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ヘルシーパーク裾野
富士山の絶景を楽しめる露天風呂

特集１

健康推進課
992-5711

ヘルシーパーク裾野
965-1126

ヘルシーパーク裾野　営業時間・休館日

営 業 時 間 10 時～ 21時
（受付は 20時 30分まで）

休 館 日
毎週木曜日
（木曜日が祝日の場合は翌日）
�●６月15日㈪～18日㈭
●年末年始（12月31日㈭・１月１日㈮）

広報すその平成27年5月15日号

▼切り取ってお使いください

温泉の成分が体に浸透しやすい
ヘルシーパーク裾野の温泉

１．源泉名　すその美人の湯　裾野３号
２．泉 質　高張性温泉（成分が多く浸透圧が高い）
　　　　　　カルシウム・ナトリウム -塩化物温泉
３．泉 温　41.5 度
４．水素イオン濃度（Ph）
　　　　　　7.6（弱アルカリ性）
５．湧出量　毎分 170 リットル
６．適応症　�神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動

麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、
慢性消化器病、痔疾、冷え性、疲労回復
など

７．禁忌症　�急性疾患（特に熱がある場合）、活動性
の結核、悪性腫瘍、心臓病、呼吸不全、
出血性疾患、貧血、動脈硬化症、高血圧
症、妊娠中、そのほか一般に病勢進行中
の疾患　など

利用案内

営業時間　10時～21時（受付▶20時30分まで）
　※�バーデプールの利用時間
　　・３月～11月▶10時～19時（受付▶17時まで）
　　・12月～２月▶10時～17時（受付▶15時まで）
休館日　・毎週木曜日（木曜日が祝日の場合は翌日）
　　　　・６月15㈪～18㈭、12月31㈭・１月１日㈮
利用料金（平成 27年５月 15日現在）

風呂
３時間 � �520円
１日 1,000円

バーデプール
３時間 � �520円
１日 1,000円

風呂＋バーデプール
３時間 � �800円
１日 1,300円

家族風呂 １回 上記料金＋
1,000円

そのほか
　・�家族風呂は予約が必要です。
　・�㈪㈫㈬㈮㈯は、ヘルシーパーク裾野までの市内無
料送迎バスが運行しています。

　・�おむつ、トレーニングパンツなどを使用している
方は大浴場・バーデプールは利用できません。家
族風呂は利用できます。

　・�館内に飲食物は持ち込めません。
　・�障がい者の方には、割引制度があります。手帳を
お持ちください。

　・�有資格者によるボディマッサージを行っています。

　ヘルシーパーク裾野の昨年度の利用者は、
延べ 22万人を超えました。富士山を眺めな
がら入る“ほうえいの湯”や愛鷹山側にある
“ふじの湯”などの露天風呂があります。バー
デプールでは、歩行が主体の運動プールや流
水プールがあり運動や休息などの目的に合わ
せて利用できます。



年に１回の検診で安心を
がん検診と成人歯周病疾患検診

特集２

■がん検診など
と　き／ 6月 15日㈪～ 10月 31日㈯
※期間中、各健康診査の受診はそれぞれ一回のみです。
受�診方法／受診票をお持ちになり、実施医療機関で受
診してください。６月上旬に、市に住民登録がある
方（御殿場市神山の一部の方を含む）で、（表１）
の対象年齢の方へ受診票を送付します。受診票が届
かない方は、健康推進課へご連絡ください。
※�他市町村に転出した場合は、その時点から当市の受
診票は使用できません。転出先の市町村にお問い合
わせください。
※�実施医療機関は、受診票に同封されている一覧表を
ご確認ください。沼津市・長泉町・清水町でも受診
できます。
個�人負担金／（表１）のとおりです。ただし、次の方
は無料です。
①今年度、70歳以上の方
②後期高齢者医療被保険証をお持ちの方
③生活保護を受けている方
④�今年度、市民税世帯非課税の方　※同居家族も非課
税であること
⑤今年度、無料クーポン券が同封されている方（表２）
⑥�肝炎ウイルス検診を過去に受診していない 41 歳、
46歳、51歳、56歳、61歳の方
※�①、②に該当する 75歳以上の方は、有料で胃がん
内視鏡検査を選択することができます。
※�③、④に該当する方は、受診前に健康推進課で手続
きをしてください。
■成人歯周疾患検診
と�　き／６月 15日㈪～ 10月 31日㈯
と�ころ／受診票に記載されている市内の実施医療機関
※�長泉町・清水町でも受診ができます。
個�人負担金／（表１）のとおりです。ただし、次の方
は無料です。
①�生活保護を受けている方
②�今年度、市民税世帯非課税の方　※同居家族も非課
税であること
※�①、②に該当する方が受診する際には、事前に健康
推進課で手続きが必要です。
受�診方法／実施医療機関を予約し、受診票をお持ちに
なって受診してください。

（表１）成人健康診査の詳細
健康診査種別 対象者 検診料

肝炎ウイルス検診 40歳以上
（過去に未受診の方）

400円※1
600円

前立腺がん検診 50歳以上 600円
大腸がん検診 40歳以上 400円
肺がん検診 40歳以上 800円
胃がん検診
バリウム検査 35歳以上 1,400円

胃がん検診
内視鏡検査 75歳以上※2 1,800円

乳がん検診
①エコー
②マンモグラフィ
※3

①30歳～39歳 700円①か②の選択制
40歳～49歳 ②900円※4

②1,000円※5②50歳以上

子宮がん検診 20歳以上
700円

（頸部のみ）
1,100円

（頸部＋体部）

成人歯周疾患検診

70歳 無料
36歳・38歳・40歳・
42歳・44歳・46歳・
48歳・50歳・55歳・
60歳・65歳

500円

※�１　特定健診と同時受診▶ 400 円、単独▶ 600 円
※�２　75 歳以上の方は、バリウム検査か内視鏡検査
の選択ができます。
※�３　前年度受診していない方に限ります。
※�４　60歳以上（１方向撮影）
※�５　40歳～ 59歳（２方向撮影）
（表２）クーポン券が同封されている方

健康診査種別 対象年齢

子宮頸がん検診
今年度21歳、26歳、31歳、36歳、
41歳になる方
今年度23歳、28歳、33歳、38歳
になる方で過去５年間未受診の方

乳がん検診
今年度41歳、46歳、51歳、61歳
になる方
今年度43歳、48歳、53歳、58歳
になる方で過去５年間未受診の方

大腸がん検診 今年度41歳、46歳、51歳、
56歳、61歳になる方

◎すその健康マイレージ
　成人健康診査（がん検診など）と成人歯周疾患検診
を受けると、マイルが獲得できます。
◎無料事後相談
　検診後の無料歯科相談を行っています。健康推進課
に予約してください。

　市では、がん検診と成人歯周病検診などの検診料の助成を行っていま
す。年に１回、検診で病気の早期発見に努めましょう。

健康推進課
992-5711
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健康と歯のフェスティバル
～第37回　よい歯をつくる親子のつどい～

特集３

と き／６月 13日㈯
　　　　13時 45分～ 15時 30分
場 所／市民文化センター
催し物／・歯科医師による無料相談
　　　　・歯科衛生士による歯磨き指導
　　　　・フッ素の入った液でブクブクうがい
　　　　・むし歯のできやすさチェック
　　　　・歯や口に関するミニ講話
　　　　・健康機器での測定

５歳児（年長児）
むし歯のない児・治療完了児の表彰

対 象／�通園先の幼稚園・保育園の歯科検診でむし歯
がなかった年長児、または検診後から 6月 5
日㈮までに治療が完了した年長児

内 容／�「５歳児賞状コーナー」で賞状と記念品を進
呈します。記念抽選会もあります。

申込み／�６月 10 日㈬までに健康推進課へご連絡くだ
さい。

※�市内に住んでいて、市外の幼稚園・保育園に通園し
ている年長児も対象です

噛むカムケア８
はち
０
まる
２
にい
０
まる
コンクール

対 象／�市内に住んでいる 80 歳以上で 20 本以上自
分の歯がある方（誕生日が昭和 10年 4月 1
日以前の方）

内 容／�式典で賞状と記念品を進呈します。

７
なな
０
まる
２
にい
０
まる
認定

対 象／�市内に住んでいる 70 歳以上で 20 本以上自
分の歯がある方（誕生日が昭和 10年 4月 2
日～昭和 20年 4月 1日の方）

内 容／�「7020 認定コーナー」で認定証と記念品を
進呈します。

　8020コンクール・7020認定
　５月 25日㈪までに、駿東歯科医歯会に会入し
ている市内の歯科診療所で、歯科検診を受けてく
ださい。対象の方には、検診を実施した歯科診療
所でフェスティバル当日の案内をお渡しします。
29 日㈮までに式典への出欠を健康推進課へご連
絡ください。

歯と口の健康週間にちなんだ
図画・ポスター・標語

対 象
 〈図画〉
　市内に住んでいる年長児と小学生
　※年長児は、保護者と合作の作品でも可
 〈ポスター〉
　�市内に住んでいる小中学生と市内の高等学校に通学
する高校生
 〈標語〉
　市内に住んでいる小中学生
応募方法
 〈図画・ポスター〉
　�Ｂ３または、四つ切りサイズの画用紙に描いた作品
を通園・通学している幼稚園・保育園・学校へ提出
してください。
　※�市外の幼稚園・保育園に通園している年長児は、
健康推進課へ提出してください

 〈標語〉
　�書式はありません。通学している学校へ提出してく
ださい。
展示期間
　６月６日㈯～ 11日㈭
　９時～ 15時
　※ 8日㈪は休館日です
展示場所
　市民文化センター 2階展示室
　※�フェスティバル当日は、1階エ
ントランスホールと多目的ホー
ルホワイエで展示します
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特集３

健康推進課
992-5711

日常の口腔ケアについて�
　　　　　　　　ホワイト歯科医院　歯科医師 
� 勝又　茂 先生

　健康文化都市裾野市民の皆様、こんにちは。今回は
お口のケアについて、各ライフステージごとの気を付
けたい事柄についてお話しします。
　歯みがきは、日常生活に根付いた身近なセルフケア
の一つです。意識を持ってやることで、より健康的で
快活な日々を過ごすことができます。それでは、各ラ
イフステージで、どのようなことに注意してお口のケ
アをしていったら良いか説明していきたいと思います。

幼児期 
　幼児期は、口の中の常在菌が決まる重要な時期
です。親が保有する、むし歯菌、歯周病菌が伝搬
し、将来的なむし歯の発生傾向を定めます。不用
意に親が口を付けた飲み物や食べ物を、幼児に与
えるのを避けるようにしましょう。乳歯は大人の
歯に比べてむし歯の進行が早いです。定期的な健
診によって、早期のむし歯の発見、フッ素の塗布
による歯の強化で、見守ってあげることが重要で
す。また仕上げ磨きを習慣化し、磨き残しがない
ようチェックしてあげてください。

学童期 
　学童期は、子どもの歯と大人の歯が生え変わる
時期です。生えたての大人の歯は、カルシウムの
結晶が未完成であることからむし歯に成り易いで
す。歯みがきを自立してできるようになるのもこ
の時期です。歯科医院で歯磨きの指導を受け上手
な歯みがきができるようになりましょう。フッ素
の入った歯磨き粉や、毛先の曲がっていない歯ブ
ラシを与え、上手な歯みがきができるようサポー
トも必要です。

６月４日～10日は歯と口の健康週間です。
～おくりたい　未来の自分に　きれいな歯～

成人期 
　成人期で最も注意したい疾患は、歯周病です。
実は歯の喪失の原因の多くは、歯周病です。むし
歯で歯を失うより歯周病で歯を失うことの方が多
いのです。歯周病菌は全ての人が保有し、条件が
揃えば、誰もが発症しうる疾病です。そのため日
常での予防意識を高めることが大切です。毎日の
歯磨きによる歯垢の除去と、定期的な歯石の除去
で健康な歯茎を保てるようケアしていきましょう。

高齢期 
　高齢期のお口の中は多種多様です。多くの方に
入れ歯が入っていると思います。入れ歯は天然の
歯と比べ噛む能力が 20％であると報告されてい
ます。入れ歯は人工物であるため時間の経過とと
もに劣化が進むため、良い状態を維持するために
定期的なチェックを受けるようにしましょう。近
年は国が 8020 運動を掲げ、その成果が表われ、
歯の多い方が増えてきています。ご自身にあった
入れ歯やご自身の歯でおいしく食事をして、元気
に過ごしましょう。

結びに 
　白く輝く歯は健康文化都市裾野のシンボルです。歯、
口は健康の入り口ですので大切にしましょう。
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『カラカラで  蛇口に飛び込む  僕の口』第57回
　水道週間スローガン

水道週間　６月１日～７日

特集４

上下水道課
995-1890

水道の使用開始・中止のときには連絡を

　転入届・転居などで、水道の使用を開始したり中止
したりする場合は、次の内容を水道料金お客さまセン
ターへご連絡ください。
 〈連絡内容〉
①住所、建物名称、部屋番号など
②使用者氏名
③引越日（予定日）、引越先
④連絡先
⑤料金の支払い方法など
※�給水装置所有者に変更があったときは、名義変更の
届出（要押印）が必要です。

使用開始・中止の申込みが
インターネットで24時間いつでも

　水道・下水道の使用開始・中止の申込みは、電話の
ほかインターネットでも可能です。インターネットを
利用すると、24時間いつでも申込みができます。
　インターネットでの開始・中止の申込受付は、申込
後、３営業日以内に申込内容を確認して成立します。
申込手続きの詳細は、「水道関係・転居などについて」
の画面をご確認ください。
※�お急ぎの方は、水道料金お客さまセンターの営業時
間内に、電話でお申し込みください。

市公式ウェブサイト
「くらし」

▼
「ライフライン（電気ガス水道）」

▼
水道関係の手続き・利用料金

「水道関係・転居などについて」
▼

（申込み画面は外部リンクです）

携帯端末などでも申込み可能！

　ＱＲコード読み取り対応の携帯端末
などで、右記のＱＲコードを読み込む
と、携帯電話専用の申込み画面に接続
できます。
※�ＱＲコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

　６月１日㈪から７日㈰は、全国統一の水道週間です。皆さ
んに水道のことをもっと知ってもらおうと始められました。
　当市の水道水は、富士山の恵みの地下水を利用し、各家庭
へ給水しています。水道水は、飲料水をはじめお風呂や炊事
など私たちの生活になくてはならないものです。この機会に、
水の大切さを改めて考え直してみましょう。

至 須山

至 三島

市役所

至 三島

消防署
深良交番

文化
センター

生涯学習
センター

福祉保健
会館

JR

駅
野
裾市役所

市水道庁舎市水道庁舎

至 沼津至 沼津

（交番の隣）

営業時間／８時 30分～ 17時 15分
　　　　　※土日・祝日を除く
と こ ろ／深良 215-22（市水道庁舎１階）

※�今年度４月から、上水道課と下水道課が統合され、
上下水道課となりました。場所は変わりません。

◆水道料金お客さまセンター◆
995-1831
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　鈴木図書館では、本のほかにDVDやCDなどを貸し出
しています。１階には、学習室や机が設置されています。
そこでは、勉強したり、借りた本を読んだりすることが
できます。
　毎月、おはなしの会や親子おはなし広場などのイベン
トも開催しています。

学習や趣味に鈴木図書館の利用を
木曜日と金曜日は19時30分まで開館！

特集５

鈴木図書館
992-2342

図書館の利用は誰でもＯＫ

　図書館で本などを借りるためには、図書利用券が必
要です。本などは市内に住んでいる方だけでなく、市
外に住んでいる方も借りることができます。
　市内に住んでいる方、市内に通勤・通学している方
は、本の予約やリクエストをすることができます。
開館時間／９時～17時　※㈭・㈮は19時30分まで
休館日／月曜日　※月曜日が祝日の場合は翌日
●図書利用券の発行
　運転免許証や保険証など住所と氏名が確認できるも
のをお持ちになり、図書館カウンターへお越しくださ
い。市外に住んでいる方で、市内に通勤・通学してい
る方は、それを証明できるものもお持ちください。
●貸出冊数・貸出期間

種類 冊数 期間
本 10 冊まで ２週間

ＤＶＤ・ＣＤ ２点まで １週間

おはなしの会
絵本の読み聞かせなど

　幼児から小学校低学年の子どもを対象に、絵本の読
み聞かせや手遊びを行っています。読書週間などでは、
大型絵本やパネルシアターを使った特別な会を開いて
います。

とき ところ
第１土曜日 鈴木図書館おはなしのへや
第２土曜日 市民文化センター図書室

親子おはなし広場

　乳幼児と母親を対象に、絵本の読み聞かせや手遊び、
簡単な工作を行っています。
と き／第２火曜日
ところ／鈴木図書館２階展示室

ファーストブック
赤ちゃんに初めての絵本を

　市に住民登録がある６カ月の
赤ちゃんと保護者の方に、絵本
などが入ったバッグを贈ります。
赤ちゃんと絵本の出会いをつく
ります。対象の赤ちゃんには、
ハガキでお知らせします。

雑誌スポンサー
最新号のカバーなどに広告を掲示

　図書館で購入する雑誌の年間購読料を負担すると、
その雑誌の最新号カバーと雑誌架に広告を掲示するこ
とができます。
対 象／企業、団体、個人事業者
提供雑誌／提供希望雑誌リストから選択してください。
年間購読料／雑誌によって異なります。
提供期間／１年間　※更新可
申�込み／所定の申込書に必要事項を記入し、鈴木図書
館に提出してください。 ※申込書などは、市公式
ウェブサイトからダウンロードすることができます。

図書館では、楽しいイベントがたくさん！

　図書館映画会や親子チャレンジ広場、ぬいぐるみお
泊まり会、一日図書館員、テーマ展示など様々なイベ
ントを開催しています。開催が決まり次第、広報すそ
の 15日号の裏表紙「図書館だより」でご案内します。
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今月の写真

Photograph ４月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／市営墓地

ピンク色の花がお出迎え

新消防団員24人が入団� ４月１日

　深良にある市営墓地の入り口に植えられた芝桜が、4 月中旬に満
開を迎えました。この芝桜は、昨年 10 月に「美しい水と緑のふる
さと深良の里づくり委員会」が植えたものです。今後も芝桜を増や
していく予定です。

　消防団の辞令交付式が市民体育館で行われました。辞令の交付や
感謝状の贈呈の後、新入団員 24 人を代表し、東分団の山田隆蔵さ
んが、「誠実に消防職務の遂行に当たります」と消防団員としての
決意を力強く宣誓しました。

親子で英語を楽しもう！� ４月７日

　北児童館で、ＡＬＴによる英語教室が行われました。会場を歌や
ゲームで盛り上げる、ＡＬＴのケン先生。「dog!」「cat!」「apple!」
と子どもたちは、元気な声でケン先生の英語を復唱していました。
頑張ったみんなに、ケン先生から。Well done!（よくできました！）
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満開の桜の下で、ステージや出店などでにぎわう�４月５日

　第 20 回富岡地区桜まつりが、富岡第一小学校グラウンドで行わ
れました。会場内には食べ物などの出店が並び、お祭り気分を盛り
上げました。フィナーレの餅まきでは大勢の子どもたちがステージ
周辺に集まり、大変なにぎわいとなりました。

Photograph 2015.4

伝統のマス釣り大会� ４月５日

裾野ライオンズクラブ50周年記念式典� ４月25日

満開の桜並木を楽しむ� ４月５日

約20,000㎡が黄色の世界� ４月18日

　第 40 回水窪区マス釣り大会が、水窪区で行われました。黄瀬川
の護岸を彩るのは、満開の桜です。あいにくの雨の中、マスが釣れ
るのをじっと待つ参加者たち。待ちに待ったマスが釣れると、歓声
があがっていました。

　裾野ライオンズクラブの結成 50 周年記念式典が市民文化セン
ターで行われました。同クラブは、裾野吹奏楽フェスティバルの開
催や公園の整備、献眼活動などを行っています。式典では、献眼
500 霊への追悼も行われました。

　サクラサクマツリが、南部公園などで行われました。南部公園で
は、ハンドメイド雑貨やすそのん木札の販売、スーパーボールすく
いなどが行われ、にぎわっていました。南部公園から桜堤北公園に
続く桜並木は満開で、多くの人を楽しませてくれました。

　富士山すそのパノラマロード菜の花＆桜まつりがヘルシーパーク
裾野入口の“パノラマ遊花の里”で行われました。残念ながら桜は
散ってしまいましたが、満開の菜の花が一面に広がり、良い香りが
漂っていました。

須山神社春季例大祭� ４月12日

　世界遺産富士山の構成資産の須山浅間神社で春季例大祭が、営ま
れました。おみこしを担ぐのは、地元の青年たちです。境内でお払
いした後、春のあたたかな日差しの中、笛や太鼓の音色とともに、
５時間かけて地区内を練り歩きました。
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インフォメーション

Information

人権相談・行政相談人権相談・行政相談

にこにこキャラバン
西地区の巻

　民生委員児童委員（主任児童委
員）と楽しいひとときを過ごしま
せんか。申込みは不要です。直接
会場にお越しください。
５月19日㈫　10時～11時30分
南児童館
未就園児とその保護者
�歌、手遊び、リズム遊び、親子
製作、主任児童委員を交えたフ
リートークなど
社会福祉課　995-1819

蚊とハエ用薬剤
無料配布

　蚊とハエをなくす実践運動とし
て、防疫用錠剤を無料で配布します。
配�布薬剤／蚊とハエ用発砲錠剤
（幼虫の成長を抑え、成虫にさ
せないための錠剤）
配�布個数／１世帯２袋まで（１袋
２錠入）
配�布場所／生活環境課・各支所
８月 31日㈪
生活環境課　995-1816

みしま花のまちフェア

　“花といっしょの二日間”を開
催します。
５月 30日㈯、31日㈰
　10時～ 16時
�三島市内商店街、楽寿園、TMO
ホール、大社の杜など
�各種花のディスプレー、花巡り
スタンプラリー、各種ワーク
ショップ、飲食物販、そのほか
イベントなど
三島市農政課　983-2652

◎人権を守るパートナー　人権擁護委員
　市内には、法務大臣から委嘱された６人の人権擁
護委員がいます。隣人とのもめ事、いじめ、差別、
ドメスティックバイオレンスなどでお悩みの方は、
ご相談ください。
偶数月の 20日　10時～ 12時　13時～ 15時
※ 20日が土日・祝日の場合はその直後の平日
市役所４階会議室
◎ 6月 1日㈪に人権擁護特設相談を開催
　６月１日の人権擁護委員の日にあわせ、人権擁護
特設相談を開催します。
６月１日㈪　10時～ 12時　13時～ 15時
市役所４階 402 会議室
人�権擁護委員（敬称略）／渡邊早苗・池田宗久・小
野田勝正・大森紀行・川口美津子・勝又美代子
◎市民と行政のパイプ役　行政相談委員
　市内には、総務大臣から委嘱された２人の行政相
談委員がいます。道路や河川などの管理、年金、雇
用など、国の仕事や手続き、サービスについて、要
望や困っていることがあったときに、行政との間に
立つパイプ役となるのが行政相談委員です。皆さん

が抱えている行政への要望などを聴き、アドバイス
をしたり、そこで明らかになった問題を関係する行
政機関へ通知したりします。
　市では、毎月、相談窓口を開設しています。
�毎月 20 日　●偶数月▶ 10 時～ 12 時　13 時～
15時●奇数月▶10時～12時　※20日が土日・
祝日の場合はその直後の平日
市役所 4階会議室
行政相談委員（敬称略）／湯山貴志子・芹澤隆伸
◎前人権擁護委員の渡邉美也子さんに感謝状
　4月 20 日㈪、新旧の人権擁護委員と行政相談委
員が、退任と再任・新任のあいさつのため、江藤副
市長を表敬訪問しました。今年３月に人権擁護員を
退任した渡邉美也子さんに、法務大臣の感謝状が手
渡されました。

戦略広報課
995-1802
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お知らせ

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　

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。
６月 25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
６月 11日㈭
国保年金課　995-1813

認知症を語る会

　申込みは不要です。直接会場に
お越しください。
６月５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

看護師等再就業準備講習会

　最近の看護の動向・看護の基礎
技術の演習を行います。
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
20人
�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・ＦＡ
Ｘ・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

家庭児童相談室

　子どものことで悩んでいる方や
「虐待かも？」と感じた方などの
相談に面接または電話で応じます。
月曜日～金曜日　※祝日を除く
　９時～ 16時
●必要に応じて訪問もします。
　●秘密は厳守します。
家庭児童相談室（市役所１階）
　995-1862

特産物奨励交付金
そば（畑）の単価を引上げ

　そばやイチゴ、ヤマトイモ、モ
ロヘイヤなどの市の特産物を作
付・販売する農家の方に交付金を
交付しています。地目が畑の農地
で栽培されているそばの交付金単
価を、平成 27 年度産から引き上
げました。
【単価】数量払 6,000 円／ 45kg
農林振興課　995-1823

学校開放調整会議

　学校体育施設を使用する場合は、
必ずこの会議に出席してください。
地区 と　き 会場
東 ６月３日㈬ 生涯学習

センター深良 ６月５日㈮
須山 ６月９日㈫ 須山コミセン
西 ６月10日㈬ 生涯学習

センター富岡 ６月11日㈭

時間はいずれも 19時～
生涯学習課　992-3800

議会報告会

５月 26日㈫
　19時～ 20時 30分
�須山地区研修センター大ホール、
市民文化センター 35・36 会議
室、市民体育館大会議室
�３月定例会の内容の説明や市政
について市民の皆さんとの意見
交換
議会事務局　995-1839

　富士山ナンバーのエリア（裾
野市・富士宮市・富士市・御殿場
市・小山町）のグルメなど 150
以上のブースが勢ぞろいします。
“すそのん”をはじめ、ゆるキャ
ラたちも大集合します！
５月 23日㈯・24日㈰
　10時～ 16時
�ふじさんめっせ（富士市柳島）

 【ステージイベント】

23
日

10:15～ ご当地キャラ大集合！

14:00～
富士のふもとの
「新商品賞」「看板
娘・息子賞」

24
日11:00～

心と体の栄養トー
クショー（講師：
森育子さん）

�JR 富士駅南口、富士市役所、
岳南富士地方卸売市場と会場
との間で無料シャトルバスを
運行します。
ふじさんめっせ
　0545-65-6000

富士のふもとの
大博覧会2015

ふもと博を開催！
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インフォメーション

Information

まち・ひと・しごと創生
会議委員

　長期的な人口目標や地域活性化
の具体策などを定める、人口ビ
ジョンとまち・ひと・しごと創生
総合戦略を今年度中に策定します。
この方策に市民の方の意見を取り
入れるため、委員を募集します。
任期／委嘱の日から２年間
３人程度
�次の全ての要件を満たす方
・�市に住民登録があり、平成 27
年４月１日現在 18歳以上の方
・�まちづくりに関心のある方
・�平日の昼間または夜間に開催す
る会議に出席できる方
�企画政策課にある所定の応募用
紙に必要事項を記入し、提出し
てください。　※ FAX、メール、
郵送可。市公式ウェブサイトに
ある専用フォームからも応募可
５月 28日㈭（必着）
�選考結果は、６月上旬までに通
知します。
企画政策課　995-1804
995-1861
kikaku@city.susono.shizuoka.jp
�http://www.city.susono.shizuoka.jp/ma/
creation/CommitteeRecruitment.php

〒 410-1192�佐野 1059

市民健康づくり推進
協議会委員

　今年度健康づくりに関する総合
的な施策の方針などを定める「す
その健康増進プラン」の改定と、
「市食育推進計画」、「市歯科保健
計画」の策定をします。市民の方
の意見を反映するため、委員を募
集します。
任�期／委嘱の日から平成 29 年３
月 31日まで
�引き続き１年以上市内に住んで

いる 20 歳以上の市民の方で、
当市の付属機関の委員や議員、
職員でない方
４人
�所定の申込用紙に必要事項を記
入し、健康推進課に提出してく
ださい。　※申込用紙は、健康
推進課と市役所１階情報公開
コーナーで配布しています。市
公式ウェブサイトからダウン
ロードできます
５月 18日㈪～ 27日㈬
健康推進課　992-5711

�８月 13日㈭～ 22日㈯
�オーストラリア　ビクトリア
州　フランクストン市　ほか
�市内に住んでいる小学６年生
～中学２年生
小学生４人、中学生６人
�●フランクストン…市内観光、
学校訪問、ホームステイ●タ
イ�バンコク…観光（帰国途上
に１日）
�約 13 万円　※パスポート手
数料や海外旅行保険料など個
人の経費は含みません

�各学校にある参加申込書に必
要事項を記入し、海外友好協
会に提出してください。
　※郵送可
５月 20日㈬～６月３日㈬
�参加者は、書類選考のほか６
月 28 日㈰９時から生涯学習
センターで行う選考会（面接）
で決定します。
海外友好協会　993-9695
　（月・水・金曜日の13時～16時）
　〒 410-1118　佐野 921-3

夏休み小中学生短期派遣の参加者を募集！
―姉妹都市フランクストン市で異文化交流―

　姉妹都市フランクストン市に小中学生を短期派遣します。

夏休み小中学生短期派遣の参加者を募集！
―姉妹都市フランクストン市で異文化交流―
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お知らせ

６月　水道工事当番店 データバンク

６月　税金・料金

６月　カレンダー

※工事、修理は有料です。 ５月１日現在

納付期限：６月 30 日㈫

６日㈯ ㈲渡辺設備
☎992-3034

７日㈰ 鈴木住宅設備
☎993-3901

13日㈯ ㈲古谷設備工業
☎992-5379

14日㈰ パイピング横山
☎992-3329

20日㈯ ㈲杉山産業
☎992-1131

21日㈰ ㈲北住設機器
☎993-1250

27日㈯ 駿東管工
☎992-5728

28日㈰ ㈱西島工業
☎993-1070

７日㈰わたしの主張裾野市大会

12日㈮
～24日㈬市議会６月定例会

13日㈯ 健康と歯のフェスティバル

～28日㈰ふるさと富士山芸術展

市県民税� 第１期分

水道料金・下水道使用料� 第２期分

人　口　53,038人� （−40人）
　男　　27,015人� （ − 5人）
　女　　26,023人� （−35人）
世　帯　21,319世帯�（+28世帯）
内、外国人� 718人�405世帯

楽しい地域づくり講座

　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
の進め方などを楽しく学べます。
�６月 10 日㈬、７月８日㈬、７
月 30日㈭　10時～ 16時
�市民文化センター会議室　ほか
�各回 40 人程度　※申込多数の
場合は抽選
６月３日㈬
� 生涯学習課　992-3800

自衛隊見学ツアー

�７月 28日㈫
�陸上自衛隊立川駐屯地
　※集合▶市役所
�市自衛隊協力会の会員世帯の小
学４年生～高校３年生
�35 人程度　※申込多数の場合
は抽選
陸上航空部隊の見学など
500 円（バス代、保険料など）
�市民課地区振興係にある申込用
紙に必要事項を記入し、直接ま
たはＦＡＸで提出してください。
　�※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。
５月 18日㈪～６月３日㈬
市民課地区振興係
　995-1874
992-4447

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～18時
●土日・長期休暇▶８時～18時
�西小学校、富岡第一小学校
�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。

５月 29日㈮
� 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
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今月の救急協力医

６月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小 児 科

１㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 香貫医院 931-2465 本郷町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

２㈫ 村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

３㈬ 高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 松原医院 962-1496 白銀町 よざ小児科医院 967-5722 原

４㈭ 今井医院 921-3211 五月町 池田病院 986-1212 本宿 星野医院 962-0782 山王台

５㈮ 林医院 931-1120 住吉町 萩野クリニック 966-7111 根古屋 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

６㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

７㈰

小林内科医院 921-2165 米山町 西方外科医院 921-1333 共栄町

本村クリニック 969-0001 大塚 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

清水館医院 993-2323 茶畑 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

８㈪ 薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 田沢医院 962-1205 大手町 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

９㈫ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 五十嵐クリニック 934-6700 志下 田中医院 921-2053 高島町

10 ㈬ 新井内科
クリニック 992-0811 久根 沼津大山

クリニック 954-2274 大手町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

11 ㈭ 清流クリニック 941-8688 堂庭 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111  下香貫
馬場

12 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 ふじわら

クリニック 924-8777 寿町 坂小児科医院 931-3233  下香貫
前原

診療時間　 平日 17 時 ～ 21 時　土曜日 12 時 ～ 18 時　日・祝日 ８時 ～ 18 時
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６月前期

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。

救急協力医テレホンサービス  935-0119

日 内 科 外 科 小 児 科

13 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 聖隷沼津病院 952-1000 松下 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

14 ㈰

岡田医院 921-5321 新宿町 東医院 921-5520 高沢町

やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 よざ小児科医院 967-5722 原

込宮クリニック 992-8686 茶畑 込宮クリニック 992-8686 茶畑

15 ㈪ 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 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

日 耳 鼻 科 ８時～17時 眼 科 ８時～17時 産婦人科 ８時～17時 歯 科 ８時～15時

７㈰ よねやま耳鼻科医院
0545-53-6885 永田町　

木村眼科医院
967-4611 原　　　

ごとうレディース
クリニック
992-7111 伊豆島田

なかじま歯科医院
995-1000 伊豆島田

14 ㈰
アミクリニック眼科・
耳鼻咽喉科
981-3341 長沢　　

アミクリニック眼科・
耳鼻咽喉科
981-3341 長沢　　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

中原歯科医院
993-3300 佐野　　

清水町　 長泉町　 沼津市　 裾野市　 富士市

�沼津夜間救急医療センター 三島メディカルセンター
平 日　20時30分～翌朝７時
土曜日　18時～翌朝７時
日祝日　18時～翌朝７時

平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日祝日　 ９時～21時

内科・外科・小児科
926-8699

沼津市日の出町1-15

内科・外科・小児科
972-0711

三島市南本町4-31
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市立鈴木図書館
992-2342
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●６月の行事予定
おはなしの会
 ６日㈯ 14時30分～ おはなしのへや
 13日㈯ 11時～ 文化センター図書室

親子おはなし広場
 ９日㈫ 10時30分～ 展示室

ファーストブック
 17日㈬ 10時～16時 展示室

●�臨時休館のお知らせ
　鈴木図書館と市民文化センター図書室で、蔵書点検を行
います。資料の所在確認などの作業のため、次の期間は休
館します。
と　き／６月 23 日㈫～ 30 日㈫

しろがくろのパンダです。
絵：平田景　作：平田昌広　国土社
　「白が黒のパンダです」「白か黒のパン
ダです」…。さて、どんなパンダ？ こ
とばとことばをつなぐ役目をする助詞。
たった一文字だけれど、それが変わった
だけで、まるきり文の意味が変わっちゃ
う！ ことば遊び絵本。

オススメ
６月の休館日 １日㈪・８日㈪・15日㈪・

22日㈪～30日㈫

●�動物の骨
文：ロブ・コルソン　イラスト：サンドラ・ドイル
辰巳出版

●はらぺことらたとふしぎなクレヨン
絵：広瀬弦　作：あまんきみこ
ＰＨＰ研究所（ＰＨＰにこにこえほん）

●ニニ、まいごになる
作：アニタ・ローベル　訳：まつかわまゆみ
評論社（評論社の児童図書館・絵本の部屋）

えほん

齋藤　蒼
そう
輔
すけ

くん
（３歳・トヨタ）

北川　昊
こう
瑛
えい

くん
（２歳 10カ月・佐野本宿）

宇野　歩
あゆ
夢
む

くん
（２歳７カ月・峰下市の瀬）

倉持　翔
しょう
太
た
郎
ろう

くん
（２歳 11カ月・千福が丘）

齊藤　ひまりちゃん
（２歳７カ月・上町）

●恐怖の緑魔帝王
著：芦原すなお　ポプラ社
（みんなの少年探偵団）

● EPITAPH東京
著：恩田陸　朝日新聞出版

●火花
著：又吉直樹　文藝春秋

●小さな幸せ 46こ
著：よしもとばなな　中央公論新社

● the�SIX
著：井上夢人　集英社

新書


