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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て
みませんか。申し込みは不要です。
直接会場へお越しください。
５月 23日㈫　10時～ 12時
南児童館
未就園児とその保護者の方
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

地域の子ども会活動を支援

今年度、社会教育振興事業費補
助金交付要綱が制定されました。
複数の子ども会が合同で行う事業
を補助します。
対象事業／スポーツ・レクリエー
ション活動、ボランティア活動、
野外活動、その他の学習活動
対象経費／報償費、旅費、消耗品
費、賄材料費、印刷製本費、役
務費、使用料・賃借料、その他
特に市長が認めるもの
補助額／補助対象事業に要する経
費の２分の１以内
生涯学習課にある申請書に必要
事項を記入し、提出してくださ
い。
補助は、予算の範囲内で行いま
す。
生涯学習課　992-3800
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国際博物館の日記念事業

５月 18日は国際博物館の日で
す。この日を記念して、富士山資
料館来館者にオリジナル缶バッジ
をプレゼントします。
５月 18日㈭　９時～ 16時 30
分
富士山資料館
富士山資料館　998-1325

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。
５月 20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

暮らしのガイドブックを配布

行政情報と生活に関連する情報
をまとめた「裾野市暮らしのガイ
ドブック」を、市と株式会社サイ
ネックスとの官民協働事業として
作成、発行します。
５月中旬から市内各世帯へ戸別
配布（ポスティング）を行います。
一定の区域ごとに配布するため、
地域によって配布日が異なります
のでご了承ください。
５月中旬～
発行、配布の費用は広告収入で
賄っていますので、費用を請求
されることはありません。
戦略広報課　995-1802

国保高齢受給者証交付会

６月１日㈭から対象となる方に、
受給者証を交付します。
５月 25日㈭
　10時 20分～ 11時 30分
福祉保健会館３階研修室
昭和 22年５月２日～６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

夏の野鳥観察会

富士山資料館周辺で見られる夏
の野鳥を観察します。申し込みは
不要です。当日直接会場へお越し
ください。
６月４日㈰　9時30分～14時
富士山資料館敷地内と周辺
※雨天時▶学習室
講師／大西晃さん（裾野野鳥を守
る会代表）
300 円
双眼鏡または望遠カメラなど
（お持ちの方）、昼食、飲み物
●駐車場は、館東側の第２駐車
場をご利用ください。●雨天の
場合は、学習会になります。
富士山資料館　998-1325
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工業統計調査を実施
対象は製造事業所

全国一斉に平成 29 年工業統計
調査が、従業者４人以上の全ての
製造事業所を対象に実施されます。
この調査は、日本の工業の実態を
明らかにすることが目的です。各
事業所へ調査員が伺いますので、
ご理解、ご協力をお願いします。
基準日／平成 29年６月１日㈭
５月～６月
従業者４人以上の全ての製造事
業所
企画政策課　995-1804

富士裾野高原
マラソン大会交通規制

富士裾野高原マラソン大会の開
催に伴い、会場周辺の道路で交通
規制が行われます。
５月 14日㈰
　車両通行止め▶９時 30 分～
12時 30分
　片側通行▶ 10時～ 12時
運動公園周辺

富士裾野高原マラソン大会実行
委員会（杉山）
090-4402-2293
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議会報告会

５月 13日㈯　９時～ 12時
市役所４階 401 会議室
●３月定例会での予算審査の内
容報告●常任委員会ごとにワー
クショップ形式で市民の皆さん
と意見交換
議会事務局　995-1839

市民無料相談

５月 22日㈪　10時～ 12時
※受付▶ 11時 40分まで
市役所４階会議室
●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

深良コミュニティセンター
リニューアル工事

深良コミュニティセンターは、
６月中旬ごろから耐震補強などの
リニューアル工事を行います。工
事期間中は、施設を使用できませ
ん。
支所の業務は、福祉保健会館で
行いますが、各種証明書の発行や
届け出の受け付けなどは行いませ
ん。市役所や富岡支所などをご利
用ください。ご迷惑をおかけしま
すが、ご理解・ご協力をお願いし
ます。
工事期間／６月中旬ごろ～平成
30年３月中旬ごろ
深良支所　992-0400

五竜みどりまつり

５月 20日㈯　９時～ 16時
　　　21日㈰　９時～ 15時
中央公園
模擬店、植木展示即売、動物ふ
れあい広場、ステージなど
観光協会　992-5005

B 型肝炎予防接種費用を助成

昨年 10月１日からB型肝炎予
防接種が定期予防接種に追加され
ました。通常よりも接種可能期間
が短かった、対象の子どもの接種
費用を助成します。
市に住民登録のある平成 28年
４月１日～８月 31 日に生まれ
た、B型肝炎予防接種を３回実
施していない方
実施方法／持ち物をお持ちの上、
健康推進課へ申請してください。
申請後、接種券と母子健康手帳
をお持ちの上、指定医療機関で
接種を受けてください。
申請書（健康推進課で配布）、
母子健康手帳、はんこ（認め印
可）、B型肝炎予防接種券（対
象者には郵送済み）
９月 30日㈯
●申請後、期間内に接種できな
かった場合、助成を受けること
ができません。●この予防接種
は、１歳になるまで定期予防接
種の対象です。
健康推進課　992-5711
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県東部法律会館竣工記念
無料法律相談

５月 13 日㈯・20 日㈯　10 時
～ 15時　※受付▶ 14時まで
県東部法律会館（沼津市御幸町）
県東部法律会館　931-1848

グランドをワイドに使う・
ラグビー教室

５月13日～７月22日の毎週㈯
　９時～ 11時（全 11回）
運動公園やすらぎの広場、総合
グラウンドCなど
市内に住んでいる方
市民体育館にある申込用紙に記
入し、提出してください。
ラグビーフットボール協会
One�for�All（所）
997-3902、090-4793-4860

市民大学教養講座

５月 26日㈮　14時～ 17時
　※受付 13時 30分～
生涯学習センター２階学習室１
市内に住んでいるか通勤してい
る方で、昨年度の市民大学教養
講座を受講していない方
50人（先着順）
「自治を回復し、まち・むらの
課題を、まち・むらの力で解決
するために～総働と小規模多機
能自治のすすめ～」がテーマの
講演とグループワーク
講師／川北秀人さん
1,000 円（資料代を含む）
生涯学習課　992-3800

婦人バレーボール大会
参加チーム

７月２日㈰　９時 30分～
市民体育館、向田小学校体育館
市内に住んでいる 20歳以上の
社会人の女性　※学生を除く
チーム構成／１チーム 15人以内
　※原則として行政区単位のチー
ム
１チーム 2,000 円
市民体育館にある所定の申込書
に必要事項を記入し、参加料を
添えてお申し込みください。
５月 18日㈭
　～６月 18日㈰
市スポーツ祭

　運営委員会
　993-0303

平成 30 年成人式実行委員会

平成 30 年１月７日㈰に開催す
る成人式の企画や運営に参加する
実行委員を募集します。
平成９年４月２日～平成 10年
４月１日に生まれた方で、６月
から生涯学習センターで開催す
る実行委員会に出席できる方
20人程度
生涯学習課へ電話またはメール
でお申し込みください。メール
の場合、件名を「裾野市成人式
実行委員申込」とし、本文に住
所・氏名・電話番号を明記して
ください。
６月 30日㈮
生涯学習課　992-3800
syakyo@city.susono.shizuo
ka.jp

平成 29年 10月１日採用
市職員（土木技師・保健師）を募集
職　種 定　員 内　容

土木技師 若干名 土木に関する業務に従事します。

保健師 １人程度 保健に関する業務に従事します。

試験方法／●第１次試験▶教養試験、適性試験、専門試験、口述試
験●第２次試験▶小論文、口述試験
申込書の配布場所／市役所３階人事課
申込書の郵送での請求方法／封筒の表面に朱書きで「試験案内希望」
と明記し、A4サイズの用紙が折らずに入る返信用封筒を同封し
てお送りください。返信用封筒には、送付先を明記し、普通郵便
の場合は 140 円切手を、速達郵便の場合は 420 円切手を貼って
ください。
申込書と受験票に必要事項を自筆で記入し、人事課へ提出してく
ださい。　※郵送可
５月 31日㈬
人事課　995-1806　〒 410-1192　佐野 1059
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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 公的機関を名乗って「払いすぎた医療費の還
付がある。返金のため、カードと通帳をもっ

て ATM へ行ってほしい」と電話がかかってきた。
ATM の前で教えられた番号に電話し、指示どおりに
操作して還付の手続きをした。通帳を確認すると還
付はなく、相手に送金したことになっていた。返金
してほしい。

Ａ 市役所や社会保険事務所などの職員を名乗り、
医療費などの還付金手続きのためにATMへ

誘導して送金させる還付金詐欺の相談が寄せられて
います。「期限が今日まで」などとせかし、冷静な
判断や周囲に相談する余裕を与えません。一度払っ
てしまうとお金を取り戻すことは極めて困難です。
公的機関の職員が還付金の受け取りのためにATM
へ行くよう電話をすることはありません。不審に
思ったときは、すぐに警察署や市役所、消費生活セ
ンターにご相談ください。

「クーリグ・オフ」ってなに？
クーリング・オフは、消費者が訪問販売や電話勧
誘などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商
法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした
場合に、一定期間であれば無条件で一方的に契約を
解除できる制度です。この制度を利用するときは、
必ず書面で手続きしましょう。分からないときは、
消費生活センターへご相談ください。
クーリング・オフできる取引と期間
●契約書面や申込書面を受け取った日から８日間
　▶訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入、特定継続
的役務提供（エステ、学習塾など）

●契約書面や申込書面を受け取った日から 20日間
　▶連鎖販売取引（マルチ商法）、業務提供誘引取
引（内職商法、モニター商法など）

ラグビー日本代表戦
チケットプレゼント

６月 17日㈯にエコパスタジア
ム（袋井市愛野）で開催されるラ
グビー日本代表 vs アイルランド
代表の観戦チケットを、小・中学
生にプレゼントします！
市内に住んでいる小・中学生80
人と同伴者（18歳以上）※同伴者
は小・中学生１人につき１人まで

生涯学習課にある応募用紙に必
要事項を記入し、直接または郵
送、ファクス、メールで提出し
てください。　※応募用紙は市
公式ウェブサイトからダウン
ロード可
５月 17日㈬（必着）
小・中学生だけ、または18歳以
上の方だけの応募はできません。
生涯学習課　992-3800
992-4047
taiikukan@city.susono.shizu
oka.jp
〒 410-1102�深良 435

普通救命講習会

５月 28日㈰　９時～ 12時
裾野消防署３階災害対策室
中学生以上の方
30人（先着順）
AED（自動体外式除細動器）
を使った心肺蘇生法の習得
裾野消防署、茶畑分遣所、須山
分遣所にある申込書に必要事項
を記入し、提出してください。
５月 27日㈯
富士山南東消防本部裾野消防署
救急係　995-0119

消費生活センター
995-1854
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