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新成人者祝賀駅伝大会に出場した
新成人へ記念品贈呈

１月８日　成人式
誓いの言葉を述べる新成人

赤羽 美咲さん 中 智也さん



ラグビーワールドカップ 2019ＴＭの公認
チームキャンプ地選定プロセスに応募

当市と御殿場市は、共同でラグビーワールドカップ
2019ＴＭの公認チームキャンプ地の誘致を目指します。
公益財団法人ラグビーワールドカップ 2019 組織委員
会に対して、昨年 12 月 21 日㈬に選定プロセスの応
募手続きを行いました。
今後のスケジュール
2017 年夏～ 公認チームキャンプ候補地決定
2017 年秋～ チームによる実地視察
2018 年春～ 公認チームキャンプ地決定（順次）
2019 年
9 月～ 11 月

公認チームキャンプ地として受け
入れ

2019 年
9 月 20 日～
11 月 2 日

ラグビーワールドカップ 2019 ＴＭ

大会開催

運動公園で行われた女子日本代表選抜合宿公開練習
( 昨年８月 25 日 )

太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ 2016 第 4 戦
富士山裾野御殿場大会 ( 昨年 6 月 11・12 日 )

当市と御殿場市は、ラグビーワールドカップ 2019 ＴＭ公認チー
ムキャンプ地と、2020 年東京五輪ラグビー競技事前キャンプの誘
致を目指し連携します。

生涯学習課
992-3800

ラグビー合宿誘致に係る覚書を締結

　ラグビーワールドカップ 2019ＴＭ公認チームキャン
プと、2020 年東京五輪ラグビー競技事前キャンプの
誘致と受け入れを目指して、１月 16日㈪に両市によ
る覚書の締結式が行われ、両市長が署名を交わしまし
た。
　今後、両市で連携しながら、スポーツツーリズムに
よる誘客促進での地域活性化、地域の魅力発信、スポー
ツ振興と国際交流の推進を図っていきます。

このたび、御殿場市と共同してラグビーワー
ルドカップ 2019ＴＭ公認チームキャンプ地選定
プロセスに応募しました。
当市と御殿場市は2002年FIFAワールドカッ
プ事前キャンプ誘致をはじめ、2016 年には国内
最高峰の女子 7人制ラグビー大会「太陽生命ウィ
メンズセブンズシリーズ 2016 富士山裾野御殿
場大会」の誘致など、協力して事業を展開して
きました。今回も、御殿場市の皆さんとともに
公認チームキャンプ地誘致を行えることに対し、
大変うれしく思います。また心強く思います。
公認チームキャンプ地となった暁には、キャ
ンプで訪れるチームやこの富士の麓にお越しに
なるラグビーファンの皆さんに、両市の魅力を
存分に感じていただけるようなおもてなしを

行っていきたいと考えています。

� 裾野市長　　髙村�謙二

ラグビーワールドカップ2019TM 公認チーム
キャンプ地選定プロセスへの応募にあたって
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ラグビーキャンプ地誘致始動
スポーツツーリズムによる誘客促進や富山麓の魅力を発信



“すそのんファンクラブ会員”
先行受け付け開始！

　２月 23 日㈭から “ すそのんファンク
ラブ ” の会員を募集します。

すそのんファンクラブ
　「すそのんが大好き！」「裾野市が好
き！」な方ならどなたでも入会できます。

【入会方法】
①戦略広報課で用紙に記入
②メールに氏名・住所・電話番号・すそ

のんへのメッセージを記入の上、戦略
広報課すそのん係宛に送信
kouhou@city.susono.shizuoka.jp

【会員特典】
・会員証の発行
・オリジナルステッカーのプレゼント
・ファンクラブメールの配信（不定期）
※すそのんお誕生会で先行受け付けを行

います。会場で入会した方には、すそ
のんオリジナルグッズ（非売品）をプ
レゼントします。

スケジュール

とき／２月19日㈰　10時〜12時30分
ところ／東小学校体育館
問い合わせ／戦略広報課　995-1802

９：30　開場・受付・各ブースオープン
●キャラクター PR ブース●グッズショップ
●ベビー・キッズマッサージ体験
●すそのんカフェ●富士サファリパークふれ
あいミニ動物園

10：00　オープニングセレモニー
10：20　アトラクション・ゲームスタート

●キャラクター PR ステージ●缶バッジづく
り●すそのん折り紙●すそのん塗り絵●記念
撮影会●お楽しみ抽選会など

11：00　新おともだち紹介
●不二家ペコちゃんとのおともだち協定締結
式

12：00　グランドフィナーレ

※上履きや室内履き、スリッパをお持ちください。
※車でお越しの方は、市役所駐車場、偕楽園駐車
場をご利用ください。駐車場には限りがありま
す。公共交通機関の利用や乗り合わせにご協力
ください。

※天候や諸般の事情で内容が変更になる場合があ
ります。

ごてんばこめこ
( 御殿場市 )

※他にも、地元のおともだちキャラクターたちが遊びに来てくれるかも？！ゲストのおともだち

なんすん太陽リィ・ 
美味リィ
(JA なんすん )

とち介
( 栃木県栃木市 )

おおまぴょん
( 長野県大町市 )

みきゃん
( 愛媛県 )

ペコちゃん
( 不二家 )
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富士山資料館無料開放

入館料が無料になります。富士山資料館では富士山
の自然・歴史、動植物など富士山に関する資料を展示
しています。
２月 23日㈭　９時～ 16時 30分　
富士山資料館　998-1325

絵手紙・しおりづくり体験コーナー

絵手紙・しおりづくり体験コーナーを開設します。
時間内の参加は自由です。
２月 23日㈭　10時～ 15時

講師／渡邉�節代さん
富士山資料館　998-1325

第５回富士山芸術展

市内の芸術・文化団体が富士山に関わる絵画、写真、
陶芸、短歌、俳句などの芸術作品を展示します。
【第一部】２月 20日㈪～ 25日㈯
　 【第二部】２月 26日㈰～３月３日㈮
9時～ 17時　※各部とも初日は 13時から、最終
日は 16時まで
生涯学習センター
生涯学習課　992-3800

富士山の日記念講演会

記念講演会を２部構成で開催します。
２月 23日㈭　19時～　※開場 ▼ 18 時 30 分
生涯学習センター

【第一部】演題／須山浅間神社と須山口登山道
　　　　 講師／根上�眞治さん（静岡裾野ガイド協会）
【第二部】演題／富士山における遭難の現状
　　　　 講師／眞田�喜義さん（元県警山岳救難救助

隊隊長）
196 人　※定員に達しなかった場合、当日受付可
生涯学習課　992-3800

市外でも「富士山の日」にちなんだイベント
を開催します。

なんでも富士山 2017
２月 11日㈯・12日㈰　10時～ 15時
ふじさんめっせ（富士市柳島）
富士山の日シンポジウム、富士山を学べる資
料の展示など
ふじさんめっせ　0545-65-6000

道の駅ふじおやま 2
ふじさん

23 ウィーク
２月 18日㈯～ 26日㈰　9時～ 15時
道の駅ふじおやま（小山町用沢）
富士山の写真や資料の展示など
道の駅ふじおやま　0550-76-6660

富士山天
あ ん も

母の湯　中学生以下サービスデー
２月 23 日㈭　10 時～ 20 時（最終入館は
19時）
富士山天母の湯（富士宮市山宮）
中学生以下終日無料。大人 1時間延長無料
富士山天母の湯　0544-58-8851

富士山郵便局 in 御殿場プレミアム・アウトレッ
ト
２月 23 日㈭�～ 26 日㈰　終日（最終入館
16時 30分）
御殿場コミュニケーションコーナー【御殿場
プレミアム・アウトレット内】（御殿場市深沢）
富士山の写真などを使ったポストカードを先
着 500 人に無料配布。その場で記入すると
仮設ポストに投函可。消印は富士山をモチー
フにしたもの。発送も無料。
御殿場市商工観光課　0550-82-4622

富士山ネットワーク会議
加盟市町のイベント情報

4
2017.2.1

特集３

２/23は「富士山の日」
富士山を学び、考え、想いを寄せるイベントを開催します
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駿東地区交通災害共済は、駿東地区に住む皆さんが
掛け金を出し合い、交通事故でけがをした方に見舞金
を支給する相互扶助制度です。共済掛金は１口 500
円で１人２口まで加入できます。交通災害の程度に応
じて１万円から 200 万円の見舞金が支給されます。

危機管理課
995-1817

対象は市に住民登録がある方

市に住民登録がある方なら、どなたでも加入できま
す。加入者が年度途中に他市町へ転出した場合でも共
済期間中は有効です。

共済掛金は１口 500円

１人２口まで加入できます。中途加入の場合でも掛
け金は同じです。

共済期間は１年間

共済期間は、４月１日㈯から平成 30 年３月 31 日
㈯までの１年間です。中途加入の場合は申し込み手続
きをした日の翌日から平成30年３月31日㈯までです。

加入手続きは市指定金融機関へ

申込用紙は、各家庭に郵送します。申込用紙に掛け
金を添え、市指定金融機関でお申し込みください。申
込用紙は、危機管理課・各支所・市指定金融機関にも
置いてあります。

見舞金の請求手続きは危機管理課へ

交通事故発生日から２年以内に、次の書類を危機管
理課へ提出してください。
●駿東地区交通災害共済組合指定の請求書
●自動車安全運転センター発行の交通事故証明書（コ
ピー可）
●自動車損害賠償責任保険の診断書と診療報酬明細書
（コピー可）

見舞金の額は交通災害の程度で決定

見舞金の額は入院・通院の実治療日数で変わります。
診断書の原本を提出したときは、見舞金に添付書類料
として１件の事故で 5,000 円が加算されます。

共済見舞金額表

等級 交通災害の程度
共済見舞金額

１口 ２口

１ 死亡 100万円 200万円

２ 180日以上入院したとき 20万円 40万円

３ 120日以上入院したとき 10万円 20万円

４ 90日以上治療した ６万円 12万円

５ 60日以上治療した ５万円 10万円

６ 30日以上治療した ４万円 ８万円

７ 15日以上治療した ３万円 ６万円

８ ７日以上治療したとき ２万円 ４万円

９ ２日以上治療したとき １万円 ２万円

※入院・通院の実治療日数で等級を算定します。
※自動車安全運転センター発行の交通事故証明書がな
い場合は、見舞金の支給額が半額になります。この
場合、親族以外の第三者の証明が２人分必要です。

事故にあったときは必ず警察に届け出を

届け出をしないと、自動車安全運転センターから交
通事故証明書が発行されず、見舞金が半額となります。

駿東地区交通災害共済へ加入を !!
共済掛金は１口 500円、交通災害に応じて見舞金を支給
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市内で活動する 18 団体の皆さんが、日頃の活動成果を披露しま
す。人形劇や読み聞かせ、防災体験、試食・販売などを行います。
たくさん遊んで学べるイベントです。ぜひ、ご家族そろってお越し
ください。

生涯学習課
992-3800

とき／２月 19日㈰　10時～ 14時
ところ／生涯学習センター

展示・実習の部　～わくわくドキドキ　ふしぎがいっぱい～

公演の部　～おとなもこどもも　たのしめるよ　みにきてね！～

団体名 タイトル（内容） ところ

婦人会 折り紙細工、婦人会の活動紹介

２階
学習室１

市内５地区婦人会 各地区婦人学級の作品展示、喫茶コーナー

裾野赤十字奉仕団・芙蓉の会 非常時の炊き出し試食、器づくり、常備食となるジャムの販売

食生活健康推進会 食推の活動紹介、減塩の重要性

地域活動（母親クラブ） 書いて楽しい！食べておいしい！らくがきせんべい

消費者団体協議会 100 均商品、使ってみたらこうだった

地域保健委員 OB 会　すみれ会 乳がん自己チェック法、折り紙で脳を活性化しましょう

みのり会 昼食はみのり会でどうぞ！！ みのり会の活動発表 ２階
調理実習室

NPO 法人太陽光発電所ネットワーク 電気を蓄える（鉛バッテリーの再生技術）

１階
市民ホール

家庭倫理の会　 家庭倫理の会の紹介、生活倫理相談など

8020 推進員 8020 推進運動啓発、パネル展示、不用メガネ・入れ歯の回収

ガールスカウト県第 38 団 ガールスカウトを楽しもう！！ 活動紹介、クラフト（小物作り）

と　き 団体名 タイトル（内容） ところ

10：30 ～ 14：00
図書館ボランティア
おはなし会たんぽぽ
小学校読み聞かせ有志

ブラックシアター まっくろメリノ
大型紙芝居、大型絵本
エプロンシアター　くいしんぼゴリラ
ペープサート　ねずみのすもう他

２階
視聴覚室

11：00 ～ 11：30 ひまわり会 人形劇「ごめんね　ともだち」
仲のいい友達とけんかしたら……仲直りの方法は……

２階
学習室２

※材料がなくなり次第終了する催しがあります。

みんなのつどい
市内で活動する 18の団体が成果を発表！
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市では平成 27 年 10 月にとりまとめた「市まち・ひと・しごと創生総合
戦略」に基づき、地方創生の取り組みを進めています。１年余りが経過した
今、その取り組みをさらに深化させ、市民の皆さんと共に市の魅力や価値を
高めることで、シビックプライド※の向上に結び付けていきます。
※シビックプライド：まちへの愛着や誇り

企画政策課
995-1804

市みらい会議
新総合計画キックオフシンポジウム

市では、市議会 12月定例会での審議を経て、市が
さまざまな活動を行うための指針である「第４次市総
合計画後期基本計画」を策定しました。市みらい会議
を通じて、多くの市民の皆さんにこの計画の策定に参
画してもらいました。

新総合計画のスタートに合わせ、これからの市政運
営の方向性を市民の皆さんと共有するための市みらい
会議を開催します。会議では、市政報告とデザイン思
考による地域活性化で実績豊富な講師を招いた基調講
演などを行います。
どなたでも参加できます。ゆったりとした雰囲気の
中、まちづくりについて考えましょう。
３月 18日㈯　14時～ 16時
生涯学習センター３階学習ホール
190 人（先着順）
小さな子どもと一緒の参加も大歓迎です。託児サー
ビス・遊びスペースがあります。

プログラム
●新総合計画の報告／髙村謙二市長
●基調講演
講師／甲賀雅章さん（大道芸ワールドカップ in 静
岡・プロデューサー、㈱シーアイセンター代表取
締役）

●ワールドカフェ
　これまでの地域の魅力探し事業の事例紹介と、参
加者同士の対話
�http://www.city.susono.shizuo
ka.jp/sousei/

長泉町との共同事業
みんなで子育てするまち推進事業

市の総人口の減少は、世代間バランスの変化による
現役世代の負担増など、地域にさまざまな影響をもた
らします。人口減少をストップさせて、人口の安定す
る社会を構築するため、子どもを産み、育てやすい風
土づくりに地域全体で取り組む、「みんなで子育てす
るまち」事業を推進していきます。

英語 DE リトミックイクボスセミナー

♦第３回ファミリーキャンパス裾野・長泉
遊んで学ぶを合言葉に楽しみながら、子育てに関す
る知識も学べます。直接会場へお越しください。
２月 11日㈯　10時～ 14時
ウェルピアながいずみ（長泉町納米里）
●英語DEリトミックの黒部美子さんによるグロー
バル子育てセミナー●遊び広場（ダンボール迷路や
新聞プール、バルーン教室など）●リユース子ども
服プレゼント

第１回 第２回

♦みんなで子育てするまちサミット
イクボス提唱者の安藤哲也さんや黒部美子さんなど

による子育てを考えるシンポジウム、家族が楽しめる
プログラムを行います。詳しい内容は、市公式ウェブ
サイトや広報すその３月１日号でお知らせします。
３月 12日㈰　午後
市民文化センター多目的ホール他
http://www.city.susono.shizuo
ka . j p /ma/ch i l d /m innade -
kosodatesurumachi.php

まち ･ひと ･しごと創生の取り組みの紹介
「田園未来都市　すその」の挑戦

特集６



インフォメーション

Information

国の教育ローン

国の教育ローン（日本政策金融
公庫）は高校や大学などへの入学
時や在学中にかかる費用を対象と
した公的な融資制度です。
融資額／子ども１人あたり 350
万円以内

金利／年 1.9％（固定金利）
※母子家庭の方などは 1.5％
（平成 28年５月 10日現在）

返済期間／ 15年以内
※母子家庭の方などは 18 年以
内

使い道／入学金、授業料、教科書
代、アパートの敷金・家賃など

保証／（公財）教育資金融資保証
基金　※連帯保証人可
教育ローンコールセンター
0570-008656（ナビダイヤル）
03-5321-8656

国保高齢受給者証交付会

　平成 29年３月１日㈬から対象
となる方に、受給者証を交付しま
す。
２月 16日㈭
　10時 20分～ 11時 30分�
福祉保健会館研修室
昭和 22年２月２日～３月１日
に生まれた方
保険証、筆記用具など
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

児童手当の支給

　２月 10日㈮は児童手当の支給
日です。児童手当は、認定請求を
した月の翌月分から支給事由の消
滅した月分まで支給されます。
支給額（月額）／●３歳未満▶
15,000 円 ●３歳～小学生（第
１・２子）▶ 10,000 円●３歳～
小学生（第３子以降）▶ 15,000
円●中学生▶ 10,000 円●所得
が制限額を超えている方の児童
▶ 5,000 円　※４カ月分をま
とめて支給します。

支給日／６月、10月、２月の 10
日（土・日曜日、祝日の場合は
その直前の平日）

支給方法／指定口座に振り込み
市内に転入した方や子どもが生
まれた方は、転入・出生の手続
きと同時に児童手当の申請を
行ってください。申請には、認
め印、保険証、前年の所得・扶
養親族などの人数を証明する書
類などの提出が必要です。
子育て支援課　995-1841

雑誌付録プレゼント

　当日、本人の図書利用券で図書
を５点以上借りた方に雑誌の付録
をプレゼントします。
２月 25日㈯
１回目▶９時～ 12時
２回目▶ 14時～ 17時
鈴木図書館　※文化センター図
書室では実施しません。
プレゼントは、１人１つまでで
す。先着順で、なくなり次第終
了します。
鈴木図書館　992-2342

深良財産区議会議員選挙

３月８日㈬に任期満了になる深
良財産区議会議員選挙を行います。
２月 26日㈰　７時～ 18時

選挙区／深良財産区内
議員定数／９人
立候補できる方／満 25歳以上の
方で、深良財産区の区域内に引
き続き 10 年以上住所があり、
深良公有林野の入山権がある方

投票できる方／満 18歳以上の方
で、深良財産区の区域内に引き
続き３年以上住所がある方

【立候補予定者説明会】
２月 13日㈪　15時～

【立候補届出書類事前審査】
２月 16日㈭　10時～

【立候補届出日】
２月21日㈫８時30分～ 17時
場所はいずれも深良コミュニ
ティセンターです。
選挙管理委員会（総務管財課）

　995-1807

　４月から、鈴木図書館の木
曜日と金曜日の開館時間を変
更します。市民文化センター
図書室の開館時間は変更あり
ません。
４月～
鈴木図書館

【木・金曜日の開館時間】
３月まで▶９時～19時30分
４月から▶９時～ 19時
※火・水・土・日曜日の開館
時間は、９時～ 17時です。
鈴木図書館　992-2342

鈴木図書館の開館時間が
変わります
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Information
お知らせ

日時　 会場　 対象　 定員　 内容　 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　 その他　 問い合わせ　 FAX　 Mail　 Web　

「広報すその」
取材にご協力を

戦略広報課では、イベントなど
を取材・撮影し、広報紙「広報す
その」や市公式 Facebook など
に掲載しています。取材にご協力
をお願いします。
市公式 Facebook ／ https://ww
w.facebook.com/city.susono
写真は、広報媒体の他、資料と
して使用することもあります。
戦略広報課　995-1802

市民無料相談

２月 20日㈪　※受付▶終了時
刻の 20分前まで
市役所４階会議室
●資格団体相談（10時～12時）
▶土地、家屋（マンション含む）、
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。司法書
士、行政書士、社会保険労務士、
宅地建物取引士、土地家屋調査
士、建築士、マンション管理士
が応じます。
　●人権相談（10時～12時、13時

～15時）▶子どもの人権、女性
の人権、その他差別待遇などの
人権問題の相談。人権擁護委員
が応じます。
●行政相談（10時～12時、13時
～15時）▶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。
戦略広報課　995-1802

不動産無料相談会

予約は不要です。直接会場へお
越しください。
２月 15 日㈬　13 時 30 分～
15時 30分
プラサヴェルデ 402 会議室（沼
津市大手町）
不動産に関する相談に、弁護士
や司法書士、税理士、土地家屋
調査士、行政書士、建築士、宅
地建物取引士などの相談員が応
じます。

（公社）全日本不動産協会県本部
　054-285-1208

第 10回特別弔慰金を支給

戦没者などの死亡当時の遺族の
方で、平成 27年 4月 1日に公
務扶助料や遺族年金などを受け
る方がいない場合に、次の順で
先順位の遺族の方１人に支給し
ています。
⑴弔慰金の受給権者
⑵戦没者などの子
⑶①父母②孫③祖父母④兄弟姉
妹　※戦没者などと生計関係が
あった方のみ
⑷⑶以外の①父母②孫③祖父母
④兄弟姉妹
⑸⑴～⑷以外の三親等内の親族
※戦没者などの死亡時まで引き
続き１年以上生計関係があった
方のみ
平成 30年４月２日㈪
社会福祉課にある申請書に必要
事項を記入し、提出してくださ
い。
社会福祉課　995-1819

障害者就職面接会

予約は不要です。参加を希望す
る障がい者の方は、履歴書（複数
枚）と障害者手帳をお持ちの上、
直接会場へお越しください。
２月 22 日㈬　12 時 45 分～
15時　※受付▶ 12時～
キラメッセぬまづ１階多目的
ホール（沼津市大手町）
●就職を希望する障がい者と企
業との個別面談形式の面接会
（沼津・三島地域の約 60 の企
業が参加）●ハローワークなど
の支援機関の相談コーナー
ハローワーク沼津　障害者担当

　918-3713　 932-0489

わらうのん in すその

　“ 楽しく笑って健康になろう ”
を合言葉に、思い切り笑って心身
共に健康になるイベントです。
２月 19日㈰　11時～ 14時
市民文化センター多目的ホール
●すそのん、すぅちゃん、ファ
イゴンと一緒に笑おう！　笑い
大使の髙村市長も一緒に笑いま
す。●瞳さんのバルーンアート
●楽風さんの「すそのんキャラ
弁」の販売●笑って健康になる
ラフターヨガ」の体験など
裾野ラフタークラブ

　080-2615-0841
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薬物依存相談

経験豊富な専門相談員が薬物依
存に関する相談に応じます。秘密
は厳守します。
２月７日、21日の火曜日
13時～ 16時（１回 45分間）
県精神保健福祉センター（静岡
市駿河区有明町）

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

富士急高速バス東京駅線平日
限定 1,000 円キャンペーン

　富士急シティバスでは、市内と
東京駅を結ぶ高速バスを毎日５往
復運行しています。この高速バス
が、乗車券を事前購入すると期間
限定で片道 1,000 円（子ども
500 円）で利用できます。利用
する方は、利用日前日までに乗車
券をご購入ください。
３月 17日㈮までの平日

市内のバス停／千福下、市民文化
センター前、トヨタ自動車東日
本前
市民文化センター前のバス停近
くには、利用者専用の無料駐車
場が 49台分あります。
富士急コールセンター

　0570-022956
　929-1144（７時 30分～ 20時）
http://www.fujikyu.co.jp/
citybus/tokyo1k_cp.html

勤労者教育資金貸付制度

　市内に住んでいる勤労者の方や
その子どもの高校・大学などの教
育費用を県労働金庫から借り入れ
る場合、市の利子補給を利用でき
ます。
利子補給対象限度額／１人 300
万円

補給期間／最長５年　※在学期間
中の据え置き可

利子補給率／1.0％　※３月31日
㈮までに貸し付けを受ける場合
受け付けは、予算がなくなり次
第終了します。
労働金庫裾野支店　993-8111

アルコール依存相談

　アルコール依存に関する相談に、
専門の相談員が応じます。秘密は
厳守します。
２月 13日㈪・27日㈪
13時～ 16時（１回 45分）
県精神保健福祉センター〔静岡
総合庁舎別館２階〕（静岡市駿
河区有明町）
相談日の前の週の金曜日

県精神保健福祉センター
054-286-9245

太陽熱高度利用システム、蓄電池システム、家庭用燃料電池シ
ステムの補助金額は変更ありません。
� 生活環境課　995-1816

変更内容

４月受け付け分から、新エネルギー機器設置補助金の制度が一
部変更になります。

新エネルギー機器設置補助金
４月から制度を変更

平成28年度　全国統一防火標語
　消しましょう
　　　　その火その時
　　　　　　　その場所で

機器名など 内容

太陽光発電システム 補助金額が家庭用、事業用共に４万
円になります。

電気自動車等充電器

廃止します。
家庭用エネルギー管理
システム（HEMS）

３点同時設置に係る
補助金の上乗せ

蓄電池システム
対象になる条件が、リチウムイオン
蓄電池に加え、電力変換装置を備え
たシステムとして一体的に構成され
たものになります。
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お知らせ

応急手当普及員講習会受講者

３月５日・12日・19日の日曜日
８時 30分～ 17時 30分
富士山南東消防本部三島消防庁
舎３階消防センター（三島市南
田町）
３日間の合計 24 時間、全ての
カリキュラムを受講できる方
10 人　※定員を超える場合は、
裾野市・三島市・長泉町に住ん
でいるか通勤している方を優先
し、抽選で決定します。
三角巾法・搬送法・心肺蘇生法・
AED取り扱い・指導技法など
※最終日に認定のための試験が
あります。
筆記用具
電話またはファクスで、氏名・
ふりがな・住所・生年月日をお
伝えください。
２月 22日㈬
●動きやすい服装でお越しくだ
さい。●昼食は各自で用意して
ください。
富士山南東消防本部警防救急課

　972-5803
973-0125

沼津・駿東地域合同
就職面接会

２月 14 日㈫　13 時 30 分～
15時 30分
プラサヴェルデコンベンション
ホールA（沼津市大手町）
ハローワークで求職登録してい
る方　※登録はどこのハローワー
クでもできます。
参加方法／ハローワーク沼津・御
殿場、ハローワークプラザすそ
の、しずおか就職総合支援セン
ター東部にある案内チラシの参
加申込書を、当日会場受付へお
持ちください。
ハローワーク沼津紹介第一部門

　918-3711

市民体育館健康講座
ダイエット教室

健康運動指導士がダイエットの
知識、トレーニングの方法をアド
バイスします。
２月 25日㈯　10時～ 12時
市民体育館多目的室・トレーニ
ングルーム
医師による運動制限のない 18
歳以上の方で、ダイエットに真
剣に取り組もうとしている方
20人（先着順）

500 円（施設利用料、保険料、
インボディー測定代含む）
運動できる服装、室内シューズ、
タオル、水分補給できるもの
●インボディー測定で筋肉量、
体脂肪量などを詳細に測定でき
ます。●修了者にはトレーニン
グルームの利用証を発行します。

市民体育館　993-0303

ひきこもり支援の講演会

３月 10日㈮　10時～ 12時
　※受付▶９時 30分～
サンウェルぬまづ２階大会議室
（沼津市日の出町 1-15）
100 人
●報告▶県ひきこもり支援セン
ターの運営状況
　●講演▶ひきこもりの理解と支
援～家族・関係機関・地域の協
働でできること～
電話またはファクス、メールで
会場名（他会場でも開催するた
め）、氏名、電話番号、住んで
いる市町を連絡してください。
２月 16日㈭　
県精神保健福祉センター

　054-286-9245
054-286-9249
mental@pref.shizuoka.lg.jp

市民協働によるまちづくり推進協議会委員と
男女共同参画推進市民委員会委員

業務内容／●市民協働によるま
ちづくり推進協議会▶市民協働
によるまちづくりを推進するた
め、計画の実施に関する審議や
市民協働のあり方の見直しをし
ます。
　●男女共同参画推進市民委員会
▶男女共同参画についての学習、

研究、市民への啓発などさまざ
まな課題を検討し、男女共同参
画社会の形成を推進します。

任期／４月１日㈯～平成 31年３
月 31日㈰
市内に住んでいるか通勤してい
る方
若干名

生涯学習センターにある申込書
に必要事項を記入し、直接提出
してください。　※郵送、メー
ル不可。申込書は市公式ウェブ
サイトからダウンロードできま
す。
２月 19日㈰
生涯学習課　992-3800
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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 大手電話会社を名乗る電話がかかってきた。
光回線サービスの利用料が安くなると言うの

で、転用承諾番号をインターネットで取得し伝えた
が、届いた登録完了通知を見たら大手電話会社では
なかった。やめたい。

Ａ 大手電話会社が光回線サービスの卸売を開始
したため、多くの事業者が参入し、契約内容

が多様化、複雑化しています。勧誘を受けた際は、
必ず契約先を確認しましょう。転用承諾番号を取得
すると元の会社との契約はなくなります。安くなる
からと言われても、他のサービスとのセット契約で
かえって高額になったり、契約しているサービスの
解約料が発生したりする場合があります。契約内容
をよく理解して契約してください。

高齢者を狙う悪質商法の手口
　悪質商法は常に高齢者を狙っています。手口を知
り被害を未然に防ぎましょう。おかしいなと思った
ら、すぐ消費者センターへ相談してください。
利殖商法▶「値上がり確実」「絶対もうかる」など
をうたい文句に投資をすすめる商法です。

送り付け商法▶注文していない商品を宅配便などで
一方的に送り付け、その代金を請求する商法です。
健康食品の他にも化粧品やカニが送られてくるこ
ともあります。

催眠商法▶空き店舗や仮設テントなどに人を集め、
販売員が巧みな話術で場を盛り上げ、無料同然で
日用品を配り、高揚した雰囲気の中で高額な商品
を売りつける商法です。特に布団類や電気治療器、
健康食品などを契約させられることが多いです。

消費生活センター　 995-1854

駿東地域職業訓練センター
３月講座

●特 別 教 育・ 安 全 衛 生 教 育
▶チェーンソー以外の振動工具
取扱安全衛生教育、粉じん作業
特別教育●技能講習▶足場の組
立て等作業主任者技能講習　●
パソコンコース▶パソコン入門、
ワード・エクセル基礎、ワード・
エクセル活用、夜間パソコン入

門、夜間ワード・エクセル基礎、
夜間ワード・エクセル活用�
●カルチャーコース▶フラワー
アレンジメント、手作り木綿ぞ
うり教室、アロマ教室、絵画教
室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

親子チャレンジ広場
（科学あそび）参加者

２月 25 日㈯　13 時 30 分～
15時 30分
東西公民館（鈴木図書館３階）

市内に住んでいる幼児・小学生
と保護者の方
25組（先着順）

テーマ／浮沈子で遊ぼう！どうし
て浮くの？沈むの？
油性ペン、炭酸飲料の入ってい
た 500 ミリリットルのペット
ボトル、手拭き用タオル
２月３日㈮９時～18日㈯ 17時
　※定員になり次第締め切り
駐車場に限りがありますので、
市役所駐車場または公共交通機
関をご利用ください。

鈴木図書館　992-2342
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２月の健康コーナー 健康推進課

  992-5711

　予約が必要です。エイズ検査の結果は約１時間 30
分後に分かります。プライバシーは堅く守られます。
ところ／県東部保健所　県東部総合庁舎２階
　　　　（沼津市高島本町1-3）

　個人通知します。対象者で通知が届かない場合は、
ご連絡ください。

健康相談・教室
　個人通知はしません。健康推
進課へお申し込みください。
※は申し込みが不要です。

健診・教室

裾野赤十字病院夜間当直医診療科
来院時のお願い
●�急患の方は来院前に必ずお問い合わせください。
●�夜間当直医の診療は一次救急の範囲内ですので、検
査投薬も必要最小限となります。
●�疾患の重症度によっては二次救急への転送もありま
すのでご了承ください。 裾野赤十字病院

992-0008

県東部保健所 地域医療課
920-2109

エイズ検査・Ｂ型肝炎検査・梅毒検査

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
6・13・20・27日㈪

9:00〜10:30
身体測定や育児など
の相談を希望する方

母子食事
健康相談

27日㈪
13:00〜15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

2日㈭
13:00〜13:30 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

20日㈪
13:00〜15:00

生活改善に関する相
談を希望する方

成人食事
健康相談

6日㈪
13:00〜15:00

生活習慣病予防の食
事指導を希望する方

歯や口の
健康相談

24日㈮
13:00〜15:00

歯や口に関する相談
を希望する方

こころの
健康相談

15日㈬・27日㈪
13:30〜15:30

こころの悩みに関す
る相談を希望する方

事業名 日・受付時間 対象者
６か月児
育児教室

７日㈫
９:00〜９:15

平成28年８月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

14日㈫
13:00〜13:30

平成27年８月
生まれの方

２歳児
親子教室

28日㈫
９:00〜９:15

平成27年２・３月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

９日㈭
13:00〜13:15

平成26年８月
生まれの方

３歳児
健康診査

16日㈭
13:00〜13:30

平成26年２月
生まれの方

日（曜日） 時　間
 １日㈬　 17:00 〜 19:45
 ７日㈫※  9:00 〜 11:30
14日㈫　 13:00 〜 15:30
22日㈬※  9:00 〜 11:30

※はC型肝炎検査もできます。

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

内科 内科 内科 内科
5 6 7 8 9 10 11

外科 内科 内科 内科 整形 内科 整形・内科
12 13 14 15 16 17 18

整形 外科 内科 内科 内科 整形 内科
19 20 21 22 23 24 25

内科 内科 内科 外科 整形 内科 内科
26 27 28

内科 外科 内科
※11日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から内科
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今月の救急協力医

2月後期の救急協力医
診療時間　 平日 17 時 〜 21 時　土曜日 12 時 〜 18 時　日曜日・祝日 ８時 〜 18 時

日 内 科 外 科 小児科

16 ㈭ 鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

17 ㈮ 杉山医院 992-0028 平松 萩野クリニック 966-7111 根古屋 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

18 ㈯ 沼津リハビリ
テーション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 池田病院 986-1212 本宿 よざ小児科医院 967-5722 原

19 ㈰

池田病院 986-1212 本宿 東医院 921-5520 高沢町

小林内科医院 921-2165 米山町 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

遠藤医院 997-0533 葛山 遠藤医院 997-0533 葛山

20 ㈪ さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 五十嵐クリニック 934-6700 志下 西村医院 971-6510 下土狩

21 ㈫ なおきクリニック 929-8555 東椎路 ふじわらクリニック 924-8777 寿町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

22 ㈬ 森岡医院 962-1084 大岡 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 大橋内科・小児科

医院 992-2800 佐野

23 ㈭ 旭医院 966-0031 原 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

24 ㈮ おおい神経内科 922-8886 北高島町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 よざ小児科医院 967-5722 原

25 ㈯ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 聖隷沼津病院 952-1000 松下 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

　馬場

26 ㈰

岩渕内科医院 951-4579 添地町 遠藤クリニック 975-8801 久米田

小林医院 966-7700 今沢 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

鈴木医院 993-0430 佐野 守重医院 931-2511 我入道
　江川
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２月後期

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  983-0115

�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

日 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

19 ㈰ わたなべ耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787 松岡　　

木村眼科
967-4611 原　　　

かまたクリニック
988-2488 文教町　

吉田歯科医院
987-6118 納米里　

26 ㈰ 内藤耳鼻咽喉科クリニック 
987-1717 桜堤　　

静岡医療センター
975-2000 長沢　　

井関マタニティクリニック
952-4103 八幡町　

米山歯科クリニック
988-0880 下土狩　

日 内 科 外 科 小児科

27 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 田沢医院 962-1205 大手町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

28 ㈫ 本村クリニック 969-0001 大塚 西方外科医院 921-1333 共栄町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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富士山資料館993-9300 998-1325

NAVI

6日㈪・13日㈪・20日㈪・27日㈪
2月の休館日

寛政の改革と棄
き
捐
えん
令

江戸時代の三大改革といえば、8代将軍徳川吉宗
による享保の改革、老中松平定信による寛政の改革、
老中水野忠邦による天保の改革で、いずれも幕府政
治（幕藩体制）の立て直しが狙いでした。
寛政の改革は、「①江戸に出てきていた農民を故
郷に帰した。②凶作や飢

き き ん

饉に備えるため、農村に倉
を設けて米を貯えさせた。③商品作物の栽培を制限
した。④生活が苦しくなった旗本や御家人を救うた
め、金融業を営んでいた札

ふださし

差からの借金を帳消しに
した」が主な内容でした。
文書は、須山区に残されていたこのときの通達で、
前半部分に「此度御切米取之御旗本御家人勝手向御
救之堂免旁蔵宿共より武家へ貸置候右借金済方棄
捐」とあり、まさに上記④に
関する内容でした。幕府の通
達が村々まで伝えられている
ことに驚きます。

県優秀技能者・技能検定功労者表彰式が昨年 11
月 15 日㈫に行われました。県では極めて優れた技
能を持ち後進の育成に努めた方などを表彰していま
す。当市からは 4人の方が受賞しました。

「手作りの技術を後輩に受け継ぎます」と話す紺谷
さんは、自動車のデザインモデル制作で受賞。モデ
ル制作に係わる塗装や艤

ぎそう
装などで高い技能を持ちク

オリティーの良いモデル造りにまい進している多能
工のスペシャリストです。
平井さんは自動車整備工で受賞。車両運動性能開

発に携わってきた経験と探究心、努力で習得した高
い車両評価技能やモノ造り、品質改善技能で、進化
する車両性能に対応しています。「一生懸命勉強し
た私のスキルを会社に残します」と語ります。
「機械で作業することが好きで、配置換えを希望し
た判断が良かった」と話す村上さんは、機械修理工
で受賞。後進の育成に関しても、動力を使わない“か
らくり ”の技術指導、保全に関する “カンコツ ”の
伝授など精力的に行っています。
斎藤さんは広告美術工を受賞。イラスト描画の才

能を磨き、高い技量をもった技能士として、景観に
対する意識も高く、その技能と豊かなアイデア、行
動力で活躍しています。「小さいときから絵が好き
で、この職に就きました」と目を細めます。
皆さんの今後の活動が “企業・事業所と共に歩む

まち�すその ”の発展につながることが期待されます。

※写真左から紺谷さん、平井さん、斎藤さん、村上さん

大目付江（須山区有文書）

石井好子メモリアル音楽祭 2017
ポピュラー音楽の祭典

～限りない想いを歌に富士山の裾野から　vol.15 ～
3.11 復興祈念　希望の歌～生きる～

と　き／３月 11日㈯　17時～
　　　　※開場▶ 16時 30分
ところ／大ホール
料　金／全席指定（税込）
　　　　一般▶ 6,500 円　当日券▶ 7,500 円
　　　　※未就学児の入場はできません。
チケット販売／好評発売中
出　演／美川憲一、伊東ゆかり、森昌子、神野美伽、

平みち他、メモリアルゲスト�水谷八重子

美川憲一

神野美伽 水谷八重子

伊東ゆかり 森昌子

県優秀技能者
紺谷 隆司さん（トヨタ自動車東日本㈱）
平井 英俊さん（トヨタ自動車㈱）
斎藤 三雄さん（㈱さいとう看板）
村上 孝司さん（トヨタ紡織㈱）


