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思いやりの心で、住みよいまちをつくります
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富士山のふもとにある、４市１町（裾野市、御殿場市、富士市、富士
宮市、小山町）で構成される「富士山ネットワーク会議」。

富士山ネットワーク会議の共通紙面として、各市町のお勧めグルメを
紹介します。特色あるグルメを味わいに、４市１町を巡りませんか。

特集１

富士山周辺でグルメを満喫 !!
食欲の秋到来

戦略広報課
995-1802

　広報や観光、防災などさまざまな分野で広域連携を
図り、課題の解決に取り組んでいます。自然環境を守
ることと生かすことを両立しながら 4 市 1 町が一体
となって、圏域の活性化を図ります。
　統一テーマである「富士山を
守り、活かし、共生する、感幸圏※

づくり」を目指します。
※感幸圏とは…住民や来訪者が

幸せを感じられる圏域

富士山ネットワーク会議とは

　裾野市マスコットキャラク
タ ー “すそのん”の 形 を し た
ケーキです。イチゴやブルーベ
リーのムースとジュレが入っ
た甘酸っぱい一品。食材は、地
元産にこだわっています。
Patisserie 富士の里
営業時間／９時30分～19時
定休日／不定休

裾野市葛山 737-1
997-8231

裾野市
Mtすそのん

　田子の浦のシラス漁は、「一艘
そう

曳
び

き」と呼ばれる漁法で行いま
す。通常は２艘で引く網を、１艘
の船で素早く丁寧に引き上げる
ことにより、シラスを傷つけな
い上、形がよく鮮度が抜群です。
田子の浦港漁協食堂

富士市前田 866-6
0545-61-1004
http://tagonoura-

　gyokyo.jp/

富士市
田子の浦しらす

　御殿場で昔から人が集まると
きのご馳走として振舞われてき
たつなぎに自然薯・山芋を使用
した田舎そばです。市内には認
定店舗が36店舗あり、それぞれ
のお店で独自の味が楽しめます。

「御殿場みくりやそば」あなたのそばで振舞隊
（事務局　市商工振興課内）

御殿場市萩原 483
0550-82-4683
http://gotemba-

　 mikuriyasoba.com

御殿場市
みくりやそば

　B-1 グランプリで連続優勝
し、一躍有名となった富士宮
やきそば。
　一番の特徴は麺のコシです。
具材は、キャベツやラードを
絞ったあとの「肉カス」、イワ
シの「削り粉」を使用します。
富士宮市役所農政課食のまち
推進室

富士宮市弓沢町 150
0544-22-1691

富士宮市
富士宮やきそば

　「エコファームふじの郷」で
栽培されているフルーツトマ
ト。
　富士山麓特有のミネラル分
を多く含んだ赤土で育つため、
身がしまり、味の濃厚さが特
徴です。
道の駅ふじおやま
営業時間（直売所）／
　７時～ 20 時

小山町用沢 72-2
0550-76-5258

小山町
金太郎トマト
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市の将来像を考える “みらい会議 ”
「10年後の裾野のまち」を実現するためすべきこと

特集２

8 月 27 日㈰、生涯学習センターで市民意見交換会 “ みらい会議 ” を
開催しました。市民の皆さんが「田園未来都市」を具体化するため意見
交換しました。

対話から生まれた市の将来像
～市長からの市政報告～

市政報告で髙村市長は、昨年度
の主要事業の進捗状況と今年度の
主要事業について、「まち」「ひと」

「しごと」「協働」「PR」の大きな
５つに分類し説明しました。

これまで「創生会議」や「みら
い会議」などの “ 対話の場 ” で市民の皆さんに伺った
意見・要望、毎年実施している市民意識調査の結果が、
どのように市政へ反映しているかの視点で主要事業を
紹介し “ 見える化 ” を行いました。

今後も住みよいまちとなるよう一人一人が考え、市
民・企業・NPO・行政などが対話を通して取り組み
を進めていくことが、郷土愛や裾野市民としての誇り
であるシビックプライドの向上につながっていきます。
これからも、このよ
うな機会を作り、市
の取り組みをさらに
発信して行くことを
伝えました。

企画政策課
995-1804

田園未来都市 具体化へ
～市民の皆さんが意見交換～

ワークショップの
テーマは “ 田園未来
都市とシビックプラ
イド ”。昨年度の「み
らい会議」で市民の
皆さんからでた意見
を集約し、「10 年後の裾野のまち」を実現するために
すべきことを、10 グループに分かれて議論を深めま
した。「みんなで子育てするまち」「若い世代が安住で
きるまち」など 15 項目から各グループ 1 つのテーマ
を絞り、グループ内でイメージの共有を図りました。
イメージしたまちの実現に向けて、自分たちができる
ことを考え、グループごとに意見を集約しました。ま
た、会場内には、小さな子どもが遊べる「遊びスペー
ス」を設け、参加者は、わいわいガヤガヤした楽しい
雰囲気の中、時には真剣な議論を交わしていました。
市では、市民の皆さんが対話する場を設け、田園未
来都市の具体化や市への愛着心の向上を図っていきま
す。

 総合計画等評価委員会で総合計画の進捗状況を評価
８月８日㈫に、第４次総合計画後期基本計画

などの進捗状況を評価するための評価委員会が
行われました。委員会の有識者７人が評価した、
総合計画で掲げる６つの施策の大綱は、右表の
とおりとなりました。進捗に遅れのある事業は
見直しを図り、平成 32 年度までに目標が達成
できるよう進捗管理を行って行きます。

【凡例】
Ａ…目標を達成するために、順調に進捗してい

る
Ｂ…一部遅れはあるものの、目標の達成が見込

まれる
Ｃ…より一層の推進を要する

区分 施策の大綱 評価

健康・福祉 1. だれもが将来にわたってすこやかに
暮らせる健康と福祉の「すその」 B

教育・文化 2. 成長するよろこびと地域のつながり
で心の豊かさを育む「すその」 B

生活・環境 3. 市民と行政が手を携えてつくる安心
と活力のある「すその」 B

都市基盤 4. 豊かな自然と暮らしやすさが調和し
た「すその」 B

産業経済 5. 今ある魅力と資源を再発見し、未来
へつなげる「すその」 A

行政経営 6. 健全な行政をみんなが実感できる市
民と未来に開かれた「すその」 B

第4次総合計画後期基本計画 平成28年度進捗状況 B
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2017 市民のふれあいフェスタすその
秋だ！ フェスタだ！ ハロウィンだ！

○商品、工業製品、観光物産品、植木などの展示・即
売

○企業紹介、建設業紹介
○住宅不動産フェア
○すそのブランド認定式、認定品 PR
○青年部・女性部によるハロウィンマルシェ（ジャン

ボふわふわ、輪投げ、射的、ご当地キャラクターイ
ベント、ステージイベントなど）

○すその餃子祭り
○鉄道模型の走行、富士山と電車の写真展
○親子工作教室（29 日㈰のみ）

▶︎建設業組合の方の指導を受けて、引き出し付きメ
モ台を作ります。

市内に住んでいる小学生以下の方とその保護者
50 組（先着順）
商工観光課へお申し込みください。

第 36 回消費生活展
“ くらしサンサンフェスタ ”

○おもちゃ病院▶︎おもちゃを修理します。壊れてし
まったおもちゃをお持ちください。簡単なおもちゃ
の制作も行います。　※おもちゃの修理は、修理で
きない場合や、費用がかかる場合があります。
○フリーマーケット
○クイズラリー▶︎先着で地場産品をプレゼント！
○パネル展示

団体名 テーマ（内容）

消費者団体協議会 協議会この１年

消費生活研究会 健康食品を正しく知ろう！

ライフプラネット
100 円ショップの防災用品、本当
につかえるの？、摂り過ぎ注意、
子ども用サプリメント

沼津友の会裾野最寄 大豆やキャベツ
丸ごと１個使った調理法

明るい社会づくり運動
県裾野地区協議会 みんなと進めようリサイクル

NPO 法人里山会公文名
ファイブ 地域の宝、里山をこどもたちへ

県地球温暖化防止活動
推進センター　※

家庭で！会社で！学校で！！
〝エコの約束″大募集

㈶関東電気保安協会 電気を正しく安全に！

東京電力パワーグリッド
㈱静岡総支社　※ 電気の賢い使い方

静岡ガス㈱
東部お客さまグループ

天然ガス及び家庭用燃料電池（エ
ネファーム）のご紹介

生活環境課 身近な「ごみ」について考えよう

危機管理課 女性の目線を活かしたモデル避難
所のご紹介

消費生活センター 悪質商法〝こんな手口にご用心！″

※ 28日㈯のみ出展

10 月 28 日㈯　10 時～ 16 時
　　　  29 日㈰　10 時～ 15 時

市民文化センター

市民のふれあいフェスタすそのと消費生活展を同日に開
催します。フェスタすそのでは、市内の商工業者などによ
る展示や即売、餃子祭りを実施。青年部＆女性部によるハ
ロウィーンイベントも開催します。消費生活展では、パネ
ル展示や地場産品がもらえるクイズラリーなどを行います。

特集３

市民のふれあいフェスタすその・消費生活展
ハロウィーンのイベントも開催

商工観光課
995-1857

　当市と災害時支援協定を結んでいる福島県相
馬市と、特産物相互取扱協定を結んでいる大阪
府泉佐野市が出店します。
　相馬市は、相馬市で収穫された梨“新

にい
高
たか
”を

販売し、購入した方には米や小
こ う な ご
女子をプレゼン

トします。泉佐野市は、特産の泉州タオルを販
売します。

相馬市と泉佐野市が出店
特産物を販売
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ホームステイや小学校体験入学などで国際交流

8 月 3 日㈭から 13 日㈰までの 11 日間の日程で行
われ、市内の小学生 3 人、中学生 7 人が参加しました。
子どもたちは、慣れない英語と、日本との文化の違い
に驚きながらも、かけがえのない体験をすることがで
きました。

滞在中は、各家庭にホームステイしながら、デリン
ヤ小学校に体験入学しました。ホストの子どもたちの
クラスに入り一緒に授業を体験することができました。
気軽に日本語であいさつをしてくれ、温かく迎えてく
れました。

小・中学生 10人が姉妹都市フランクストン市へ
ホームステイなどで充実した国際交流を体験

特集４

市海外友好協会が「夏休み小・中学生短期留学」でオーストラリアの姉妹都
市フランクストン市へ児童・生徒 10 人を短期派遣しました。姉妹都市での交
流行事などを通じて現地の人々の生活や文化に触れ、国際感覚を養うことを目
的に実施しました。

秘書課
995-1800

現地での貴重な体験を振り返る

夏休み小・中学生短
期留学に参加した児
童・生徒たちは、「た
くさん愛され、たくさ
ん笑い、あっという間
の 11 日間でした。今
回の体験は絶対に忘れ
ません。これからの私
の人生を支えてくれる
宝物になります」「い
ろいろな人に出会えて
とても楽しかったです。
またフランクストンの
みんなに会いたいで
す」「英語をもっと勉
強して世界で活躍した
いと夢がふくらみまし
た」と現地での体験を
振り返りました。

▲フランクストン高校の
日本語授業に参加

▲デリンヤ小学校体験入学

▲朝会でソーラン節を披露

▲浴衣姿で記念写真
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不要な家電などの処分に
「無許可」の回収業者を利用しない

不要な家電や家庭ごみを収集するには、市の一般廃
棄物処理業許可や委託が必要です。無許可の回収業者
に引き渡しをすると、不法投棄するなど正しい処理が
されない恐れがあるため利用しないでください。
	

ごみの処分方法

家庭ごみ（燃えるごみ、資源ごみ、粗大ごみなど）
地区で決められた収集日に、出しましょう。収

集日は、市公式ウェブサイトや「5374(ゴミナシ)」
アプリなどで確認できます。

家電製品（テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫など）
買い換えの場合／家電を新たに購入する業者に引き

取りを依頼しましょう。
処分のみの場合／家電販売店に引き取りを依頼（別

途リサイクル料金、収集運搬料金が必要）するか、
郵便局で事前にリサイクル券を購入し、近隣の指
定取引場所へ直接搬入しましょう。

　※近隣指定取引場所▶︎セキトランスシステム㈱
　　（長泉町納米里 515-1　 988-6868）

アプリのダウンロードは
こちら→

不法投棄は犯罪です

不法投棄は周辺環境の悪化や近隣への迷惑となりま
す。家庭で出たごみは、各地区で定められた場所や指
定された日に出してください。

他人の土地や道路、河川に捨てた場合は、懲役刑や
罰金が科される場合があります。市では不法投棄の予
防策として、不法投棄されやすい場所を中心に、定期
的にパトロールを実施しています。

不法投棄をされないように、普段
から草刈りや囲いをするなどして土
地の管理を行いましょう。

10トン以上のごみがまちを汚しています

市内の不法投棄は、年々減少傾向にありますが、毎
年 10 トン以上のごみが不法投棄され、回収されてい
ます。

当市の不法投棄回収量

山林や道路脇、空き地などへの不法投棄が絶えません。ごく一部の
不心得な人の行為が、美観を害し、環境を悪化させ、自然破壊を招き
ます。「自分だけなら」という気持ちをなくし、ごみはルールに従っ
て適正に処理し、きれいな自然やまちを守っていきましょう。

特集５

ごみはルールを守って適正な処理を！
不法投棄・屋外焼却は法律で禁止されています

生活環境課
995-1816
美化センター
992-3210

屋外焼却は原則禁止！

毎年、煙や臭いなど屋外での焼却に関する苦情が多
く寄せられています。これからの季節は、切り落とし
た枝や刈った草、落葉などの処分のために焼却を行う
例が多く見られます。屋外焼却は原則禁止されていま
す。ブロックなどで囲っての焼却やドラム缶を使用し
ての焼却も認められていません。
例外として、屋外焼却が認められている場合もあり
ますが、周辺に住んでいる方の健康を害したり、洗濯
物を汚したりすることがないよう配慮が必要です。

　不要な家電などの回収を依頼するときは、市の
一般廃棄物処理業の許可業者か確認しましょう！
依頼する業者が許可業者か不明な場合は、生活環
境課へお問い合わせください。

ポ イ ン ト
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Information

にこにこキャラバン
“東地区の巻”

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。

10 月 17 日㈫　10 時～ 12 時
東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
リートークなど
社会福祉課　995-1819

児童手当の支給

10 月 10 日㈫は児童手当の支
給日です。児童手当は、認定請求
をした月の翌月分から支給事由の
消滅した月分まで支給されます。
支給額（月額）／●３歳未満▶︎

15,000 円●３歳～小学生▶︎第
１・２子：10,000 円、第３子
以降：▶︎ 15,000 円●中学生▶︎
10,000 円●所得が制限額を超
えている方の児童▶︎ 5,000 円
※４カ月分をまとめて支給

支給日／６月、10 月、２月の 10
日（土・日曜日、祝日の場合は
その直前の平日）

支給方法／指定口座に振込
９月末時点で現況届が未提出・
書類不備の場合は支払いが保留
されます。手続きを済ませてい
ない方は、早急に手続きを行っ
てください。
子育て支援課　995-1841

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

道路の修繕などの工事のため、伊豆縦貫道長泉インターチェンジ
～沼津岡宮インターチェンジは上下線とも夜間通行止めになります。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。

伊豆縦貫道長泉インターチェンジ（沼津方面）～沼津岡宮インター
チェンジ　※東名沼津インターチェンジ、新東名長泉沼津イン
ターチェンジから伊豆縦貫道に入れません。

期間／ 10 月 23 日㈪～ 27 日㈮　各日 21 時～翌朝６時が通行止め
となります。それ以外の時間は通行できます。　※予備日▶︎ 10
月 30 日㈪～ 11 月２日㈭
国土交通省

　沼津河川国道事務所
　道路管理課　934-2017

沼津国道維持出張所　
986-1122

伊豆縦貫道夜間通行止め

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。

10 月 11 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

国立中央青少年交流の家
オープンハウス 2017

子どもも大人も楽しめるイベン
トです。

10 月 14 日 ㈯、15 日 ㈰　10
時～ 15 時

国立中央青少年交流の家（御殿
場市中畑）
各種体験活動、作品展示、スポー
ツ大会、飲食店の出店など 
国立中央青少年交流の家

　0550-89-2020

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。

11 月３日㈮
　13 時 30 分～ 15 時

市民文化センター 31 会議室
認知症の方を介護している家族
の方など
介護家族の会（杉山）

　090-1984-9977
　社会福祉協議会　992-5750

夜間通行止め区間

長泉 IC

至 東京

伊豆縦貫道
沼津岡宮 IC

東名

新東名
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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。

10 月 16 日 ㈪・23 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

こども医療費受給者証
10/1 から新しく

10 月１日㈰からこども医療費
受給者証が新しくなります。受給
対象者の市内の小・中学生の方に
は、新しい受給者証を郵送しまし
た。今後は新しい受給者証をご利
用ください。古い受給者証は破棄
してください。

９月 30 日㈯以前に受給者証を
提示しないで医療機関を受診し
た方は、子育て支援課で医療費
助成の手続き時に古い受給者証
をお持ちください。
子育て支援課　995-1841

市役所１階市民ホールの
パソコンの撤去

市役所１階市民ホールに設置し
ていたホームページ閲覧用パソコ
ンは、撤去します。鈴木図書館と
生涯学習センターには、引き続き
設置されていますので、ご利用く
ださい。
撤去日／ 10 月 31 日㈫

市役所と生涯学習センターでは、
無料の Wi-Fi サービスを提供
しています。スマートフォンや
タブレットをお持ちの方は、接
続してご利用ください。
戦略広報課　995-1802

各専門分野の専門家が相談に応じます。申し込みは不要です。
10月20日㈮　※受付▶︎終了時刻の20分前まで　 市役所４階会議室　 戦略広報課　995-1802

行政相談会　10/16 ～ 22 は行政相談週間

市内には、２人の行政相談委員がいます。行政とのパイプ役と
なるのが行政相談委員です。皆さんから行政への要望などを聴き、
アドバイスをしたり、そこで明らかになった問題を関係する行政
機関へ通知したりします。

10 時～ 12 時、13 時～ 15 時
学校での「行政相談出前教室」や各種団体と「行政相談懇談会」
なども行います。

行政相談委員

市民無料相談会を開催

その他の相談

●資格団体相談（10 時～ 12 時）
▶︎土地、家屋（マンション含む）、
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。司法書
士、行政書士、社会保険労務士、
宅地建物取引士、土地家屋調査
士、建築士、マンション管理士
が応じます。

　 ● 人 権 相 談（10 時 ～ 12 時、
13 時～ 15 時）▶︎子どもの人権、
女性の人権、その他差別待遇な
どの人権問題の相談。人権擁護
委員が応じます。
●税務相談（10 時～ 12 時）
▶︎各種税金についての相談。税
理士が応じます。

湯山貴志子さん
（御宿）

芹澤隆伸さん
（茶畑）
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お知らせ

国保高齢受給者証交付会

11 月１日㈬から対象となる方
に、受給者証を交付します。

10 月 26 日㈭　10 時 20 分～
11 時 30 分 
福祉保健会館３階研修室
昭和 22 年 10 月２日～ 11 月
１日に生まれた方
保険証、筆記用具など
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

裾野駅西口トイレ

裾野駅西口駅前広場の公衆用ト
イレを新築しました。10 月２日
㈪から利用できます。既存の公衆
用トイレは利用できなくなります
ので、新しい公衆用トイレをご利
用ください。

まちづくり課　995-1829

すそのウォーキング

申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

10 月 29 日㈰　９時～ 12 時
　※受付▶︎８時30分～８時50分

福祉保健会館駐車場
市に住民登録がある方
150 人（先着順）
福祉保健会館をスタート・ゴー
ル地点として、６km 程度富岡
地区内のコースをウォーキング
します。同日開催しているもの
のふの里まつりを経由するコー
スです。
運動のできる服装、汗拭きタオ
ル、飲み物、帽子、すその健康
マイレージ（お持ちの方）
すその健康マイレージの対象事
業です。
健康推進課　992-5711

無線放送戸別受信機の貸し出し
市は、毎日無線放送を行っています。東富士演習

場の演習通報や市の行事予定、災害時の緊急情報な
どをお知らせしています。無線放送を聞くためには、
戸別受信機が必要です。希望する世帯主の方に、無
償で１台貸し出しています。

市に住民登録のある世帯主の方　※１世帯１台
新規の貸し出し▶︎はんこ（認め印可）

　転出・転居▶︎戸別受信機
転入などで、新たな貸し出しを希望する方や、市
外へ転出、市内の転居をする方は、戦略広報課で
手続きしてください。

故障かなと思ったら確認を　　　　　　  
●電源を一度入れ直す▶︎本体右側面にある、ス

イッチを入れ直してください。
●アンテナを垂直に立てる▶︎ロッドアンテナは、

垂直にいっぱいまで延ばしてください。
●置き場所を変える▶︎家屋の構造上、屋内に電波

が届きにくい場合があります。他の家電製品の
電波（テレビ、LED 電球、無線 LAN など）
の影響の少ない所で、市役所がある方角の窓の
近くに設置してください。

●電池が液漏れしていないか確認▶︎長期間電池を
入れたままにしていると、液漏れして故障する
ことがあります。コンセントを使用する場合は、
電池は使用しないでください。

●天気や大気の状況が受信に影響します。天気 
が悪いときや季節によっては、電波が届きにく
くなり、雑音が多くなったり、受信できなくなっ
たりする場合があります。

●放送時間以外のときに「電源／受信」のランプ
がオレンジ色の場合、家電製品などの影響を受
けているか故障している可能性があります。

●改善しない場合は戦略広報課へご連絡ください。
戦略広報課 995-1802

アンテナは
垂直に立てる

◀スイッチ

電池

電源 / 受信ランプ

～～
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裾野混声合唱団
25周年記念演奏会

10 月 ９ 日 ㈪　13 時 30 分 ～
15 時 30 分ごろ　※開場▶︎ 13
時～
市民文化センター多目的ホール
童謡曲集（雨降りお月さん～雲
の か げ、 し ゃ ぼ ん 玉 な ど ）、
SORA ヒットメドレー（朧月
夜、夜空ノムコウなど）、フォー
レのレクイエム（Introit and 
Kyrie、Offertory など）
裾野混声合唱団

　（吉田）
　956-7176

労使間のトラブル

労使間のトラブルの悩み相談を
県民生活センター労働相談窓口で
受け付けています。費用は無料で、
秘密は厳守します。

㈪～㈮　９時～ 12 時、13 時
～ 16 時
沼津商連会館ビル２階（沼津市
大手町）
相談内容によっては、県労働委
員会の「あっせん」を紹介します。
あっせんでは、公益、労働者、
使用者の代表３人のあっせん員
が当事者の間に立ち、公正・中
立な立場からお互いが合意でき
る妥協点を見つけ出し、トラブ
ル解決に向けた手伝いをします。

東部県民生活センター
　951-9144

フリーダイヤル▶︎
0120-9-39610（固定電話のみ） 

もののふの里葛山城まつり

10 月 29 日㈰　10 時～ 13 時
30 分ごろ
葛山城址・仙年寺駐車場
●「もののふの里」を歩こう▶︎散
策マップを手に、葛山城址を歩
いてみましょう。●葛山氏の財
宝獲得にチャレンジしよう▶︎抽
選に参加できます。●手裏剣体
験コーナー▶︎どなたでも参加で
きます。●甲

かっ
冑

ちゅう
武者▶︎よろい・

かぶとの姿の方々と一緒に写真
を撮れます。●その他▶︎富岡中
学校吹奏楽部の演奏、甲冑寸劇、
吟詠、飲食物の出店など
もののふの里葛山城まつり実行
委員会　997-1035

インフルエンザ予防接種
（65歳以上）

実施医療機関に接種券をお持ち
になり、接種を受けてください。

10 月 10 日㈫～平成 30 年３
月 31 日㈯
市に住民登録がある方で、次の
いずれかに該当する方
①予防接種を受ける日に 65 歳
以上の方
②予防接種を受ける日に 60 歳
以上 65 歳未満で、心臓、腎臓、
呼吸器、免疫機能に障がいがあ
る方の内、身体障害者手帳１級
または同程度の障がいがある方

接種券の送付・発行／生年月日が
昭和 28 年１月 31 日までの方
には、接種券を送付します。
1,200 円（個人負担金）

生活保護を受給している世帯の
方は、費用を免除します。接種
前に健康推進課または社会福祉
課に交付された接種券とはんこ
をお持ちになり、申請してくだ
さい。
健康推進課　992-5711

シルバー人材センター会員

　シルバー人材センターの会員を
募集しています。豊富な経験や知
識、技能を生かして働きませんか。
募集は、随時行っています。

市内に住んでいる概ね 60 歳以
上の方で、働く意欲のある方
植木剪

せん
定
てい

、草刈り、草取り、清掃
作業、障子や網戸の張

はり
替
か

え、子育
て支援、家事援助、施設管理、駐
車場管理、事業所内軽作業など 
年会費3,000円（互助会費含む）

シルバー人材センター
　993-5914

訪問看護師就業セミナー

訪問看護の実際について分りや
すく説明をします。

10 月 12 日㈭、23 日㈪　９時
45 分～ 11 時 45 分 
三島市民活動センター（三島市
本町）
看護職有資格者
10 月 11 日㈬
● 12 日㈭から 23 日㈪の間で
希望する日に３時間程度実習が
あります。●無料の託児があり
ます。希望する方は、10 日前
までにご連絡ください。
（一社）県訪問看護ステーション

協議会事務局　054-275-3339
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駿東地域職業訓練センター
11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トン
以上５トン未満）●特別教育・
安全衛生教育 ▼伐木作業の安全
衛生講習（大径木対応）●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、
エクセル基礎、ワード活用、エ
クセル活用、年賀状、パワーポ
イント基礎、夜間パソコン入門

（ビギナーズコース）、夜間ワー
ド基礎、夜間エクセル基礎、夜
間ワード活用、夜間エクセル活
用、夜間年賀状●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、絵
画教室、アロマ教室、書道教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

壮年男女混合バレーボール大会
参加チーム

11 月 12 日㈰　９時 30 分～ 
市民体育館他
市内に住んでいる次の要件を満
たす方で構成した行政区単位の
チーム（１チーム 20 人以内）
●男性▶︎ 35 歳以上（昭和 58
年４月１日以前生まれ）の方
●女性▶︎年齢にかかわらず社会
人の方（学生不可）
１チーム 2,000 円
市民体育館にある申込書に必要
事項を記入し、参加費を添えて
提出してください。
10 月 29 日㈰
スポーツ祭運営委員会

　993-0303

緑の基本計画の市民委員

　市緑の基本計画を改定するため、
市民懇話会を設置します。市民懇
話会に市民委員として参加する方
を募集します。

市内に住んでいるか、通勤・通
学する 18 歳以上の方で、平日
の日中に行う会議に出席できる
方　※国や地方公共団体の議員、
公務員を除く
２人
まちづくり課にある応募用紙に
必要事項を記入し、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でき
ます。　※郵送、ファクス、メー
ル可
10 月２日㈪～ 31 日㈫
まちづくり課　995-1829
994-0272
to sh i k e i@c i t y . s u sono .
shizuoka.jp
〒 410-1192　佐野 1059

なんすんレディ

　JA なんすんの顔として、各種
イベントに参加し、地元農業を盛
り上げてくれる女性を募集します。
任期／平成 30 年１月１日㈪から

２年間
次の要件を全て満たしている方

　●農業・農協事業に関心があり、
原則として県東部地区に住んで
いるか通勤・通学している平成
29 年４月１日現在で 18 歳以
上の明朗な女性（高校生不可）
●普通自動車免許がある方●髪
の色や身だしなみなど JA の基
準に沿える方●勤務している場
合、勤務先の承諾が得られる方
３人

待遇／制服や活動報酬の他、１年
間につき 10 万円を支給
履歴書に「農協の印象・農業へ
の思い」を併記し、６カ月以内
に撮影した全身写真と顔写真を
添付して、JA なんすん総合企
画部企画課へ直接または郵送で
提出してください。
11 月２日㈭
紹介者には、採用された場合に
限り 3 万円の謝礼があります。
JA なんすん総合企画部企画課

　なんすんレディ係　931-4977
〒 410-0822

　沼津市下香貫字上障子 415-1

富士山資料館
星空観察会

　小型望遠鏡などで天体観察を行
います。

11 月 18 日㈯　19 時～ 21 時 
富士山資料館第２駐車場
小学４年生以上の方　※小学生
の方は、保護者も一緒に参加し
てください。
10 組（先着順）

講師／秋山万喜夫（東亜天文学会
会員、小惑星 Susono の発見者）
300 円
防寒着、懐中電灯（１人１個）、
双眼鏡・望遠鏡・星座早見盤（お
持ちの方）
10 月 25 日㈬～ 11 月９日㈭
●雨天の場合は、学習会を 19
時～ 20 時まで富士山資料館内
で行います。●駐車場は第２駐
車場をご利用ください。

富士山資料館
　998-1325

11
2017.10.1



インフォメーション

Information

Q ケーブルテレビの点検に来た事業者から「有
料放送・インターネット回線・電話・電気を

まとめて契約すると安くなる」と勧誘され、「セット
で得なら」と思い契約した。しかし、不要なサービ
スも含まれているので解約したい。

Ａ ケーブルテレビの受信環境の点検に来た事業
者から「安くなるから」と有料放送・インター

ネット回線・電話などのセット契約をその場で勧め
られ、必要のない契約をしてしまったという相談が
よせられています。「安くなる」、「お得」と言われ
ても、契約内容や月々の支払い額、解約料などを確
認し、本当に必要かどうかをよく考えて契約しま
しょう。契約内容がよく理解できなければ、その場
で契約するのはやめましょう。困ったときは消費生
活センターに相談してください。

健康食品って何だろう
現在、約６割の消費者が健康食品を利用している

といわれています。市場に流通している健康食品は、
特定保健用食品のように安全性や有効性が検証され
ている製品もあれば、全く検証されていない製品も
あります。健康食品を利用するときには、次の点に
留意してください。
①製品は、含有成分だけでなく、含有量の表示や品

質に注意する。
②費用対効果と利用するメリットとデメリットを考

える。
③健康食品と医薬品の併用には注意する。病人が利

用するときは、医療関係者に相談してください。
④あくまで補助的利用にとどめる。
⑤良いという体感や実感がなければ、継続摂取しな

い。
消費生活センター
995-1854

消費者相談室 Counseling Room

第２期すこやか
SANSUN教室

　３人１組で３カ月間、運動・食
生活・社会参加について学び、実
践します。１人での申し込みもで
きます。

11 月 16 日、12 月 14 日、平
成 30 年 １ 月 18 日、 ２ 月 15
日の㈭　19 時～ 21 時 
県総合健康センター（三島市谷

田）
概ね 20 歳～ 50 歳以下で医師
による運動制限がない方
30 人（先着順）
申込用紙に必要事項を記入し、
提出してください。　※ファク
ス、郵送可
10 月 31 日㈫
県総合健康センター

　973-7000
973-7010
〒411-0801　三島市谷田2276

看護師等再就業準備講習会

最近の看護の動向・看護の基礎
技術の演習を行います。

11 月 15 日㈬～ 17 日㈮
沼津市立病院（沼津市東椎路）
看護の仕事をしていない看護職
免許保有者
所定の用紙に必要事項を記入し、
県ナースセンターへ提出してく
ださい。
11 月１日㈭
県ナースセンター東部支所

　920-2088

くらしのダイヤル 消費生活研究会
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Health

10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

10日㈫
９:00〜９:15

平成29年４月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

17日㈫
13:00〜13:30

平成28年３月
生まれの方

２歳児
親子教室

24日㈫
９:00〜９:15

平成27年10・11月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

12日㈭
13:00〜13:15

平成27年４月
生まれの方

３歳児
健康診査

19日㈭
13:00〜13:30

平成26年９月
生まれの方

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
2・16・23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

23日㈪
13:00〜15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

27日㈮
13:00〜13:30 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

16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

2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

27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

5日㈭・23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
 ３日㈫※ 17:00 〜 19:45
10日㈫※  9:00 〜 11:30
17日㈫　 13:00 〜 15:30
26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 3 4 5 6 7

内科 外科 内科 整形 内科 整形 内科
8 9 10 11 12 13 14

内科 整形 内科 内科 内科 内科 内科
15 16 17 18 19 20 21

整形 整形 内科 内科 内科 整形 内科
22 23 24 25 26 27 28

内科 外科 内科 内科 内科 整形 整形・内科
29 30 31

外科 整形 内科
※28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

10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 ㈪ かとう内科医院 946-5562 大岡 田沢医院 962-1205 大手町 よざ小児科医院 967-5722 原

17 ㈫ 髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 遠藤クリニック 975-8801 久米田 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

18 ㈬ 高田胃腸科・
内科クリニック 962-1410 仲町 おおしろ整形外科

クリニック 976-0027 堂庭 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

19 ㈭ 南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

　馬場

20 ㈮ なおきクリニック 929-8555 東椎路 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

21 ㈯ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

22 ㈰

岩渕内科医院 951-4579 添地町 東医院 921-5520 高沢町

森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

裾野赤十字病院 992-0008 佐野 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

23 ㈪ 林医院 931-1120 住吉町 香貫医院 931-2465 本郷町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

24 ㈫ 武藤医院 931-0088 三園町 西方外科医院 921-1333 共栄町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

25 ㈬ 薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 沼津大山

クリニック 954-2274 大手町 田中医院 921-2053 高島町

26 ㈭ 森岡医院 962-1084 大岡 池田病院 986-1212 本宿 さくま小児科クリ
ニック 992-6303 茶畑

27 ㈮ 今井医院 921-3211 五月町 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

28 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場
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10 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

29 ㈰

柿田川医院 973-3601 柿田 守重医院 931-2511 我入道
　江川

大沢医院 931-1019 御幸町 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

東名裾野病院 997-0200 御宿 西方外科医院 921-1333 共栄町

30 ㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

31 ㈫ 森医院 966-2017 石川 東医院 921-5520 高沢町 星野医院 962-0782 山王台

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

22 ㈰ 三島耳鼻咽喉科クリニック
935-6681 下香貫樋ノ口

聖隷沼津病院
952-1000 松下　　

小島レディースクリニック
952-1133 大岡　　

服部歯科医院
992-0011 佐野　　

29 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町　　

小野眼科クリニック
929-1881 高島町　

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪　

スルガ平デンタルクリニック
988-0120 東野　　

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市

●救急協力医の変更／ 10 月２日㈪と 10 月４日㈬の外科の救急協医が変更となりました。
	 変更前：10月２日㈪　山本整形外科・循環器科▶︎変更後：鈴木医院（993-0430　 佐野）
	 変更前：10月４日㈬　鈴木医院▶︎変更後：山本整形外科・循環器科（989-8111　 南一色）
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10月の休館日

「昨年の大会ほど緊張せず楽しむことができまし
た。優勝を決めたときは夢かと思いました」と感想
を語るのは、西中学校出身で三重県立四日市商業高
校２年生の吉岡希紗さん。８月に福島県会津若松市

で行われた全国高等学校総合体育大会の硬式テニス
女子団体戦で優勝、女子ダブルスで準優勝しました。

「来年の大会は団体、シングルス、ダブルスの３冠
を目指します」と力強く決意を語ります。
「両親がテニスしているときは、コートの近くで

ボール遊びをしていました。幼少期からテニスボー
ルで手遊びしていましたが、気が付いたらラケット
を握っていました」と笑顔の吉岡さん。小学２年生
の時から硬式テニスを始め、中学３年生の時には、
全国中学校体育大会でベスト８、国民体育大会にも
出場し高校生に勝利しました。「一緒に日本一を目
指そう」と日本一の実績がある顧問の先生に誘われ
て、同校に進学。現在単身下宿生活を送っています。

裾野を離れて頑張る吉岡さんは、部活動の仲間や
クラスメイトに「ドアを開けると目の前に大きな富
士山が見えるよ」と裾野の魅力を自慢しています。
全国各地から集まるチームメイトには「“ 空気がき
れいで気持ちの良い裾野にぜひ来てね ” と勧めてい
ます」と話してくれました。今後も裾野出身選手と
して活躍が期待されます。

高校総体テニス女子団体で優勝

吉岡 希紗さん（佐野若狭・17 歳）

２日㈪・10日㈫・16日㈪・23日㈪
30日㈪

意
い
戒
かい
上
しょう
人
にん
の登山と廻国

富士山に最初に登山した歴史的な人物は聖徳太子
とされ、幕末にはオールコック・ミンストルなど外
国人も登山しています。

須山地区に 1810 年の小田原藩の役人に提出され
た書類が残っていました。これには
　「讃岐の国 ( 今の香川県 ) の門徒 ( 浄土真 ) 宗の僧
意戒上人が須山口より富士登山をした。須山には古
歌があるかと尋ねられ、 1468 年 聖

しょう
護
ご

院
いん

の宮様が登
山したときに詠んだ歌が『廻国雑記』にあると答え
た。この歌を京都に上った際、堂

どう
上
かみ
方
がた

( 昇殿を許さ
れている高位の人 ) に書いてもらい須山に送って来
た」などのことが報告されています。
　公家ばかりでなく、高僧との交流もありました。

ORANGE RANGE LIVE TOUR 017-018
～ UNITY～

待望の ORANGE RANGE 公演、裾野で開催決定！
と　き／平成 30 年１月 20 日㈰　17 時～
　※開場▶︎ 16 時 30 分
料　金／全席指定（税込）小学生以上　5,800 円
発売日／アザレア友の会先行▶︎ 10 月７日㈯窓口・
ウェブサイト：9時～、一般▶︎ 10 月 22 日㈰電話：
9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

https://www.susono-bunka.jp/ （須山区有文書）

乍恐以書付御届奉申上候御事


