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立地適正化計画策定
アドバイザリー会議の委員を募集

まちづくり課
995-1829

人口減少や高齢化が進む中、地域の活力を維持することが
重要となっています。医療・福祉施設、商業施設や住居など
の立地の集約を図り、高齢者も安心して暮らせるよう、地域
公共交通と連携して、コンパクトなまちづくりを進めます。

コンパクトなまちづくりの推進

これまで全国的な都市の傾向として郊外開発が進み、
市街地が拡散してきました。今後は急速な人口減少が
見込まれる中、都市をコンパクト化して、医療・福祉・
子育て支援・商業などの都市機能を都市の中心拠点や、
生活拠点に集約を図る必要があります。高齢者をはじ
めとする市民の皆さんが、日常生活に必要なサービス
を身近に受けられるようにするためには、集約した拠
点へのアクセスや拠点間相互のアクセスを確保するな
ど、公共交通の維持・充実について一体的に検討する
必要もあります。

このようなことから、行政と市民の皆さんや民間事
業者が一体となったコンパクトなまちづくりを促進す
るため、立地適正化計画制度が創設されました。
立地適正化計画

コンパクトシティ形成に当たっては、都市全体の観
点から、まちづくりに関わるさまざまな関係施策と連
携を図り、総合的に検討することが必要です。この計
画を策定することで、都市計画法を中心とした従来の
土地利用の計画に加えて、居住機能や都市機能の誘導
でコンパクト・プラス・ネットワーク形成に向けた取
り組みを推進します。
コンパクト・プラス・ネットワーク

コンパクト・プラス・ネットワークは、都市機能の
集約などを進める都市のコンパクト化と、公共交通網
の再構築をはじめとするネットワークの構築によるコ
ンパクトシティの形成を目指すものです。居住や都市
機能の集積による「密度の経済」による効果を通じて、
市民の皆さんの生活利便性の維持・向上、地域経済の
活性化、行政コストの削減、地域環境への負荷の低減
などの具体的な行政目的を実現するための有効な政策
手段です。

計画策定に向けて

当市では、総合計画で立地適正化計画を平成 30 年
度までに策定し、計画を踏まえ取り組みを展開するこ
とを達成目標に設定しています。市全体の観点から拠
点連携型都市構造について、多様な主体の参画を得な
がら検討し、将来に渡って持続できるまちづくりの推
進を図ります。

昨年度に基礎調査を実施し、現状把握や市民意向の
把握、都市構造の分析、将来都市構造の検討を行いま
した。この中で、都市機能、居住誘導、地域公共交通
の構築について、基本方針を定めました。今年度は、
基礎調査の結果を踏まえ、立地適正化計画の素案を作
成します。素案は、庁内関係課長で構成する立地適正
化計画策定庁内検討委員会で検討し、学識経験者や市
民団体代表者などで構成する立地適正化計画策定アド
バイザリー会議の意見を聞きながら作成していきます。

立地適正化計画の検討をするため、年３回程
度の会議を開催します。　
対象／市内に住んでいる 20 歳以上の方
定員／２人
任期／７月 15 日～平成 31 年３月ごろ（計画

策定完了まで）
応募方法／まちづくり課にある申込用紙に必要

事項を記入し、提出してください。市公式ウ
エブサイトからダウンロードできます。
応募期限／ 6 月 30 日㈮［必着］
その他／選考結果を後日、連絡します。
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立地適正化計画　平成 30 年度に策定
今年度、立地適正化計画策定アドバイザリー会議を設置



市民活動センターが皆さんの活動をサポート
マッチングシステムやメールマガジンをご利用ください

特集２

市民活動センターは、社会課題に取り組む市民活動（NPO
やボランティアなど）の相談や情報発信、活動機会の提供など
を行い、市民活動をサポートしています。市民活動団体と企業・
自治会・行政のコーディネートも行っています。気軽にご利用
ください。

市民活動センター概要

開所日／火曜日～土曜日　９時～ 17 時
　※年末年始を除く
ところ／生涯学習センター１階
設備
●フリースペース
　打ち合わせや休憩などに利用できる共用のスペース
です。予約はできません。
●コピー機（白黒 10円、カラー 30円）
　団体、個人問わず、自由に利用できます。印刷用紙
の持ち込みは不要です。
●印刷機（無料・団体登録必要）
　登録団体が市民活動に必要な書類を作成する際に利
用できます。１原稿につき、31 枚以上の印刷で、１
日１団体あたり 2,000 枚までの利用に限ります。印
刷用紙をお持ちください。
●無線 LAN（無料）
　パソコンやスマートフォンなどに自由に接続できます。
活動に必要な備品の貸し出し
　裁断機・プロジェクター・ポスターパネル・クリッ
プボード・名札などを貸し出します。事前に予約が必
要です。
その他
　市民活動に関するチラシの掲示や配架などを行いま
す。宗教や商用的な内容のものは受け付けません。

市民活動マッチングシステム

市民活動マッチングシステムは、市民活動団体の情
報を載せたり、探したりできるインターネット上の「お
知らせ板」です。閲覧に登録は不要です。情報を掲載
したい場合は、市民活動センターで登録してください。

https://io.dataeast.jp/susono/

メールマガジン “S-Mail（スマイル）”

市民活動に関する講演会やイベント、補助金、サポー
ター募集、エキストラ募集などの情報をメールで配信
しています。
登録方法
　「sc-css@io.dataeast.jp」宛てに空メールを送信す
るか、右の二次元コードを読み取り、メー
ルの返信内容または画面表示に従って登
録してください。

９月から講座やワークショップを開催

「一人一人の思いや気づきが地域や社会を変えてい
く！」をテーマに、全国から講師を招き、講座やスキ
ルアップを目指す実践ワークショップを全５～７回程
度開催します。自分だけの課題だと思っていたことが、
社会的なみんなの課題かもしれません。視野が広がる
ようなプログラムです。

詳細は、市民活動センターのブログやフェイスブッ
ク、便りなどで随時発信します。
特別セミナー
とき／９月 27 日㈬ 19 時～・28 日㈭ 10 時～

市民活動相談会

専門の相談員が対応します。NPO 法人や活動団体
の立ち上げから日々の活動や助成金申請の質問など、
気軽にご相談ください。希望する方は、事前に電話で
予約してください。
とき／毎月第２火曜日　13 時～ 16 時

※他の日時も可能な限り対応

ボランティアをつなぐ

ボランティア活動の仲介をしています。ボランティ
アに来て欲しい団体やボランティア活動をしたい市民
の皆さんからの相談に対応します。

市民活動センター　 950-8875
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今月の一枚 This month's best shot

フォトグラフ

Photograph ５月

おはなしの世界に� ５月13日

おはなしフェスティバルが市民文化センター図書室で開催されま
した。読み聞かせでは大型絵本「せんろはつづく」が読まれ、訪れ
た親子は、お話の世界に聞き入っていました。この他に、紙芝居、
手遊びなどが行われました。

撮影／五竜の滝

富岡第一小学校５年生が田植えを行いました。児童らは裸足に
なって、冷たい泥の中に恐る恐る足を入れ、はしゃいでいました。
初めは苗の列にばらつきがありましたが、慣れた児童は手早くまっ
すぐに植えていました。秋には収穫し、調理して味わいます。

昔ながらの田植えを体験� ５月９日

４月下旬から５月下旬まで、中央公園に鯉のぼりが飾られました。
鯉のぼりは市民の皆さんから寄付されたもので、50 本以上。色と
りどりの鯉が黄瀬川を泳ぎ、五竜の滝をのぼっているような景色に
なりました。

鯉のぼりが黄瀬川を彩る
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Photograph 2017. ５

新緑と太陽の光に包まれて� ５月20・21日

五竜みどりまつりが、中央公園で開催されました。今回で第 40 回目
を迎えたみどりまつりは、両日とも天気に恵まれ、多くの来場者がス
テージイベントや出店を楽しんでいました。会場では宝文字さがしも
行われ、子どもたちが用紙を片手に公園内を駆け回っていました。

爽やかな初夏を駆ける� ５月14日

第 41 回富士裾野高原マラソン大会が運動公園陸上競技場とパノ
ラマロード周辺で行われました。北は北海道から南は宮崎県まで、
3,189 人が出場。残念ながら富士山は雲に隠れていましたが、新
緑の爽やかな初夏の裾野路を市民ランナーが楽しみました。

マリーゴールドの苗が2,000鉢� ５月23日

手をつなぐ育成会ときゃべつくらぶが、市営墓地の花壇にマリー
ゴールドの苗を植えました。花の苗はみどり作業所で育てられたもの。
さんさんと降り注ぐ日差しの中で「みんなでやると楽しくはかどる
ね」と言葉を交わし、汗をぬぐいながらも、笑顔で作業をしていました。

不二聖心でお茶摘み体験� ５月17日

西小学校 3 年生が、不二聖心女子学院の不二農園で茶摘み体験
をしました。西小からは徒歩で 30 分の道のり。農園の管理者から
注意事項を聞きさっそく茶畑へ。中学校のお姉さんとお話をしなが
ら楽しいひと時を過ごしました。

アシタカツツジの特徴を知る� ５月14日

アシタカツツジ講座が行われ、17 人が参加しました。講師は、
富士山自然史研究会会員で植生学会会員の菅沼久夫さん。参加者は
ツツジをはじめ富士山周辺に生息する植物の解説を聞きながら、富
士山資料館から富士山遊歩道、愛鷹ツツジ群生群落まで歩きました。

青空の下、全16チームが熱戦� ５月20・21日

第 5 回裾野ライオンズクラブ富士山カップ選抜学童野球裾野大
会が運動公園野球場などで行われました。県内の 16 チームが集ま
り熱戦を繰り広げました。市内からも「深良ガッツ少年野球団」を
はじめ 3 チームが出場し、日ごろの練習の成果を発揮しました。
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市営墓地は、深良中学校から１km上ったところにあり
ます。今回、既に整備が済んでいる 76区画の墓所使用者
を募集します。申込受付期間は、７月７日㈮までで、引き
渡しは９月初旬ごろになります。募集区画は残りわずかと
なりました。市内に墳墓がない方は、お申し込みください。

生活環境課　 995-1816

募集区画は 76区画

３平方メートル（標準タイプ）／ 75 区画
１号墓域

▲

３区画
２号墓域

▲

１区画
３号墓域

▲

71 区画
６平方メートル（倍区画タイプ）／１区画
　※４～９号墓域は未完成

市や近隣市町に住民登録がある方、
市内に通勤している方が対象

　次のいずれかに該当する市内に墳墓を持っていない
方、または改葬予定の方が対象です。
●市に住民登録がある方
●沼津市、三島市、御殿場市、長泉町、清水町、小山

町に住民登録がある方、または市外に住んでいて市
内の事業所に勤務している方

※市内の事業所を退職した方はご相談ください。
※申し込みは、１世帯につき１区画です。

申し込みは７/７㈮まで

申込方法／生活環境課または富岡支所、須山支所にあ
る墓所使用申込書に必要事項を記入し、住民票（市
外に住み、市内事業所に勤務している方は勤務証明
書も必要）を添付して生活環境課へ直接提出してく
ださい。
※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。
申込受付期間／７月７日㈮まで　９時～ 17 時
　※土・日曜日を除く

使用区画抽選会

申し込んだ方は、参加してください。
とき／７月 14 日㈮　14 時～
ところ／市役所地下会議室

引き渡しは９月初旬ごろ

抽選会で使用区画が決定したら、墓所使用許可申請
書を提出し、永代使用料と管理料を納付してください。
市から墓所使用許可証が送られ、引き渡しとなります。
引き渡しは、９月初旬ごろになります。墓所の使用を
急ぐ方はご相談ください。

永代使用料と管理料は
墓所使用許可申請時に納付

墓所使用許可申請をするときに、永代使用料と管理
料を納付してください。墓所の使用が許可された方に
は、実際に使用していない場合でも、毎年管理料がか
かります。

一度、納付された永代使用料と管理料は返金しませ
ん。ただし、実際に墓所を使用せず、墓所の使用許可
を受けた日から２年以内に返還する場合は、永代使用
料の２分の１を返金します。

3㎡（標準） 6㎡（倍）

永代
使用料

市に住民登録
がある方 430,000 円 860,000 円

市外に住民登
録がある方 570,000 円 1,140,000 円

管理料（年間） 5,140 円 10,280 円

使用申し込みから引き渡しまで

▼

▼

▼
墓所使用許可書の発行・引き渡し（９月初旬）

墓所使用許可申請、永代使用料・管理料の納付

抽選会・使用区画の決定（７/14㈮）

墓所使用申込書の提出（７/７㈮まで）
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市営墓地 76 区画の墓所使用者を募集
申込受付は７/ ７㈮まで



※広報すその６月１日号16ページのお知らせに掲載した内容に誤りがありました。おわびして訂正します。
　「元メダリスト選手 水鳥寿思氏による体操体験会」講師の正しい読み仮名は「ひさし」です。

インフォメーション

健康診査実施医療機関一覧
おわびと訂正

健康診査の受診票に同封した
『平成 29 年度裾野市・沼津市・
清水町・長泉町がん検診等、特定・
後期高齢者健康診査実施医療機関
一覧」裏面の大坂屋クリニックの
検診項目に誤りがありました。お
わびして訂正します。

正しくは、大坂屋クリニックで
は、胃がんバリウム検診は実施し
ません。
健康推進課　992-5711

昭和 61 年 10 月に市議会
議員に当選し、４期 16 年に
わたり市議会議員を務めまし
た。裾野インターチェンジや
中島苑の建設の推進、裾野赤
十字病院の医療の充実など市
民の社会福祉の増進や生活環
境の充実に尽力するなど、市
政の発展に寄与しました。

昭和 45 年に富岡第一小学
校教諭として、初めて教壇に
立ち、東小学校など駿東地区
の小・中学校の校長を歴任し
ました。東部教育事務所生涯
学習担当参事、全国連合小学
校理事を歴任し、退職後は駿
東地区教育協会理事として、
教育の発展、充実に貢献しま
した。

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　

Information

竹灯り七夕まつり

園内通路に竹灯りを配置する夜
間開放イベントを開催します。

７月７日㈮　18 時～ 21 時
中央公園
駐車場／中央公園駐車場
商工観光課　995-1825

自衛官採用制度説明会

７月２日㈰・16 日㈰　13 時～
17 時

　８月４日㈮　９時～ 12 時
市役所地下会議室
募集項目や資格、試験日程、待
遇などの説明
自衛隊三島募集案内所
　989-9111

母子家庭等医療費助成制度

母子家庭等医療費助成制度は、
ひとり親家庭などの方の医療費

（保険診療の自己負担分）を市が
助成する制度です。対象の方は、
手続きをしてください。

20 歳の誕生日前日までの児童
のいる、所得税非課税世帯（同
居している方も含む）の方で、
次のいずれかに当てはまる方

　●母子家庭の母と児童
　●父子家庭の父と児童
　●父母のない児童

子育て支援課
対象者全員分の健康保険証、口
座が分かるもの、はんこ

【受給者証の更新手続き】
現在の母子家庭等医療費助成金

受給者証の有効期限は６月 30 日
㈮までです。更新の手続きをして
ください。手続きをしないと７月
１日㈯から医療費の助成を受けら
れなくなりますので、ご注意くだ
さい。

６月 23 日㈮～ 30 日㈮
　※㈯㈰を除く

子育て支援課
郵送された母子家庭等医療費助
成金受給者証申請書、旧受給者
証、対象者全員分の健康保険証、
はんこ　※平成 29 年 1 月 2 日
以降に当市に転入した方は、平
成 28 年分源泉徴収票、平成
28 年分確定申告の控え、平成
29 年度課税（非課税）証明書
のいずれかが必要
子育て支援課　995-1841

藤森 周一郎さん
元市議会議長

旭
日
双
光
章

瑞
宝
双
光
章

芹澤 修さん
元公立小・中学校校長

春の叙勲
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インフォメーション

Information

富士山マイカー規制

富士山の自然を守り快適な登山
のため、マイカー規制を実施しま
す。規制期間中はマイカーの通行
ができません。有料の乗換駐車場
を利用し、有料のシャトルバスや
タクシーに乗り換えてください。
ご協力をお願いします。
富士宮口（富士山スカイライン）

７月 10 日㈪９時～９月 10 日
㈰ 18 時
須走口（ふじあざみライン）

７月 10 日㈪ 12 時～９月 10
日㈰ 12 時
駐車料金／１台 1000 円
県道路企画課
　054-221-3359

労働保険料などの申告・納付

労働保険の概算・確定保険料と
石綿健康被害救済法の一般拠出金
の申告・納付を期限までに行って
ください。
申告・納付／最寄りの金融機関ま

たは、静岡労働金庫、労働基準
監督署へ申告書を添えて労働保
険料などを納付してください。
申告書のみ提出／静岡労働局労働

保険徴収課または、労働基準監
督署へ提出してください。
７月 10 日㈪
労働保険料などの納付は、口座
振替が便利です。
コールセンター

７月 12 日㈬　９時～ 17 時
　※㈯㈰を除く

0120-335-546
静岡労働局労働保険徴収課
　054-254-6316

しずおか市町対抗駅伝
合同強化練習

しずおか市町対抗駅伝に向けて、
陸上長距離の合同練習会を開催し
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 24 日㈯・８月 13 日㈰ 17
時～19 時、９月 18 日㈪・10 月
21 日㈯・29 日㈰９時～ 11 時
運動公園陸上競技場
市内に住んでいるか通勤・通学
している小学生以上の方
裾野市チームのコーチが、陸上
競技（中・長距離）の指導をし
ます。
11 月以降も開催します。
生涯学習課　992-3800

不発弾事故を防ぐ３カ条「入らない！」「さわらない！」「まず連絡！」

不発弾事故根絶のために

３「まず連絡！」
演習場内で砲弾などを見つけた場

合は、現状のままにして、その場所
を富士学校へ連絡してください。演
習場外で見つけた場合は、警察へ連
絡してください。

�富士学校　0550-75-2311
　平日▶
　　演習場管理課　内線 2291
　㈯㈰・祝日▶
　　当直　内線 2302

写真提供：陸上自衛隊富士学校

〜 安全を確保するために 〜
① 自衛隊は、定期的に

不発弾捜索を行って
います。

② 米軍も捜索に協力し
ています。

③ 赤い柵を設置して、
特に危険な地域を表
示しています。

１「入らない！」
演習場では、射撃訓練や爆破訓練

を行っていて大変危険です。演習場
の土地所有者、入会組合の関係者以
外の一般の方は、演習場内に入るこ
とは禁止されています。法令によっ
て罰せられます。

２「さわらない！」
演習場内で写真のような砲弾など

を発見した場合は、絶
対に触れないでくださ
い。非常に危険です。
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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。

７月７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

すその夏まつり花火大会
桟敷券などの販売

８月５日㈯に運動公園で行うす
その夏まつり花火大会の桟敷券な
どを販売します。販売は、券がな
くなり次第終了します。

７月５日㈬　９時～
●桟敷券・スタンド席券・野球
場外野席券・障がい者駐車券

▲

観光協会（中央公園内）●桟敷
券・スタンド席券

▲

市役所、富
岡支所、市民文化センター、須
山支所●桟敷券

▲

大野路、清月、
永田モータース、大庭電化セン
ター、恋路亭、さいとう看板、
豆久、みしまや（佐野）、ユーフォ
ト
●桟敷券（駐車券付き）１万２千
円●桟敷券（駐車券なし）１万円
●スタンド席券（駐車券なし）
２千円●野球場外野席券（駐車
券なし・ 指 定 席・ 選 択 不 可）
３千円●障がい者駐車券２千円
障がい者駐車券の購入は、障が
い者手帳または、療育手帳が必
要です。
夏まつり実行委員会事務局
　992-5005

ビブリオバトル
『たにちゅー』がやって来る！

ビブリオバトルの考案者谷口忠
大（たにちゅー）さんが、ビブリ
オバトルの面白さやポイントを伝
えます。

８月９日㈬　13 時～ 15 時
東西公民館（鈴木図書館３階）
20 人（先着順）
谷口さんの講演とワークショッ
プ
電話またはファクスで鈴木図書
館へお申し込みください。
鈴木図書館　992-2342
992-2373

いわなみキッチン

いわなみキッチン（産業連携地
域プラットフォーム拠点施設）が、
レンタルスペース・レンタルキッ
チンとしてどなたでも利用できる
ようになりました。会議や勉強会、
料理教室などで利用できます。

㈪～㈭　９時～ 17 時
岩波 249-1
利用料金

　 １時間 終日
（８時間以上）

ホールのみ 500円 4,000 円
ホール・
キッチン 1,000 円 8,000 円

いわなみキッチンへ電話または
メールで利用日の１週間前まで
にお申し込みください。

939-5800
iwanami.kitchen@

　gmail.com
いわなみキッチンでは、毎週金
曜日に行う中小企業相談の他、
ビジネスセミナーなど各種イベ
ントを開催しています。
商工観光課　995-1857

自動販売機の設置者

鈴木図書館に自動販売機を設置
する事業者を募集します。
設置場所／図書館屋外敷地内 
販売品目／清涼飲料水　※缶・瓶・

ペットボトル・紙パックなどの密
閉された容器のものに限る
台数／１台
貸付期間／８月１日㈫～平成 32

年７月 31 日㈮
選定方法／制限付き一般競争入札

募集要領を確認し、鈴木図書館
へ必要書類を提出してください。

　※募集要領などは市公式ウェブ
サイトからダウンロード可
６月 29 日㈭～７月７日㈮　９
時～ 17 時　※７月３日㈪（休
館日）を除く
鈴木図書館　992-2342

ひきこもり家族教室

ひきこもりについての学習や話
し合い、情報交換ができる教室で
す。

①７月25日㈫　②８月22日㈫
　③９月26日㈫　時間はいずれも

13 時 30 分～ 16 時
東部総合庁舎（沼津市高島本町）
ひきこもりの状況にある 18 歳
以上の方を持つ家族で、初めて
受講する方
①ひきこもりの基礎知識②具体
的な家族の対応③支援窓口につ
いて
講師／①精神保健福祉センター職

員② NPO 法人職員③就労支援
機関職員
事前に、保健師・精神保健福祉
士が家族と面談を行います。
県東部健康福祉センター

　福祉課　920-2087

お知らせ
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インフォメーション

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。

７月４日㈫、18 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

弁護士による法律相談

弁護士が各種法律の相談に応じ
ます。相談は予約制です。

７月 20 日㈭　10 時～ 12 時
　※１組 20 分以内

市役所４階 401 会議室
６組（先着順）
７月３日㈪　８時 30 分～
相談内容によっては、他の相談
で対応する場合があります。
戦略広報課　995-1802

夏のわんぱくキャンプ

アウトドア料理、キャンプファ
イヤーなど「人と人がふれあう楽
しさ」を感じることができる野外
体験活動です。

８月４日㈮～６日㈰

十里木キャンプ場
市内の小学４～６年生
80 人（先着順）
小学校で配布される申込書に必
要事項を記入し、生涯学習課へ
提出してください。
７月１日㈯、２日㈰　９時 30
分～ 13 時
生涯学習課　992-3800

ソーラークッカーと
エコたわしづくり

ソーラークッカー（太陽光で調
理する器具）の作製と調理やアク
リル毛糸で、自然に優しいエコた
わしを作ります。

７月 25 日㈫　９時 30 分～ 12
時ごろ
南児童館２階集会室
小学生以上の方
20 人（先着順）

講師／三島市ストップ温暖化推進
員
200 円（材料費含む）
南児童館へ参加費を添えてお申
し込みください。
６月 24 日㈯～７月 21 日㈮
飲み物、帽子など
雨天、曇天時は調理を行いませ
ん。
生活環境課　995-1816
　南児童館　993-1881

夏休み勾玉づくり講座

石を削ってオリジナルの勾玉を
作ります。

７月 30 日㈰
午前の部▶ 10 時～ 12 時
午後の部▶ 14 時～ 16 時
富士山資料館
小学３年生以上の方
各 20 人（先着順）
300 円（キット代含む）
７月５日㈬～ 20 日㈭
汚れても良い服、マスク、飲み
物など
富士山資料館　998-1325

親子エコキャンドルづくり

家庭で使い終わった油を活用し、
エコキャンドルと廃油石けんを作
ります。

８月 19 日㈯　９時 30 分～ 11
時 30 分ごろ
北児童館
小学１～３年生と
その保護者
20 組（先着順）

講師／北上えこくらぶ
200 円（材料費含む）
北児童館へ参加費を添えてお申
し込みください。
７月１日㈯～８月 12 日㈯
生活環境課　995-1816
　北児童館　997-8400
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お知らせ

７月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

１日㈯ 小川設備工事店
☎993-2074

２日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

８日㈯ 田央設備㈲
☎997-5175

９日㈰ ㈲細野設備
☎992-2465

15日㈯ ㈱西島工業
☎993-1070

16日㈰ ㈱駿東管工
☎992-5728

17日㈪ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

22日㈯ 植松水道
☎992-4644

23日㈰ ㈲富士設備
☎997-1507

29日㈯ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

30日㈰ 鈴木住宅設備
☎993-3901

１日㈯ 市立水泳場開場
富士山登山道須山口開山式

２日㈰ 婦人バレーボール大会

８日㈯ 社会福祉大会

21日㈮ 市立幼稚園１学期終業式

24日㈪ 市立小・中学校
１学期終業式

７月　カレンダー

データバンク
６月１日現在

人　口　52,568人� （+30人）
　男　　26,712人� （+ 4人）
　女　　25,856人� （+26人）
世　帯　21,652世帯�（+29世帯）
内、外国人� 780人�456世帯

７月　税金・料金
納付期限：７月 31 日㈪

固定資産税・都市計画税 第２期分
国民健康保険税 第１期分
介護保険料 第１期分

戦没者遺児による慰霊
友好親善事業の参加者

日本遺族会では、戦没者遺児に
よる慰霊友好親善事業を行います。

戦没者の遺児
父などが戦没した旧戦域で慰霊
追悼を行い、同地域の住民の方
と友好親善を図ります。
10 万円
県遺族会　054-261-7796

第 56回市民水泳大会

８月５日 ㈯　９時～
市立水泳場
市内に住んでいるか、通勤・通
学している小学 1 年生以上で、
20 ｍ以上泳げる方
１種目 ▼ 100 円
リレー ▼ 400 円（１チーム）
市民体育館へ直接お申し込みく
ださい。
６月 16 日㈮～７月 16 日㈰
小学３年以下は１人２種目以内。
小学４年生以上は１人３種目以
内（リレー別枠）。
市民体育館　993-0303

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。

７月５日㈬　13 時～ 16 時
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

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。

７月 27 日㈭　10 時～ 13 時
市役所 1 階市民相談室
14 人程度（先着順）
７月 13 日㈭
国保年金課　995-1813
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７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 ㈯ 望星第一クリニッ
ク 922-0222 柳町 池田病院 986-1212 本宿 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

2 ㈰

やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 五十嵐クリニック 934-6700 志下

本村クリニック 969-0001 大塚 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

3 ㈪ 杉山医院 992-0028 平松 萩野クリニック 966-7111 根古屋 西村医院 971-6510 下土狩

4 ㈫ べっく・メディカ
ル・クリニック 921-1300 西沢田 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

5 ㈬ 林医院 931-1120 住吉町 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 よざ小児科医院 967-5722 原

6 ㈭ あめみや内科 935-1159 吉田町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

7 ㈮ 村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 遠藤クリニック 975-8801 久米田 田中医院 921-2053 高島町

8 ㈯ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原
ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

9 ㈰

あそうクリニック 929-7575 筒井町 守重医院 931-2511 我入道
　江川

永野医院 962-4450 大岡 西村医院 971-6510 下土狩

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮

10 ㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

11 ㈫ さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 鈴木医院 993-0430 佐野 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑
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７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

2 ㈰ つちや耳鼻咽喉科医院
0545-30-8003 厚原　　

吉村眼科内科医院
984-1333 長伏　　

ウスイクリニック
980-5580 下土狩　

栗田歯科医院
986-1667 下土狩　

9 ㈰ 耳鼻科サイラクリニック
935-1133 市場町　

本田さくら眼科医院
951-1365 大手町　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

木の花歯科医院
972-0097 堂庭　　

日 内 科 外 科 小 児 科

12 ㈬ 森岡医院 962-1084 大岡 松原医院 962-1496 白銀町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

13 ㈭ 今井医院 921-3211 五月町 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

14 ㈮ 杉山医院 972-3223 伏見 白石医院 951-4593 市道町 よざ小児科医院 967-5722 原

15 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

13
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７月の休館日

●７月の行事予定
おはなしの会
 １日㈯ 14時30分〜 本館1階おはなしのへや
 ８日㈯ 11時〜 文化センター図書室

親子おはなし広場
 ４日㈫ 10時30分〜 本館２階展示室

ファーストブック
 12日㈬  9時〜12時 本館２階展示室
 19日㈬ 13時〜16時 本館２階展示室

16ミリ映画祭
 22日㈯ 10時 市民文化センター

親子ふれあいデー
 13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
 28日㈮ 10時〜17時 本館２階展示室
　 ※開放日は変更になる場合があります。

●親子おりがみ教室
と　　き／７月29日㈯　午前の部▶10時〜12時
　　　　　午後の部▶13時30分〜15時30分
と こ ろ／本館２階展示室
定　　員／各15組
申し込み／７月８日㈯９時から受け付けます。　※電話可
そ の 他／駐車場に限りがあるため、公共交通機関または
　　　　　市役所駐車場をご利用ください。

３日㈪、10日㈪、18日㈫、
24日㈪、31日㈪

佐藤　柚
ゆず
歩
ほ

ちゃん
（３歳・石脇）

勝又　煌
こ こ ろ
心ちゃん

（２歳 10 カ月・呼子）

長井　真
ま こ と
心くん

（２歳８カ月・佐野二）

●青の王　The King of Blue Genies
著：廣嶋玲子　東京創元社

●ニャンニャンにゃんそろじー nyan-nyan nyanthology
著：有川浩・ねこまき　講談社

●ライオン・ブルー　Lion Blue　著：呉勝浩　KADOKAWA

●赤いゾンビ、青いゾンビ。
著：川上弘美　絵：門馬則雄　平凡社

●五月の雪　著：クセニヤ・メルニク　訳：小川高義　新潮社

●ケータイくんとフジワラさん
作：市川宣子　絵：みずうちさとみ　小学館

●なんにもできないおとうさん
作・装幀：ひがしちから　あかね書房

●おばあちゃんがこどもだったころ　著：菅沼孝浩　岩崎書店

●ええたまいっちょう！
作：くすのきしげのり　絵：吉田尚令　岩崎書店（えほんのぼうけん　80）

●ノラネコぐんだん　あいうえお
著：工藤ノリコ　白泉社（コドモエのえほん）　

一般書

児童書
新刊おすすめ本

田村　太
たい
陽
よう

くん
（２歳８カ月・本村下）

加藤　暖
はる
人
と

くん
（３歳・千福が丘）


