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４月以降に開講する教室や講座の受講生を募集します。教室・講座
の申込方法や詳しい内容などは、各施設にお問い合わせください。

鈴木図書館講座� 鈴木図書館　 992-2342

申込期間／随時
講座名 とき 対象 内容
俳句会 第1㈰　13：00～

16 歳以上

四季の生活、風物を俳句に詠む
短歌会 第2㈰　13：00～ 自然の情景、生活、心の感動を短歌に詠む

古文書を読む会 第2㈮　13：30～ 古文書を読むとともに歴史を知る
茶道教室Ⅰ 第1㈭　13：00～ 和

わけいせいじゃく
敬清寂の精神を探求する

茶道教室Ⅱ 第1㈮　19：00～ 作法・茶会などを学ぶ
美術教室 第2㈯　10：00～ ３歳以上 水彩画、油彩画などの画法を学ぶ

東西公民館講座� 東西公民館　 992-6677

対象／市内に住んでいるか通勤・通学していて、原則として全回出席できる方
申込期間／３月 11 日㈯９時～４月２日㈰ 21 時（休館日を除く）

講座名 とき 対象 定員 内容 受講料（年間） その他実費
ちょこっと楽
がき「絵手紙」

第４㈭ 
13：30～全11回 一般 20人 絵手紙など気軽に楽し

みながら絵を描きます。 2,200円 必要に応じて顔彩、 
絵手紙用筆など

英語遊び 第１㈯ 
13：30～全10回 小学１～３年生 30人 ゲームをしながら英語

に親しみます。 1,000円 －

華道Ⅰ（昼） 第３㈮ 
13：30～全13回

一般 20人 生花、現代華の生け花の
技術を習得します。 2,600円 花代1,000円

／1回
華道Ⅱ（夜） 第３㈮ 

19：30～全13回
トール

ペイント
第２㈫ 

9：30～全11回 一般 20人 木工製品にペイントし、
作品を作ります。 2,200円 初心者2,000円～

3,000円

彫刻
（鎌倉彫）

第２㈯ 
9：30～全11回 一般 24人

初心者向けの彫刻を学
び作品を作ります。6月
頃鎌倉彫記念館の見学

（希望者のみ実費）
2,200円

練習板950円～、
塗代～10,000円、
初心者は彫刻刀

4,200円

糸と布遊び 第２㈬ 
13：30～全10回 一般 24人 手芸で幅広い作品作り

に挑戦します。 2,000円 材料費10,000円

書道A 第２㈭ 
9：30～全11回

一般 24人 かな文字、楷書、草書の
技術を習得します。 2,200円

年間教材費
7,200円（半期払）、

半紙代書道B 第３㈭ 
9：30～全11回

英会話
初級

５月～11月㈫ 
19：30～全21回

中学生レベルの
英語が分かる方

（初心者）
20人 海外旅行などで使える

英会話を身に付けます。 4,200円 －

英会話
中級

５月～11月㈭ 
19：30～全21回

基礎的な日常英
会話ができる方・
英検2級程度の英

語力がある方
15人

物事を英語で説明した
り、意見を英語で伝えた
りすることを身に付け
ます。

4,200円 －

ビーズ
クラフト

第４㈯ 
9：30～全11回 一般 24人 ビーズを使ってアクセ

サリーなどを作ります。 2,200円 1,000円程度
／1回
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生涯学習センター教養講座� 生涯学習課　 992-3800

対象／市内に住んでいるか通勤・通学していて、原則として全回出席できる方
申込期間／３月 13 日㈪～４月 16 日㈰

講座名 とき 【対象】内容 定員 受講料 
（年間）

その他実費 
（年間）

エアロビクス ５月～ 第１・３㈫ 
19：30～21：30 全18回

【初心者】簡単なステップから始め、楽しく
シェイプアップしましょう。 30人 5,400円 -

ヨーガ ５月～ 第１・３㈪ 
10：00～12：00 全18回

【初心者】自分に無理のない範囲でヨーガを
学びます。 30人 5,400円 -

ピラティス ５月～ 第１・３㈫ 
10：00～12：00 全18回

【初心者】心と身体に利くエクササイズです。
体の歪みを矯正しながら、体の幹部を鍛え
ます。

30人 5,400円 -

着付け ５月～１月 第１・２・３㈫ 
19：00～21：00 全18回

【初心者】浴衣・着物が着れるまで。各種帯の
結び方を学びます。 10人 5,400円 -

写真 ５月～ 第１・３㈫ 
19：00～21：00 全18回

【初心者】カメラの基本。撮影モード機能解説
や、レンズ、構図について基礎から学びます。20人 5,400円 -

ヒップホップ
ダンス

５月～ 第１・３㈬ 
19：30～21：15 全18回

【高校生以上・初心者】基本的なステップをマス
ター。リズムに合わせて楽しく体を動かします。30人 5,400円 -

KIDSヒップ
ホップダンス

５月～ 第２・４㈭ 
19：30～21：15 全18回

【小学３年生～中学生】リズムに合わせて楽
しくダンスをします。 30人 5,400円 -

裾野の歴史 ５月～ 第２㈬ 
19：00～21：00 全10回

【初級学習者】裾野の一般的な概要から、少
しマニアックな歴史までを学びます。（現地
見学あり）

20人 3,000円
希望者に裾野市史
のアウトレット品
を特別価格で販売

筆ペン ５月～ 第１・３㈮ 
10：00～12：00 全18回

【初心者】筆ペンでひらがなを書くことで、
脳トレになります。 20人 5,400円 約500円 

(教材費)

おとこの料理 ５月～ 第１㈯ 
9：00～12：00 全10回

【初心者】さまざまな料理に応用できる料理
の基本を学びます。 25人 3,000円 約5,000円 

（材料費）

お菓子作り ５月～ 第２㈯ 
9：00～12：00 全10回 【初心者】楽しく菓子を作ります。 24人 3,000円 約8,000円 

（材料費）

パン作り ５月～ 第４㈯ 
9：00～12：00 全10回

【初心者】基本から、いろいろな成形、生地を組
み合わせるなど応用まで学びます。 20人 3,000円 約5,000円 

（材料費）
裾野の魅力ま

なび隊
５月～12月 第４㈯ 
13：30～15：00 全８回

【一般（学生可）】裾野の魅力を学び、地域を元気
にしましょう。（現地見学あり） 20人 2,400円 -

親子のための
音楽あそび

５月～ 第２または第４㈪ 
10：00～12：00 全12回

【平成26年４月２日～平成28年４月１日生まれ
の子どもと保護者】リトミック・楽器体験などを
通し、音楽に興味を持つきっかけをつくります。

15組 3,300円 約1,000円 
（材料費）

子育て
enjoy！

５月～ 第２㈪ 
10：00～12：00 全11回

【生後2～7カ月の初めての子どもと母】
ベビーマッサージ・ハワイアンリトミック・ママ
向けリフレッシュ講座を行います。

10組 3,300円 約5,000円 
（材料費）

ホリスティッ
クアロマセラ

ピー
５月～ 第４㈬ 
13：30～ 全10回

【初心者】天然の香りは心と体に優しく働き
かけ認知症にも効果があります。癒しのひ
と時を体験しましょう。

15人 3,000円 約5,000円 
（材料費）

笑って笑って
脳リフレッシュ

５月～ 第４㈫ 
10：00～ 全10回

【初心者】笑いヨガやタッピングタッチ、認知症予防脳
活性化ゲームなどを複合的に組み入れた講座です。 20人 3,000円 -

野菜づくり
講座

５月～ 第２㈯ 
10：00～ 全10回

【初心者(グループ参加可）】春～夏と秋～冬
それぞれ旬の野菜を作ります。1～2坪の畑
を貸し出します。

30組 3,000円
3,000円～
5,000円 

(土地借用代・
材料費)
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北児童館・南児童館　2・3歳児のための教室� 北児童館　 997-8400南児童館　 993-1881

対象／市内に住んでいる方
教室名 とき 対象 定員 内容 費用（年間） 申込期間

北
児
童
館

２歳児
「キッズ教

室」

５月～平成30年２月
（8月除く）　㈮ 
10：00～11:00 

原則月２回

平成26年４月２日～
平成27年４月１日に
生まれた子どもとそ
の保護者

20組
２クラス 
（抽選）

集団遊び体育遊び、
リトミック、手遊び、
読み聞かせ、野外活
動、制作など

1,500円 ４月1日㈯～４日㈫
9：00～16：30

２・３歳児
「ステップ

教室」

５月～平成30年２月
（8月除く）　㈭ 
10：00～11:00 

原則月１回

平成25年４月２日～
平成27年４月１日に
生まれた子どもとそ
の保護者

20組 
（先着順）

派遣講師の指導で
子どもの運動機能
の発達を促しなが
ら、季節に応じた親
子体操

1,000円

３歳児のみ

▲

４月８日㈯、
９日㈰9：00～16：30 

２・３歳児

▲

４月15日㈯～
18日㈫9：00～16：30

南
児
童
館

２・３歳児
教室

４月～平成30年３月 
㈬　10：00～11：00 

原則月2回

平成25年４月２日～
平成27年４月１日に
生まれた子どもとそ
の保護者

20組
２クラス 
（抽選）

集団遊び、リトミッ
ク、読み聞かせ、制
作など

1,500円 ４月1日㈯～４日㈫
9：00～16：30

リズム運
動と楽し
い音楽

５月～平成30年３月 
㈭　10：00～11:00 

月1回

主として２・３歳児の
子どもとその保護者

（上記教室に入れな
かった方が優先）

20組 
（先着順）

手・指・足の運動機
能を鍛え、脳の発達
や根気、思いやりな
どの情操面を育成

500円 ４月８日㈯～15日㈯
9：00～16：30

スポーツ少年団� 市スポーツ協会　 993-8484

申込期間／随時
団体名 とき ところ 対象

裾野柔道 毎週㈭・㈯　19：00～ 市民体育館他 幼保年長以上

裾野剣道 毎週㈰　9：00～ 
毎週㈬　19：00～

市民体育館 
富中体育館 幼保年長以上

裾野東サッカー 毎週㈮　17：00～ 
毎週㈯　15：00～ 東小グラウンド 小学１年生以上

深良 陸上 毎週㈯　9：00～ 深良小グラウンド 小学1年生以上
一輪車 毎週㈰　13：30～ 深良小体育館 幼保年長以上

裾野西サッカー 毎週㈯または㈰　9：00～ 
毎週㈫・㈭　18：30～

西小グラウンド 
南小グラウンド 小学１年生以上

裾野空手 毎週㈬・㈯　17：30～ 富一小体育館 
上ケ田公民館 小学１年生以上

須山野球 毎週㈯・㈰　9：00～ 
毎週㈫・㈬・㈮　16：30～ 須山小グラウンド 小学３年生以上

裾野市少林寺拳法 毎週㈬・㈮　19：00～ 市民体育館 小学１年生以上
富岡JSC（サッカー） 毎週㈯・㈰　9：00～ 富一小グラウンド 幼保年長以上

裾野スラッガーズ（野球） 毎週㈯・㈰･㈷　9：00～ 向田小グラウンド 小学１年生以上

裾野ラグビー 毎週㈯　9：00～ 運動公園やすらぎの広場 
総合グラウンド 幼保年少以上

裾野イーグルス（野球） 毎週㈯・㈰･㈷　9：00～ 西小グラウンド・南小グラウンド
深良中グラウンド他 小学１年生以上

ベストファイターズ 
（ミニバスケットボール）

毎週㈯　9：00～ 
毎週㈬・㈮　19：00～ 東小体育館他 小学２年生以上 

（応相談）

深良ガッツ（野球） 毎週㈯　12：30～ 
毎週㈰・㈷　9：00～ 深良小グラウンド 小学１年生以上

裾野ブレイク 
（ミニバスケットボール）

毎週㈯　9：00～または13：00～ 
毎週㈬・㈮　19：00～ 向田小体育館他 小学１年生以上
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市民スポーツ教室� 生涯学習課　 992-3800

対象／市内に住んでいるか通勤・通学している方
教室名 とき ところ 対象 定員 内容 申込開始 費用

スポーツ教室
西会場

４月７日～　㈮
19：00～21：00　月１～３回 西小体育館 中学生以上 20人 レクリエーショ

ンスポーツ

４月２日㈰ 
9：00～ 

（先着順）

中学生 
以下 

800円
 

高校生 
以上 

1,850円
 

65歳以上
1,200円

※別途 
手数料 
10円

東地区
エンジョイ 

スポーツ教室
４月22日～　㈯

13：30～15：30　月１～２回
東小体育館 
グラウンド

中学生以上
（小学生は保

護者同伴）
30人 ニュースポーツ

各種

深良地区
エンジョイ 

スポーツ教室

５月13日～　㈯
13：30～15：30　月１回 

５月24日～　㈬
19：00～21：00　月１回

深良小
体育館 小学生以上 各

20人
ストレッチ 
リズム体操

富岡地区ペタ
ボード・グラウ
ンドゴルフ教室

４月８日～　㈯
13：00～15：00　月２回

富一小
体育館 

グラウンド
小学生以上 20人

ペタボード 
グラウンドゴル

フ
テニス教室 
須山会場

５月13日～　㈯
9：00～11：00　月１～３回

須山
テニス場 中学生以上 20人 硬式テニス

ファミリーバト
ミントン教室 

須山会場
４月７日～　㈮

19：00～21：00　月２～５回
須山中
体育館

小学生以上 
(低学年は保
護者同伴)

30人 ファミリーバド
ミントン

市スポーツ施設教室� 市民体育館　 993-0303運動公園　 997-7277

教室名 とき 対象 定員 申込期間 参加料

市
民
体
育
館

生き生き健康体操 ４月～７月　㈪ 
11：10～12：10　全10回 40歳以上の男女 30人

３月31日
㈮まで

4,000円

卓球教室 ４月～７月　㈪ 
9：30～11：00　全10回

18歳以上（高校生を除く）

30人 7,200円

すこやか体操 ４月～７月　㈫ 
13：30～15：00　全12回 60人 4,800円

ヘルスアップ　 ４月～７月　㈫ 
19：00～20：30　全12回 60人 4,800円

エンジョイリズム ４月～７月　㈭ 
9：30～11：00　全12回 100人 4,800円

硬式テニス教室 ４月～７月　㈬ 
10：00～11：30　全10回 15人 9,000円

ジュニア卓球 ４月～７月　㈫ 
17：30～18：45　全12回 小学4～6年生 30人 7,200円

児童体育クラス ４月～平成30年３月　㈪ 
16：40～17：40 小学1～5年生 15人 4,320円

/月
ジュニアダンス ４月～７月　㈭ 

17：30～18：45　全12回 小学生 15人 7,800円

幼児体育クラス ４月～平成30年３月　㈪ 
15：30～16：30 年中・年長 15人 4,320円

/月
新体操 ４月～平成30年３月　㈭ 

15：30～16：30 年中・年長の女の子 20人 4,320円
/月

キッズダンス ４月～７月　㈭ 
16：15～17：15　全12回 4歳以上の未就学児 15人 7,800円

ママと一緒エクササイズ ４月～７月　㈪ 
13：00～14：00　全10回 未就学児と保護者 15組 5,000円

親子健康体操 ４月～７月　㈬ 
13：30～14：30　全12回 1歳半～3歳の子と保護者 20組 6,000円

運
動
公
園

硬式テニス① ４月～７月　㈬ 
13：00～14：30　全10回 18歳以上（高校生を除く）

24人

３月28日
㈫まで

9,000円

硬式テニス② ４月～７月　㈭ 
10：00～11：30　全10回 24人 9,000円

ジュニアベースボール※1 ４月～７月　㈬ 
16：30～18：00　全10回 小学3～6年生 30人 6,300円

ジュニアサッカー※1 ４月～７月　㈬ 
16：30～17：45　全12回 小学１～３年生 20人 8,400円

キッズサッカー※1 ４月～７月　㈬ 
15：20～16：20　全12回 年中・年長 20人 8,400円

※１　会場は総合グラウンド
5
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初動体制・増援体制の強化効果 1

災害現場では、初期段階でいかに多くの人員・車両
を迅速に投入できるかが重要です。この初動で出動で
きる緊急車両の数が、広域化前には裾野市で４台、長
泉町で３台だったものが、それぞれ６台に増加し、現
場活動要因も 6 人～９人増員しました。また、他の
災害対応などで、管轄の緊急車両が不在のときでも、
他署から駆けつけることができるようになりました。

予防業務の強化効果２

不特定多数の人に利用される建造物や危険物取り扱
い施設の検査・指導をする予防業務の体制強化を図り
ました。前年度 653 件だった防火対象物への立入検
査実施数は、678 件（予定）へ増加しました。この
ほか、普通救命講習や応急手当普及員講習など住民を
対象とした講習会の
充実や、消防団の合
同訓練の実施など、
安全・安心に向けた
取り組みを進めてい
ます。

現場到着時間の短縮効果３

消防広域化前の平成 27 年は、管轄区域を越えた救
急応援出動の年間件数が 30 件に対し、平成 28 年の
広域化後は 299 件に増加しました【表１】。頻繁に市
町の境を越えて救急車が出動しています。

広域化により、119 番通報後ただちに直近の署所
からの出動ができるようになったことから、市町境の
地域を中心に、現場到着時間が短縮しています【表２】。

平成 28 年の救急出動 8,160 件のうち管轄区域（市
町境）を越えた件数【表１】
三島からの出動 115件（長泉106件、裾野９件）
裾野からの出動 94件（三島68件、長泉26件）
長泉からの出動 90件（裾野51件、三島39件）

合計 299 件
（長泉132件、三島107件、裾野60件）

現場到着平均時間の短縮（消防車・救急車）【表２】

地域
広域化前

（平成27年
４月～９月）

広域化後
（平成28年
４月～９月）

短縮時間

三島市佐野 11分48秒 8分06秒 3分42秒

裾野市水窪 7分12秒 6分12秒 1分00秒

長泉町下土狩
（南東） 6分48秒 6分27秒 21秒

※現場到着平均所要時間は、119 番通報を受け付け
てから現場に到着するまでに要した平均的な時間を表
しています。

高機能な車両・資機材の導入効果４

「はしご車」や「化学車」、山間部での火災や高速道
路での車両火災など、水利が不足する現場で活躍する

「大型水槽車」など普段出動回数が少ない特殊車両を
共有しています。

特殊車両をはじめとする車両・資機材は、高価で維
持管理にも多額の費用を要するため、単独の消防本部
で運用するには、財政に大きな負担が掛かります。そ
こで、広域化によるスケールメリット（規模の経済性
＝大規模化による利益）を生かし、計画的に整備を進
めています。今年度は、消防ポンプ車１台と救急車１
台、資機材搬送車１台を更新しました。

２市１町（裾野市・三島市・長泉町）の消防の広
域化の効果が表れています。ここでは、地域住民の
安全・安心に向けた取り組みを紹介します。

※この記事は、２市１町の合同特集です。
富士山南東消防本部総務課

972-5801

幼稚園児の声援の中、大会に
向けた訓練
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消防広域化の効果を検証
富士山南東消防本部の誕生から４月で１年



Ｑ　実際にメリットとして感じたことは？
星屋　新東名は従来長泉町の管轄で、車両火災は

長期になることが多く、非番者を招集する
などして、次の出動に備えていました。広
域化によりバックアップ体制ができたこと
で、それがなくなりました。また、水利が
不足しがちな車両火災では、大型水槽車の
確保ができるようになりました。

鈴木　先日、新東名での車両火災に出動しました。
また、NEXCO 中日本と、高速道路での
事故を想定した合同訓練も実施しました。
これらの経験やノウハウは、伊豆縦貫道で
の活動に生かせます。

大竹　東名は裾野市の管轄でした。出動の際、裾
野市は下道から、三島市と長泉町は本線か
らなので、それぞれ状況を確認しながら現
場へ向かえるのは大きなメリットです。裾
野市は山を抱えています。山林火災は長期
に及ぶことが想定されるので、心強いです。

Ｑ　現場以外（訓練など）での気づきや、感じた
ことは？

鈴木　先日、取り壊し中の県営住宅で連携強化に
向けた訓練を行いました。広域化でさまざ
まな技術や知識を持った職員が増え、訓練

後の検証会での、意
見交換の幅が広がり
ました。

Ｑ　住民対象の講習会などでの変化は？
星屋　応急手当普及員講習は、長泉町では行って

いませんでした。広域化により、本部（三
島消防庁舎）開催の講習会に参加し資格を
取得した事業所の人が、これからは職場で
普及活動をしてくれます。

Ｑ　管内の住民に伝えたいことなどがあれば
大竹　現場到着平均所要時間の【表２】では、何

分何秒短縮とありますが、普通の人には、
「たった１分、たった１秒」と感じられる
と思います。救急救命の初期では、この

「たった１分」がとても重要なのです。火
災では、「たった１分」で火が燃え広がっ
てしまうことや、救える命があります。こ
の「短縮された “ たった１分 ”」の意味を
皆さんに伝えていきたいです。

星屋亮 ▼

（長泉消防署）

▼

大竹勇気
　（裾野消防署）

▼鈴木雅人
　（三島消防署）

消防職員に聞いた実感
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火災統計

●出火原因別件数

たばこ
3件

その他
9件

ストーブ
2件出火件数

17件
こんろ
1件
こんろ
1件

電気機器
1件
電気機器
1件灯火

1件
灯火
1件

●火災発生状況（前年比）
■出火件数　17 件（＋３）

建物火災 ７件（＋１）

林野火災 ０件（±０）

車両火災 ７件（＋３）

その他火災 ３件（－１）

■焼損棟数　7 棟　（－１）
全焼 ２件（－１）

半焼 １件（＋１）

部分焼 １件（－３）

ぼや ３件（＋２）

■死傷者数　4 人　（－１）
死者 ０人（－２）

負傷者 ４人（＋１）

救急統計

●救急車出動件数（前年比）
■出動件数　2,074 件（＋ 130）

署所別
裾野消防署 1,031件（＋77）
茶畑分遣所 756件（＋45）
須山分遣所 287件（＋8）

事故種別

急病 1,181件（＋156）
交通 167件（＋4）
一般 293件（＋7）
転院 329件（－27）

その他 104件（－10）

●救急車搬送人員（前年比）
■搬送人員　1,930 人（＋ 144）

程度別

軽症 811人（＋27）
中等症 873人（＋89）
重症 207人（＋23）
死亡 39人（＋5）

年齢区分別

新生児 3人（＋1）
乳幼児 110人（－12）
少年 84人（＋4）
成人 739人（＋49）

高齢者 994人（＋102）
搬送医療
機関別

市内 654人（＋60）
市外 1,276人（＋84）

■現場・病院到着までの平均所要時間
現場到着まで 7 分 52 秒
病院到着まで 41 分 46 秒

救助統計

●救助出動件数、救出人員の推移

平成 28 年中に裾野消防署（茶畑、須山分遣所を含む）が出動し
た火災統計、救急統計、救助統計を公表します。火災件数は前年よ
り 3 件増加の 17 件です。消防広域化に伴い従来の管轄区域を越え
た出動実績となります。

富士山南東消防本部 裾野消防署
995-0119

0

10

20

30

40

平成 25年
■出動件数（件） ■救出人員（人）

平成 26年

20
26

34

16 16 17

28

16

平成 27年 平成 28年

8
2017.3.1

特集３

平成 28 年の火災・救急・救助統計
火災・救急・救助出動件数は前年に比べ、ともに増加



市みらい会議�新総合計画
キックオフシンポジウム

　予約は不要です。直接会場へお
越しください。

３月 18 日㈯　14 時～ 16 時
　※開場▶ 13 時 30 分

生涯学習センター２階学習室１、
３階学習ホール
190 人
髙村市長からの市政報告や甲賀
雅章さん（大道芸ワールドカッ
プ in 静岡・プロデューサー）
の基調講演を通じて、昨年 12
月に策定した新総合計画に基づ
いたこれからの市政運営の方向
性を市民の皆さんと共有します。
企画政策課　995-1804

美化センターへのごみの
直接持ち込み休止

　施設の点検・整備のため、ごみ
の直接持ち込みができません。

３月 29 日㈬
美化センター
美化センター　992-3210

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。

３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

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　

　市民課、国保年金課、子ども
保育課（学校教育課）、子育て
支援課では、春の異動に合わせ
て、休日の窓口事務を行います。

３月 25 日㈯・26 日㈰
　８時 30 分～ 12 時
●他の官公庁などに確認が必
要な事務は、取り扱いできな
い場合があります。
　●各支所では行いません。

休日窓口開庁
市民課

995-1812

●転入、転出、転居などの事務・戸籍事務
●戸籍証明、住民票の写し、印鑑証明書などの発行

と旅券の交付　※旅券の申請はできません。
●マイナンバーカード交付事務

国保年金課
国保係

995-1814

年金後期高齢者
医療係

995-1813

●国民健康保険の取得・喪失の受け付け
●１号被保険者の年金手帳再交付申請、取得・喪失届、

免除・納付猶予・学生納付特例の受け付けなど
●後期高齢者医療保険の全ての事務　※国民健康保

険・国民年金の取得・喪失は、脱退、加入連絡票
がない場合は受け付けできません。後期高齢者医
療被保険証などは後日郵送します。

子ども保育課
（学校教育課）

995-1822

●市立幼稚園児の転入、転出に係る事務
●保育園の入園、退園、転園に係る事務
●小・中学生の転入、転出に係る事務（学校教育課）

子育て支援課
995-1841

●児童手当の申請と消滅の事務
●乳幼児、こども医療費に係る事務

過年度未払い金に
対するおわび

平成 26・27 年度の２カ
年にわたり、道路維持修繕
工事代金 854 万 7,120 円
が支払われていないことが
判明しました。２月１日㈬
の臨時議会で、過年度支出
としての予算措置を行い、
３社へ支払いを済ませまし
た。関係する事業者および
市民の皆様に多大なるご迷
惑をおかけしましたことを
深くおわび申し上げます。

今後は、信頼回復に向け、
コンプライアンスの推進に
全庁を挙げて取り組んでま
いります。

裾野市長　髙村謙二

お知らせ
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県認知症コールセンター

認知症の人と家族の会県支部の
会員が、認知症に関する相談を受
け付けています。相談は無料です。

月・木・土曜日　10 時～ 15 時
　※祝日と年末年始を除く

通話料
県認知症コールセンター

　0545-64-9042

証明書等コンビニ交付対応
店舗にミニストップを追加

　ミニストップでマイナンバー
カードを利用した証明書の取得が
できるようになりました。

全国のミニストップ店舗（マル
チコピー機設置店に限る）
マイナンバーカード所有者
発行手数料 1 通 300 円
コンビニ交付を利用する方は、
事前にマイナンバーカードを取
得してください。
市民課　995-1812

市民無料相談

３月 21 日㈫　10 時～ 12 時
※受付▶ 11 時 40 分まで
市役所４階 401 会議室
●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

駿豆地区障がい者
自立支援協議会全大会

　駿豆地区障がい者自立支援協議
会では、障がいのある方が住みな
れた地域で当たり前に暮らすこと
ができる地域づくりをめざし、地
域の課題について検討しています。
この協議会は今年度で解散します。
設立から今日までの活動を振り返
るための全体会議を行います。

３月 23 日㈭　13 時～ 17 時
伊豆の国市長岡総合会館アクシ
スかつらぎ２階多目的ホール

（伊豆の国市古奈）
障がい福祉課　995-1820

　相談支援事業所ゆううん
941-6015

みんなで子育てするまち
シンポジウム

子育てについて地域の全世代が
理解を深め、子育てにやさしいま
ち「みんなで子育てするまち」の
機運を醸成します。予約は不要で
す。直接会場へお越しください。

３月 12 日㈰　14 時～ 16 時
※開場▶ 13 時 40 分。遊びの

コーナーは 13 時～
市民文化センター多目的ホール
イクボス提唱者の安藤哲也さん
や黒部美子さん、棒田明子さん、
奥山千鶴子さんによる子育てに
やさしいまち「みんなで子育て
するまち」をつくり上げるため
に１人１人ができることを考え
るシンポジウムを開催します。
会場外では、遊びのコーナーや
リユース子ども服プレゼントな
どの家族が楽しめるプログラム
もあります。
企画政策課　995-1804

東部わかちあい�すみれ会

　大切な人を自死で亡くした方の
集いです。匿名や仮名での参加も
できます。

３月 18 日㈯
13 時 30 分～ 15 時 30 分
ぬまづ健康福祉プラザ〔サン
ウェルぬまづ〕（沼津市日の出町）
思いを語り合い、支え合います。
県精神保健福祉センター
054-286-9245

国保高齢受給者証交付会

　４月１日㈯から対象となる方に、
受給者証を交付します。

３月 23 日㈭
　10 時 20 分～ 11 時 30 分 

福祉保健会館研修室
昭和 22 年３月２日～４月１日
に生まれた方
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

TGRラリーチャレンジ
in�富士山すその

トヨタ自動車㈱がシリーズ主催
する初心者向け自動車ラリー競技
会の第一戦です。メイン会場の運
動公園では、自動車好きを含め、
家族で楽しめるイベントなどがあ
ります。

４月２日㈰　９時～ 16 時
運動公園ほか

イベント／ラリー車・自動車関連
グッズ展示、地元物産販売、ス
テージプログラムなど
チーム．テイクス（鎌野）
993-9815

※広報すその２月15日号10ページ「市民無料相談」の記載に誤りがありました。おわびして訂正します。
　人権相談の記載がありましたが、３月21日㈫は実施しません。行政相談は、午前のみです。

インフォメーション

Information
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駿東地域職業訓練センター
３月講座

●人材育成コース▶新入社員研
修●受験対策コース▶夜間第２
種電気工事士受験対策講座（筆
記試験対策）●特別教育コース
▶刈払機の安全衛生講習●技能
講習コース▶フォークリフト運
転技能講習（最大荷重１トン以
上）●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、ワード活用、エク
セル基礎、エクセル活用、イラ
ストレーター基礎、夜間パソコ
ン入門（ビギナーズコース）、

夜間ワード基礎、夜間ワード活
用、夜間エクセル基礎、夜間エ
クセル活用、夜間パワーポイン
ト基礎●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、暮らしに役立
つアロマ教室、絵画教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

良い子の楽しいスポーツ教室

　さまざまな運動を通して、体を
動かす楽しさを体験します。

20 人（先着順）
月 500 円、スポーツ保険料
800 円（入会時のみ）
市民体育館にある申込書に必要
事項を記入し、提出してくださ
い。

【幼保年長クラス】
４月７日～平成 30 年３月 23 日
毎週金曜日　16 時～ 17 時
市民体育館アリーナ

【小学１・２年クラス】
４月５日～平成 30 年３月 14 日
毎週水曜日　17 時～ 18 時
南小学校体育館

【小学３・４年クラス】
４月４日～平成 30 年３月 20 日
毎週火曜日　17 時～ 18 時
西小学校体育館
ラグビーフットボール協会
One for All（所）　997-3902
090-4793-4860

　体幹を鍛え、筋肉を効率よく働かせるための「認知動作型トレーニングマシン」を使った教室を開催します。

教室名 開催日 開催時間 初回 教室番号 対象

はじめて教室

月曜日 19:00 ～ 20:30 ４月 11 日 N3101

認知動作型トレーニング
マシン未経験者の方

火曜日 10:30 ～ 12:00 ４月 11 日 N3102

木曜日
13:30 ～ 15:00

４月 13 日
N3103

19:00 ～ 20:30 N3104
金曜日 10:30 ～ 12:00 ４月 14 日 N3105

フォロー教室
火曜日  9:00 ～ 10:30 ４月 11 日 N3106

はじめて教室修了者の方
金曜日  9:00 ～ 10:30 ４月 14 日 N3107

ジュニア教室 月曜日 17:30 ～ 19:00 ４月 11 日 N3108 中学生・高校生の認知動作型
トレーニングマシン未経験者の方

認知動作型トレーニングマシン教室の参加者を募集認知動作型トレーニングマシン教室の参加者を募集

市内に住んでいるか通勤・通学している中学生以
上の方で、医師による運動制限のない方
各 12 人　※応募者多数の場合は抽選になります。
各教室 10 回 5,000 円
往復はがきの往信面に住所・氏名・生年月日・年齢・
性別・連絡先・希望教室番号を、返信はがき表面
に住所・氏名を記入し、裏面は未記入のまま市民
体育館へ送付してください。参加の可否は返信は
がきでお知らせします。　※市内に通勤・通学し

ている方は、会社名・学校名も記入してください。
３月 25 日㈯（必着）
●はじめて教室㈪とジュニア教室㈪の初回は、４
月 11 日㈫に行います。

　●教室受講者は教室終了後、健康増進ルームの個
人利用ができます。
市民体育館教室係　993-0303
〒 410-1113 稲荷 24

お知らせ

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
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東西公民館講座
あすなろ囲碁教室（前期）

４～９月の㈯（全 15 回）

４月 １日、８日、15 日、
22 日、29 日

５月 13 日、20 日　
７月 22 日、29 日

８月 ５日、12 日、19 日、
26 日

９月 ２日、９日

いずれも 10 時～ 11 時 30 分
東西公民館（鈴木図書館３階）
５歳以上の方
25 人（先着順）
子どもから大人までみんなで囲
碁を楽しみます。初心者の方も
気軽にご参加ください。
高校生以下▶ 1,500 円

　大人▶ 3,000 円
東西公民館にある申し込み用紙
に必要事項を記入し、受講料を
添えてお申し込みください。
３月４日㈯９時～ 19 日㈰ 20 時
東西公民館　992-6677

医療講演会

申し込みは不要です。直接会場へ
お越しください。

３月 11 日㈯　13 時～ 16 時
　※受付 12 時 45 分～ 

森の腰ショッピングセンター
（御殿場市川島田）
肝炎に関する講演と全国 B 型
肝炎集団訴訟静岡弁護団による
相談会を行います。
弁護士法人こだま法律事務所

　941-9750

消費者相談室 Counseling Room

Q ネットオークションで落札した中古車に、納
車後まもなくエンジンの不具合が発生した。

入札時はそのような情報はなかった。補償してほしい。

Ａ ネットオークションは、基本的にサイトに記
載された条件や説明など、限られた情報だけ

で入札を判断することになります。中古車に限らず
「現物・現状渡し」を前提にすることが多く、不具
合が起きたときのアフターケアは期待できないこと
がほとんどです。現物を確認できない場合、リスク
を覚悟し、慎重に検討しましょう。トラブルが起き
たときに備え、サイトの説明、価格、出品者のやり
とりは記録として残してください。入札前に気にな
る点を質問し、出品者から回答を得ておくのもよい
でしょう。
車のトラブルの相談先
自動車公正取引協議会　 03-5511-2115
日本中古自動車販売協会連合会　 03-5333-5881

だまされないで！�振り込め詐欺
　振り込め詐欺の被害が減りません。被害防止キャ
ンペーンがいろいろな所で行われていますが、悪質
業者は手を変え、品を変え、高齢者を狙っています。
　＂私は詐欺の手口などを知っているから、だまさ
れない＂と思っている人でも、子どもや孫を装った
電話で被害に遭う事件が多くあり、被害金額も高額
です。詐欺の手口は多様ですが、次のような電話が
一つでもあったら、詐欺を疑いましょう。
①息子や孫をかたり、携帯電話の番号が変わった
②会社のお金を落とした、トラブルを起こしたなど
③お金を今すぐ振り込んで、代理人が家まで受け取

りに行くなど
　ここでお金を振り込んだり、渡したりしたら、お
金は戻りません。官庁名を名乗る還付金詐欺なども
あります。十分注意しましょう。

消費生活センター　 995-1854

くらしのダイヤル 消費生活研究会

インフォメーション

Information

12
2017.3.1



Health

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

３月の健康コーナー

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
6・13・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

13日㈪
13:00〜15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

2日㈭
18:00〜18:30 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

27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

8日㈬・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

9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９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９月
生まれの方

２歳児
親子教室

21日㈫
９:00〜９:15

平成26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９月
生まれの方

３歳児
健康診査

16日㈭
13:00〜13:30

平成26年３月
生まれの方

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

内科 内科 内科 整形
5 6 7 8 9 10 11

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

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

内科 外科 内科 内科 整形 内科 整形
26 27 28 29 30 31

内科 外科 内科 内科 内科 整形

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。
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今月の救急協力医

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

3 月後期の救急協力医

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 972-3223 伏見 鈴木医院 993-0430 佐野 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

18 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

19 ㈰

武藤医院 931-0088 三園町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

やぐち内科・ 
循環器科クリニック 973-3811 伏見 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

　馬場

さくら胃腸科・外科 994-1008 御宿 遠藤クリニック 975-8801 久米田

20 ㈪

沼津リハビリ
テーション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 田中クリニック 992-1881 伊豆島田

さはこ内科 
クリニック 999-3850 中土狩 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

田中クリニック 992-1881 伊豆島田 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

21 ㈫ 本村クリニック 969-0001 大塚 こんどうクリニック 925-2420 岡宮 田中医院 921-2053 高島町

22 ㈬ 森医院 966-2017 石川 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

23 ㈭ おおい神経内科 922-8886 北高島町 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 ㈮ 今井医院 921-3211 五月町 清水館医院 993-2323 茶畑 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

25 ㈯ 望星第一 
クリニック 922-0222 柳町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

26 ㈰

大沢医院 931-1019 御幸町 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

山本整形外科・ 
循環器科 989-8111 南一色 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

杉山医院 992-0028 平松 ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田
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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

３月後期

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 ㈰ 本橋耳鼻咽喉科医院
972-1133 東本町　

永井眼科
980-1777 萩　　　

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波　　

飯塚歯科医院
993-1077 茶畑　　

20 ㈪ わかばやし耳鼻咽喉科
933-3311 御幸町　

吉村眼科内科医院
984-1333 長伏　　

岩端医院
962-1368 大手町　

MI 総合歯科クリニック
988-1185 下土狩　

26 ㈰ よねやま耳鼻科医院
0545-53-6885 永田町　

小野眼科クリニック
929-1881 高島町　

ごとうレディースクリニック
992-7111 伊豆島田

渡辺歯科医院
931-1236 徳倉　　

日 内 科 外 科 小 児 科

27 ㈪ 林医院 931-1120 住吉町 田沢医院 962-1205 大手町 西村医院 971-6510 下土狩

28 ㈫ おぐち医院 992-6611 深良 守重医院 931-2511 我入道
　江川

大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

29 ㈬ 高田胃腸科・
内科クリニック 962-1410 仲町 松原医院 962-1496 白銀町 田中医院 921-2053 高島町

30 ㈭ あそうクリニック 929-7575 筒井 池田病院 986-1212 本宿 星野医院 962-0782 山王台

31 ㈮ 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 よざ小児科医院 967-5722 原

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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NAVI
３月の休館日
６日㈪・13日㈪・21日㈫・27日㈪

須山御
お

師
し

と正装

御師とは、特定の神社に属し、信者や檀
だん
家
か
のため

に祈
き
祷
とう
を行い、参詣の際に宿泊・案内などの世話を

する下級の神主です。江戸時代須山には 12人の御
師がいました。御師が祈祷や儀式を行うときは、狩

かり

衣
ぎぬ
・烏

え
帽
ぼ
子
し
を着用し、浅

あさ
沓
ぐつ
を履き、笏

しゃく
を持った正装

で臨みました。これらの着用には許可が必要でした。
装束について簡単に紹介します。
狩衣▶元は狩りの際に用いられた服装ですが、後に
公家の常用の略服となりました。
烏帽子▶平安時代から近代にかけて和装での礼服着
用の際に成人男子がかぶった帽子です。
浅沓▶桐の木を彫って黒漆を塗ったものです。今日
の神主も履いています。
笏▶束帯を着用する際に用いた細長い板のことです。
中国が発祥で、６世紀に日本に伝わりました。

勝又颯太さんは、11 月に行われた県選抜大会学
年別形の部で優勝。３月末に埼玉県で行われる第
11 回全国中学生空手道選抜大会に出場します。

幼稚園年長の夏ごろ空手を始めたという勝又さん。
小学６年生の時に挑んだ県大会では２位。全国大会

で３位の成績を収めました。しかし、その後の県の
東部大会などで負けが続いてしまいました。「この
ままでは良くないと思い、練習を頑張りました。県
選抜大会で優勝できたときはとても嬉しかったで
す」と話します。

東中学校には、空手部がないので剣道部に入って
いる勝又さん。「勉強・部活・空手の３つをそれぞ
れ頑張るのは、大変ではないですか」と質問すると、

「テストが近い時期は勉強に、空手の大会が近いと
きは空手の練習に力を入れるように調整しているの
で大変ではないです」と元気に話してくれました。

尊敬する選手は、世界チャンピオンの喜
き

友
ゆ

名
な

諒選
手。喜友名選手は、全日本選手権男子形で５連覇を
達成するなどしている選手です。「連覇はとても難
しいです。県大会で連覇できるように頑張りたいで
す」と話す勝又さん。

次の全国大会での目標をたずねると「優勝したい
です」と笑顔で語ってくれました。優勝に向けてが
んばれ！　勝又さん。

県選抜大会学年別形の部で優勝
勝又　颯太さん（滝頭・12 歳）

御師の正装

（富士山資料館所蔵）

許可状

（渡邉家文書）

高嶋ちさ子のトーク＆コンサート
ちさ子の部屋 スペシャルゲスト 岸谷香 

音楽とおしゃべりの両方を楽しめる、一度で二度
おいしい欲張りなエンターテインメント企画「ちさ
子の部屋」が大好評につき今年も開催！！
爆笑＆感動トークあり、ゲストの思い出の曲やリ
クエスト曲をピアノクインテットの演奏でお送りし
ます。
と　き／６月 18 日㈰　15 時～
　　　　※開場▶14時30分
ところ／大ホール
料　金／全席指定（税込）
　　　　一般▶ 5,500 円、
　　　　高校生以下▶
　　　　4,000 円
　　　　ペア券（２枚１組）▶
　　　　10,000 円
　　　　※未就学児の入場はできません。
発売日／３月 18 日㈯　一般▶９時～、
　　　　電話・ウェブサイト▶ 13 時～
　　　　※各プレイガイドでも発売します。


