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6月15日号 02    この夏は富士登山にチャレンジ

06    市営墓地　墓所使用者を募集

07    市都市計画マスタープラン

08    地域の身近なスポーツ指導者

09    家具転倒防止対策を支援
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須走口五合目

富士宮口五合目

御殿場口新五合目

水ケ塚公園へ

～異なる魅力を持つ３つの登山道～
富士宮口登山道・御殿場口登山道・須走口登山道

　富士山が世界遺産に登録されてから１年を迎えようとしていま
す。富士山には代表的な登山道が４つあります。今回は、富士山ネッ
トワーク会議に加盟している４市１町（裾野市、富士宮市、富士市、
御殿場市、小山町）にある登山道と富士山に関わる道を紹介します。
登山マナーを守りみんなで気持ちよい富士登山をしましょう。
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所要時間／登り▶約４～５時間、下り▶約２～３時間
山小屋の数／８軒
登山者と下山者で交流が生まれる富士宮口登山道
　富士山頂までの距離が最も短い（※五合目の標高が、
他の五合目よりも高いところにあるため）登山道です。
また、山小屋が平均的に分布し休憩しやすいことも魅
力です。登り下りが同じ道であるため、双方向に登山
者がおり登山者同士のコミュニケーションが生まれま
す。その他富士山表富士宮口登山組合を中心に、官民
が一体となって、安心・安全の登山になるように取り
組んでいるので、事故が少なくなっています。
アクセス
車で　　 東名裾野ＩＣ→国道 469 号→南富士エバー

グリーンライン→富士山スカイライン
バスで　 ＪＲ三島駅または裾野駅入口から富士宮口五

合目行きバスを利用（富士急シティバス）
　　　　※登山シーズンのみ
駐車場／ マイカー規制期間以外は、富士宮口五合目（富

士山スカイライン終点）に350台。※マイカー
規制期間中は、水ヶ塚公園駐車場へ

問合せ／富士宮市観光課　0544-22-1155

富士山表富士宮口登山組合長
元祖７合目　山口山荘
山口芳正さん

　山小屋には、「おもてなし」や、
「見える景色の違い」など、山小
屋ごとの個性があります。また、「山小屋」と「お客
さん」と「富士山」が一体となって素敵な時間が流れ
るのです。
　毎年山小屋についてからの日々は感動の毎日です。
さまざまなお客さんに出会うこと、そのお客さんに無
事に下山してもらえること、それが私の幸せです。
　最近は、富士宮口登山道では、弾丸登山は収まって
きた感じがします。しかしながら、バイオトイレが不
足しつつある問題や、お盆や週末に増加する外国人登
山客のゴミ捨てや、夜間の騒音など、マナーの守れな
い登山者の問題に対策を講じていかなければなりませ
ん。

富士市
富士山村

むら

山
やま

道
みち

　現在、富士市には、富士山頂への登山口はありませ
んが、かつて東海道から村山口登山道をつなぐ道の一
つとして「村山道」がありました。
　江戸時代、多くの人々が登拝（富士山に祀

まつ

られる神
仏を参拝すること）のために、富士山を目指しました。
中世から富士山信仰の拠点だった富士宮市村山の興

こう

法
ぼう

寺
じ

（現在の村山浅間神社）は、こうした登拝者のため、
江戸時代後期に、東海道吉原宿から直接興法寺に至る
村山道を設定し、ルートを示した絵図を盛んに発行し
たり、道沿いに石造の道しるべを置いたりしました。
　明治時代になると、神仏分離による興法寺の解体や、
村山を経由しない新登山道の設置によって村山道は衰
退していき、その機能を失いました。
　しかし、現在も富士市内には、村山道の道しるべが
５基（大淵地区の辻

つじ

畑
はた

・横山・大
おお

峯
みね

・石ノ前・覆
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ち
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ご

平
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）、富士宮市内には、２基（横
よこ

沢
ざわ

、粟
あわ

倉
くら

）残っていて、

今でも当時の面影をうかがい知ることができます。
　村山道は開発などの経年の変化により、かつての状
態をとどめていませんが、これらの道しるべから推定
されるルートをたどることができます。
　また、富士市では、今年度から村山道とは別に、富
士市の特性を生かした富士山体験メニューとして、海
抜０メートルから山頂まで楽しみながら歩くことがで
きる「（仮称）富士山観光登山ルート 3776」づくりに
向けた調査を実施します。調査結果は、来年度に公表
する予定です。
問合せ／富士市文化振興課　0545-55-2875

▲村山道の道しるべ（覆盆子平）▲駿河国富士山絵図

富士宮市

富士宮口登山道
山頂まで最も距離が短い登山道
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所要時間／登り▶約８時間、下り▶約４時間
山小屋の数／５軒
一歩で３メートル！大砂走り
　御殿場ルート下山道の七合目から太郎坊までは、厚
い火山礫

れき

に覆われています。一歩で３メートル余りも
進み、まるで飛ぶように下ることができる大砂走りは、
他の登山道では体験できません。御殿場市の全景をは
じめ、箱根連山、駿河湾、そして宝永火口を一望して
一気に下る気分は本当に爽快です。御殿場ルートから
の下山だけで味わえるご褒美です。
皇太子殿下の御

ご
足
そく
跡
せき
を心に刻む“プリンスルート”

　平成 20 年、皇太子殿下が富士山に初登頂された時
のルートです。富士宮口から登りはじめ、六合目で富
士宮口と分かれ、宝永火口の横を通り御殿場口の六合
目へ行き、そこから頂上へ向かわれました。登頂後は
お鉢巡り、そして御殿場口下山道の豪快な大砂走りを
楽しまれました。
　高い位置から登りはじめることができ、大砂走りで
楽々下山…御殿場口の新しい楽しみ方の一つです。
アクセス
鉄道・バスで
　ＪＲ御殿場駅から登山バス（路線バス）有り。
車で
　御殿場口新五合目まで、富士山スカイライン（無料）
を利用。
駐車場／御殿場口新五合目に 500 台。
※御殿場口ではマイカー規制を実施しません。
問合せ／御殿場市商工観光課　0550-82-4622

御殿場口山内組合長
福島　邦彦さん

　御殿場口は、数ある登山道の中
でも一番厳しいコースだと言われ
ています。しかし、実は初心者向
きのコースなんです。新五合目の標高は他の登山道に
比べて低く、そこでしっかり体を慣らしてから登れば
高山病にならず登れます。登山計画を一泊二日にして
時間の余裕をもち、体をしっかり山に慣らして、おしゃ
べりしながら楽しく登っていただきたいです。時間が
あるなら断然御殿場口ですよ！
　昨年の富士山の世界文化遺産登録は、まだスタート
地点でしかありません。登山客が増加する中、どのよ
うに富士山の環境を守っていくのかが課題です。登山
客のサポートはもちろんのこと、富士山の環境を守る
手助けもしていきたいと思います。
　豪快な大砂走りと、プリンスルートのある御殿場口。
ぜひ一度、御殿場口から富士登山に挑戦してみてくだ
さい。

この夏は富士登山にチャレンジ

～異なる魅力を持つ３つの登山道～

御殿場市

御殿場口登山道
君は駆けたか？あの大砂走りを！

▲須山御胎内（旧須山口登山道一合目）

裾野市
須山口登山道

　須山口登山道は、須山浅間神社を起点として山頂部
の駒ケ岳に至った登山道です。起源は明確ではありま
せんが、遅くとも室町時代には使用されていたことが
わかっています。1800 年の御縁年には 5,398 人の登
山者を集めました。
　明治時代になって、須山口登山道の二合八勺に合流
する御殿場口登山道ができ、東海道線（現在の御殿場
線）が開通すると、須山口登山道の利用者が少なくな
りました。1912 年には、登山道の一部が陸軍演習場
となり通行自体が困難となりました。
　平成８年に須山口登山歩道保存会が発足し、翌年か
ら平成 11 年にかけて、須山浅間神社から水ケ塚公園、
御殿庭を通り富士宮口六合目に至る須山口登山歩道と
かつての須山口を利用した須山口下山歩道が整備され

ました。水ケ塚公園から 40 分程歩いたところにある
須山御胎内は、須山口登山道の一合目にあたり、かつ
ては登山者を調べた須山口の役場などがありました。
問合せ／裾野市生涯学習課　055-992-3800
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所要時間／登り▶約５時間、下り▶約２時間 40 分
山小屋の数／ 13 軒
ご来光や影富士が見やすい須走口登山道
　標高の高い位置まで広がる樹林帯により、登山中の
日差しから守られます。
　樹林帯を抜けると、どこからでも御来光や影富士が
見られ、火山砂利の下山道を一直線に下る「砂走り」
があります。
　登山道と下山道が別で、本八合目から山頂までの区
間は吉田ルートと合流するため混雑することがあり、
樹林帯では見通しが利かないため、夜間や濃霧時は道
に迷わないように注意が必要です。
アクセス
バスで
　須走口五合目まで、ＪＲ御殿場駅などから登山バス

（路線バス）を利用。
車で
　須走口五合目駐車場までは、東富士五湖道路の須走
ＩＣを利用するか、東名御殿場ＩＣから国道 138 号
を経て「ふじあざみライン」を利用。
問合せ／小山町商工観光課　0550-76-6114

富士山須走口山内組合長
菅沼　茂明さん

　須走口は自然が多く残っていて、
緑地帯、低木や砂地などの変化に
富んだ登山道です。
　登山者はゆっくりと登りたい年齢層の高い個人客の
リピーターが多く、旅行などに比べ費用が抑えられる
ためか家族連れも多くみられます。
　最近では観光登山化したため軽装で薄着の登山者も
多いですが、行程が遅れて暗くなることもあるため必
ずヘッドライトを携行し、コンビニなどの簡易な雨具
は溶岩石で破れやすいため、上下セパレート型の雨具
が必要です。
　週末やお盆の時期を中心に山小屋は混雑しますが、
シーズンに入っても予約しやすい平日に来ていただき
時間的にも余裕をもって安全に登山していただきたい
と思います。

登山マナーを守り、
� みんなで気持ちよい登山を

開山期間は７月10日㈭〜９月10日㈬

　今年は富士山の開山期間は、７月 10 日㈭～９月 10
日㈬です。開山期間以外は山小屋が閉じているので、
仮眠や休憩ができなくなってしまいます。安全のため、
開山期間内に登山をしてください。また、開山期間内
は協力金の支払いにご協力ください。協力金は 1,000
円（任意）です。支払われた協力金は富士山保全のた
めに使用します。

計画を立てて登山にチャレンジを

　弾丸登山を行うと、急な気圧の変化で体調を崩すな
どして登頂できないことがあります。登山経験が少な

い方はなおさらペース配分や体調管理が難しいと思わ
れます。余裕のある登山計画を立て、途中の山小屋で
仮眠するなどして、急がずゆっくりと登ることを心が
けましょう。一人で登る場合は、途中で助けてくれる
人がおらず、いざ辛い状況に陥ったときには打つ手が
無くなることもあります。２人以上で登山しましょう。

開山期間中はマイカー規制を実施

　富士宮口と須走口の五合目駐車場付近では、夏の登
山シーズンに登山客や観光客が集中し、交通渋滞が発
生しています。このため、渋滞を緩和して、富士山へ
の来訪者の安全と快適性の確保、富士山の自然環境の
保全のために、マイカー規制を実施しています。規制
中は富士宮口と須走口の五合目までバスやタクシーを
ご利用ください。詳細は 12 ページの富士山マイカー
規制のお知らせをご覧ください。

小山町

須走口登山道
自然の息吹を感じながら歩ける樹林帯
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市営墓地　墓所使用者を募集
申込受付期間：６月16日㈪～７月８日㈫

◆募集区画
　３㎡（標準タイプ）▶ 196 区画（１・３号墓域）

　６㎡（倍区画タイプ）▶１区画（１号墓域）

　※４～９号墓域は未完成です。ご了承ください。

◆申込資格
　① 市民／市に住民登録があり、市内に墳墓を持って

いない方（改葬予定のものを除く）

　② 在勤者／市外に住み、市内の事業所に勤務してい

て、市内に墳墓を持っていない方（改葬予定のも

のを除く）

　※ お申し込みできるのは、１世帯につき１区画です。

同住所の血族や姻族関係にある世帯は、同一世帯

とみなします。

◆永代使用料と管理料
　 　抽選によって使用区画が決まり墓所使用許可申請

をするときに永代使用料を納付してください。墓所

の使用が許可された方には、実際に使用している使

用していないに関係なく毎年、管理料がかかります。

　 　一度、納付された永代使用料と管理料は返金され

ません。ただし、実際に墓所を使用せず、墓所の使

用許可を受けた日から２年以内に返還する場合は、

永代使用料の１／２を返金します。

住所 ３㎡（標準） ６㎡（倍区画）

永代使用料
市内 430,000円 860,000円
市外 570,000円 1,140,000円

管理料（年間） 5,140円 10,280円

◆申込方法
　 　市役所１階生活環境課にある墓所使用申込書に必

要事項を記入し、住民票（市内在勤の方は、勤務証

明書）を添付して提出してください。電話、FAX、

メールでの申し込みはできません。郵送の場合は、

締切日の消印有効です。

　 　墓所使用申込書は、深良支所、富岡支所、須山支

所にもあります。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。

◆申込受付期間
　６月 16 日㈪～７月８日㈫　９時～ 17 時

　※㈯・㈰を除く

◆抽選会
　と　き／７月 15 日㈫　14 時～

　ところ／市役所４階 401 会議室

◆引渡時期
　 　抽選会で使用区画が決定したら、墓所使用許可申

請書を提出し、永代使用料と管理料を納付してくだ

さい。市から墓所使用許可証が送られ、引き渡しと

なります。引き渡しは、８月下旬の予定です。至急、

使用を希望する方はご相談ください。

　市営墓地は、深良中学校から約１km上ったところに
あります。墓地からは、美しい雄大な富士山を眺めるこ
とができます。今回、既に整備が済んでいる 197 区画
の使用者を募集します。申込受付は、６月 16日㈪から
７月８日㈫までで、引き渡しは８月下旬の予定です。

墓所使用許可書の発行・引き渡し
（８月下旬）

墓所使用許可申請
永代使用料・管理料の納付
（7/16～ 8/22）

抽選会・使用区画の決定
（7/15）

墓所使用申込書の提出
（6/16～ 7/8）
　　 ▼ 審査

　　 ▼ 　　

　　 ▼ 審査

使用申込から引き渡しまで

市民部　生活環境課
995-1816☎
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全 体 構 想

地域別構想

実現のための方策

市都市計画マスタープラン 27年度に策定
今年度は、市民委員会を設置し検討

暮らし満足都市を目指して

　少子高齢・人口減少社会の進展や産業構造の変化な

ど、社会・経済情勢などに対応できるまちづくりのた

めの計画を策定します。豊かな自然環境をはじめ、文

化、産業、観光資源、地域ごとの個性など、市の魅力

を最大限に発揮させ、「暮らす・働く・訪れる」魅力

のある「誰もが活き活き　暮らし満足都市」を目指し

ます。

※ 道路の整備計画など、個別の具体的な事業内容を決

めるものではありません。

建設部　まちづくり課
995-1828☎

　都市計画マスタープランは、市民の皆さん
の意見を反映させながら、将来のまちづくり
（都市計画）の基本的な方針を定めるものです。
現在、策定の作業を進めているマスタープラ
ンでは、市の総合計画を前提として、約 20
年後の市が目指す将来都市像を描きます。今
年度は、市民委員会を設置し、全体構想案や
地域別構想案を検討していきます。

市全体のまちづくりの方針を定めます。

　地域の特性や課題を反映した地域別のまち

づくりの方針を定めます。

　計画の実現に向けた進め方や具体的な

方策などの基本的な考え方を示します。

【都市計画マスタープランの構成】

25～27年度の３年間で策定

　昨年度から策定に向けた作業を開始し、３年間かけ

てマスタープランを策定します。昨年度は、現在のプ

ランの検証、市民意向調査の実施、課題の整理や方向

性、基本理念・目標の設定を行いました。今年度は、

市民委員会を設置し、全体構想案、地域別構想案の検

討を行います。

市民意向調査の結果を参考に計画案を策定

　昨年度、2,000 人の方を対象に調査を実施し、795

人の方から回答がありました。調査の結果、意見の多

かった次の点を参考にして計画案を策定していきます。

◦ 誰もが安全、安心して暮らせる住環境の創出

◦ 中心部の再生と郊外部の利便性を高めるとともに地

域特性を活かしたまちづくり

◦ 既存産業の振興と新たな産業の誘致による安定した

雇用の確保

◦ 自然環境の保全

◦ 市民参加型のまちづくりに向けた意識の醸成

市民委員会の委員を募集

　委員会を年３～４回開催します。委員会で、全体構

想案、地域別構想案の検討を行っていきます。

対�　象／市内に住んでいる 20 歳以上の方

定�　員／若干名

任�　期／９月～平成28年３月ころ（計画策定完了まで）

応�募方法／まちづくり課にある申込用紙に必要事項を

記入し、提出してください。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。

応�募期限／６月 30 日㈪〔必着〕

そ�のほか／選考結果を後日、連絡します。
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地域の身近なスポーツ指導者
市内に22人のスポーツ推進委員

教育部　生涯学習課
992-3800☎

　市民のスポーツの推進のために実技の指導、組織の育成・協
力・指導助言を行っているのがスポーツ推進委員です。スポー
ツ推進委員は、年間 10大会の開催と地区でスポーツ教室の指
導もしています。

主なスポーツ大会

５月　ペタボード大会
　　　輪投げ大会
６月　父親ソフトボール大会
７月　婦人バレーボール大会
８月　水泳大会

９月　ファミリーバドミントン大会
　　　ソフトミニバレーボール大会
10月　市民ソフトボール大会
11月　壮年男女混合バレーボール大会
１月　新成人者祝賀駅伝大会

加藤　洋一
（８年）

山本　茂雄
（10年）

鈴木　幸
さち

子
こ

（２年）
津村　由美子
（新）

平岩　健
けん

志
じ

（新）

今関　悦子
（12年）

石渡　智彦
（12年）

勝又　祥
よし

雄
お

（３年）
大塚　美

み

洋
よ

子
こ

（８年）

宮崎　克幸
（２年）

伊藤　光一
（12年）

松山　茂子
（12年）

渡邉　俊彦
（12年）

長束　幸惠
（10年）

根上　千鶴子
（８年）

加賀美　正之
（２年）

渡邊　園子
（12年）

堀池　好
この

代
よ

（６年）
岩田　みずえ
（10年）

大庭　操
みさお

（４年）
杉山　しのぶ
（12年）

渡邉　史明
（４年）

▪東地区エンジョイ
� スポーツ教室

▪スポーツ教室
　西会場

▪深良地区エンジョイ
� スポーツ教室

▪バレーボールクラブ
▪いろいろスポーツクラブ

▪テニス教室

東

西

深良

富岡

須山

※（　）内は、推進委員歴
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高齢者世帯などが対象
家具転倒防止対策を支援

市民部　防災交通課
995-1817☎

　大地震では、倒れてきた家具の下敷きになって、多くの人が
大けがをし、尊い命を失ってしまうこともあります。また、東
日本大震災ではテレビや家具が散乱し、逃げ遅れた人もいます。
　地震などの災害時に家具の転倒による事故を防止し、被害を
軽減するため、高齢者などの世帯に対し、家具を固定するため
の費用を補助します。対象となる世帯で、家具の固定を希望す
る方は、申請してください。

対象世帯（１世帯につき１回限り）

　市に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯

が対象となります。

⑴ 世帯のすべての構成員が、65 歳以上または 15 歳以

下であること。

⑵ 世帯のいずれかの構成員が、次のアまたはイにより、

障害者手帳の交付を受けていること。

　ア．肢体不自由　１級から４級まで

　イ．視覚障害　　１級から４級まで

⑶ 世帯のいずれかの構成員が、療育手帳または精神障

害者保健福祉手帳の交付を受けていること。

⑷ 世帯のいずれかの構成員が、介護保険法に基づく要

介護認定または要支援認定を受けていること。

⑸ その他、特に市長が認めるもの。

対象となる家具、工事事業者など

　補助対象となる家具は、タンス、食器棚、テレビ、

冷蔵庫、仏壇などです。被災の可能性が高い寝室と居

間にある家具が優先されます。申請を受付後、工事事

業者を市が手配します。市に申請をせず、各自で工事

事業者などを手配して実施した場合、補助の対象とな

りません。

受付期間

６月 16 日㈪～８月 29 日㈮

申込方法

　防災交通課と各支所にある所定の申請書に必要事項

を記入し、対象者であることを証明できる書類を添付

して防災交通課へ提出してください。申請書は、市の

ホームページからもダウンロードできます。

※ 借家などの場合は、所有者の承諾が必要となります。

補助額

　金具代、作業費などの家具の固定に必要な経費を補

助します。ただし、家具 1 台あたりの補助金の限度額

は、下表のとおりです。特殊な金具や当て木などを使

用し、取付費用が補助限度額を超えた場合、その超え

た額は申請者の負担となります。

〈家具固定台数別の補助金限度額〉
家具などの数 補助金限度額
１台 10,000円
２台 12,000円
３台 15,000円
４台 18,000円
５台 20,000円

注意事項

◦ 建物や家具などの状況により、固定作業ができない

場合もあります。

◦ 家具の固定以外の柱、壁、床などの補強は対象外と

なります。

◦ この事業による家具の固定は、地震災害時の転倒防

止を完全に保証するものではありません。あらかじ

めご了承ください。

家具の固定例

p.9
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Photograph ５月

不二農園で中学生と小学生がお茶摘み
　今年 100 周年を迎える不二聖心女子学院の不二
農園で、西小 3 年生がお茶摘みを体験しました。
106 人の小学生は同学院の中学生から摘み方を教わ
り、小雨が降る中、約 20kg の茶葉を収穫しました。
 （５月 21 日）

大物をねらえ！
　麦塚区で農業用水路を使ってマス釣り大会が行
われました。毎年、子どもの日に合わせて開催さ
れているもので、今年で 36 回目になります。参
加者は、放流されたニジマスを次々と釣り上げ、
１番大きなものは 60cm もありました。大会終了
後には水を張った田んぼで泥んこ遊びが行われ、
子どもたちが大はしゃぎで遊んでいました。
 （５月５日）

爽快な五月晴れの中4,500人が力走！
　富士裾野高原マラソン大会が行われました。北海
道から鹿児島県まで、全国各地からランナーが集結
しました。当日は富士山がくっきり見える五月晴れ
に恵まれました。 （５月 11 日）

四季折々の富士山、約40点を展示
　富士山資料館でふるさと富士山ナイスアングル写
真展を開催しています。静岡県側から撮影された
様々な富士山の写真を展示しています。６月 29 日
㈰まで開催しています。 （５月 14 日）

花や野菜の苗木が人気
　中央公園で五竜みどりまつりが開催され、各種展
示即売や餅＆お菓子まきをはじめとしたステージイ
ベントなど様々な催し物が行われました。苗木など
の販売コーナーでは、花などのほかモロヘイヤや
ピーマン、キュウリなど野菜の苗を多くの方が買っ
ていました。 （５月 17 日）

p. 10p.10
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Photograph May

「新緑を泳ぐ」　　撮影／重田　征
せい

紀
き
（大畑）

ユネスコからの世界遺産認定書のレプリカを展示
　富士山の世界遺産認定書のレプリカが市に届き、
６月 13 日㈮まで市役所に展示しました。認定書に
は、「富士山　信仰の対象と芸術の源泉」が世界遺
産一覧表へ 2013 年 6 月 26 日に記載されたことが
記されています。６月 21 日㈯からは富士山資料館
で展示します。 （５月 29 日）

県司法書士会と災害時の支援協定を締結
　県司法書士会の西川会長と髙村市長が、協定書に
署名押印しました。被災地では、登記をはじめ様々
な法律的な問題が解決しないため、復興事業が進ん
でいないこともあります。大災害が起こったときに、
司法書士による相談活動が迅速に行えるよう支援協
定を締結しました。 （５月 21 日）

義援金70万円を相馬市へ
　当市と災害協定を結んでいる福島県相馬市の立
谷市長に、市民の皆さんからの義援金 70 万円を
手渡しました。立谷市長は裾野市民に感謝すると
ともに、「義援金は教育復興基金に積み立て、震
災で親を亡くした子どもたちの奨学金などに使用
させていただきます」と述べました。
 （５月 22 日）

p. 11p.11
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お知らせ
Announcement

勤労者資金貸付制度
（住宅建設資金・教育資金）

　市と労働金庫が協調融資する勤労

者向けの貸付制度です。両制度の貸

付利率は、平成 27 年３月 31 日ま

でに貸付を受ける場合の利率です。

 【勤労者住宅建設資金貸付制度】
　勤労者の方が市内に自ら居住する

ため、住宅を新築・増改築（リフォー

ムを含む）する場合、または土地・

建物を購入する場合に利用できます。

貸付限度額／ 1,000 万円

返済期間 貸付利率
５年 0.9％
10年から３５年までの期間
で、１年を単位とする期
間

1.2％※

※  10 年固定金利です。11 年目以降

は労働金庫と貸付を受けた方が契

約で定める率となります。

 【勤労者教育資金貸付制度】
　市内に住んでいる勤労者の方、ま

たはその子どもが、高校・大学など

の教育費用が必要な場合に利用でき

ます。

貸付限度額／ 300 万円

返済期間 貸付利率
5年※在学期間中の据え
置き可 1.80％

労働金庫裾野支店　993-8111
　商工観光課　995-1857

富士山マイカー規制

　富士山の自然保護と安全で快適な

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登
山区間）

　 ７月10日㈭　17時～

　９月10日㈬　17時（連続63日間）

●須走口（ふじあざみライン）
　７月11日㈮12時～13日㈰12時

　７月18日㈮12時～21日㈪12時

　７月25日㈮12時～27日㈰12時

　８月１日㈮12時～24日㈰12時

　８月29日㈮12時～31日㈰12時

　９月５日㈮12時～７日㈰12時

県道路企画課
　054-221-3359

水ケ塚公園

夏休み手話教室

　どなたでも無料で参加できます。

７月 19 日㈯・27 日㈰

福祉保健会館３階研修室

 指文字、あいさつ、自己紹介、手

話の歌、手話ゲームなど

社会福祉協議会　992-5750

認知症を語る会

　介護家族の会では、認知症を介護

している家族を対象に「認知症を語

る会」を開催します。申し込みは不

要です。直接会場へお越しください。

７月４日㈮　13 時 30 分～ 15 時

市民活動センター（福祉保健会館）

社会福祉協議会　992-5750
　介護家族の会　993-2508

　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」を進めるために、６人のスクール

コーディネーターが委嘱されました。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〕
　⑴ 授業への協力

　⑵ 体験学習への協力

　⑶ 環境整備への協力

　⑷ 学校行事やＰＴＡ行事への協力

　 　学校やスクールコーディネーターからボランティ

ア活動の依頼があった場合は積極的な協力をお願い

します。

 〈東小学校区〉中野里　高紀さん（前列左）

 〈東中学校区〉芹澤　隆伸さん　 （ 〃 中央）

 〈向田小学校区〉宮崎　謙二さん　 （ 〃 右）

 〈深 良 地 区〉増田　賢治さん　 （後列左）

 〈南小学校区〉三ツ石　純子さん（ 〃 中央）

 〈須 山 地 区〉渡邉　とし子さん（ 〃 右）

学校支援ボランティア　スクールコーディネーター紹介 学校教育課
995-1838☎学校支援ボランティア　スクールコーディネーター紹介
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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　

後期高齢者医療の
領収書の保管を！

　後期高齢者医療の医療費を一部助

成します。平成27年１月の申請時に、

平成26年１月１日から平成26年12月

31日までの領収書が必要になります。

大切に保管してください。

❶～❸のすべてにあてはまる方

　❶ 平成 27 年 1 月 1 日に、市に住

民登録があり、後期高齢者医療

の被保険者の方

　❷ 医療機関などで受診したときに

市に住民登録がある方

　❸ 後期高齢者医療の保険料に未納

がない方

助成額

❶�平成27年３月３1日時点
で80歳以上の方（昭和
10年３月３1日以前に生
まれた方） 年額

10,000 円
を上限❷�後期高齢者医療の被保

険者で重度障害者医療
費助成金受給者証をお
持ちの方

❶❷以外の後期高齢者医
療被保険者の方

年額
6,000 円
を上限

申�請期間／平成 27 年１月７日㈬～

30 日㈮

社会福祉課　995-1819

富士山フェスタ2014

　富士山の世界遺産登録１周年を祝

し、裾野市・御殿場市・小山町が共

同で記念イベント「富士山フェスタ

2014」を開催します。富士山にち

なんだステージやグルメのほか、ゆ

るキャラも登場します。

６月 28 日㈯　10 時～ 17 時

　６月 29 日㈰　10 時～ 16 時

富士山樹空の森

無料

 ステージイベント・人気芸人お笑

いライブ・ゆるキャラ大集合（じゅ

くうちゃん、バリィさん、パンパ

カパンツなど）・富士山 3776 コ

ンサート・富士山世界遺産登録１

周年記念プレゼント大会（大抽選

会）・富士山おもてなしグルメ・

世界遺産富士山写真展ほか

 御殿場市商工観光課
　0550-82-4622

報告の義務と守秘義務

　統計法では、統計調査を受ける方

には報告の義務が、また、調査を実

施する関係者には調査によって知っ

たことを他に漏らしてはいけない義

務が規定されています。これらの義

務に違反したときには罰則が定めら

れています。

調査の対象は個人・法人事業所など

● 経済センサス－基礎調査▶全国す

べての事業所・企業

● 商業統計調査▶卸売業・小売業を

営む全国すべての事業所・企業

回答内容は事業内容など

　回答内容は次のものです。

●経営組織

●事業所の開設時期

●従業者数

●事業所の主な事業の内容

●売上および費用の金額

●事業別売上金額など

 企画政策課　情報政策室
　995-1805

あなたの回答を日本経済の力に！
　７月１日現在で経済センサス ―基礎調査と商業統
計調査が行われます。経済センサスは、国内の事業
所・企業の基本的構造を明らかにし、各種統計調査
の母集団情報の整備を図るために実施されます。商

業統計調査は、国内の商業の実態を明らかにし、商業に関する施策の基
礎資料を得ることが目的です。
　調査の結果は、国や地方公共団体における行政施策の立案や、民間企
業における経営計画の策定など、社会経済の発展を支える基礎資料とし
て広く利用されます。
　調査員証を携行した統計調査員が、皆さんの事業所・企業に伺い、調
査のお願いと調査票の回収を行います。今回の調査からオンラインでの
回答もできますので、ぜひ調査にご協力ください！

Ⓒみんなで歌おう！
� キャラソン委員会
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お知らせ
Announcement

市立水泳場オープン

　７月１日㈫に市立水泳場がオープ

ンします。初日は入場無料で、13

時から開場します。オープン期間中

は無休ですが、天候などにより臨時

休業する場合があります。

開場期間／７月１日㈫～９月10日㈬

開場時間／９時～ 17 時

 １回分▶大人200円、小人100円

　 回数券＝ 12 枚つづり▶大人 2,000

円、小人 600 円

※ 付き添いの方も入場料が必要です。

 生涯学習課　992-3800
　市立水泳場　992-0707（開場中）

募 集
Recruitment
駿豆地区障がい者
自立支援協議会全体会

　障がい者自立支援の課題などを話

し合う駿豆地区全体会を開催します。

参加を希望する方は、直接会場にお

越しください。

 ７月 24 日㈭　13 時～

長泉町役場４階大会議室

20 人程度

 手話通訳、要約筆記が必要な方は

７月11日㈮までにご連絡ください。

 障がい福祉課　995-1820

夏休み短期水泳教室

　初心者・初級程度の内容を楽しく

基礎から習得します。初めて水泳を

する子どもも参加できます。

 Ａコース▶７月 28 日㈪～８月１

日㈮　10 時 30 分～ 11 時 20 分

　 Ｂコース▶８月４日㈪～８日㈮

10 時 30 分～ 11 時 20 分

 市立水泳場

 小学生

各コース 30 人（先着順）

4,000 円

 ７月２日㈬ 13 時から受け付けま

す。市立水泳場で申込用紙に必要

事項を記入し、参加料をお支払い

ください。

 市立水泳場　992-0707
※ ６月 30 日㈰までのお問い合せは、

シンコースポーツ三島営業所☎

980-5775

認知症予防講演会＆脳いきいき教室
〜アルツハイマー病をくい止めるには〜

　認知症を予防し、脳をいきいきさせるための教
室です。第１回目は、講師に国立長寿医療研究セ
ンターの島田裕之さんをお招きして、講演会を開
催します。ＮＨＫスペシャルで取り上げられた認
知症予防プログラムを紹介します。

 概ね 65 歳以上の市民の方で、

１～６回目まで全て受講可能な

方。ただし、１回目の講演会の

みの参加も可能です（要申込）。

無料

６月 16 日㈪～７月 16 日㈬

 健康マイレージカードをお持ち

になった方には毎回１ポイント

ずつ進呈します。

 介護保険課　995-1821

日時 内容 定員 会場

７月2３日㈬
1３：３0～1５：00

 演題：「アルツハイマー病を
　　　　くい止めるには」
 講師：国立長寿医療研究センター
　　　 島田　裕之さん�

80人
生涯学習セ
ンター３階
学習ホール

1５：20～16：1５
講演会終了後

 「脳の健康チェック」
　�ファイブコグという検査方法を使用
します。

20人

８月６日㈬
1３：３0～1４：３0  「脳の健康チェック結果報告会」 20人 市役所

３01会議室

９月４日㈭
1３：３0～1５：３0

 「音楽と運動で脳トレ❶」
　�講師紹介、教室の説明、健康チェッ
ク、音楽と運動

20人
生涯学習セ
ンター２階
学習室１

９月12日㈮
1３：３0～1５：３0

 「音楽と運動で脳トレ❷」
　�健康チェック、音楽と運動で脳を活
性化しましょう。

9月2５日㈭
1３：３0～1５：３0

 「音楽と運動で脳トレ❸」
　�健康チェック、音楽と運動で脳を活
性化しましょう。

10月２日㈭
1３：３0～1５：３0

 「音楽と運動で脳トレ❹」
　健康チェック、音楽と運動、まとめ

講師
島田　裕之さん�
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阿波おどり大会ボランティア

　８月 30 日㈯ 15 時からすその駅

前中央商店街で開催される第 31 回

富士山すその阿波おどり大会のボラ

ンティアを募集します。

 給水所の運営ほか

７月 31 日㈭

事前説明会が行われます。

 富士山すその阿波おどり大会実行
委員会（前島）
　080-4227-8349

県立静岡がんセンター
患者・家族集中勉強会

　緩和ケアの正しい知識や生活の中

での症状の緩和などについて学びま

す。参加料は、無料です。事前の申

し込みが必要です。

 ８月５日㈫　10 時～ 15 時 40 分

　（受付▶９時 20 分～）

 県立静岡がんセンター研究所しお

さいホール

 がん患者とその家族

150 人（事前申込制）

 ●緩和ケアとは？（総論）●がん薬

物療法と症状緩和の治療など

 病院内の窓口に直接申し込むか、

ＦＡＸやはがき（参加者名と連絡

先を記入）、ＨＰ（６月 16 日以降）

から申し込みできます。

 県立静岡がんセンター疾病管理セ
ンター集中勉強会係
　989-5222

989-5557

〒 411-8777　長泉町下長窪 1007

看護師等再就業
準備講習会

　看護職資格をお持ちの方の再就職

をお手伝いします。

 ７月16日㈬～18日㈮　９時～16時

 富士宮市立病院（富士宮市錦町）

 最近の医療・看護の動向、看護の

基礎技術の演習

 現在看護の仕事をしていない看護

職免許保有者

20 人

無料

７月２日㈬

 県ナースセンター東部支所
　920-2088

県発注の物品購入等
競争入札参加資格申請

 ９月から平成 29 年８月までの間

に県が行う物品購入や一般業務委

託の競争入札に参加を希望する方。

８月 31 日までの資格をお持ちの

方も、引き続き競争入札に参加を

希望する場合は、申請する必要が

あります。

受付期間／７月１日㈫～７月15日㈫

　９時～12時・13時～16時

申�請方法／県庁西館４階第一会議室

へ申請書一式を持って申請。

申�請書類／次の方法で入手してくだ

さい。

　●ホームページからダウンロード

　　 http://www.pref.shizuoka.jp/

suitou/index.html

　●東部出納室（東部総合庁舎）

　●  205 円の切手を貼った返信用

封筒に返送先の宛名を記入し、

県出納局用度課へ請求（封筒に

は、「平成 26 年度入札参加資

格定期審査申請書希望」と明記）

 県出納局用度課
　054-221-2129

中学生ソフトテニス教室

 ８月６日㈬～ 10 月８日㈬の毎週

水曜日　19 時～ 21 時

市民体育館テニスコート

市内に住む中学校１・２年生男女

男子 10 人・女子 10 人

 3,000 円（保険代含む）

 市ソフトテニス協会（大川）
　997-0084

東地区まちづくり懇談会

　東地区や市の将来について考える

ための「まちづくり懇談会」を開催

します。市長の想いを聞き、共に考

え、共に話し合うための懇談会です。

中学生、高校生の参加もお待ちして

います。

７月４日㈮　19 時～

市役所 401 会議室

東地区内に住んでいる方

10 人（先着順）

６月 16 日㈪～ 25 日㈬

地域振興課　995-1874

ひきこもり家族教室

　ひきこもりに悩むご家族に、問題

解決に向けた支援を行います。

日時 内容

１
７月３1日㈭
1３：３0～16：00

ひきこもりの基礎
知識

２
８月28日㈭
1３：３0～16：00

具体的な家族の対
応

３
９月2５日㈭
1３：３0～16：00

支援窓口について

 県東部総合庁舎会議室

 ひきこもりの状況にある 18 歳以

上の方の家族で、初めて参加され

る方。過去に治療が有効な精神疾

患と診断された場合を除きます。

 県東部健康福祉センター福祉課
　920-2087
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募 集
Recruitment

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。

 ８月１日㈮～８月３日㈰

 十里木キャンプ場

 市内の小学４～６年生

80 人（先着順）

参加費 7,000 円

 学校で配布される申込書に必要事

項を記入し、７月５日㈯または６

日㈰の午前中に生涯学習課へお申

し込みください。

 生涯学習課　992-3800

こころのサポーター
「ゲートキーパー入門講座」

　ゲートキーパーとは、悩んでいる

人に気づき、声をかけ、話を聞いて、

必要な支援につなげ、見守る人のこ

とです。同じ内容の講座を２回行い

ます。

 １回目▶７月３日㈭　13時30分～

15時30分

　２回目▶７月10日㈭　19時～21時

 福祉保健会館３階研修室

各 40 人

無料

講�師／てらだ医院院長　寺田誠史さ

ん

 精神科医師によるうつ・自殺予防

についての講話や、保健師による

話かけ方の講話、傾聴について実

践を含めたロールプレイ

 すその健康マイレージ対象事業で

す。カードをお持ちください。

 健康推進課　992-5711

パワーポイントで作る
チラシ作成講座

　パワーポイントを使って、上手な

チラシの作り方を学びます。

６月 27 日㈮　10 時～ 12 時

 市民活動センター（福祉保健会館

１階）

 ボランティアや地域の活動で、チ

ラシ作りをされている方、挑戦し

たい方

10 人（先着順）

無料

６月 15 日㈰～６月 24 日㈫

 電話・ＦＡＸまたはメールで氏名

と電話番号を連絡してください。

 パワーポイントの入ったパソコン

※ パソコンの貸出しを事前に受け付

けます（先着１人）

 市民活動センター　992-1840
992-1804　 s-center@palnet.jp

　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㈪
です。更新の手続きをしてください。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 23 日㈪～ 30 日㈪
　８時 30 分～ 17 時 15 分

子育て支援室へお越しください。
 母子家庭等医療費助成金受給者
証申請書（郵送されます）、旧受
給者証、対象者全員分の健康保

険証、預金通帳、印鑑
※ 平成 26 年１月１日以降に市内

に転入された方は、平成 25 年
分源泉徴収票、確定申告の控え、
平成 26 年度課税（非課税）証
明書のいずれかが必要です。

母子家庭等医療費助成金受給者証の更新

母子家庭等医療費助成
　病気にかかったときの医療費のうち、社会保険各法に規定する保険
給付の対象となる医療費の自己負担額を市が助成します。
※入院時食事療養費は対象外です。

 20 歳の誕生日前日までの児童
がいる所得税が非課税の世帯

（同居している方を含む）で、次
のいずれかに該当する方

　 ●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
 印鑑、対象者全員の健康保険証、
口座がわかるもの
子育て支援室へお越しください。

申込み・問合せ／子育て支援室　995-1841
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納付期限：７月31日㈭
固定資産税・都市計画税� 第２期分

国民健康保険税� 第１期分

介護保険料� 第１期分

７月　税金・料金

７月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

５日㈯
駿東管工
☎ 992-5728

６日㈰
㈱小島屋商会
☎ 998-0019

12 日㈯
パイピング横山
☎ 992-3329

13 日㈰
田央設備㈲
☎ 997-5175

19 日㈯
㈲富士設備
☎ 997-1507

20 日㈰
㈲アサヒ住設
☎ 997-3933

21 日㈪
㈲渡辺設備
☎ 992-3034

26 日㈯
鈴木住宅設備
☎ 993-3901

27 日㈰
植松水道
☎ 992-4644

７月　カレンダー

1日㈫
富士登山道須山口
開山式
市立水泳場開場

6日㈰ 婦人バレーボール大会
11日㈮
～20日㈰ 夏の交通安全県民運動

12日㈯ 社会福祉大会

13日㈰ 夏の高校野球始球式

25日㈮ 市内幼稚園、小・中学校
夏季休業開始

人　口　53,529人� （−57人）
　男　　27,303人� （−44人）
　女　　26,226人� （−13人）
世　帯　21,341世帯�（−19世帯）
内、外国人� 712人�374世帯

６月１日現在
データバンク

文芸すその第34号作品

　文芸すその第 34 号の作品を募集

します。

部�門／●小説●童話●随筆●手記●

紀行文●詩●短歌●俳句●特集

「わがまち」●特集「富士山とわ

たし」

応�募方法／所定の原稿用紙（Ｂ４版・

26 文字× 23 行／ 598 字詰）を使

用し、郵送または直接お持ちくだ

さい。原稿用紙は生涯学習セン

ターにあります。パソコンなどを

使用して作成しても結構です。

＊ 詩は一人２篇以内・短歌は一人５

首以内・俳句は一人５句以内とし

ますが、２部門に応募できます。

＊ 特集は、所定の原稿用紙５枚以内。

 市内に住んでいるか、通勤・通学

している方、または市内に住んだ

ことのある方の作品

７月 31 日㈭

 生涯学習課　992-3800
　深良435

相談
Counseling

福祉なんでも相談会
ぱあとなあ静岡相談会

　専門的に教育を受けた社会福祉士

が福祉全般の相談に無料で応じます。

直接会場へお越しください。

 ６月 28 日㈯　９時 15 分～ 12 時

 三島市民文化会館３階第２会議室

 ●なんでも相談会▶福祉サービス

の利用に関すること、高齢者や障

がい者などの生活や介護に関する

こと、介護保険に関することなど

　 ●ぱあとなあ静岡相談会▶成年後

見制度について、日常生活自立支

援事業の方法について

 県社会福祉士会
　054-252-9877

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 24 日㈭　10 時～ 13 時

 市役所１階市民相談室

14 人程度（先着順）

 事前に電話または窓口で予約して

ください。

７月 10 日㈭

 国保年金課　995-1813
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７月前期の救急協力医

１ 火 青沼胃腸科クリニック 929-620５ 大岡 清水館医院 99３-2３2３ 茶畑 古屋小児科医院 96３-0４07 西条町

２ 水 やぐち内科・循環器科クリニック 97３-３811 伏見 さくら胃腸科・
外科 99４-1008 御宿 田中医院 921-20５３ 高島町

３ 木 新井内科クリニック 992-0811 久根 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー
クリニック 960-0３３３ 一本松

４ 金 なおきクリニック 929-8５５５ 東椎路 松原医院 962-1４96 白銀町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

５ 土 大橋内科・小児科医院 992-2800 佐野 池田病院 986-1212 本宿 まるやま
小児科医院 981-8５77 堂庭

６ 日

聖隷沼津病院 9５2-1000 松下 勝呂医院 962-３08３ 千本中町

村岡内科
クリニック 9５４-2000 大岡 よざ小児科医院 967-５722 原

大庭内科・消化器
科クリニック 99５-112３ 佐野 東医院 921-５５20 高沢町

７ 月 田沢医院 962-120５ 大手町 田沢医院 962-120５ 大手町 さくま小児科
クリニック 992-6３0３ 茶畑

８ 火 岩渕内科医院 9５1-４５79 添地町 遠藤クリニック 97５-8801 久米田 原小児科医院 962-06３6 八幡町

９ 水 本村クリニック 969-0001 大塚 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 西村医院 971-6５10 下土狩

10 木 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 星野医院 962-0782 山王台

11 金 こんどうクリニック 92５-2４20 岡宮 こんどう
クリニック 92５-2４20 岡宮 白十字小児科医院 9３３-５111 �下香貫

馬場

12 土 沼津リハビリテーション病院 9３1-1911 �上香貫
蔓陀ヶ原 聖隷沼津病院 9５2-1000 松下 杉谷小児科医院 92３-6５４３ 筒井町

平日：17時～21時　　土曜日：12時～18時　　日・祝日：8時～18時

日 曜 内科 外科 小児科
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救急協力医は変更になる場合がありますので、
事前にお問い合わせください。

救急協力医テレフォンサービス
935-0119

清水町　 長泉町　 沼津市　 裾野市　 富士市

1３ 日

大沢医院 9３1-1019 御幸町 関外科胃腸科医院 921-218５ 花園町

永野医院 962-４４５0 大岡 田中医院 921-20５３ 高島町

高桑医院
岩波診療所 997-0４86 岩波 駿東整形外科医院 922-88５５ 高沢町

1４ 月 南一色セントラル内科 980-５777 南一色 西方外科医院 921-1３３３ 共栄町 まるやま
小児科医院 981-8５77 堂庭

1５ 火 清水館医院 99３-2３2３ 茶畑 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 すずきファミリークリニック 960-0３３３ 一本松

日 曜 耳鼻科� ８時〜17時 眼　科� ８時〜17時 産婦人科�８時〜17時 歯　科� ９時〜15時

６ 日 善得クリニック
0５４５-５1-87３３ 今泉 静岡医療センター

97５-2000 長沢 静岡医療センター
97５-2000 長沢 しおみ歯科医院

992-0202 平松

1３ 日
つりた耳鼻咽喉科
クリニック
927-３３87

宮前町 木村眼科
967-４611 原 沼津市立病院

92４-５100 東椎路 ベルの木歯科
992-7777 深良

平日：17時～21時　　土曜日：12時～18時　　日・祝日：8時～18時

日 曜 内科 外科 小児科

沼津夜間救急医療センター

☎ 926-8699
沼津市日の出町1-15

三島メディカルセンター

☎ 972-0711
三島市南本町4-31

内科・外科・小児科
20時30分～翌朝７時

（土・日曜日・祝日は18時～翌朝７時）

内科・外科・小児科
平　日：18時～22時
土曜日：14時～21時
日祝日： ９時～21時

☎ p.19
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恵まれた自然を大切にし、美しいまちをつくります市民憲章 :

７月の行事予定
おはなしの会
 　５日㈯　14 時～   　　おはなしのへや　　
 　12 日㈯　11 時～   　　文化センター図書室
親子おはなし広場
 　８日㈫　10 時 30 分～　展示室　　　　　　
親子おはなしの会
 　15 日㈫　10 時 30 分～　文化センター図書室
ファーストブック
 　16 日㈬　 9 時～ 12 時　展示室　　　　　　
 　23 日㈬　13 時～ 16 時　展示室　　　　　　

なつやすみ こども一日図書館員募集
と　き／７月 30 日㈬・８月６日㈬
　　　　午前の部▶９時 30 分～ 11 時 30 分
　　　　午後の部▶ 14 時～ 16 時
対　象／市内に住んでいる小学生
定　員／各日とも午前・午後の部各 16 人（先着順）
内　容／ ①図書館と図書館の仕事の見学②本の貸

出、返却や本棚へ本を返す仕事の体験
申込方法／ 所定の申込用紙に必要事項を記入し、

図書館へ提出してください（電話・Ｆ
ＡＸ不可）。

申込開始／７月５日㈯　９時

７日㈪、14日㈪、22日㈫、28日㈪７月の休館日

親子おりがみ教室
と　き／７月 19 日㈯
　　　　午前の部▶ 10 時～ 12 時
　　　　午後の部▶ 13 時 30 分～ 15 時 30 分
対�　象／市内に住んでいる幼児、小学生と保護者
定�　員／各 15 組（先着順）
講�　師／折り紙研究家　森 千代子さん
内�　容／季節の風物などを折る予定です。
申込方法／ 所定の申込用紙に必要事項を記入し、

図書館へ提出してください（電話予約
可）。

申�込開始／６月 28 日㈯　９時
そのほか／ 駐車場に限りがあり大変混むので、公

共交通機関または市役所駐車場をご利
用ください。

今月の一冊
池上彰の�
� 教養のススメ
　教養は、仕事で人生
で、生き抜くための最
強の武器になる。池上
彰が、教養とは何か、
学ぶとどんないいこと
があるのかを説明し、
哲学者、文化人類学者、
生物学者らと教養につ
いて語り合う。

著者：池上　彰　出版社：日経ＢＰ社

田﨑　優
ゆう
介
すけ

くん
（２歳７カ月・佐野二）

橋本　凛
りん

ちゃん
（２歳 11カ月・中丸下）

渡邉　杏
あん
菜
な

ちゃん
（２歳７カ月・二ツ屋２）

渡
わた
部
なべ
　希

の
歩
あ

くん
（２歳８カ月・岩波）

市川　青
せい
鷹
よう

くん
（２歳７カ月・滝頭）
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