
お知らせ
Announcement
美化センター

ごみの持ち込みの休止

　美化センターの施設点検整備のた

め、７月 30 日㈬はごみの持ち込み

ができません。

美化センター　992-3210

国保高齢受給者証新規交付会

　８月１日㈮から次の方が対象とな

り、受給者証を交付します。

７月 22 日㈫

　13 時 30 分～ 14 時 30 分 

社会福祉会館研修室

 昭和 19 年７月２日～８月１日に

生まれた方

通�知／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

私立幼稚園就園
奨励費補助金

　私立幼稚園に通園している園児が

いる世帯を補助します。申請は、年

間を通して受け付けています。

 市内に住んでいて、４月１日現在、

３歳～５歳であるか年度途中に３

歳になる幼児が、私立幼稚園に就

園している世帯

 補助金額は、各世帯の市民税の所

得割額により異なります。

※市ホームページに掲載しています。

 各私立幼稚園にある「保育料等減

免措置に関する調書」に必要事項

を記入し、課税額を証明できる書

類を添えて幼稚園に提出してくだ

さい。

子ども教育課　995-1822

臨時福祉給付金・子育て世帯
臨時特例給付金の受付時間

　臨時福祉給付金・子育て世帯臨時

特例給付金の申請を９月 30 日㈫ま

で受け付けています。

受付時間／９時～ 16 時

給付金専用ダイヤル
　995-1118

県下水道排水設備工事
責任技術者試験

　受験願書を下水道課で配布してい

ます。

10 月 14 日㈫

 静岡商工会議所静岡事務所会館

（静岡市）

 20 歳以上で学歴に応じた実務経

験がある方

4,000 円

７月 22 日㈫～８月１日㈮

下水道課　995-1835

すその16ミリ映画祭

　16 ミリフィルムによる映画の無

料上映会を開催します。子どもを対

象にした映画や懐かしい映画を上映

します。

７月 26 日㈯

　開場▶９時 40 分・13 時 10 分

 市民文化センター多目的ホール

時間 上映作品

10:00
～10:25

メイプルタウン物語
（アニメ）

10:25
～10:48

くまのおいしゃさん　
すてきなコンサート

（アニメ）

10:48
～12:03 こむぎ色の天使（邦画）

13:30
～15:18

かいけつゾロリ　まも
るぜ！きょうりゅうの
たまご（アニメ）

鈴木図書館　992-2342

市民体育館 休館

　市民体育館の大規模なリニューア

ル工事を平成 27 年７月から平成 28

年６月ごろまで行う予定です。この

ため工事期間中は、テニスコートを

含む市民体育館のすべての施設が使

用できません。

生涯学習課　992-3800

プラサヴェルデ　グランド
オープン記念イベント

　沼津駅北口に展示・会議・宿泊の

３つの機能が一体となった総合コン

ベンション施設「プラサヴェルデ」

がグランドオープンします。

７月 20 日㈰、21 日㈪

 記念式典や国際フォーラムを開催

します。

 県ふじのくに千本松フォーラム整
備課　054-221-3528

身体障害者野球大会
DREAM CUP

　地元チームの静岡ドリームスを始

め、障害者野球チーム７チームが参

加します。入場は無料です。

７月５日㈯

運動公園
野球場

トヨタ
野球場

開会式 11:00 －
試合開始 11:30 12:15

７月６日㈰

運動公園
野球場

トヨタ
野球場

試合開始 8:30 8:15
閉会式 15:00 －

 運動公園では「味わおう！すその

グルメ！」が開催され、地元の特

産物などが販売されます。

障がい福祉課　995-1820

p.8

広報すその　平成26年７月１日号



日時　 会場　 対象　 内容　 定員　 参加費・使用料など　 持ち物　 申込・申込方法
申込期限・期間　 その他　 問合せ　 Web　 Mail　 FAX　

募 集
Recruitment

楽しい地域づくり講座参加者

　地域や団体での活動に役立つ、組

織運営のコツや会議・話し合いの進

め方などを学びます。

 ８月 31 日㈰・９月 14 日㈰・10

月 18 日㈯　10 時～ 16 時

 市役所 401 会議室

40 人程度

※申込多数の場合は抽選

８月８日㈮

 地域振興課　995-1874

夏休み子ども体験講座

　東西公民館で子ども体験講座を開

催します。

 【囲碁講座】
 ７月 25 日㈮・８月２日㈯・９日㈯・

16 日㈯・23 日㈯（全５日）

　９時 30 分～ 11 時

 市内に住んでいる小学生以上の方

20 人（先着）

 初心者から経験者までみんなで囲

碁を楽しみます。

講師／渡辺浩さん

 【科学遊び講座 ペーパーブリッジ】
 ８月７日㈭　10 時～ 12 時

 市内に住んでいる小学生

※低学年は保護者同伴

40 人（先着順）

 紙で橋を作り、その強さを競います。

講師／沼津工業高等専門学校

　　　望月孔二さん

 東西公民館にある申込用紙に必要

事項を記入し、提出してください。

７月５日㈯９時～ 20 日㈰ 17 時

東西公民館　992-6677

親子水生生物調査

 ８月２日㈯　９時～ 12 時

　予備日▶８月３日㈰

 黄瀬川（中央公園周辺）

 市内に住んでいる小学生以上の方

とその保護者

20 人（先着順）

 黄瀬川に生息している水生生物を

観察し、親子で河川を調査します。

 生活環境課にお越しになるか、電

話でお申し込みください。

７月 18 日㈮

帽子、筆記用具、ぬれてもよい靴

 生活環境課　995-1816

普通救命講習会参加者

 ７月 20 日㈰　9 時～ 12 時

 消防庁舎３階災害対策室

 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を

使った心肺蘇生法の習得

 中学生以上

30 人（先着順）

 所定の申込用紙に必要事項を記入

し、消防署、茶畑分遣所、須山分

遣所のいずれかにお申し込みくだ

さい。申込用紙は市のホームペー

ジからダウンロードすることもで

きます。

消防署救急係　995-0119

　市内をロケ地またはテーマ題材

とした映像作品（ショートムー

ビー）を募集します。当市の魅力

を 30 秒以上５分以内の映像で表

現してください。

●募集作品
　 以下のすべての要件を満たすも

の

・ 市内で撮影されたもの、または

または市をテーマとしたもの

（アニメーションやスライドな

ど写真をつなぎ合わせたものも

可）

・ 当市の魅力を表現しているス

トーリー性のある映像作品

・  30 秒以上５分以内のオリジナ

ル未発表作品

●応募規定
・ プロ・アマを問いません。

・ 作品の応募数に制限はありませ

んが、入賞は１人（１団体）１

賞とします。

・ 作品はＤＶＤにコピーして提出

してください。応募作品は、返

却しません。

●賞
　最優秀賞 10 万円（１点）

　優秀賞 ５万円（１点）

　特別賞 １万円（３点）

●応募方法
　 　観光協会か市役所３階広報室

にある応募用紙に必要事項を記

入し、提出してください。（郵

送可）応募用紙は市ホームペー

ジからダウンロードすることも

できます。

●募集締切
　平成 27 年１月 30 日㈮

観光協会　992-5005
　〒 410-1102　深良 451

　市長戦略課広報室　995-1802
　〒 410-1192　佐野 1059
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募 集
Recruitment

夏休み親子税金教室と
映画上映会

 ８月 20 日㈬　13 時～ 16 時

 市民文化センター大ホール

 映画「名探偵コナン　天空の難破

船」を上映します。

 子どもと保護者

1,190 人（先着順）

 ７月 28 日㈪から市商工会で入場

券を発行します。

　受付時間▶９時～ 17 時

沼津法人会　922-4014

静岡がんセンター
公開講演会

　テーマは「がんになっても働ける

ということ～がんの治療と就労を支

える取組み～」です。東京労災病院

治療就労両立支援センター両立支援

部長の門山茂さんや静岡がんセン

ター専門監の高田由香さんの講演な

どがあります。

 ８月９日㈯　13 時～ 16 時

 プラサヴェルデ 301・302 会議室

100 人（先着順）

 参加者全員の住所（市町名）・氏名・

年齢・電話番号を記入し、はがき

またはメール、ＦＡＸでお申し込

みください。

８月１日㈮当日消印有効

 講演などの内容をビデオ収録しま

す。参加者の顔や声は収録しませ

ん。

 静岡がんセンター疾病管理セン
ター（公開講演係）　959-5222
989-5557

shippei-kanri@scchr.jp

〒 411-8777　長泉町下長窪 1007

防衛省採用試験

一般曹候補生
 ❶９月 19 日㈮　❷９月 20 日㈯

 ❶ツインメッセ静岡

　❷日大国際関係学部（三島校舎）

 18 歳以上 27 歳未満の方

 陸・海・空曹自衛官の養成

航空学生
 ９月 23 日㈫

 プラサヴェルデ（沼津市）

 21 歳未満の高校卒業または卒業

見込みの方

 海上・航空自衛隊のパイロットな

どの養成

８月１日㈮～９月９日㈫

自衛隊三島募集案内所
　989-9111

親子現場見学会参加者

 ８月５日㈫

 山梨県立リニア見学センター

　笛吹川フルーツ公園

 裾野市、沼津市、御殿場市、清水

町、長泉町、小山町に住んでいる

小学生とその保護者

80 組 160 人（先着順）

７月 14 日㈪～ 18 日㈮

 雨具、水筒など

 ●集合（バスの乗降場所）は市民文

化センターです。市民文化セン

ターには駐車できません。

　●小雨決行です。

沼津建設業協会　932-8311

テ�ーマ／農業、林業、畜産業に関連するもの

募集作品／● カラーの２Ｌ・キャビネプリントで単写真のみ

　　　　　● 平成 25 年 10 月１日㈫から平成 26 年９月 30 日㈫の間

に市内で撮影したもの

　　　　　● 未発表の作品で、ほかに発表予定のないもの

提出方法／ 農林振興課にある応募票（自作可）に必要事項を記入し、

作品の裏側に必ず貼付して提出してください（応募票は市

ホームページからダウンロードすることもできます）。

　　　　　※ 入賞・入選作品の原版は後日指定する日までに提出して

いただきます。

募集期限／ 10 月 31 日㈮〔必着〕

　賞　／１等▶１点、賞金１万円　　２等▶２点、賞金５千円

　　　　３等▶５点、賞金３千円　　入選▶若干、記念品

そのほか／● 作品に写されている

人物などの肖像権に

ついては、応募前に

了承を得てください

　　　　　● 原則として応募作品

は返却しません

 農林振興課　995-1823
〒 410-1192　佐野 1059

第13回「裾野の農業」フォトコンテスト

第12回１等

「彼岸前の早仕事」片山己春
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駿東地域職業訓練センター
８月講座

 ●技能講習▶ガス溶接技能講習●

受験対策講座▶夜間第２種電気工

事士受験対策講座（筆記試験対策）

●特別教育▶刈払機の安全衛生講

習、伐木作業の安全衛生講習●パ

ソコンコース▶ワード基礎、エク

セル基礎、イラストレーター基礎、

デジタルカメラ（ワード使用）、

夜間デジタルカメラ（ワード使用）

●カルチャーコース▶夜間英会話、

アロマ教室、フラワーアレンジメ

ント、手作り木綿ぞうり教室、絵

画教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

みんなで学ぼう！
災害医療

 ❶７月 12 日㈯❷７月 26 日㈯

　19 時 30 分～ 21 時

　受付時間▶ 19 時～ 19 時 20 分

 ❶生涯学習センター

　❷富岡中学校体育館

 ❶市内に住んでいる方

　❷富岡地区に住んでいる方

❶ 190 人❷ 400 人

 トリアージ、救護所の役割につい

て学びます。

講�師／遠藤医院副院長　遠藤真琴さん

❶７月７日㈪❷７月 22 日㈫

 健康推進課　992-5711

自動販売機の設置者

　鈴木図書館に自動販売機を設置す

る事業者を募集します。建物敷地の

一部を設置スペースとして貸し付け

ます。

設�置場所／図書館屋外敷地内

設�置台数／１台

販�売品目／清涼飲料水

※ 缶、ビン、ペットボトル、紙パッ

クなどの密閉された容器のものに

限ります。

貸�付期間／８月１日㈮から３年間

選定方法／一般競争入札

 鈴木図書館２階事務室に必要書類

を提出してください。募集要領な

どは市ホームページからダウン

ロードすることができます。

７月 13 日㈰　※７日㈪は休館日

　受付時間▶９時～ 17 時

鈴木図書館　992-2342

　東中学校や運動公園など市内でロ

ケが行われた映画「誘拐少女」の試

写会に、抽選で 150 人を招待します。

７月 27 日㈰　15 時～ 17 時

　開場▶ 14 時 30 分

 市民文化センター多目的ホール

 映画「誘拐少女」を上映します。

出演者、監督による舞台あいさつ

や市マスコットキャラクター「す

そのん」のグッズが当たる抽選会

も開催します。

監督：菱沼康介

プロデューサー：津田智

制作： 株式会社ＳＤＰ

出演：  高橋春織、浅見姫香、森田彩

華、緑川良介　ほか

市長戦略課広報室
　「誘拐少女」プレミアム試写会係
　995-1802
〒 410-1192　佐野 1059

 官製はがきに応募者全員の住所、

氏名、年齢、電話番号を記入し、

投函してください。応募ははがき

１枚につき５人まで可能で、１人

１通のみ有効です。

７月 18 日㈮必着

作�品概要／モラル低下が嘆かれる現

代。あえてモラルの低下した少女

による犯罪をモチーフに物語を描

くことで、彼女らの悩み、苦しみ、

生態といった現代性をあぶり出す

社会派娯楽作品、反面教師的メッ

セージをもった作品。主演を務め

るのは、大手芸能事務所スターダ

ストプロモーション所属の期待の

新進女優、高橋春織と浅見姫香。

映画「誘拐少女」プレミアム試写会
−市内でロケが行われた作品を公開前に上映

抽選で
150人を
招待
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有

料

広

告

「床下の点検をします」と業者が来訪した。見ても
らうと「家の基礎に亀裂がある。地震が起きると危険」
と言われ、不安になり修理を依頼した。落ち着いて考
えると高額なのでやめたい。

「近くで工事をしているので挨拶に来た」「無料で

点検する」などと言って突然訪問し、強引に床や屋根

の点検をしようとする業者がいます。「雨漏りしてい

る」「放置すると大変なことになる」などと言って不

安をあおり、契約を急がせます。高額になる場合もあ

るのでその場で契約せず、周囲の人に相談する、他の

業者からも見積もりを取るなどしましょう。

訪問販売で契約した場合、特定商取引法で定められた

書面を受け取った日から８日間はクーリング・オフ（無

条件解約）が可能です。心配なときは、消費生活セン

ターにご相談ください。

迷惑メールを受信しないようにするには
どうすればいいの？
　迷惑メールの送信者は、さまざまな方法でメールア

ドレスを入手しようとしています。迷惑メールを受信

しないためには、送信者にアドレスを知られないよう

気をつける必要があります。

❶ＳＮＳやブログなどに安易にアドレスを公表しない
　 　アドレス収集ソフトなどにより入手される危険を

回避できます。

❷不用意なアドレスの登録は避ける
　 　懸賞・占いなど無償サイトを装ってアドレスを登

録させる手口があります。

❸推測されにくいアドレスにする
　 　また、指定したアドレスのメールのみを受信する

ように設定したり、携帯電話業者が提供する迷惑

メールフィルターサービスを利用することも有効な

手法です。活用してください。
消費生活センター
995-1854

募 集
Recruitment
指定管理者の公募

　次の施設の指定管理者を公募しま

す。公募期間は７月中旬から８月中

下旬までの予定です。詳しくは市

ホームページをご覧になるか、各課

にお問い合わせください。

●老人デイサービスセンター
　次の施設を一括で公募

施�設名／いずみ荘、いきいきホーム、

すやまホーム

指�定管理期間／平成 27 年４月１日

～平成 30 年３月 31 日

社会福祉課　995-1819
●スポーツ施設
　次の施設を一括で公募

施�設名／市民体育館、市立水泳場、

総合グラウンド、総合グラウンド、

須山テニス・フットサル場、運動

公園内の体育施設など

指�定管理期間／平成 27 年４月１日

～平成 32 年３月 31 日

生涯学習課　992-3800

相談
Counseling

不動産に関する相談会

 ７月 18 日㈮　13 時 30 分～ 15 時

 サンウェルぬまづ大会議室

 弁護士、税理士、司法書士などが

無料で相談に応じます。

 直接会場にお越しください。

全日本不動産協会静岡本部
　054-285-1208
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