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Information

認知症を語る会

　申し込みは不要です。直接会場
にお越しください。
７月３日㈮�13時30分～15時
福祉保健会館１階
�認知症の方を介護している家族
の方
市介護家族の会（杉山）

　090-1984-9977
　社会福祉協議会　992-5750

市民体育館
受付事務所の移転

　７月からの市民体育館の耐震補
強工事に伴い、受付事務所を移転
します。７月 14 日㈫から、仮設
事務所で受け付けます。
移転先／市立水泳場（石脇 550）
※受付時間▶９時～ 17時
�●電話番号は変わりません。
　�●体育館の利用は７月５日㈰ま
でです。
市民体育館　993-0303

富士山世界遺産登録２周年
記念富士山資料館無料開放

　富士山資料
館では、富士
山の世界遺産
登録２周年を
記念し、次のとおり入館料を無料
にします。
６月 23日㈫～ 28日㈰

開館時間／９時～ 16時 30分
富士山資料館　998-1325

がん検診などの案内の訂正

　対象者に郵送した「がん検診等、
特定・後期高齢者健康診査実施機
関一覧」と、広報紙６月１日号と
一緒に配布した「平成 27 年度裾
野市健康診査について」の杉山医
院の記載に誤りがありました。訂
正してお詫び申し上げます。
◆実施医療機関一覧（郵送）
　杉山医院（裾野市）㈯の受付時間
誤８時～10時30分、14時～16時
正８時～10時30分
◆健康診査について（ポスター）

　［表Ａ］平成 27 年度健康診査
市内実施医療機関一覧の、杉山医
院（裾野市）の検診などの実施の
可否と予約の要否
誤�特定・後期健康診査、肝炎ウイ
ルス・前立腺がん・胃がんバリ
ウム・胃がん内視鏡・肺がん・
乳がん・大腸がん検診→「●（予
約が必要）」

正�特定・後期健康診査、肝炎ウイ
ルス・前立腺がん・肺がん・乳
がん・大腸がん検診→「○（予
約なしで受診可能）」
健康推進課　992-5711

　母子家庭等医療費助成制度は、
ひとり親家庭などの方の医療費
（保険診療の自己負担分）を市
が助成する制度です。対象の方
は、手続きをしてください。
�20 歳の誕生日前日までの児
童のいる、所得税非課税世帯
（同居している方も含む）の
方で、次のいずれかに当ては
まる方
　●母子家庭の母と児童
　●父子家庭の父と児童
　●父母のない児童
�対象者全員分の健康保険証、
口座がわかるもの、はんこを
子育て支援課にお持ちになり、
手続きをしてください。

【受給者証の更新手続き】
　現在の母子家庭等医療費助成
金受給者証の有効期限は 6 月
30 日㈫までです。更新の手続
きをしないと７月１日㈬から医
療費の助成を受けられなくなり
ますので、ご注意ください。
６月 22日㈪～ 30日㈫
　８時 30分～ 17時 15分
　※土日を除く
�郵送された母子家庭等医療費
助成金受給者証申請書、旧受
給者証、対象者全員分の健康
保険証、はんこを子育て支援
課にお持ちになり、手続きを
してください。
※�平成 27 年１月１日以降に当
市に転入した方は、平成 26
年分源泉徴収票か確定申告の
控え、平成 27 年度課税（非
課税）証明書が必要

母子家庭等医療費助成制度
更新手続きは6/22～6/30

子育て支援課
995-1841

母子家庭等医療費助成制度
更新手続きは6/22～6/30
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富士山マイカー規制

　富士山の自然保護と快適な登山
のため、マイカー規制を実施しま
す。規制期間中はマイカーでの通
行ができません。乗換駐車場に駐
車し、有料のシャトルバス、タク
シーに乗り換えてください。駐車
料金は 1台につき 1,000 円です。
●富士宮口（富士山スカイライン）
　・�７月10日㈮９時～９月10日㈭
12時

●須走口（ふじあざみライン）
　・�７月10日㈮12時～12日㈰12時
　・�７月17日㈮12時～８月23日㈰
12時

　・�８月28日㈮12時～30日㈰12時
　・�９月４日㈮12時～６日㈰12時

県道路企画課
　054-221-3359

子どもの人権 110番
強化週間

　いじめや体罰、不登校、親によ
る虐待などに困っていたら電話し
てください。
６月 22日㈪～ 28日㈰
　平日▶８時 30分～ 19時
　土日▶ 10時～ 17時
0120-007-110
静岡地方法務局 人権擁護課

　054-254-3555

若者就職応援フェア

　県、静岡労働局、ハローワーク
では、若者を対象とした就職面接
会を開催します。
６月 25日㈭　12時～ 16時
�キラメッセぬまづ（沼津市大手
町）
�参加企業によるＰＲタイム、人
事担当者との面談、面接
履歴書
県雇用推進課

　054-221-3575

“すそのん”のイラスト使用

　“すそのん”のイラストは、商
品やチラシなどに無料で使用する
ことができます。使用する場合は、
事前に申請が必要です。
�所定の申請書に必要事項を記入
し、商品名や材料、レイアウト
などがわかる企画書を添付して
戦略広報課に提出してください。
※�申請書は、市公式ウェブサイト
からダウンロード可

使 用承認期間／承認を受けた日か
ら２年を経過する日以後の最初
の３月 31日まで
�●個人が家庭内で使用する場合、
申請は不要です。●市の信用ま
たは品位を損なうおそれがある
とき、法令または公序良俗に反
するおそれが
あるときなど
使用できない
場合がありま
す。
戦略広報課　995-1802

　学校・保護者・地域が一体となった「地
域との協働による学校づくり」を進めるた
め、市立幼稚園と小中学校にスクールコー
ディネーターを配置しています。スクール
コーディネーターは、子どもたちのために
よりよい環境を整える活動などを行います。
 【主な活動】
・授業への協力
・学校行事やＰＴＡ行事への協力
・体験学習への協力
・環境整備への協力

学校教育課　995-1838

後列左から
須山地区▶渡邉とし子さん　西小学校区▶西島隆彦さん
西中学校区▶宮城清巳さん　東小学校区▶中野里高紀さん
前列左から
東中学校区▶芹澤隆伸さん　深良地区▶増田賢治さん
南小学校区▶三ツ石純子さん　向田小学校区▶宮㟢謙二さん

スクールコーディネーターの紹介
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なでしこジャパン応援
動画に参加・公開中

　FIFA 女子ワールドカップカナ
ダ 2015 が７月５日㈰まで開催さ
れています。
　なでしこジャパン（日本女子代
表）を応援する動画“なでしこジャ
パンとパスをつなごう！～なでし
こハッピープロジェクト～”に当
市も参加しました。動画は日本
サッカー協会（JFA）のホームペー
ジから見ることができます。
�http://www.jfa.jp/women/
news/00006273/
生涯学習課　992-3800

富士山須山口略絵図
Ｔシャツの販売

　富士山世界文化遺産裾野市民協
議会では、江戸時代の須山口登山
道が描かれたＴシャツを販売して
います。表の左胸部分には「富士
本道」の印が、裏には「富士山須
山口略絵図」がプリントされてい
ます。Ｔシャツの色は、白と黒の
２種類です。
�美松（佐野）、山川商店（須山）
2,230 円（税込）
�Ｔシャツの販売店を募集してい
ます。
�富士山世界文化遺産裾野市民協
議会（生涯学習課）　992-3800

　　　▲裏面
◀表面

戦没者遺児による慰霊友好
親善事業の参加者

　日本遺族会では、戦没者遺児に
よる慰霊友好親善事業を行います。
戦没者の遺児
�父などが戦没した旧戦域で慰霊
追悼を行い、同地域の住民の方
と友好親善を図ります。
10万円
� 県遺族会　054-261-7796

弁護士による法律相談

　弁護士が各種法律の相談に応じ
ます。相談は予約制です。
７月 21日㈫　10時～ 12時
市役所４階 401 会議室
６組（先着順）
�予約は、７月１日㈬８時 30 分
から電話で受け付けます。
�●相談時間は１組20分以内です。
●相談内容によっては、他の相
談で対応することもあります。
�戦略広報課　995-1802

看護師等再就業準備講習会

７月 15日㈬～ 17日㈮
富士宮市立病院（富士宮市錦町）
�看護の仕事をしていない看護職
免許保有者
�所定の申込用紙に必要事項を記
入し、県ナースセンターに提出
してください。※電話・ＦＡＸ・
メール可
６月 25日㈭
� 県ナースセンター東部支所

　920-2088
numazu@nurse-center.net

国勢調査員

　10 月１日を基準日として実施
される平成 27年国勢調査の調査
員を募集します。
�次の項目すべてに該当する方
　�●市内に住んでいる 20歳以上
の方●調査活動のできる健康な
方●責任を持って調査活動を遂
行し、調査上知り得た秘密を守
れる方●税務、警察、選挙に直
接関係のない方●暴力団員その
ほかの反社会的勢力に該当しな
い方

従事期間／８月下旬～ 10月下旬
報酬／国の算定基準により支給
�情報政策室にある申込書に必要
事項を記入し、提出してください。
※�申込書は市公式ウェブサイトか
らダウンロード可
７月２日㈭
�情報政策室　995-1805

夏休み子供自然体験教室

第 1回▶８月１日㈯
　第 2回▶８月４日㈫
　※時間はいずれも10時～15時
不二聖心女子学院
�小学４～６年生とその保護者
各回 30組
　※申込多数の場合は抽選
�不二聖心女子学院内の動植物の
観察と採集
一人 500 円
�不二聖心女子学院のホームペー
ジの申し込みフォームからお申
し込みください。
７月１日㈬
�不二聖心女子学院　992-0213
�http://www.fujiseishin-jh.
ed.jp
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年金相談

　年金事務所の職員が、諸届出の
受付や手続きの相談に応じます。
７月 23日㈭　10時～ 13時
市役所 1階市民相談室
14人程度（先着順）
�事前に国保年金課へお申し込み
ください。※電話可
７月９日㈭
�国保年金課　995-1813

県下水道排水設備工事
責任技術者試験

　県内で公共下水道に接続する排
水設備工事を行う工事店は、県下
水道協会に登録している下水道排
水設備工事責任技術者の専属が義
務付けられています。県下水道協
会では試験を行います。
10月 21日㈬
�静岡商工会議所静岡事務所会館
（静岡市葵区）
�20 歳以上で学歴に応じた実務
経験を有する方
�受験願書を７月１日㈬から上下
水道課で配布します。必要事項
を記入し、提出してください。
７月 21日㈫～ 31日㈮
�上下水道課　995-1835

　市内から撮影した富士山の写
真をご応募ください。
応 募方法／市役所３階戦略広報
課か各支所などにある応募用
紙に必要事項を記入し、作品
の裏側に貼り付けてご応募く
ださい。応募用紙は市公式
ウェブサイトからダウンロー
ドすることもできます。

応 募締切／ 10�月９日㈮
応 募規定／●応募作品は応募者
本人が平成 25�年以降に撮影
した２Ｌ版で、一人３点以内
とします。

応 募上の注意／●応募作品中の
人物などの肖像権については、
応募時に応募者が了解を得て
いるものと判断します。●採
用が決定した作品は、ネガ・
ポジフィルムまたはデータを
後日提出していただきます。
●デジタルカメラで撮影する
場合は、最大サイズ・最高画
質モードでデジタルズームは
使わずに撮影してください。
また、画像ソフトでトーン
カーブ以外の修正は行わない
でください。●応募作品の著

作権は、撮影者に帰属します。
ただし、市は、採用作品を市
が自由に使用することに同意
されたものとみなし、ポス
ター、ホームページ、刊行物
などの広報活動に使用する権
利を有します。使用にあたっ
ては、撮影者の氏名を表示し
ます。●採用作品を第三者に
貸与する場合には、撮影者に
事前に利用目的、使用条件を
説明した上で、承諾が得られ
たもののみ貸与します。●応
募作品は返却しません。
�●カレンダーには有料広告を
掲載します。●カレンダーは、
市内の方には１世帯につき１
部ずつ無料で配布し、希望者
には販売します。
�戦略広報課　995-1802

平成28年版 市政カレンダーの掲載写真を募集
　

平成28年版 市政カレンダーの掲載写真を募集
世界遺産富士山 富士の四季彩がテーマ
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７月　水道工事当番店 データバンク

７月　税金・料金

７月　カレンダー

※工事、修理は有料です。 ６月１日現在

納付期限：７月 31 日㈮

４日㈯ 高橋設備
☎993-1336

５日㈰ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

11日㈯ 植松水道
☎992-4644

12日㈰ 山崎設備
☎997-6766

18日㈯ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

19日㈰ 工管設
☎993-1603

20日㈪ ㈲小沢土建
☎992-1401

25日㈯ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

26日㈰ 小川設備工事店
☎993-2074

１日㈬
富士登山道須山口開山式
市立水泳場開場

５日㈰婦人バレーボール大会
11日㈯社会福祉大会

11日㈯
～20日㈪夏の交通安全県民運動

24日㈮市立幼稚園夏季休業開始
25日㈯ 市立小・中学校夏季休業開始

固定資産税・都市計画税� 第２期分
国民健康保険税・介護保険料� 第１期分

人　口　53,035人� （−３人）
　男　　27,008人� （−７人）
　女　　26,027人� （＋４人）
世　帯　21,295世帯�（-24世帯）
内、外国人� 670人�362世帯

わんぱく夏のキャンプ

　アウトドア料理、火おこし、ア
ウトドアゲーム、キャンプファイ
ヤーなどの野外活動を体験します。
７月 31日㈮～８月２日㈰
十里木キャンプ場
�市内の小学４～６年生
80人（先着順）
7,000 円
�７月４日㈯と５日㈰の９時 30
分から 13 時まで生涯学習課で
受け付けます。学校で配布され
る申込書に必要事項を記入し、
提出してください。
� 生涯学習課　992-3800

こころのサポーター
ゲートキーパー養成講座

�①７月２日㈭　13 時 30 分～
15 時 30 分　②７月９日㈭　
19時～ 21時
福祉保健会館３階研修室
各 40人
�①精神科医師によるうつ・自殺
予防についての講話（講師▶て
らだ医院�院長�寺田誠史さん）
②保健師によるゲートキーパー
についての講話、傾聴について
実践を含めたロールプレイ
６月 26日㈮
�すその健康マイレージ対象
�健康推進課　992-5711

ベネフィ駿東
イメージキャラクター

　駿東勤労者福祉サービスセン
ター（ベネフィ駿東）では、イメー
ジキャラクターを募集しています。
�裾野市、御殿場市、長泉町、小
山町に住んでいるか通勤・通学
している方
�イメージキャラクターをＡ４用

紙に印刷または手書きし、ベネ
フィ駿東に提出してください。
７月 30日㈭
�最優秀賞に選ばれたデザインに
は５万円の副賞があります。
�ベネフィ駿東（御殿場市神山）

　0550-87-7575
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