
更）に伴う用途地域・準防火地域・地区計画の変更に関する公聴会を
開催します。市民の皆さんに公開の場で意見を述べてもらい、事業に
反映させます。
変�更の対象／裾野駅前交差点か
ら市役所東交差点までの道路
と御殿場線に挟まれる区域
３月 17日㈭　10時～
市役所４階 401 会議室
�●公述人がいない場合は、公
聴会を中止します。●傍聴の
入場は先着順です。満員の場
合は、入場できないことがあ
ります。

【原案の縦覧】
　都市計画の原案を縦覧できま
す。
２月 15日㈪～ 28日㈰
�区画整理課（裾野駅西地区整
備事務所）

【公聴会での公述】
　公聴会で公述したい方は、ま
ちづくり課にある公述申出書に
必要事項を記入し、提出してく
ださい。　※郵送可
�３月２日㈬～10日㈭　※直
接提出の場合、受付は土・日
曜日を除く８時30分～17時
15分。郵送の場合、最終日
必着
◆�都市計画原案の概要や公聴会
の詳細は、３月２日㈬以降に
市公式ウェブサイトに掲載し
ます。公述申込書もダウン
ロードできるようになります。
まちづくり課　995-1829
　〒 410-1192　佐野 1059
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お知らせ

コミュニティ助成事業

　自治総合センターでは、宝くじ
の社会貢献広報事業として、宝く
じの受託事業収入を財源に市民の
方のコミュニティ活動を助成する
コミュニティ助成事業を実施して
います。希望する区は、生涯学習
課市民協働室へご相談ください。
　この助成事業で南町区では、コ
ミュニティ活動に必要な放送設備
を宝くじの助成金で整備しました。

生涯学習課　992-3800

すその発　ママチャレ！

　子育て中の母親による、子育て
中の母親のための講座を開催しま
す。母親の学びやネットワークづ
くり、地域で活躍の場を広げる手
伝いをします。
３月５日㈯　10時～ 13時�
市民文化センター
子育て中の方、親子など
�①食育講座②親子で参加できる
ステージ（ハワイアンリトミッ
ク、ミニにこにこキャラバン、
ベビーマッサージ、英語＋リト
ミックなど）③ワークショップ、
ハンドメイド雑貨、フリーマー
ケット、託児ルームメープルな
どのブース④パンや弁当、ス
イーツなどの販売
�①食育講座への参加を希望する
方は、電話でお申し込みくださ
い。（定員 12人）
NPO法人メープル

　965-3680
　子ども保育課　995-1822

児童手当の支給

　２月 10日㈬は児童手当の支給
日です。児童手当は、認定請求を
した月の翌月分から支給事由の消
滅した月分まで支給されます。
支�給額（月額）／●３歳未満▶
15,000円●３歳～12歳（第１・
２子）▶ 10,000 円●３歳～
12歳（第３子以降）▶ 15,000
円●中学生▶ 10,000 円●所得
が制限額を超えている方の児童
▶ 5,000 円　※４カ月分をま
とめて支給します。
支�給日／６月、10月、２月の 10
日（土・日、祝日の場合はその
直前の平日）
支給方法／指定口座に振込み
�●必要な届出をしていない場合
は、支払いが保留されることが
あります。●市内に転入した方
や子どもが生まれた方は、その
手続きと同時に児童手当の申請
をしてください。申請には、個
人番号カード、認め印、通帳、
保険証、前年の所得の扶養親族
などの人数を証明する書類など
が必要です。
子育て支援課　995-1841

予備自衛官補採用試験

�４月15日㈮～19日㈫のうち１日
�一般▶18歳以上34歳未満の方
　�技能▶ 18 歳以上で国家資格が
ある方（保有する技能に応じ
53歳～ 55歳未満の方）
４月８日㈮
�自衛隊静岡地方協力本部三島募
集案内所　989-9111

消費生活セミナー

　ファッションや消費の場面で注
目されている「エシカル（＝倫理
的なふるまい）」を学びます。
２月 27日㈯　14時～ 16時
生涯学習センター学習ホール
テーマ／エシカルに暮らす
講�師／龜石太

た
夏
か
匡
まさ
さん（リバース

プロジェクト）
100 人（先着順）
商工観光課　995-1857

『ずっと、いっしょ』『うまれる』
自主上映会

　小さな子どもも一緒に鑑賞でき
ます。
３月 19日㈯　
生涯学習センター
�チケットの前売り券を２月７日
㈰から戸田書店リブレ裾野店で
販売します。
�●字幕付きで、副音声がありま
す。●車いすスペースがありま
す。※要事前申し込み

【ずっといっしょ】
① 10時～② 14時～③ 18時～
�●前売り▶大人 1,200 円、小
人 500 円●当日▶大人 1,500
円、小人 700 円

【うまれる】
① 10時30分～② 14時30分～
�●前売り▶大人 800 円、小人
500 円●当日▶大人 1,000 円、
小人 700 円
つながる映画
　050-3740-9090
�tunagaru.movie.susono@
gmail.com
�http://ameblo.jp/tunagaru

　moviesusono/
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インフォメーション

Information

駿東地域職業訓練センター
３月講座

�●特別教育・安全衛生教育▶携
帯用丸のこ盤安全衛生教育、粉
じん作業特別教育●パソコン
コース▶パソコン入門（ビギナー
ズコース）、ワード基礎、エクセ
ル基礎、ワード活用、エクセル
活用、イラストレーター基礎、
夜間イラストレーター基礎

　�●カルチャーコース▶夜間英会
話、フラワーアレンジメント、
手作り木綿ぞうり教室、アロマ
教室、絵画教室
駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

親子チャレンジ広場

�３ 月 12 日㈯　13 時 30 分～
15時 30分
�東西公民館会議室（鈴木図書館
３階）
�市内に住んでいる幼児・小学生
とその保護者の方

�親子で楽しく科学遊び体験をし
ます。ビー玉を使って万華鏡を
作ります。
25組（先着順）
�筆記用具、はさみ、セロハンテー
プ
�２月５日㈮９時から鈴木図書館
で受け付けます。　※２月 15
日㈪～ 29 日㈪は休館のため、
電話で受け付け
�駐車場に限りがあるので、市役
所駐車場または公共交通機関を
ご利用ください。
鈴木図書館　992-2342

消費者相談室 Counseling Room

Q ネットショップで欲しかったスニーカーを注
文し、代金を振り込んだ。到着予定日を過ぎ

ても商品が届かない。どうすればよいか。

Ａ インターネットで注文し、代金を振り込んだ
のに商品が届かないという相談が多く寄せら

れています。メールや電話で再三連絡してもつなが
らなければ、期日を定めて商品の送付か返金を求め
る書面を、配達記録を付けてショップ宛に送りま
しょう。書面が宛先不明などで戻ってきた場合など
詐欺の疑いが強い場合は、警察や代金を振り込んだ
金融機関に相談してください。最近は詐欺的なネッ
トショップも増えているようです。ネット通販では、
価格や商品に釣られず、信用性や確実性を確かめて
購入しましょう。おかしいなと思ったらすぐに消費
生活センターにご相談ください。

新しい食品表示（２）
　１月１日号に引き続き、食品表示の主な変更点の
３点目についてです。
③�新しく機能性表示制度ができました。機能性表示
食品とは「おなかの調子を整える」や「脂肪の吸
収をおだやかにする」など、健康の維持と増進に
役立つ機能性が表示されている食品です。事業者
が食品の安全性や機能性に関する評価を行い、一
定の科学的根拠に基づく機能があると判断した食
品に事業者の責任で表示します。
　�特定保健用食品（トクホ）と違い、消費者庁の個
別の許可を得たものではありません。機能性表示
食品は補助的なものと考え、栄養バランスの良い
食事を心がけましょう。過剰な摂取は健康に害を
及ぼす場合があるので、摂取目安量をきちんと守
りましょう。消費生活センター　 995-1854

くらしのダイヤル 消費生活研究会
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