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市指定給水装置工事
事業者の追加

　次の事業者を新たに追加しまし
た。
●YOSHIKAN
〒417-0001� 富士市今泉 3420-6
TEL�0545-51-6218
上下水道課　995-1834

J-ALERT 全国一斉訓練
自動放送試験

　J-ALERT の全国一斉情報伝達
訓練に伴い、戸別受信機に試験放
送を流します。
11月 25日㈬　11時ごろ
�「これは、テストです」×３回、
「こちらは、広報すそのです」
と流れます。
危機管理課　995-1817

市民無料相談

11 月 20 日㈮　10時～ 12時
　※受付▶ 11時 40分まで
市役所４階 401 会議室
相�談内容／●司法書士相談▶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。●行政相談▶
行政に対する苦情・要望・問い合
わせなどの相談。行政相談委員
が応じます。●税務相談▶各種
税金についての相談。税理士が
応じます。
戦略広報課　995-1802

就労継続支援 B型事業所
ハートワームを追加

事業所名／ハートワーム
営�業時間／平日、祝日、施設規程
日　10時～ 15時
葛山 125-1
�障がいのある方で、一般企業な
どの雇用に結びつかなかった方
や、就労の機会などを通じ、生
産活動の知識や能力の向上・維
持が期待される方
日中活動の場を提供します。
送迎／あり
�本人とその配偶者の収入状況に
よって限度額があります。
�障がい福祉課へお申し込みくだ
さい。
ハートワーム　997-0883
997-0882

富士山資料館
「秋の野鳥ミニ観察会」

　富士山資料館周辺で見られる秋
の野鳥の観察会（初心者向け）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。
11月 29日㈰　９時 30分～

　２時間程度
富士山資料館周辺
　※雨天時は学習室
講�師／滝道雄さん（日本野鳥の会
東富士副代表）　
入�館料／大人 210 円、小・中学生
100 円
�双眼鏡または望遠カメラなど
　（お持ちの方）
�車で来る方は、第２駐車場をご
利用ください。
富士山資料館　998-1325

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　 Web　 Mail　 FAX　

　青色申告をしている個人事業者で年末調整の必要がない方は、
青色申告決算説明会のみ参加してください。

と　き ところ

11 月 17 日㈫ 裾野市民文化センター 多目的ホール

11 月 18 日㈬ 御殿場市民会館 小ホール

11 月 19 日㈭・20 日㈮ 沼津市民文化センター 小ホール

�年末調整等説明会▶ 13時 30分～ 15時
　青色申告決算説明会▶ 15時 10分～ 16時
　※開場はそれぞれ開始時間の 30分前です。
事前に送付した関係書類
青色決算書は確定申告書類に同封して送付します。
課税課　995-1810
　沼津税務署　922-1560( 代表 )

平成 27年分の年末調整等説明会と
青色申告決算説明会を開催
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国保高齢受給者証新規交付会

　12 月１日㈫から次の方が対象
となり、受給者証を交付します。
11月 26日㈭

　10時 20分～ 11時 20分�
福祉保健会館研修室
�昭和 20 年 11 月２日～ 12 月
１日に生まれた方
保険証、筆記用具
�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

母子寡婦等福祉資金
貸付制度

　県では、ひとり親家庭や両親の
いない子どもが高校や大学、専門
学校などに進学するために必要な
資金の貸し付けを行っています。
�20 歳未満の子どもを扶養して
いる母子家庭の母や父子家庭の
父、両親のいない児童など
修�学資金▶高校以上に通学するた
めに必要な授業料、教材費、交
通費など
就�学支度資金▶高校、大学、専門
学校などの入学時に必要な被服、
履物などの購入費
�子育て支援課にある申請書に必
要事項を記入し、お申し込みく
ださい。
11月２日㈪～ 12月 25日㈮
�申請書類提出後に面接を行いま
す。
子育て支援課　995-1841

平成 28年成人式

　対象の方には、12 月上旬まで
に案内を送付します。届かない方
は、ご連絡ください。
�平成 28 年１月 10日㈰　10時
30分～��※受付▶９時 30分～
市民文化センター
�平成７年４月２日～平成８年４
月１日に生まれた方で、市に住
民登録をしている方または市内
の中学校を卒業し、市外に住ん
でいる方
生涯学習課　992-3800

障がい児放課後等デイサービス
事業所　IRODORI を追加

事�業所名／放課後等デイサービス
IRODORI（イロドリ）
営業時間／●平日��14 時～ 18時
●土日・祝日・長期休暇　９時～
18時
�伊豆島田 280-1��フジメン壱番
館 104
�小・中学校・高校に通学していて、
終業後または休業日に支援が必
要と認められた障がい児
�終業後または休業日に、生活能
力の向上のために必要な訓練、
社会との交流の促進、そのほか
必要な支援を行います。
送�迎／小・中学校・特別支援学校～
IRODORI ～自宅（要相談）
�世帯の収入状況によって限度額
があります。
　●おやつ代▶１日 50円
　●食事代▶１日 150 円
�障がい福祉課へお申し込みくだ
さい。
I�RODORI（イロドリ）　

　946-5330

リサイクルブックサービス

　保存期間の過ぎた図書などを譲
ります。
�11 月７日㈯～ 13 日㈮　９時
～ 17 時　※９日㈪は休館日で
す。12 日㈭・13 日㈮は 19 時
30分までです。
�１日あたり、図書と雑誌は合わ
せて 10 冊まで、英字新聞は１
束までお譲りします。
持ち帰り用の袋
鈴木図書館　992-2342

子どもたちの富士山絵画展

　市内の小学５年生が描いた富士
山の絵で、各学校から選ばれた
175 点の作品を展示します。
12月 27日㈰まで

開館時間／９時～ 16時 30分
富士山資料館特別展示室
入�館料／大人 210 円、小・中学生
100 円
休�館日／月曜日（祝日の場合は開
館）、祝日の翌日
富士山資料館　998-1325

児童虐待防止推進月間

　11 月は、子どもへの虐待の未
然防止、早期発見・対応を推進す
る「児童虐待防止推進月間」です。
子どものことで悩んでいる方や
「虐待かも？」と感じた方は、家
庭児童相談室に相談してください。
秘密は厳守します。
月～金曜日　９時～ 16時
　※祝日を除く
市役所１階家庭児童相談室
�面接または電話で相談を受けま
す。必要により訪問もします。
家庭児童相談室　995-1862
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スバル星団

すそのプレミアム付商品券
有効期限は 11/30

　すそのプレミアム付商品券の有
効期限は、11月 30 日㈪です。期
限後の利用や取り引きはできませ
ん。期限までにご利用ください。
商工会　992-0057

1day Forum
リトアニアの魅力

　入場は無料で、申し込みは不要
です。直接会場へお越しください。
11月 28日㈯
　14 時～15時 30 分
生涯学習センター
講�演／明石美代子さん（初代リト
アニア女性大使）
�リトアニア独立後初の特命全権
大使として赴任し感じたこと、
なし得たことなどの奮闘記を語
ります。
国際ソロプチミスト駿河
　（長田）090-4110-0540

11 月は計量強調月間

　正確な計量は、生活の基本です。
正しく計量しましょう。
●�食料品の内容量には、商品のト
レーやラップなどの入れ物とワ
サビやタレなどの添え物は含ま
れません。
●�検定などの有効期間のある特定
計量器（ガス・電気・ガソリンス
タンドのメーターなど）は、期
間の過ぎたものは使用できませ
ん。
●�食料品店や宅配便取扱店、薬局
などで商取引に使用するはかり
は、２年に１回の定期検査を受
けましょう。
県計量検定所　054-278-8311

駿東地域職業訓練センター
12月講座

�●特別教育・安全衛生教育▶職
長教育（製造業対応）、有資格
者の為の伐木等業務従事者特別
教育●人材育成▶監督者訓練講
座●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・活用、エクセル基礎・活
用、夜間デジタルカメラ●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、絵画教室、ア
ロマ教室
駿東地域職業訓練センター

　0550-87-3322

秋の読書週間 図書館映画会

　映画「猫侍」を上映します。直
接会場へお越しください。
�11月21日㈯　14時～16時ごろ
鈴木図書館視聴覚室
60人（先着順）
�駐車場に限りがあります。公共
交通機関をご利用になるか、車
でお越しの方は市役所の駐車場
をご利用ください。
鈴木図書館 992-2342

と　き 内　　　容

12 月 11 日㈮
13:30 ～ 15:00

「脳の健康チェック」
認知症予防講演会の復習を行い、ファイブ
コグという検査をします。

12 月 25 日㈮
13:30 ～ 15:00

「脳の健康チェック結果報告会」
脳のトレーニングをします。

１月７日㈭
13:30 ～ 15:30

「音楽と運動で脳トレ①」
講師紹介、教室の説明、健康チェックを行
います。音楽と運動で脳を活性化しましょう。

１月 14 日㈭
13:30 ～ 15:30

「音楽と運動で脳トレ②」
健康チェック、音楽と運動で脳を活性化し
ましょう。

１月 21 日㈭
13:30 ～ 15:30

「音楽と運動で脳トレ③」
健康チェック、音楽と運動で脳を活性化し
ましょう。

１月 29 日㈮
13:30 ～ 15:30

「音楽と運動で脳トレ④」
健康チェック、音楽と運動で脳を活性化し
ましょう。

脳いきいき教室（３コース目）

東地区コミュニティセンター
�おおむね 65 歳以上で、昨年
度受講していない方
30人

11月９日㈪～ 30日㈪
�すその健康マイレージ対象事
業です。
介護保険課　995-1821

　認知症の知識を深め、予防へとつなげます。
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消費者相談室 消費生活センター便りCounseling Room Center News

Q スマートフォンの小説サイトを閲覧していた
らアダルトサイトに誘導された。無料だと思

い、年齢確認画面で「はい」をクリックしたら、
｢登録完了｣ と表示され、料金請求の画面になり、戻
れなくなった。どうすればよいか。

Ａ 子どもから高齢者まで年齢や性別を問わず、
アニメやゲームなどのサイトからアダルトサ

イトに誘導される、ワンクリック請求の相談が増加
しています。「登録されました」「入会ありがとうご
ざいます」と表示されていても、契約が有効に成立
しているとは限りません。慌ててメールを業者に送
信したり、電話をしたりすると、メールの応答や電
話口で巧みに個人情報を聞き出される可能性があり
ます。不安なときは、代金を支払う前に消費生活セ
ンターに相談してください。無料という言葉につら
れず、クリックは慎重に行ないましょう。

「食品ロス」をなくしましょう！
　皆さん、まだ食べられる食品を捨ててはいません
か。「食品ロス」とは、まだ食べられるのに捨てら
れてしまう、食品廃棄物のことです。日本では年間
約 500 ～ 800 万トンあり、その半分は家庭から出
ているといわれています。食品ロスを出さないため
には…
①賞味期限、消費期限を正しく理解しましょう。
②買い物は、必要なときに必要な量だけ行いましょう。
③調理時に作り過ぎないようにしましょう。
賞�味期限▶おいしく食べることができる期限です。
劣化が緩やかな食品に記載されています。期限が
過ぎても食べられる食品があります。
消�費期限▶期日が過ぎたら食べない方が良い期限で
す。生鮮食品など劣化の早い食品に記載されてい
ます。 消費生活センター　 995-1854

放課後児童室指導員

勤�務時間／時間交代制です。勤務
日数や期間・時間については相
談に応じます。
開室時間／●平日▶13時～19時
　●土日・長期休暇▶８時～19時
�東小学校、西小学校、富岡第一
小学校、須山小学校
�小学校低学年の児童を放課後や
学校の長期休暇時に預かります。

東小学校放課後児童室
992-4282
西小学校放課後児童室
992-5580
富岡第一小学校放課後児童室
997-1116
須山小学校放課後児童室
998-0066

普通救命講習会参加者

11 月 25 日㈬　９時～ 12時
消防庁舎３階災害対策室
中学生以上の方
�AED（自動体外式除細動器）
を使った心肺蘇生法の習得
30人（先着順）
�消防署、茶畑分遣所、須山分遣
所にある申込用紙に必要事項を
記入し、提出してください。申
込用紙は市公式ウェブサイトか
らダウンロードできます。
消防署救急係　995-0119
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