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住　所

氏　名

平成29年度 ヘルシーパーク裾野
市 民 無 料 利 用 券
３時間券 有効期限 平成30年3月31日（土）
①�本券の使用は裾野市民に限り
ます。

②�本券はお風呂または、バーデ
プールの３時間券としてご
利用いただけます。

③�本券は１枚につき１人１回ご
利用いただけます。
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うるおいすその
思いやりの心で、住みよいまちをつくります
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今号は、「議会だより」がとじ込みされています。



ヘルシーパーク裾野
源泉 100％の温泉で疲労回復！ 美容効果も

特集１

ヘルシーパーク裾野の温泉は、加水を行わない自家源泉
100％の温泉です。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
プールには、歩行が主体の運動プールや流水プールがあり、目的
に合わせて利用できます。

ヘルシーパーク裾野　 965-1126　　健康推進課　 992-5711

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営業）
�●６月19日㈪～22日㈭
●年末年始（12月31日㈰～１月１日㈪）

広報すその平成29年5月15日号

▼切り取ってお使いください

疲労回復、美容効果の高い成分が豊富な
ヘルシーパーク裾野の温泉

源泉名／すその美人の湯　裾野３号
泉　質／等張性温泉（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
泉　温／ 41.3 度
水素イオン濃度（Ph）／ 7.7（弱アルカリ性）
湧出量／毎分 170 リットル
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
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、目に見える出血、その他一
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　※祝日の場合は営業。その他お盆期
間などは、営業する場合があります。

　●６月19日㈪～22日㈭、12月31日㈰～１月１日㈪
利用料金

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

その他
●家族風呂は予約が必要です。
●木曜日と日曜日以外は、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。



健康診査を受けましょう！
がん検診と成人歯周疾患検診

特集２

健康推進課
992-5711

健康はあなたの財産です。年１回の健康診査
で、病気を早期に発見しましょう。４月１日時
点で、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。

　　がん検診など
とき／ 6 月 12 日㈪～ 10 月 31 日㈫
※期間中、各健康診査の受診はそれぞれ１回のみ
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。　※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者の方
③生活保護を受けている方
④今年度、市民税非課税世帯の方（同居家族も非課税）
⑤今年度、無料クーポン券をお持ちの方

健康診査種別 対象年齢
子宮頸

けい
がん検診 今年度21歳の方

乳がん検診 今年度41歳の方

⑥肝炎ウイルス検診の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。
その他／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。

　　成人歯周疾患検診
とき／６月 12 日㈪～ 11 月 30 日㈭
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。　※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。６
月 12 日㈪～ 10 月 31 日㈫は、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、市民税非課税世帯の方（同居家族も非課税）
③後期高齢者医療被保険者の方
※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。
（表１）成人健康診査の詳細

健康診査種別 対象者 個人負担金

肝炎ウイルス 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 500円
肺がん検診 40歳以上 800円
胃がんバリウム検査 35歳以上 1,400円
胃がん内視鏡検査 60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 ①700円
①か②の選択制
40歳～49歳 ②900円※4

②1,000円※5②50歳以上

子宮頸
けい

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
　　　単独受診▶ 600 円
※２　60 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。クーポン
　　　対象者はマンモグラフィを受診できます。
※４　60 歳以上の方（１方向撮影）
※５　40 歳～ 59 歳の方（２方向撮影）

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

検診後の歯科相談や成人健康相談などを行って
います。健康推進課に予約してください。
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特集３

健康と歯のフェスティバル
第 39 回よい歯をつくる親子のつどい

健康推進課
992-5711

今年から、毎年 11月のふれあい健康まつりで行っていた健
康部門を独立させ、健康と歯のフェスティバルと統合し、同時
開催します。口のことや体のことなど自分の健康と向き合いま
しょう。

イベント概要

とき／６月 10 日㈯
式典 ▼ 10 時～ 10 時 30 分
催し物 ▼ 10 時 45 分～ 15 時 30 分
ところ／市民文化センター
内容

●歯科医師による無料相談
●親子で工作～お口によいおもちゃ作り～
●歯科衛生士による歯みがき指導
●フッ素の入った液でブクブクうがい
●お口の細菌を見てみよう、お口の酸性度を調べよう
●むし歯のできやすさチェック
●健康機器での測定（骨密度・体組成・血管年齢・

血液さらさら・足裏チェック・肌の健康）
●健康くらぶ 簡易体力測定
●薬の相談（沼津薬剤師会）
●健康情報コーナー（しずおか健康いきいきフォー

ラム 21）
●５歳児（年長児）むし歯のない児・治療完了児の表彰

対象／市内通園先の幼稚園・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

　※市内に住んでいて、市外の幼稚園・保育園に通
園している子どもも対象です。表彰を希望する
方は、６月５日㈪までに健康推進課へご連絡く
ださい。

内容／健康と歯のフェスティバルの「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。

●３歳児認定証交換
対象／平成28年度３歳児健診で、むし歯のなかっ

た児
内容／平成 28 年度３歳児健診でむし歯のなかっ

た児に渡している認定証（ハガキ大）を大きな
認定証に交換し、記念品を進呈します。

コンクールの募集とポスター展示

○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 歳以上の方で 20 本以上
自分の歯がある方（誕生日が昭和 12 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 歳以上の方で 20 本以上
自分の歯がある方（誕生日が昭和 12 年４月２日～
昭和 22 年４月１日の方）
内容／式典で認定証と記念品を進呈します。

8020 コンクール・7020認定
●市内の歯科診療所で事前歯科検診が必要です。

５月１日㈪～ 27 日㈯に検診を受けてくださ
い。対象になった方には、検診を実施した歯
科診療所からフェスティバル当日の案内をお
渡しします。

●５月 31 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
　市内の保育園、幼稚園、小・中学校、高校へ募集し
た、歯と口の健康週間にちなんだ作品を展示します。
展示期間／６月３日㈯～８日㈭　９時～ 15 時

６月 10 日㈯　10 時 45 分～ 15 時 30 分
※６月５日㈪は休館日です。９日㈮の展示はありま
せん。
展示場所／市民文化センター２階展示室
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特集３

平成29年度 歯と口の健康週間標語
「おいしい」と「元気」を支える 丈夫な歯

毎年６月４日からの１週間は、むし歯予防の日とい
われ、「歯や口の健康週間」が実施されています。

近年の日本人の平均寿命は男性 80 歳、女性 87 歳で、
今や世界一の長寿国です。それに伴い、80 歳まで 20
本の歯を保とうという「8020 運動」も行われるよう
になりました。
―――なぜ、残したい歯の数が20本と
　　　いわれるのでしょうか。

ほとんどの食べ物を噛み砕いて食べるためには 20
本の歯が必要だからです。お口の健康は全身の健康に
つながります。多くの皆さんは風邪には感染しまいと
予防接種を受けたり、手洗いやうがいをしたりして、
菌に感染しないように気をつけますが、お口の中にい
る菌については無関心な方が多いのが現状です。

口腔内に生存している歯周病菌はあなたの唾液と共
に体内に入り続けていきます。誤

ご
嚥
えん

で唾液が気管に入
ると、菌が肺で増殖して肺炎の原因となります。また、
歯周病菌が血液に入って全身を回り、糖尿病や動脈硬
化を引き起こす原因となるという研究結果も発表され
ています。

歯周病を治すことにより、身体の健康を取り戻した
り、お年寄りが入れ歯を装着してよく噛むようになる
と、姿勢が良くなったり、肩こり、腰痛が改善して歩
行ができるようになったりした事例もあります。

歯周病は、皆さんの健康に大きく関わるものだとい
うことを知ってください。

お口の衰えは身体全体の
衰えにつながります。

衰えの始まりは、滑舌が悪くなり、むせることが増
えたり、口腔乾燥で物が食べにくくなったりして現れ
ますが、なかなか気付かず見逃されやすいものです。

より充実した楽しい人生を過ごすためには、世代別
のお口の管理はどのように行
うとよいでしょうか。
今のあなたにできることは、
どんなことでしょうか。

【高齢期の方】
歯の数が少なくなり、食べ物を噛みにくくなったり、

発音がしにくくなったりします。お口の機能を回復す
るために、入れ歯やインプラントなどで歯の抜けた所
を補いましょう。唾液の分泌促進については、かかり
つけの歯科医院に相談してみましょう。

【青年期の方】
歯周病の初期段階である歯肉炎が始まります。放置

して進行させてしまわないように、しっかり手入れを
しましょう。喫煙は歯周病をおこす危険因子です。
【学童期の方】

生え始めの永久歯はむし歯になりやすいので、十分
気を付ける必要があります。食べたら磨く習慣を身に
つけましょう。間食は大切なエネルギー源ですが、だ
らだらと甘いものを食べることは避けましょう。　

生まれたとき、人のお口の中は無菌状態です。

食べ物の口移しなどで大人の唾液からむし歯菌が子
どものお口に入り、増殖してむし歯を作ってしまいま
す。80 歳になっても 20 本の歯を維持するためには、
初めて歯が生えたときから、歯を大切にすることが必
要です。

歯の健康を守るための最初の一歩！
が幼児期です。

【幼児期の方】
乳歯は歯の表面が薄く柔らかいために、永久歯より

もむし歯の進行が早いです。だらだら食べは避け、甘
いものはなるべく与えないようにしましょう。歯磨き
習慣を付ける第一歩ですが、必ず大人による仕上げ磨
きをしましょう。歯の質を丈夫にし、むし歯菌への抵
抗力を高めるために、歯科医院でのフッ素塗布が効果
的です。
何歳になっても楽しく美味しく何でも食べられるこ
とは、人生を豊かなものにしてくれます。少しの努力
が大きな幸せを呼んでくれます。

　歯や口の健康週間に身体の健康とともに、お口
の健康について考えてみましょう。

しぶやデンタルクリニック
� 歯科医師　渋谷�哲勇�先生歯の健康と身体の健康
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特集４

パートナーシップ助成補助金 最大50万円
地域の活性化などに取組む団体を募集

補助対象事業は市民協働の推進
まちづくりに必要な事業など

次のいずれかに該当する事業が対象です。
①市民の方の提案によるもので、市民協働の推進とま

ちづくりに必要と認める事業
②課題解決のために市民の方の協力が必要なもので、

行政と協働して実施する事業
※次のいずれかに該当する事業は、補助の対象外です。
・市の類似する補助制度の適用を受けているもの
・他の団体を補助する事業
・事業の効果が特定の個人や団体のみに及ぶもの
・団体の管理する施設や設備などの修繕、改造など
・団体の組織運営のためのもの
・宗教的または政治的宣伝の意図のあるもの
・補助することが適当でないと市長が認めるもの

補助対象団体は市内の団体

次のいずれにも該当する団体が対象です。
①構成員が５人以上で、その過半数が市内に住んでい

るか、通勤・通学している団体
②市内に活動拠点があり、市内で活動している団体

補助対象経費は事業実施に直接必要な経費

補助対象の事業を実施するのに直接必要な経費を補
助します。次の経費は補助の対象となりません。
①団体の経常的な運営維持管理費
②団体の構成員に対する人件費、謝礼、会食費（活動

中の水分補給と軽食の費用は除く）、交通費、宿泊
費

③単価が５万円を超える備品購入費

補助期間は１年間

補助期間は、毎年４月１日から翌年の３月 31 日ま
でです。ただし、継続が必要な場合は、３年を限度と
して補助を継続できます。審査は毎年行われます。
補助対象経費 補助率 補助限度額
12万５千円未満 10/10 以内 10万円
12万５千円以上 ４/５以内 50万円

申請→審査→決定

補助金の交付を希望する団体の方は、生涯学習課に
ある申請書や概要書などに必要事項を記入し、お申し
込みください。申請のあった事業を、市民協働による
まちづくり推進協議会で審査します。申請や相談は随
時受け付けています。

昨年度に行われた事業

●深良用水まつり
●富士山一周国際駅伝での裾野市ＰＲイベント
●ママのための防災講座

地域の活性化や課題解決に向けた自主的な活動に補
助を交付します。金額は最大 50万円です。市民協働
によるまちづくり推進協議会で審査し、補助する事業
を決定します。

生涯学習課
992-3800

深良用水まつり

◀ママのための
　防災講座

富士山一周▶
国際駅伝
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特集５

集中豪雨などによる災害に備えましょう
適時適切な避難を行うために、家族や地域で確認を！
水害や土砂災害から自らの命、家族の命を守りましょう。梅雨の
時期は大量の水分が土にしみ込み、土砂災害が発生する危険性が高
くなります。適時適切な避難を行うために、危険箇所や避難情報を
あらかじめ確認しておきましょう。

危機管理課
995-1817

土砂災害からの避難のポイント

集中豪雨などによる土砂災害からの避難のポイント
は、「風雨が強くなる前に土砂災害の危険区域から避
難する」ことです。避難を効率的に行うため、日ごろ
から家族や地域で確認しておきましょう。

自宅周辺の危険区域は？

市で作成している「土砂災害ハザードマップ」「黄
瀬川・大場川洪水ハザードマップ」を確認してくださ
い。河川が氾濫した場合にはどのくらい浸水してしま
うのか、土砂災害が起こり
やすい場所はどこか、自宅
や学校・職場などにどのよ
うな危険があるのかなどを
確認しましょう。

避難に関する情報

市から発令される避難情報を確認しましょう。

まもメールに登録を！～緊急情報を配信～
まもメールは、災害情報など市民の皆さん

の安全を守るための情報を配信する緊急情報
メールです。
自然災害情報 ▼台風、水害、地震、光化学オ

キシダントなどの情報
J-ALERT 情報 ▼ 緊急地震速報、地震情報、

火山情報、気象情報（警報、記録的短期間
大雨情報、土砂災害警戒情報）

●まもメール
http://www.city.susono.shizuoka.jp/
kurashi/6/7/1/3225.html

※登録していない方は、この機会にご登録く
ださい。市公式ウェブサイト内にある「ま
もメール」のバナーをクリックすると登録
画面にアクセスできます。画面表示に従っ
て登録してください。

スマートフォンからの登録は
こちらから▶

避難準備・高齢者等避難開始
避難勧告や避難指示（緊急）を発令することが

予想される場合
・いつでも避難ができるよう準備をしましょう。

身の危険を感じる方は、避難を開始しましょう。
・避難に時間を要する方（高齢の方、障がいのあ

る方、乳幼児など）は避難を開始しましょう。

避難指示（緊急）
災害が発生するなど状況がさらに悪化し、人的

被害の危険性が非常に高まった場合
・まだ避難していない場合は、直ちにその場から

避難しましょう。
・外出することでかえって命に危険が及ぶような

状況では、自宅内のより安全な場所に避難をし
ましょう。

地図情報総合サービスで防災情報を確認できます
市公式ウェブサイト内にある「地図情報総合

サービス」のバナーをクリックすると防災拠点の
場所や、急傾斜地崩壊（特別）警戒区域、土石流

（特別）警戒区域を確認できます。
●地図情報総合サービス

http://www2.wagmap.jp/susono/Portal
「防災情報」からアクセスしてくだ
さい。
スマートフォンからの閲覧は
こちらから▶

避難勧告
災害による被害が予想され、人的被害が発生す

る可能性が高まった場合
・避難場所へ避難しましょう。
・地下空間にいる方は、速やかに安全な場所に避

難しましょう。
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特集６

契約はよく考えて慎重に！ あなたを狙う悪質商法
困ったときは消費生活センターへ

最も多かった相談は
通信サービスに関する相談

昨年度は、消費生活相談が 435 件、個人情報に関
する相談が 2 件ありました。一番多かった相談は、
通信サービスに関する相談でアダルト情報サイトや出
会い系サイト、プロバイダの変更や光回線の転用など
が 91 件ありました。次は金融、保険に対する相談で
多重債務に関する相談の他、ファンド投資商品や生命
保険などが、43 件となっています。その他に、敷金
返還トラブル、健康食品、訪問買取り、医療費の還付、
車など多種多様な相談が寄せられました。

通信販売のトラブルが年々増加

購入方法別にみると、通信販売のトラブルが年々増
加しています。これはスマートフォンやパソコンの普
及とともに、インターネットが身近になったというこ
とがあります。消費者が SNS を見て、健康食品や化
粧品を「おためし価格」や「初回無料」とあったので
申し込んだら定期購入だった、サイトから商品を申し
込んだら届かなかった、偽物が届いたなどのトラブル
が目立ちます。メールでの不当請求も増加しています。

インターネットは相手が見えないので、慎重に対応
してください。

全体の 60％が 60歳以上の方の相談
不当請求や勧誘電話などのトラブル

年齢別をみると 60 歳以上の方の相談が 262 人
（60％）で、60 歳代が 96 人、70 歳以上が 166 人となっ
ています。心当たりがないサイト料金の請求や医療費
の還付金の電話があったなど不当請求の相談や貴金属
の訪問買取りの勧誘電話のトラブルが多く寄せられま
した。高齢化社会の進展に伴い、高齢者を狙う悪質商
法が後をたちませんので、注意してください。

ちょっと待って、その契約大丈夫？

消費者を取り巻く環境は、めまぐるしく変化してい
ます。契約内容も多様化、複雑化しています。勧誘さ
れてもその場ですぐに契約せず、よく内容を確認しま
しょう。内容がよく理解できな
い、不審なときは契約する前に
家族や消費生活センターへ相談
してください。

悪質業者は手を替え、品を替え、次から次へと新たな手口でだま
そうとしてきます。「私は悪質商法にはだまされない」「私は注意し
ているから大丈夫」と思っていませんか。どんなに用心していても、
誰もが消費者トラブルに巻き込まれる可能性があります。被害を防
ぐために、おかしいと思ったときには、すぐに消費生活センターに
相談してください。

消費生活センター
995-1854
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野生鳥獣による被害が全国的に深刻化しています。市内でも
シカ、イノシシ、サル、ハクビシンなどによる農作物の被害が
多く報告されています。市では、有害獣から農作物を守るため、
防護柵を設置する農家に補助金を交付しています。補助金の交
付を希望する場合は、必ず防護柵を購入する前に申請してくだ
さい。 農林振興課

995-1823

餌場の放置や耕作放棄地が一因に

鳥獣被害の拡大の要因として、野生動物の生息区域
が拡大していることがあります。人間が餌を放置する
と、動物を集落に引き寄せ、被害を激化させる原因と
なります。そのため、収穫しないと決めた野菜などは、
埋めるかコンポストを活用し、すぐに処分しましょう。
熟したまま収穫していない果樹は、果実を処分するか
樹を伐採し、落果した果実も、速やかに処分しましょ
う。

また、耕作放棄地は草木が生い茂り、野生動物にとっ
て格好の隠れ家となっています。集落に野生動物を近
づけないためにも、地域ぐるみで声を掛け合い、耕作
放棄地を作らないようにすることが大切です。

人里に慣れさせないことが大切

里に下りてきた野生動物を見て、「かわいい」「めず
らしい」と見過ごし、追い払わずにいると、人なれし
て、次々と人里に足を踏み入れてきます。そのような
事態を防ぐために、次のことを避けてください。
①野生動物を見かけたら、被害に直接関係ない人も含

め、すぐに追い払いましょう。
②野生動物の餌付けは絶対にやめましょう。

防護柵の補助額は原材料費の１/２

市では、有害獣から農作物を自己防衛する農家を支
援するため、防護柵を設置する場合、予算の範囲内で
補助金を交付しています。対象となる柵の種類は決め
られていません。農地の環境や対象となる有害獣にあ
わせて選択してください。ただし、鳥類用防護柵は除
きます。
●補助対象となる方
　次の全ての条件に該当している方です。
①市農地台帳に登録されている土地を耕作している方
②農家資格のある方
●補助金の額　～原材料費の１/２～

柵設置にかかる原材料費の２分の１で、45,000 円
が上限です。
※補助金の交付は１世帯同一年度につき１回限りです。
●申請方法　～申請は材料の購入前に～
　材料の購入前に農林振興課へ申請が必要です。設置
後に申請しても補助金は交付されませんのでご注意く
ださい。
　申請時に必要な添付書類など、詳しくは市公式ウェ
ブサイトをご覧ください。

電気柵の安全確保　～電気柵には触れない、適切な設置を！～

市内では、シカやイノシシなどの有害鳥獣対策のため、田んぼや畑に電気柵
を設置している場合があります。安全確保のため、田んぼや畑に設置されてい
る電気柵には触れないようにお願いします。また、電気柵を設置している方は、
電気柵を安全に設置しているか、次のことを確認してください。
①人が容易に確認できるよう危険表示が行われているか
　※危険表示の札を紛失した方は、農林振興課で無料配布しています。
②電気柵用電源装置を使用しているか
③家庭用コンセントなど 30 ボルト以上の電源から電気を供給しているときは、

電流を弱める電源装置や漏電遮断器を設置しているか。
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田畑の防護柵に上限 45,000 円を補助
エサ場の排除と自己防衛が有効

特集７



今月の一枚 This month's best shot

フォトグラフ

Photograph ４月

すそのブランドが大阪へ進出� ４月５日

大阪府泉佐野市と特産品相互取扱協定を締結しました。それぞれ
特産品の販売などの取り組みを進めていきます。当市にはかつて泉
村や小泉村があり、裾野駅は佐野駅という名称でした。両市長は「名
称のつながり、ご縁を大切にしたい」と期待しています。

撮影／県立裾野高校　吉田 祐太さん・運動公園

中央公園管理棟に移転した観光協会の事務所の開所式が雨の中行
われました。「すそのブランドを裾野の土産として買っていただき
たいです」と会長。物品の販売のほか、観光案内所としての機能も
兼ね備え、当市の魅力を発信していく拠点になります。

裾野の魅力発信拠点� ４月１日

ラリー選手権の登竜門。TOYOTA GAZOO Racing ラリーチャ
レンジの開幕戦が運動公園を拠点に市内で開催されました。県内初
開催とあって、県内外から 5,500 人の観戦者が来場しました。ボ
ランティアが実行支援委員会を組織し、来場のお客様をおもてなし。
記録撮影も裾野高生を含む撮影隊が行いました。

富士山に轟くエキゾースト
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Photograph 2017. ４

障がい福祉をオール裾野で考える� ４月14日

障がい者自立支援協議会の設立総会が開催されました。障がい福
祉に関わる事業者や当事者団体の代表者で組織します。障がいの有
無に関わらず、支え合いの地域の中で、その人らしい生活が送れる
よう、オール裾野で取り組んでいくことを確認し合いました。

あいにくの天気でも大勢の人が� ４月８日

さくらマルシェが市民文化センターで行われました。雨のため、
満開の桜の下での開催とはなりませんでしたが、「さくら」をテー
マにしたお弁当やスイーツなどを販売するブース、手作り小物の体
験や販売ブースが出展し、会場は多くの人でにぎわいました。

春の日差しの中をおみこしが舞う� ４月16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。境内でお払いした後、笛や太鼓の音色とともに地元の青年
たちがおみこしを担ぎ、家々を訪れました。桜が見頃を迎え、暖か
な春の日差しを浴びながら須山地区内を巡りました。

霧の中で菜の花&桜まつり� ４月９日

富士山すそのパノラマロード菜の花 & 桜まつりが、パノラマ遊
花の里で行われました。あいにくの天気でしたが、菜の花畑は満開。
市内の団体が須山うどんや手作りみそなど地場産物を販売しました。
翌週には、パノラマロードの桜が満開を迎えました。

久根八幡宮で久根吉田神社祭典を開催� ４月８日

吉田神社の祭典が久根八幡宮で行われました。昔、疫病が流行っ
たときに、京都の吉田神社からご神体を授かったことが起源です。
残念ながらあいにくの雨でしたが、桜咲く境内で祈願をした後、久
根地区内を練り歩きました。

楽しい幼稚園生活の始まり� ４月10日

市立幼稚園で入園式が行われました。西幼稚園には 63 人の園児
が入園。お父さんやお母さんと手をつないで、元気な園児たちが初
登園しました。入園式では、鎌野園長がぬいぐるみを使って「いっ
ぱい遊ぼうね」と新入園児に声をかけました。
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６月１日㈭から７日㈬までは、全国統一の水道週間です。皆さんに水
道について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、各家庭の蛇口へ給
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重要な役割を果たしています。この機会に、水の
大切さを改めて考え直してみましょう。

上下水道課　 995-1836

水道の使用開始・中止のときには連絡を

転入・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。
①住所、建物名称、部屋番号など
②使用者氏名
③引っ越し日（予定日）、引っ越し先
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

届け出（要押印）が必要です。

営業時間／８時 30 分～ 17 時 15 分
　※土・日曜日、祝日を除く

深良 215-22（水道庁舎１階）

※工事関係（申請などを含む）の業務が１階の水道
工務室、経営管理部門が２階の経営管理室です。

使用開始・中止の申し込みは
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・中止の申し込みは、電話
の他にインターネットでもできます。インターネット
では、24 時間いつでも申し込めます。

インターネットでの開始・中止の申し込み受け付け
は、申し込み後、３営業日以内に内容を確認して成立
します。手続きの詳細は、市公式ウェブサイトをご覧
になり、ページから外部サイトにアクセスしてお申し
込みください。
※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。
http://www.city.susono.shizuoka.jp/

　soshiki/2/3/3/6/2322.html
◆携帯端末でも申し込み可能！

市公式ウェブサイトから携帯電話専用のページ（外
部サイト）にアクセスしてください。二次元コードの
読み取り機能がある携帯端末などをお
持ちの方は、右記の二次元コードを読
み込むと、携帯電話専用のページに接
続できます。

｢裾野市の水」を販売中
販売は 223箱限定！

　「裾野市の水」は富士山の恵みの水を
活用し、製造しています。販売機での販
売の他、箱単位でも販売しています。
容量／１本 350ml
採水地／北部配水場
販売数量／ 223 箱
販売価格／１本 100 円、１箱 2,400 円（24 本入り）
販売場所／上下水道課、富士山資料館、鈴木図書館（自

動販売機）、市役所地下（自動販売機）　※箱売りは
上下水道課のみです。

水道料金お客様センター
995-1831

12
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インフォメーション

認知症を語る会

申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

６月２日㈮　13時30分～15時
市民文化センター会議室 31
認知症の方を介護している家族
の方
介護家族の会（杉山）
　090-1984-9977
　社会福祉協議会　992-5750

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　 郵送先住所　 Mail　 Web　

平成 29・30年度　障がい者相談員（敬称略）
障がい者相談員は、豊富な経験をもとに市内の各障がい者団体から推薦された身近な市民相談員です。
心身に障がいのある方、またはその家族などからの悩みや相談に応じ、一緒に問題を考え、解決の手

伝いをします。秘密は厳守します。

身体障がい者相談員　☆は聴覚障がい者のためファクスで対応します。

知的障がい者相談員 精神障がい者相談員

土屋 幸
さち

子
こ

090-7021-8416

勝又 一郎
997-0924

山口 勘五郎
997-0208

山本 美和子
994-1606

片山 正三郎
993-0248

髙杉 香代子
993-1640

髙草 昌子
992-1786

辻村 喜代美
090-7618-6585

☆荻野 政信
992-5503

高橋 善
ぜん

文
ぶん

090-7670-4480

Information

人権擁護特設相談

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。申し込みは不要です。直
接会場へお越しください。

６月１日㈭
　10 時～ 12 時、13 時～ 15 時

市役所４階 401 会議室
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
どの相談に、人権擁護委員が応
じます。
戦略広報課　995-1802

すみれ相談

大切な方を自死で亡くした方の
相談に応じます。秘密は厳守しま
す。
とき ところ

６月７日
㈬

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）

６月 21日
㈬

富士健康福祉セン
ター（富士市本市場）

時間はいずれも 13 時～ 16 時
県精神保健福祉センター

　054-286-9245

障がい福祉課　995-1820
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Information

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。

６月６日㈫、20 日㈫　13 時～
16 時（１回 45 分間）
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）
県精神保健福祉センター

　054-286-9245

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。

５月 22 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

自動車税の納期限

自動車税の納期限は、５月 31
日㈬です。最寄りの金融機関やゆ
うちょ銀行（郵便局）、コンビニ
エンスストアで納付してください。
クレジットカードなどでの支払い
方法は、納税通知書に同封されて
いるチラシをご覧ください。
沼津財務事務所　自動車税課
　920-2019

富士山世界遺産登録４周年
記念富士山資料館無料開放

富士山資料館では、富士山の世
界遺産登録４周年を記念し、次の
とおり入館料を無料にします。

６月 25 日㈰
開館時間／９時～ 16 時 30 分
富士山資料館　998-1325

蚊とハエ用薬剤の無料配布

　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て
います。
配布場所／生活環境課・各支所
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
せないための錠剤です。
配布個数／１世帯２袋まで（１袋

２錠入り）
８月 31 日㈭
生活環境課　995-1816

学校開放調整会議

　７月から８月までに学校体育施
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 ところ

深良 ６月２日㈮ 生涯学習
センター

須山 ６月６日㈫ 須山コミセン
東 ６月７日㈬

生涯学習
センター富岡 ６月８日㈭

西 ６月14日㈬

時間はいずれも 19 時～
生涯学習課　992-3800

裾野都市計画案の縦覧

　｢裾野都市計画火葬場の決定｣
の都市計画の案について、縦覧を
行います。
縦覧期間／５月 24 日㈬～６月７

日㈬　８時 30 分～ 17 時 15 分
　※土・日曜日、祝日を除く

裾野市役所まちづくり課
　長泉町役場建設計画課

裾野長泉火葬施設の決定に関す
るもの 
縦覧期間中は裾野市に意見書を
提出できます。まちづくり課に
ある意見書に記入してください。
※市公式ウェブサイトからダウ
ンロードできます。
まちづくり課　995-1829

勤労者のための貸付制度

貸付利率は、平成30年3月31日
までに貸付を受ける場合の利率で
す。
【勤労者住宅建設資金利子補給制度】

市内に住むための住宅の新築や
増改築、土地や中古住宅を購入
する勤労者の方

利子補給対象限度／１人1000万円
補給期間／最長 10 年
利子給付率／ 0.5％
【勤労者教育資金利子補給制度】

市内に住んでいる勤労者の方で、
自身やその子どもの高校・大学
などの教育費用が必要な方

利子補給対象限度／１人 300 万円
補給期間／最長５年

※在学期間中の据え置き可
利子給付率／ 1.0％

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
　商工観光課　995-1857
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お知らせ

ファミリー・サポート・センターは、子育ての手助けをして欲し
い方、子育ての手伝いをしたい方が会員となって、一時的な子ども
の世話を有料で行っています。子どもを預かる方を対象にした講習
会を開催します。子育ての手助けをして欲しい方も参加できます。
当日は、託児を無料で利用できます。
ファミリー・サポート・センター　965-3681

とき 内容 ところ

５月 29日㈪

９:20 ～
10:20 オリエンテーション

裾野消防署
10:30 ～
12:00

保育の心と
子どもの遊び

５月 30日㈫

９:20 ～
10:20

子どもの世話と
小児看護の基礎知識

裾野消防署
10:30 ～
12:00

安全・事故
｢応急手当講習｣

５月 31日㈬

９:20 ～
10:50 心の発達とその問題

生涯学習
センター11:00 ～

12:00
保育サービスを
提供するために

ファミリー・サポート・センター
講習会の参加者を募集

わたしの主張裾野市大会

市内の小・中学校、高校の代表
者が、日常生活で考えていること
を発表します。入場は自由です。

６月４日㈰
　９時 30 分～ 12 時 30 分

市民文化センター大ホール
生涯学習課　992-3800

みしま花のまちフェア

　各種花のディスプレーやワーク
ショップなどを行います。

５月 27 日㈯、28 日㈰ 
　10 時～ 16 時

楽寿園、TMO ホール、大社の
杜みしまなど
三島市農政課　983-2652

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。

５月 31 日㈬
美化センター　992-3210

伊豆中央高校吹奏楽部
第 33回定期演奏会

５月 28 日㈰　14 時～
　開場

▲

13 時 20 分～
三島市民文化会館大ホール

　（三島市一番町）
アルセナール、2017 年度吹奏
楽コンクール課題曲他
 500 円　※前売り

▲

300 円
伊豆中央高校　949-4771

フランクストン市
小・中学生短期派遣参加者

夏休みを利用し、小・中学生を
当市の姉妹都市のフランクストン
市（オーストラリア）へ派遣します。

８月３日㈭～ 13 日㈰
オーストラリア ビクトリア州

　フランクストン市、クイーンズ
ランド州ケアンズ市
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 ▼市内観光、
学校訪問、ホームステイ
●ケアンズ市 ▼観光
約 15 万円　※パスポート発行
手数料や海外旅行保険など個人
の経費は含みません。
各学校にある申込書に必要事項
を記入し、海外友好協会へ提出
してください。　※郵送可
５月 19 日㈮
参加者は書類選考の他、６月４
日㈰ 13 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
※受け付けは、月・水・金曜日
の 13 時～ 16 時
〒 410-1118 佐野 921-3
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Information

食育啓発活動の協賛店舗

地域全体で食育を積極的に進め
ていくため、協賛店舗を募集しま
す。

６月１日㈭～平成 30 年３月
31 日㈯
市内の飲食店や食品の販売店な
ど食に関わる業務を行う店舗 
チラシの配布や食に関する表示

（栄養成分表示など）他
健康推進課　992-5711

認知症予防講演会

６月９日㈮① 13 時 30 分～ 15
時② 15 時 15 分～ 16 時 15 分
生涯学習センター学習ホール
②は①に参加する 65 歳～ 84
歳の方
① 150 人② 100 人（先着順）
①●テーマ

▲
「認知症に強い脳

をつくろう」●講師

▲

宇良千秋
さん（東京都健康長寿医療セン
ター研究所）②スクリーンを用
い て 行 う 脳 の 健 康 チ ェ ッ ク

（ファイブコグ検査）
５月 22 日㈪～
ファイブコグ検査の結果は後日
郵送します。
介護保険課�995-1821

駿東地域職業訓練
センター６月講座

●技能講習

▲

小型移動式クレー
ン技能講習（吊上げ荷重 1 ｔ
以上 5 ｔ未満）●受験対策

▲

第 2 種電気工事士受験対策講
座（技能）●特別教育・安全衛
生教育

▲

低圧電気特別教育、足
場の組立て等作業従事者特別教
育、刈払機取扱作業者安全衛生
教育●パソコンコース

▲

パソコ

ン入門、ワード基礎、エクセル
基礎、ワード活用、エクセル活
用、パワーポイント基礎、夜間
パソコン入門、夜間ワード基礎、
夜間エクセル基礎、夜間ワード
活用、夜間エクセル活用、夜間
デジタルカメラ●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、書道教室
駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

７月～ 12 月
　13 時 30 分～ 15 時 30 分

市内に住んでいる 65 歳以上
で、全 13 回を通して参加で
きる方
５月 22 日㈪～
汗拭きタオル、水や麦茶など
の水分補給ができるもの、筆
記用具、室内履き
申し込みをする方は、認知症
予防講演会も参加してください。
介護保険課　995-1821

認知症予防のための講話（歯科・栄養）やストレッチ、筋力アッ
プの体操、脳トレなどを行います。

脳いきいき運動教室

ゆったり運動コース
第１、第３木曜日／富岡コミュ

ニティセンター
第２、第４木曜日／福祉セン

ター佐野あじさいホール
各 20 人
しっかり運動コース
第１、第３火曜日／生涯学習セ

ンター
第１、第３水曜日／東地区コ

ミュニティセンター
各 20 人
がっつり運動コース
第１、第３金曜日／市民体育館

30 人
※日程の詳細は、お問い合わせ

ください。
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年金相談

年金事務所の職員が、諸届け出
の受け付けや手続きの相談に応じ
ます。

６月 22 日㈭　10 時～ 13 時
市役所 1 階市民相談室
14 人程度（先着順）
６月８日㈭
国保年金課　995-1813

農業基礎研修会

①６月６日㈫②７月４日㈫③９
月５日㈫　９時～（２時間程度）
JA なんすん本店ナックセン
ター２階大会議室（沼津市下香
貫）
新規就農者、定年帰農者、農業
初心者など
①土壌成分の基礎知識講習など
②定番野菜の種類別栽培ポイン
ト、病害虫の総合防除（化学的
／耕種的／物理的／生物的）な
ど

　③生育ステージ別病害虫診断・
登録農薬防除など
JA なんすんにある参加申込書
に必要事項を記入し、提出して
ください。
５月 31 日㈬
JA なんすん営農生活部営農支
援課　933-7008

高齢者保健福祉計画等
策定委員

高齢者保健福祉計画と介護保険
事業計画を策定するため、高齢者
保健福祉の諸施策推進に関心のあ
る方を募集します。
任期／平成 30 年３月 31 日㈯まで

市内に住んでいるか通勤してい
る 20 歳以上の方

若干名
月１回程度の会議への出席
所定の申込用紙に必要事項を記
入し、社会福祉課に提出してく
ださい。　
６月２日㈮
書類選考と面接を行います。
社会福祉課　995-1819

６月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

３日㈯ ㈲杉山産業
☎992-1131

４日㈰ ㈱小島屋商会
☎998-0019

10日㈯ ㈱駿東管工
☎992-5728

11日㈰ パイピング横山
☎992-3329

17日㈯ ㈱中川商店
☎993-1555

18日㈰ ㈲小澤土建
☎992-1401

24日㈯ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

25日㈰ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

１日㈭ 人権擁護委員の日

４日㈰ 土砂災害・全国防災訓練
わたしの主張裾野市大会

９日㈮〜
26日㈪ 市議会６月定例会

10日㈯ 健康と歯の
フェスティバル

６月　カレンダー

データバンク
５月１日現在

人　口　52,538人� （−52人）
　男　　26,708人� （ − 3 人 ）
　女　　25,830人� （−49人）
世　帯　21,623世帯�（+59世帯）
内、外国人� 770人�449世帯

６月　税金・料金
納付期限：６月 30 日㈮

市県民税� 第１期分

水道料金・下水道使用料� 第２期分
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６月前期の救急協力医
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

救急協力医

日 内 科 外 科 小 児 科

1 ㈭ 森岡医院 962-1084 大岡 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

2 ㈮ 高田胃腸科・
内科クリニック 962-1410 仲町 清水館医院 993-2323 茶畑 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野

3 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 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

4 ㈰

岡田医院 921-5321 新宿町 御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町

稲玉内科
クリニック 991-5111 伏見 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 ひがしおかメディ

ケアクリニック 941-8269 柿田

5 ㈪ つかだ医院 983-1577 堂庭 田沢医院 962-1205 大手町 西村医院 971-6510 下土狩

6 ㈫ 本村クリニック 969-0001 大塚 東医院 921-5520 高沢町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

7 ㈬ 森医院 966-2017 石川 遠藤クリニック 975-8801 久米田 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

8 ㈭ 大沢医院 931-1019 御幸町 池田病院 986-1212 本宿 星野医院 962-0782 山王台

9 ㈮ 小林内科医院 921-2165 米山町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

10 ㈯ 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 聖隷沼津病院 952-1000 松下 田中医院 921-2053 高島町

11 ㈰

さわだ・メディカ
ル・クリニック 921-1711 西沢田 西方外科医院 921-1333 共栄町

青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 よざ小児科医院 967-5722 原

鈴木医院 993-0430 佐野 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

12 ㈪ 林医院 931-1120 住吉町 香貫医院 931-2465 本郷町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場
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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  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

4 ㈰ しんふじ耳鼻咽喉科クリニック
0545-65-0600 川成新町

静岡医療センター
975-2000 長沢　　

関谷レディースクリニック
968-6611 西椎路　

ホワイト歯科医院
997-4071 御宿　　

11 ㈰ 内藤耳鼻咽喉科クリニック
987-1717 桜堤　　

あいあい眼科クリニック
967-7715 原　　　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

スマイル歯科医院
997-1610 深良　　

日 内 科 外 科 小 児 科

13 ㈫ 村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 青木整形外科医院 922-0521 高島町 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

14 ㈬ 小林医院 966-7700 今沢 沼津大山
クリニック 954-2274 大手町 坂小児科医院 931-3233 下香貫

　前原

15 ㈭ 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

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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市 立 鈴 木 図 書 館
992-2342
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日
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６月の休館日

●６月の行事予定
おはなしの会
 ３日㈯ 14時30分～ 本館1階おはなしのへや
 10日㈯ 11時～ 文化センター図書室

親子おはなし広場
 ６日㈫ 10時30分～ 本館２階展示室

親子おはなしの会
 20日㈫ 10時30分～ 文化センター図書室

ファーストブック
 14日㈬  9時～12時 本館２階展示室
 21日㈬ 13時～16時 本館２階展示室

親子ふれあいデー
 ７日㈬ 10時～17時 本館２階展示室
 15日㈭ 10時～17時 本館２階展示室
 20日㈫ 10時～17時 本館２階展示室

●臨時休館のお知らせ
　鈴木図書館と文化センター図書室で、蔵書点検を行いま
す。次の期間は休館します。
と　き／６月22日㈭～30日㈮５日㈪、12日㈪、19日㈪、

22日㈭～30日㈮

岡部 南
な な

那ちゃん
（２歳８カ月・上町）

廣瀬 千
ち

夏
なつ

ちゃん
（２歳９カ月・切久保）

橋本 優
ゆう

花
か

ちゃん
（２歳８カ月・中丸上）

●鮪立の海　著：熊谷達也　文藝春秋
●優しい水　著：日明恩　徳間書店
●百年の散歩　著：多和田葉子　新潮社
●素敵な日本人　東野圭吾短編集　著：東野圭吾　光文社
●暗黒グリム童話集　文：村田喜代子・長野まゆみ　講談社

●ナビラとマララ「対テロ戦争」に巻き込まれた 
二人の少女

著：宮田律　講談社

●きたきつねとしろふくろうたすけあう
絵・文：手島圭三郎　絵本塾出版（いきるよろこびシリーズ）

●よるのようふくやさん
文：穂高順也　絵：寺島ゆか　文溪堂

●どれがいちばんすき？
作：ジェイムズ・スティーブンソン　編訳：千葉茂樹　岩波書店

●おさるのこうすけ
作・絵：武田美穂　童心社（童心社のおはなしえほん）

一般書

児童書

新刊おすすめ本

加藤 凜
り

工
く

くん
（１歳８カ月・原）

市川 紅
こうよう

鷹くん
（２歳７カ月・滝頭）


