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花畑作業スケジュール～パノラマ遊花の里～

【５月】 ▼会員である地元農家の方々の協力で、菜の花
の刈り取りを行った後、畑を耕し、肥料をまきまし
た。

【６月】 ▼６月 20 日㈫にみのり会など 65 人でコスモ
スの種まきと彼岸花の植栽を行いました。

【７月中旬～９月上旬】 ▼ ７月 15 日㈯に約 160 人の
方々が集まり、生育の早い黄花コスモスの種をまき
ました。コスモスの生育促進と景観向上のために、
畑の草刈りや草取りを行います。

【９月中旬～下旬】 ▼色とりどりのコスモスの花が見ご
ろを迎えます。

【10 月】 ▼ 10 月 10日㈫
以降にコスモスの刈り
取りを行った後、畑を
耕し、菜の花の種をま
きます。

【３月下旬～４月中旬】
　 ▼菜の花が見ごろを迎
えます。

富士山の眺望が自慢のパノラマロード。パノラマロードを花でいっぱいにする会で
は “ パノラマ遊花の里 ” に、コスモスや菜の花などの景観作物を植え、市内外の方々
に富士山と花の景観を楽しんでもらう活動を行っています。今月の中旬から下旬にか
けてコスモスの花が満開となり見ごろを迎えます。富士山をバックに咲き誇るコスモ
スをお楽しみください。

絶景花畑は市民協働で作りました
～一緒に花畑を作りましょう～

　コスモスや菜の花の花畑は、パノラマロードを花で
いっぱいにする会と市が協力し、畑の耕うんや草刈り
を行い作り上げたものです。種まきや草取りなどのイ
ベントを開催し、市民や企業、各種団体の皆さんが、
集まって作業を行っています。
　パノラマロードを花でいっぱいにする会では、一緒
に花作りをしてくれる会員を募集しています。個人、
団体を問いません。年会費は無料です。

特集１

富士山を背に咲き誇る花は絶景
裾野から全国へ “ 市民協働による自慢の花畑 ”
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第 7回『富士山パノラマ菜の花＆コスモス』
フォトコンテスト作品募集

　パノラマロードを花でいっぱいにする会が栽培管理
する菜の花畑・コスモス畑と富士山が写っている写真
を応募してください。
応募方法／所定の応募票に必要事項を記入し、作品の

裏側に貼り付けて提出（郵送可）
応募締切／ 11 月 30 日㈭必着
応募規定／未発表作品で、他に発表予定のないもので、

平成 28 年１月１日以降に撮影された、カラーの２
Ｌ・キャビネプリントの単写真。１人３点以内とし
ます。

応募上の注意／●必ず富士山を入れて撮影してくださ
い。●菜の花・コスモス以外でも、会で栽培管理し
ている畑に咲く花やパノラマロード沿線の花も対象
になります。●人物などの肖像権は、応募時に応募
者が了解を得ているものと判断します。

賞／●最優秀賞（１点・賞金１万円）●優秀賞（２点・
賞金５千円）●佳作（５点以内・賞品）

応募先／〒 410-1192　佐野 1059　パノラマロード
を花でいっぱいにする会事務局（農林振興課）

特集１

農林振興課
995-1823

　富士山に向かうパノラマロード沿いの「コスモ
ス」、富士山資料館周辺の「そばの花」、遊園地ぐ
りんぱの「ダリア」などが９月に花の見頃を迎え
ます。麗峰富士を背にさまざまな花が咲き誇る姿
を楽しむことができます。各花畑では趣向を凝ら
したイベントが開催されます。
　また、三大花まつりを巡るスタンプラリーも開
催され、抽選ですてきな賞品が当たります。
　コスモスまつり

９月 16 日㈯〜 17 日㈰　９時〜 15 時
パノラマ遊花の里（梅の
里・ヘルシーパーク裾野
入口）
市観光協会　992-5005

　そばの花まつり
９月 16 日㈯〜 17 日㈰　９時〜 14 時
須山十里木そば畑（富士
山資料館近く）
JA なんすん（泉支店）

　992-2020
　天空のダリア祭り

10 月 9 日㈪まで　９時〜 17 時
　※平日は９時 30 分〜

遊園地ぐりんぱ
●入園料が必要
㈱フジヤマリゾート

　998-1111

富士山すその三大花まつり2017
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踏切踏切

←御殿場←御殿場 沼津→沼津→

駅舎駅舎
ホームホーム

フェンス
設置範囲
フェンス
設置範囲

　平成 30 年度に駅舎を地上に移設し、平成
31 年度に上り線ホーム、多機能トイレが新
たに使えるようになります。平成 32 年度に
はエレベーターを新設し供用を開始します。

平成 32 年度末供用開始を目指して今年度から、JR 東海㈱が岩波
駅のバリアフリー化工事を行います。ホーム中央付近にエレベーター

（車イス対応）を設置し、段差の解消を図ります。また、通勤時の混
雑緩和と安全対策として、上り線ホームを新設します。

特集２

岩波駅が生まれ変わります
ホームが新設されエレベーターが設置されます

既設トイレ

既設駅舎

地上駅舎
（新設）

多機能トイレ（新設） スロープ（新設） エレベーター
（新設） 転落防止柵新設

内方線付き点状ブロック新設

エレベーター（新設）

下り本線

沼津→←御殿場

上り本線

企画政策課
995-1804

平成 31年度に上り線ホーム・平成 32年度にはエレベーターを新設！

岩波駅前にフェンスを設置

完成イメージ

スケジュール

平成 29 年度 工事設計、支障移転など

平成 30 年度 地上駅舎・上り線ホーム・多機能トイレ新設、
内方線付き点状ブロック設置などの工事

平成 31 年度 通路新設、駅舎移転などの工事
平成 32 年度 エレベーター・スロープ新設などの工事

　11 月から駅前広場工事ヤードとして使用するため、フェンスを設置します。設置期間中は、送迎専用駐車場
がなくなります。大変ご不便をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
フェンス設置期間／ 11 月〜平成 33 年 3 月

工事用車両
出入口
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国保税を滞納すると制度の利用に制限
医療費の支払いの差し止めも

　資格証明書を交付された方が医療機関などにかかっ
たときは、医療費の全額を医療機関などに支払う必要
があります。支払い後、市役所で特別療養費の支給申
請を行えば、７割分が支給されます。この７割分を滞
納している国保税に充当することがあります。
　資格証明書を交付されていて１年６カ月以上の滞納
がある方は、医療費や葬祭費など保険給付の全部また
は一部の支払いが一時差し止められます。
◆税金の納付に困ったときは相談を

税金の納付に困ったら、市役所１階管理納税課へご
相談ください。毎月第１・３水曜日は 19 時まで夜間
納税相談を行っています。お気軽にご利用ください。

管理納税課　995-1811

引っ越しや就職などをしたら
14日以内に届け出を

　国民健康保険に加入するときや脱退するとき、引っ
越すときなどには、届け出が必要です。届け出は 14
日以内に自身か家族などの代理の方が行ってください。

【届け出時の持ち物】
①職場の健康保険をやめた（会社を辞めた）

▼職場の健康保険をやめた証明書
②家族の職場の健康保険の被扶養者でなくなった

▼被扶養者でなくなった証明書
③職場の健康保険に入った（会社に勤めた）

▼国保の保険証、職場の健康保険の保険証（未交付
の場合は職場の健康保険に加入した証明書）

④家族の職場の健康保険の被扶養者になった

▼国保の保険証、家族の職場の健康保険の保険証（未
交付の場合は被扶養者になった証明書）

⑤保険証をなくした・汚れて使えなくなった

▼本人確認できるもの、認め印、汚れた保険証

10/1 ㈰からクリーム色の新保険証に

　現在、使っているうぐいす色の保険証の有効期限は
９月 30 日㈯です。新しい保険証はクリーム色です。
更新方法／新保険証を９月 30 日㈯までに市から対象

の世帯に郵送します。10 月になっても新しい保険
証が届かない場合はご連絡ください。古い保険証は、
世帯主が確実に破棄してください。市に返却する必
要はありません。

郵送方法／普通郵便で郵送します。特定記録郵便また
は簡易書留での郵送を希望する方は、９月８日㈮ま
でに国保年金課国保係へご連絡ください。

◇退職者医療制度
長年勤めていた会社を退職した方で、国保の退職者

医療制度に該当する方には、対象者用の保険証を郵送
します。

国保税滞納者には短期者証、資格証明書を交付

国保税を滞納している方には、有効期限の短い国民
健康保険短期被保険者証または国民健康保険被保険者
資格証明書を交付します。
◇国民健康保険短期被保険者証（短期者証）

対象者には事前に、短期者証になることを通知しま
す。その後、国保税を納付すると、通常の保険証が交
付されます。
対象／特別な理由がなく、前年に国保税を滞納してい

る方
有効期限／３カ月（一部６カ月）
◇国民健康保険被保険者資格証明書（資格証明書）

資格証明書は 10 月２日㈪から交付します。その後、
滞納している国保税を納付すると、短期者証または通
常の保険証を交付します。
対象／特別な理由がなく、国保税を１年分以上滞納し

ている方で、短期者証が交付されていない方

国民健康保険は、加入者が納めた国民健康保険税（国
保税）で病気やけがをしたときに助け合う公的健康保険
制度です。10 月１日㈰から国民健康保険被保険者証（保
険証）が新しくなります。新しい保険証は、９月 30 日
㈯までに郵送します。国保税を納めないと、保険証が交
付されないことがあり、制度を有効に利用できません。
国保税の納付に困ったときはご相談ください。

国保の保険証を 10/1 ㈰更新
国保税は期限内に納付を！

特集３

国保年金課
995-1814

新

旧

5
2017.9.1



昨年は 301件の相談に対応
中小企業相談事業『Suso-biz』

販路拡大や起業に関する相談会を開催しています。
希望する方は、事前にお申し込みください。

毎週金曜日　９時〜 17 時
いわなみキッチン
どなたでも相談できます。市に住民登録のある方や
市内で事業を行っている方、市内に本店・支店があ
る法人を優先します。
１日７組程度
Suso-biz 専用電話 943-7867 または、商工観光課
へ電話、ファクス、メールでご連絡ください。

◆ Suso-biz 開設１周年イベントを開催
　Suso-biz は、開設から１周年を迎えました。それ
を記念して、イベントを開催します。

11 月２日㈭　19 時〜
生涯学習センター２階学習室

裾野のヒト・モノ・コト・情報を料理し、
おいしい時間を過ごす場『いわなみキッチン』

『いわなみキッチン』は、ヒト・モノ・コト・情報
の拠点として今年４月に設立しました。「利用者がシェ
フとなって、地元のヒトやモノを素材に、面白いコト、
面白い情報になるよう料理をしながら、おいしい時間
を過ごす場」をコンセプトに運営しています。

地域に住む方や働く方が集い、コミュニケーション
し、つながる場として利用できます。ぜひ、ご利用く
ださい。

410-1101　岩波 249　 939-5800
iwanami.kitchen@gmail.com
https://www.iwanami-kitchen.com

気軽に集まって勉強できるビジネスセミナー
『いわなみキッチンアカデミー』

組織マネジメントや起業、企画・販促など市内で働
く皆さんの役に立つビジネスセミナーを開催します。

とき 講師

９月 27 日㈬ 増田忍さん
（ビューティーチェリー代表）

10 月 11 日㈬ 川村結里子さん（㈱結屋代表取締役）

11 月１日㈬ 津賀由布子さん
（㈲サンディオス代表取締役）

いわなみキッチン
氏名、連絡先、メールアドレスを、商工観光課また
はいわなみキッチンに電話またはファクス、メール
でご連絡ください。

岩波駅前に、創業や販路開拓、産業活性化などを支援する
産業地域連携プラットフォーム「いわなみキッチン」が立ち
上がりました。レンタルスペース、レンタルキッチンのサー
ビスを提供しています。セミナーや勉強会、パーティなどを
開催しています。

特集４

『いわなみキッチン』をご利用ください
中小企業を支援！ 産業を活性化

商工観光課
995-1857
995-1864

shoukou@city.susono.shizuoka.jp

中小企業を補助金や利子補給でバックアップ

いわなみキッチン

補助金の交付などを希望する方は、商工観光課
へご相談ください。
・中小企業販路拡大事業補助金

▼展示会や見本市などに自社製品や自社技術を
出展する場合に補助します。（対象経費の 2/3
以内、上限 20 万円）

・特別政策資金利子補給制度

▼県特別政策資金、総合特区利子補給に係る貸
付を利用する中小企業に利子補給します。（利
子補給率 0.47%）

・中小企業経営革新事業補助金

▼県の経営革新計画の承認を受けた事業を実施
する場合に補助します。（対象経費の 1/2、上限
100 万円）

・小口資金利子補給制度

▼事業資金を低利で借りられます。（融資限度
700 万円、利子補給率 1.08％）
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農業委員会は、法令に基づき、農地の売買、貸借、転用などの審査を行う他、
担い手への農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促
進などの業務を行います。農業委員会等に関する法律が改正され、農地などの
利用の最適化を推進するため、農業委員とは別に新たに農地利用最適化推進委
員が新設されました。農業委員と農地利用最適化推進委員の任期は、平成 32
年 7 月 19 日までの 3 年間で、連携して業務を行います。

農業委員12人、農地利用最適化推進委員10人が決定
任期は平成 32 年７月 19 日まで

特集５

芹澤 渉一
〔東〕

永田 榮泰
〔富岡〕

髙草 富一
〔東〕

関野 孝平
〔西〕

杉山 勝良
〔須山〕

大庭 学
〔深良〕

渡邉 秀行
〔須山〕

志村 重利
〔深良〕

荻田 能文
〔富岡〕

西島 美津代
〔西〕

杉山 邦利
〔須山〕

飯塚 芳正
〔東〕

眞田 正昭
〔富岡〕

服部 敏淳
〔西〕

神戸 俊之
〔深良〕

鈴木 昭子
〔富岡〕

杉山 克己
〔東〕

手綱 史芳
〔須山〕

勝又 俊博
〔深良〕

勝又 実佐男
〔富岡〕

島 徹夫
〔富岡〕

岡田 葊正
〔東〕

農業委員会
（農林振興課）
995-1824

●農業委員　※〔　〕は担当地区、敬称略

●農地利用最適化推進委員　※〔　〕は担当地区、敬称略
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フォトグラフ

Photograph ９月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／運動公園

協定締結後、初の交流事業� 7月31日～8月1日

特産品相互協定を結んだ大阪府泉佐野市の中学生 32 人が、運動
公園を練習場にサッカー合宿を行いました。協定を機に人の交流も
したいと実現しました。市内中学校サッカー部との合同練習や交流
試合も行いました。

市まち・ひと・しごと創生会議が生涯学習センターで開催されま
した。産官学金労言と市民の代表の委員が集まり、市まち・ひと・
しごと創生総合戦略の進捗状況を検証し、今後の取り組みへの提言
について議論しました。

まち・ひと・しごと創生会議を開催� 7月26日

第 18 回太輝音カップＵ 10 少年サッカー大会が、7 月 23 日㈰
に運動公園陸上競技場で開催されました。この大会には市内と駿東
地区の８チームが参加し熱戦を繰り広げました。選手たちは家族ら
の声援を受けながら、元気一杯にサッカーボールを追いかけました。
激闘を戦い抜いた選手たちの表情はピッチで晴れ晴れしていました。

目指せ！　夢叶うまで
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Photograph 2017.8

ごみの行方を探ろう� ８月10日

環境イベントの一環として、美化センターと最終処分場を見学し、
ごみの分別などの説明を受けました。普段何気なく出しているごみ
がどこでどのように処分されているかを知ることができました。ま
た資源となるごみの種類の多さに驚いていました。

紙飛行機　天まで届け� ８月３日

沼津高専准教授の鈴木さんを招いて、夏休み子ども体験講座「紙
飛行機を作ろう、滑空しよう！」が東西公民館で行われました。飛
行機が飛ぶ原理を学んだあと、紙飛行機を折りました。一列に並ん
で作った飛行機をみんなで飛ばしてみました。

華やかな浴衣姿で夏の風情� ８月12日

第 44 回富岡地区夏祭り大会が富岡第一小学校グラウンドで開催
されました。大勢の人が夏の風情を楽しみました。やぐらの上で、
浴衣姿の富中生らが盆踊りを披露すると、その周りを囲んだ色とり
どりの浴衣を着た子どもたちも笑顔で踊りました。

剣士100人が真剣勝負� ７月５日

第 17 回植松杯剣道大会が西中学校体育館で行われました。小学
校、中学校、高校、一般の部で約 100 人の剣士がしのぎを削りま
した。交流のある牧之原市、御前崎市からも参加。体育館に剣士の
声と竹刀の音が響き渡りました。

自己ベスト目指して� ８月５日

市民水泳大会が市立水泳場で行われました。小学生から一般まで
51 人が参加。大会当日は晴天に恵まれ、暑い日ざしの中選手たち
は自己ベスト目指して大会に挑みました。今大会では、個人とリレー
で１つずつ大会新記録が生まれました。

プログラミングでロボットを制御� ８月９・10日

プログラミング講座が富岡第一小学校で行われました。小学 3
年生から中学 2 年生までの約 60 人が２日に分かれて参加。ソフト
を使ってプログラミングし、前進や後退、左右、停止などを組み合
わせ、障害物があったら避けるようにロボットを動かしました。
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救急の日は、救急業務と救急医療に対する理
解や認識を深め、さらに救急医療関係者の意識
を高めることを目的に定められています。この
機会に “ 救急車の適正な利用 ” や “ 救命処置 ”
などについて考えてみましょう。

ちょっと待って！�その119番本当に緊急？

近年、救急車の出動件数が増
加しています。そのため、救急
隊の現場までの到着時間が遅く
なる場合があります。原因の１
つは、軽い症状でも救急車を利用する軽症利用です。
救急車は、事故による大けがの方や急病などで緊急に
病院へ行く必要な方などを搬送するものです。尊い命
を救うために救急車の適正な利用が必要です。事故や
急病で救急車以外の搬送手段がなく、病状から緊急に
病院に搬送しなければならない場合は、迷わず救急車
を要請してください。これ以外は、救急車の要請が必
要か、自家用車やタクシーなどを利用できるか、今一
度考えてみましょう。

こんな症状がみられたら救急車を呼びましょう

頭
●突然、激しい頭痛がおきる
●突然、高熱になる
●支えなしで立てないぐらい急にふらつく

顔

●顔半分が動きにくい、しびれる
●にっこり笑うと口や顔の片方がゆがむ
●ろれつがまわりにくい、うまく話せない
●見える範囲が狭くなる
●突然、周りが二重に見える
●顔色が明らかに悪くなる

胸や
背中

●突然、胸や背中が激しく痛む
●急な息切れ、呼吸困難になる
●胸の中央が締め付けられるような、また

は圧迫されるような痛みが 2 ～ 3 分続く
●痛む場所が移動する

おなか
●突然、激しい腹痛がおきる
●激しい腹痛が持続する
●血を吐く
●便に血が混ざる、真っ黒い便が出る

手足 ●突然、手足がしびれる
●突然、片方の腕や足に力が入らなくなる

特集６

9 月９日は救急の日
救急車の適正利用にご協力を！

富士山南東消防本部 警防救急課
972-5803

富士山南東消防本部 裾野消防署
995-0119

適切な応急手当ができますか
～AEDの活用で救命率アップ！～

　AED（自動体外式除細動器）は、突然心臓
が正常に拍動できなくなった心停止状態の心臓
に対して、電気ショックを行い、心臓を正常に
戻すための医療機器です。救急車が到着するま
での間に AED を含めた救命措置をすることで、
救命率がアップします。いざというときに慌て
ずに対処できるように救命講習会を受講しま
しょう。

●普通救命講習Ⅰの開催
９月９日㈯　９時〜 12 時
裾野消防署３階
30 人（先着順）
心肺蘇生法、AED 取り扱い、気道異物除去
裾野消防署　☎ 995-0119
動きやすい服装でお越しください。

●上級救命講習の開催
９月 24 日㈰　８時 30 分〜 17 時 30 分
三島消防署３階（三島市南田町）
※駐車場がないため、公共交通機関をご利用
ください。
20 人（先着順）
心肺蘇生法（乳幼児〜成人を対象）、AED 取
り扱い、三角巾、搬送法など
筆記用具、昼食（外出可）
三島消防署　☎ 972-5800
９月 15 日㈮
●動きやすい服装でお越しください。●筆記
試験があります。
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Information

にこにこキャラバン
“深良地区の巻”

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。

９月 19 日㈫　10 時〜 12 時
町震地区コミュニティセンター
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

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　

お知らせ

裾野駅西土地区画整理事業の事業見直しに伴い、平松新道線西側
の都市計画の変更に関して、公聴会を開催します。

区画整理課
公聴会での公述／公聴会で公述

したい方は、まちづくり課に
ある申出書などに必要事項を
記入し、提出してください。
※郵送可

10 月２日㈪〜 10 日㈫
※土・日曜日、祝日を除く。
郵送の場合は必着

◆都市計画原案の概要や公聴会
の詳細は 10 月２日㈪以降に
市公式ウェブサイトに掲載し
ます。公述申出書もダウン
ロードできるようになります。
まちづくり課　995-1829
区画整理課　994-1274
〒 410-1192　佐野 1059

10 月 17 日㈫　13 時〜
市役所４階 401 会議室

傍聴の入場／先着順　※満員の
ときは入場不可の場合あり
公述人がいない場合は、公聴
会を中止します。

説明会
都市計画変更について、都市

計画の原案に関する説明をしま
す。申し込みは不要です。

９月 22 日㈮　13 時〜
９月 23 日㈯　10 時〜
市役所４階 401 会議室

原案の閲覧
都市計画の原案を閲覧できま

す。
10 月２日㈪〜 10 日㈫

　※土・日曜日、祝日を除く

裾野駅西地区における
� 都市計画変更に関する公聴会
裾野駅西地区における
� 都市計画変更に関する公聴会

リートークなど
社会福祉課　995-1819

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。

９ 月 23 日 ㈯　13 時 30 分 〜
15 時 30 分
ぬまづ健康福祉プラザ（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

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。

９月 25 日㈪　13 時〜 16 時
（１回 45 分）
県精神保健福祉センター（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

コミュニティ助成事業

㈶自治総合センターでは、宝く
じの社会貢献事業として、宝くじ
の受託事業収入を財源にコミュニ
ティ助成事業を実施しています。

公文名区では、この助成事業で、
公民館を中心とした祭りなど各種
イベントを活発でにぎわいのある
コミュニティ活動につなげるため、
プロジェクターやポップコーン機、
やきそば焼き機などの備品を整備
しました。

この助成事業でコミュニティ活
動の促進を考えている区は、市
民課地区振興係へご相談くださ
い。
市民課地区振興係　995-1874

◀ポップコーン機

▼プロジェクター
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インフォメーション

Information

裾野長泉新火葬施設の都市計画が決定

昨年度から進めていた、裾野長泉新火葬施設整備事業に伴う都市計画決定の手続きが、７月 25 日に完
了し、新施設の位置と区域など都市計画法に基づく計画が決定しました。裾野市長泉町衛生施設組合では、
新火葬施設設計業務委託公募型プロポーザルを実施しています。９月中に設計業者と契約締結し、基本計
画の策定にとりかかります。

生活環境課　995-1816

種類／都市施設・火葬場
（裾野市決定・県知事協議）

名称／裾野長泉火葬施設
位置／今里字木ノ根坂、字細畑
（現在の斎場敷地今里 343-1 他）

面積／約 17,200 平方メートル

スケジュール

平成 29・30 年度 基本計画、基本設計、実施設計

平成 31・32 年度 工事

平成 33 年度 使用開始

沼津夜間救急医療
センターの適正な利用を

沼津夜間救急医療センターでは、
夜間の急な病気やけがへの応急的
な対応を行っています。次のよう
な場合は、緊急を要する方の処置
が遅れる場合があるので、受診は
できません。施設の適正利用にご
理解、ご協力をお願いします。
●検査や継続的な治療のための受

診（センター受診後は、かかり
つけ医などで改めて治療や検査
を受けてください）。

●「昼間は病院に行く時間がな
い」、「次の日は朝から用事があ
る」など不要・不急の理由での
受診
沼津夜間救急医療センター
926-8699

裾野駅西口駐輪場の移転

裾野駅西口駅前広場の工事に伴
い、９月１日㈮から臨時駐輪場を
開設しました。現在の西口駐輪場
は、９月 16 日㈯以降に閉鎖しま
すのでご注意ください。工事への
ご理解、ご協力をよろしくお願い
します。

区画整理課　994-1274

防衛省採用試験

●防衛医科大学校看護学科学生
▶ 10 月 14 日㈯●防衛医科大
学校医学科学生▶ 10 月 28 日
㈯・29 日㈰●防衛大学校学生

（一般前期）▶11月４日㈯・５日㈰
プラサヴェルデ（沼津市大手町）

高卒 ( 見込み含む ) で 21 歳未
満の方　※年齢は平成 30 年４
月１日現在
９月 29 日㈮
２次試験日は１次試験の合格発
表時に指定します。
自衛隊三島募集案内所
989-9111

ニュースポーツふれあい
フェスタ 2017 秋

10 月９日㈪　10 時〜 15 時
市民体育館
ダーツ、バウンドテニス、スポー
ツ吹矢、手のひら健康バレー、
ラダーゲッター、チャレンジ・ザ・
ゲーム、フーバ、ファミリーバ
ドミントン、ソフトバレー、ペ
タボード、ミニトランポウォー
ク、忍者ランド、モルック
体育館シューズ
ふじっぴーが登場します。
県レクリエーション協会事務局
054-254-0919

※火葬施設の建設に関する事務は、４月から裾野市長泉町衛生施設組合で行っています。

12
2017.9.1



お知らせ

国保高齢受給者証交付会

10 月１日㈰から対象となる方
に、受給者証を交付します。

９ 月 21 日 ㈭　10 時 20 分 〜
11 時 30 分 
福祉保健会館３階研修室
昭和 22 年９月２日〜 10 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

家具転倒防止対策補助金

家具の下敷きになって命を落と
したり、家具が散乱し逃げ遅れた
りすることのないように、家具を
固定し被害を少なくするための家
具固定費用を補助金限度額の中で、
助成します。

市に住民登録があり、次のいず
れかに該当する世帯の方
●世帯の全ての構成員が、65
歳以上または 15 歳未満である
こと
●世帯のいずれかの構成員が、
次の①または②の条件で、障害
者手帳の交付を受けていること
①肢体不自由１級〜４級
②視覚障害１級〜４級
●世帯のいずれかの構成員が療
育手帳または精神障害者保健福
祉手帳の交付を受けていること
●世帯のいずれかの講成員が介
護保険法に基づく要介護認定ま
たは要支援認定を受けているこ
と
利用は、１世帯につき１回限り
です。
危機管理課　995-1817

市民無料相談

9 月 20 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、登記、
会社の設立、増資、成年後見業
務、社会保険労務などの相談。
●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

陶芸講座受講生

９月 30 日㈯・10 月１日㈰
９時 30 分〜 11 時 30 分
東西公民館実習室
市内に住んでいるか通勤してい
る方で２日間受講できる方
10 人（先着順）
食器や小物など自分が作りたい
ものを作ります。
受講料 400 円、材料費 3,000
円
東西公民館にある申込用紙に必
要事項を記入し、受講料を添え
て、提出してください。
９月 16 日㈯９時〜 24 日㈰ 19
時
東西公民館　992-6677

家族のための
精神保健福祉講座

10 月２日㈪・13 日㈮・23 日㈪、
11 月 １ 日 ㈬　13 時 30 分 〜
16 時
県東部総合庁舎別館２階婦人セ

ンター集会室（沼津市高島本町） 
東部保健所管内に住んでいるか、
通勤している、こころの病気（主
に統合失調症）を持つ家族の方
で、原則４回参加できる方
50 人（先着順）
①こころの病気の理解と治療に
ついて②薬との付き合い方③家
族の対応の仕方と医療機関との
付き合い方退院後の支援〜訪問
看護〜④家族と本人を支える地
域の社会資源と制度当事者の体
験談
９月 29 日㈮

県東部保健所福祉課 
920-2087

まちづくりカフェ第１回

全国の地域づくりに関する事例
や手法などを学ぶ連続講座です。

①９月 27 日㈬　19 時〜 21 時
②９月 28 日㈭　10 時〜 12 時
①市役所地下多目的ホール
②生涯学習センター学習室１
①主に市民活動や地域・ボラン
ティア活動をしている方
②どなたでも
各 30 人（先着順）
社会の問題を解決するためのヒ
ントになる「視点」「考え方」
を 身 に 付 け る 座 学 と ワ ー ク
ショップ

テーマ／私の問題と社会の問題は
つながっている

講師／福島明美さん（地域クリエ
イター・茅野市市民活動参与）
電話またはファクス、メールで
お申し込みください。
市民活動センター　950-8875

　（㈫～㈯９時～ 17 時）
992-4047
scenter@machitera.jp
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インフォメーション

Information

公共交通について話し合うワークショップ
市地域公共交通活性化協議会では今年度、地域公共交通網形成計

画を策定します。計画に公共交通についての市民の皆さんの意見・
要望を反映させるため各地区でワークショップの参加者を募集しま
す。利用者目線でのさまざまな意見をお聞かせください。

地区 と　き ところ

須山 ９月 24 日㈰ 9:30 ～ 12:00 須山地区研修センター

深良 ９月 24 日㈰ 14:00 ～ 16:30 市民文化センター

富岡 10 月７日㈯ 9:30 ～ 12:00 富岡コミュニティセンター

西 10 月８日㈰ 9:30 ～ 12:00
市役所地下多目的ホール

東 10 月８日㈰ 14:00 ～ 16:30

公募人数／各５人（応募者多数の場合は抽選）
市公式ウェブサイトから申込票をダウンロードし、必要事項を記
入し、提出してください。　※メール、ファクス可
企画政策課　995-1804　 995-1861
kikaku@city.susono.shizuoka.jp
http://www.city.susono.shizuoka.
jp/soshiki/3/1/6/1/workshop.html

呼ぼう！「身近な先生」
生涯学習人材登録制度

生涯学習人材登録制度は、手芸、
歴史、環境などさまざまな分野で
知識や技術を持っている方を講師
として登録し、地域や学校、グルー
プの活動などで学習を進めるため
必要なときに指導してもらう制度
です。講師に指導してもらいたい
方や講師として登録したい方を募
集しています。

講師や指導内容は、生涯学習情
報誌「for you」で紹介してい
ます。「for you」は、市公式ウェ
ブサイトからダウンロードでき
ます。

生涯学習課　992-3800

富士山麓ビジネス商談会

中小企業・小規模事業者の販路
拡大、新規取引先の創出などの機
会を提供し、産業活性化と地方創
生に寄与することを目的とした商
談会です。

11 月 15 日㈬　13 時〜 18 時
40 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） 
発注企業の発注ニーズに対応ま
たは、提案できる企業
300 社
第一部▶ 13 時〜 17 時 15 分
個別相談会（発注企業と受注企
業による事前調整型）　※１商
談 25 分、最大８商談
第二部▶ 17 時 30 分〜 18 時 40
分

　交流会（立食形式の懇親会）

沼津信用金庫ホームページから
参加申込書をダウンロードし、
沼津信用金庫へ直接提出してく
ださい。 
10 月５日㈭
●発注企業による事前の書類審
査があります。●発注企業の詳
細は、沼津信用金庫へお問い合
わせください。
沼津信用金庫経営支援部地域連
携課　921-0329

ベネフィ駿東 会員

ベネフィ駿東は、裾野市、御殿
場市、長泉町、小山町の助成で、
中小企業でも大企業並みの福利厚
生の実現を目指しています。

事業所入会／２市２町内の中小
企業

　個人入会／２市２町に住んでい
て、中小企業に勤めている方
か中小企業の事業主の方（企
業の所在地は２市２町内外を
問いません）

提携施設サービス／身近な商店
から遊園地まで、約 170 施
設と提携。料金の割引や補助
券の発行を行っています。

　イベント事業／日帰りバスツ
アーやゴルフ大会など、さま
ざまなイベントに会員料金で
参加できます。

　給付事業／慶弔金や人間ドック
費用を助成します。

入会金／１人につき 1,000 円
　会費／１人につき月額 1,000 円

※入会金の全額、会費の半額以
上が事業主負担です。事業主が
負担した入会金・会費は、税法
上損金または必要経費として処
理できます。
ベネフィ駿東　0550-87-7575
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お知らせ

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、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

スロートレーニング教室

ストレッチの細かい指導や、い
すを使った自宅でもできるスロー
トレーニングを行います。

９月 17 日㈰　14 時〜
市民体育館
18 歳以上の方
30 人（先着順）
500 円
９月 15 日㈮

市民体育館　993-0303

保育・子育てニーズ対応
チャレンジ事業

「子育て経験」を生かした再就
職・再チャレンジを支援する事業
です。保育や子育て現場に従事す
るために役立つ講座を開催します。

① 10 月 24 日㈫② 12 月 13 日㈬
９時 15 分〜 11 時 45 分
生涯学習センター２階学習室１
保育士や子育て支援員などの資
格取得を目指す方　※子どもの
いる保護者の方を優先
50 人
①保育士や子育て支援員の資格
などの取得についての講義など
②保育士試験科目別勉強法、着
眼点の講義など
子ども保育課にある受講申込書
に必要事項を記入し、提出して
ください。
９月 19 日㈫
託児あり（無料）
子ども保育課　995-1822

親子ふれあいハロウィン
おはなしシアター

大人も子どもも楽しめる絵本の
読み聞かせとスクリーン人形劇の
おはなし会です。

10 月 14 日㈯　14 時〜
　※開場▶ 13 時 30 分

市民文化センター大ホール
人気声優たちが表現力豊かに繰
り広げる絵本の世界を体験
中学生以上 500 円

　※小学生以下は無料
生涯学習センターまたは、市民
文化センターの窓口でお申し込
みください。
９月 4 日㈪〜
この事業は、宝くじの助成金を
活用しています。
生涯学習課
992-3800

駿東地域職業訓練センター
10 月講座

●技能講習▶玉掛け技能講習、
フォークリフト運転技能講習

（最大荷重１ｔ以上）、車輌系建
設機械運転技能講習（整地・運
搬）、車輌系建設機械運転技能
講習（解体）●特別教育・安全
衛生教育▶アーク溶接、刈払機
取扱作業者安全衛生教育●自主
訓練▶造園管理講座●受験対策
▶第２種電気工事士受験対策講
座（技能）●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、デジタルカメラ、イ
ラストレーター基礎、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、夜間パ

ゲートキーパー養成講座

９ 月 28 日 ㈭　13 時 30 分 〜
15 時 30 分
福祉保健会館３階研修室
40 人
精神科医師によるうつ・自殺予
防についての講話（講師：寺田
誠史さん）、保健師によるゲー
トキーパーについての講話、傾
聴について実践を含めたロール
プレイ
９月 22 日㈮
すその健康マイレージの対象

健康推進課　992-5711

市合同就職面接会
参加事業所

市合同就職面接会への参加事業
所を募集します。

10 月 11 日㈬　13 時 30 分〜
15 時 30 分
市民文化センター多目的ホール
対象求人の就職場所が市内また
は市内から通勤ができる求人事
業所で、ハローワークへ求人の
申し込みをしている事業所

　※ハローワークへは参加申し込
み後の求人提出可
約 30 事業所（先着順）
商工観光課またはハローワーク
沼津にある参加申込書に必要事
項を記入し、ハローワーク沼津
事業所部門へ提出してください。
※郵送・ファクス可
９月 22 日㈮
商工観光課　995-1857
ハローワーク沼津事業所部門
931-0143

　 933-8403
　 〒410-0831
　　沼津市市場町 9-1
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インフォメーション

Information
市民ソフトボール大会

参加チーム

10 月 15 日㈰　８時 30 分〜
総合グラウンドなど
市内の１行政区単位の男女の
チーム（学生を除く）　※同じ
地区体育委員会内の複数行政区
でチーム編成可
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、参加費を
沿えて、提出してください。
９月１日㈮〜 10 月１日㈰

Q 格安スマホをインターネットから契約した。
使い方や不明な点を問い合わせたいが、実際

の店舗がない。サポートは電話窓口のみで、話し中
でつながらない。

Ａ 格安スマホを契約したが、今までの携帯電話
と同じ内容のサービスがうけられないという

相談が寄せられています。格安スマホ会社の中には、
実際の店舗がなく、電話やホームページのみで故障
時などの対応をしているところもあります。契約す
る前に、サポート体制などのサービス内容について、
よく確認してください。格安スマホは故障時に代替
機の貸し出しサービスが有料であるなど、今までの
携帯会社とサービスが違う場合があります。自分が
必要としているサービスを確認し、よく検討してか
ら契約してください。

データバンク
８月１日現在

人　口　52,510人�（−65人）
　男　　26,696人�（−15人）
　女　　25,814人�（−50人）
世　帯　21,632世帯
� （−29世帯）
内、外国人� 739人422世帯

消費生活センター便り Center News

ＬＰガス事業者を変更するとき
ＬＰガスは自由料金制度のため、販売事業者に

よって料金が異なります。消費者は販売事業者を自
由に変更することができますが、変更するときは次
の点に注意しましょう。
①ガス料金が安くなると勧誘され変更した後、急に

理由なく値上げされることはないか。
②契約内容に不利な点（解約時の違約金など）はな

いか。
③保安（ガス設備の安全性、保安対策）やサービス

はどうなっているのか。

取引条件を明記した書面を必ずもらい、契約内容
を確認しましょう。契約してしまっても８日間は
クーリング・オフ（無条件解約）できます。困った
ときは消費生活センターにご相談ください。

消費生活センター
995-1854

消費者相談室 Counseling Room

謎解き脱出ゲーム

チームで力を合わせて謎解きを
し、アイテムを手に入れて脱出す
るゲームです。

９月 30 日㈯　10 時〜11 時 10 分
鈴木図書館２階視聴覚室
市内に住んでいる小学生
16 人（先着順）
９月２日㈯９時〜

鈴木図書館　992-2342

10 月６日㈮ 19 時から市民体
育館多目的ルームで監督者会議
を行います。
スポーツ祭運営委員会
993-0303
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Health

９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
６か月児
育児教室

12日㈫
９:00～９:15

平成29年３月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

19日㈫
13:00～13:30

平成28年２月
生まれの方

２歳児
親子教室

26日㈫
９:00～９:15

平成27年８・９月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

14日㈭
13:00～13:15

平成27年３月
生まれの方

３歳児
健康診査

21日㈭
13:00～13:30

平成26年８月
生まれの方

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
4・11・25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

25日㈪
13:00～15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

12日㈫9:00～9:30
27日㈬8:45～9:00 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

11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

4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

13日㈬・22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

25日㈪
13:30～15:30

こころの悩みに関す
る相談を希望する方

日（曜日） 時　間
 ５日㈫　 17:00 ～ 19:45
12日㈫※  9:00 ～ 11:30
19日㈫　 13:00 ～ 15:30
28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

整形 内科
3 4 5 6 7 8 9

内科 外科 内科 整形 内科 内科 内科
10 11 12 13 14 15 16

整形 内科 内科 整形 内科 内科 内科
17 18 19 20 21 22 23

整形 外科 内科 内科 内科 整形 整形・内科
24 25 26 27 28 29 30

内科 外科 内科 整形 内科 整形 内科
※23日㈯は、16時55分まで整形、16時55分から内科
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救急協力医

９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 ㈯ 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

17 ㈰

小林内科医院 921-2165 米山町 西方外科医院 921-1333 共栄町

林医院 931-1120 住吉町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

杉山医院 992-0028 平松 頴川医院 921-5148 高島本町

18 ㈪

おおい神経内科 922-8886 北高島町 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮

小林医院 966-7700 今沢 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

鈴木医院 993-0430 佐野 ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田

19 ㈫ おぐち医院 992-6611 深良 五十嵐クリニック 934-6700 志下 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

20 ㈬ べっく・メディカ
ル・クリニック 921-1300 西沢田 おおしろ整形外科

クリニック 976-0027 堂庭 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

21 ㈭ 清流クリニック 941-8688 堂庭 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

22 ㈮ なおきクリニック 929-8555 東椎路 白石医院 951-4593 市道町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

23 ㈯

今井医院 921-3211 五月町 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

森岡医院 962-1084 大岡 よざ小児科医院 967-5722 原

新井内科
クリニック 992-0811 久根 静岡医療センター 975-2000 長沢

24 ㈰

薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色

田沢医院 962-1205 大手町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

高桑医院岩波
診療所 997-0486 岩波 遠藤クリニック 975-8801 久米田

25 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 田沢医院 962-1205 大手町 よざ小児科医院 967-5722 原

26 ㈫ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松
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９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 内 科 外 科 小 児 科

27 ㈬ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 清水館医院 993-2323 茶畑 坂小児科医院 931-3233 下香貫

　前原

28 ㈭ 南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

29 ㈮ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

30 ㈯ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

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

17 ㈰ 芹沢耳鼻咽喉科クリニック
993-8000 茶畑　　

関眼科胃腸科医院
975-2381 東本町　

かぬき岩端医院
932-8189 前原　　

瀬川歯科医院
988-8904 桜堤　　

18 ㈪ かみで耳鼻咽喉科クリニック
0545-53-3321 伝法　　

本田さくら眼科医院
951-1365 大手町　

かまたクリニック
988-2488 文教町　

大藤歯科新宿医院
972-5101 新宿　　

23 ㈯ アミクリニック眼科・耳鼻咽喉科
981-3341 長沢　　

アミクリニック眼科・耳鼻咽喉科
981-3341 長沢　　

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

なかがわ歯科
973-7777 長沢　　

24 ㈰ 田中耳鼻咽喉科医院
975-0226 中央町　

静岡医療センター
975-2000 長沢　　

いながきレディースクリニック
926-1709 宮前町　

なかじま歯科医院
995-1000 伊豆島田

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

●救急協力医が変更になりました。
　　内科　　変更前：９月３日㈰　小林内科医院▶変更後：高田胃腸科内科クリニック（962-1410　 仲町）
　　外科　　変更前：９月 10日㈰　山本整形外科・循環器科▶変更後：守重医院（931-2511　 我入道江川）
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９月の休館日

林源平さんは、総合格闘技団体「PANCRASE（パ
ンクラス）」ライト級 10 位のプロの格闘家です。

「PANCRASE」主催大会が、７月 16 日㈰に大阪
市で行われ、同大会のメインイベントに出場。ライ
ト級８位の山﨑悠輝さんと対戦しました。パンチ連

打、ひざの打ち込みなど力を尽くしましたが、結果
は惜しくも 0-3 の判定負け。試合を振り返り「山
﨑さんは寝技がうまく、強かったです。負けてしまっ
て悔しかったけれど、試合はとにかく楽しかったで
す」と笑顔。試合後には「一緒に頑張ろう」と熱く
握手を交わしたそうです。

林さんは、子どものころから格闘家のアンディ・
フグさんに憧れ、20 歳のときに格闘技を始めまし
た。自宅近くにジムがあったことがきっかけでジム
に通い、２年間キックボクシングを習得。その後、
総合格闘家に転向し、23 歳でプロとして初めての
大会出場を果たしました。大会には、年に２〜４回
出場しています。「今までで一番印象に残っている
のは、シュートボクシングのチャンピオンと戦った
試合です。プロとしては３戦目の試合でした。良い
戦いができ、価値のある試合になりました」と話し
ます。
  「夢は日本一になることです。そして、世界一強
くなりたいと思っています」と林さん。次回の大会
に向けて、また練習に励みます。今後の進化に期待
です。

総合格闘技団体「PANCRASE」ライト級 10 位

林　源平さん（南堀・27 歳）

４日㈪・11日㈪・19日㈫・25日㈪

富士登山と女子

かつては、女子の参拝・登山を禁止する寺院や山
がたくさんありました。富士山も原則として女人禁
制で、御

ご
縁
えん

年
ねん

にあたる庚
こう

申
しん

の年は途中までの登山が
許されました。1860 年、須山御師渡辺隼

はや
人
との

祐
すけ

が残
した日記に女子の登山に関する記事がありました。
  「須山口・須走口ともにかつては１合目まで許し
ていたが、吉田口は７合５勺まで、須走口でも３・
４合目まで登らせている。須山口ばかりが遠慮して
いてはと、村役人に相談したところ、とりあえず１
合目に限り、それから上は内々に２・３合目まで登
らせてもと言ってきた。４月より雨が降り続いてい
るが、これは吉田口が女子を登山させたからだと多
く人が言っている」と
記されています。

江戸時代、女子の登
山について、各登山口
の 足 並 み は そ ろ わ な
かったようです。

CHEMISTRY LIVE TOUR 2017-2018

約５年半ぶりに全国ツアー開催が決定しました！
と　き／ 12 月 17 日㈰　17 時〜
　※開場▶ 16 時 30 分
料　金／全席指定（税込）7,800 円（１人４枚まで）
　※未就学児の入場はできません。
発売日／アザレア友の会先行▶９月 10 日㈰～ 17
日㈰　裾野市民先行▶ 9月 23日㈯～ 30日㈯
一般▶ 10 月 28 日㈯〜

チケット購入／各発売初日の受付▶電話：10 時〜
（座席指定不可）、窓口：13 時〜（座席指定可）
※残席がある場合
のみ
各発売初日以降の
受 付 ▶ 文 化 セ ン
ター開館日時間内

（渡辺家文書）

冨士山式年日記


