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Information

子どもたちの富士山絵画展

市内の小学５年生が描いた富士
山の絵の中から、各学校で選ばれ
た作品 168 点を展示します。
10月 28日㈯〜 12月 28日㈭

開館時間／９時〜 16時 30分
富士山資料館特別展示室
入館料／大人 210 円
小・中学生 100 円
富士山資料館　998-1325

合併処理浄化槽設置補助金

生活排水による公共用水域の汚
濁防止のため、合併処理浄化槽の
普及を促進しています。合併処理
浄化槽は、トイレの排水のみを処
理する単独浄化槽に比べ生活雑排
水も併せて処理するので、放流水
の汚れが８分の１になり、環境に
配慮されています。対象の方には、
補助金を交付しますので、申請し
てください。
公共下水道事業計画区域外で、
合併処理浄化槽を新規設置また
は単独処理浄化槽から合併処理

浄化槽へ転換設置する方
補助金や申請方法などの詳しい
内容は、市公式ウェブサイトを
ご覧ください。
上下水道課　995-1836

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。
11月 30日㈭　10時〜 13時
市役所 1階市民相談室
14人程度（先着順）
11月 16日㈭
国保年金課　995-1813

ふれあい広場とふれあい消防広場を開催
11 月 19 日㈰　※少雨決行
市役所からの無料送迎バスをご利用ください。
車でお越しの方は、市民文化センター駐車場を
ご利用ください。

【無料送迎バス時刻表】

発車場所 発車時刻

市役所 9:15 9:45 10:45 11:30

会場 12:30 13:15 14:00 14:45

♦ふれあい広場
福祉施設やボランティア団体の活動を PRする

年に１度のイベントです。
９時 45分〜 14時 30分
福祉保健会館・駐車場
●各種団体、ボランティアの活動紹介 ▼展示・
体験コーナー
●ふれあいステージ ▼歌や踊り、演奏会など
●お楽しみ抽選会　●福祉団体による販売
●福祉用具の展示　●福祉職相談コーナー
社会福祉協議会　992-5750

♦ふれあい消防広場　
　見学と体験を通し、楽しく防火・防災について
学びましょう。“すそのん ”がお出迎えします。
10時〜 14時
裾野消防署・駐車場
●体験のコーナー ▼はしご車、ミニレスキュー・
煙避難・消火器取り扱い体験、アメリカ式子ど
も防災教室、地震体験車による地震体験、消防
車両の体験乗車など
●展示のコーナー ▼防火ポスター、防災パネル、
住宅用防災機器など
●消防団、保連会コーナー ▼軽食などの模擬店

裾野消防署　995-0119
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Information

ハロウィンイベント
SHINKO�スポーツDAY

10 月 29 日㈰
運動公園やすらぎの広場

【午前の部】
とき 内容

９:30 ～ 10:20 朝ヨガ

10:30 ～ 11:20 ハロウィン ･
エアロ

11:30 ～ 12:20 サーキット・
ボクシング

 100 円
【午後の部】
13 時〜 16時
ティーボール、キックターゲッ
ト、ジャベリックスロー、輪投
げ、ミット打ちなど
１種目につき中学生以下 100
円、高校生以上 200 円
運動できる服装、飲み物、ヨガ
マット　※ヨガに参加する方
（貸し出し可）
各レッスン 30分前からやすら
ぎの広場入口で受け付けます。
中止の場合、当日８時 30 分に
ホームページ内のフェイスブッ
クでお知らせします。
運動公園　997-7277
http://susono-

　suportsshisetsu.com/

県最低賃金改正

県の最低賃金が 10 月４日㈬に
改正されました。
県最低賃金／ 832 円
静岡労働局賃金
　054-254-6315

県介護人材育成事業
雇用型実習生

県が実施する働きながら介護の
資格取得・職場実習・就職支援が
受けられる介護人材育成事業の実
習生を募集します。４カ月間の実
習を経て直接雇用を目指します。
勤務日／㈪〜㈮のうち、３〜５日
勤務時間／７時〜 19 時 30 分の
うち、８時間以内
勤務地／県東部地域の介護施設
対象者／求職中の方
給与／時給 900 円
【説明会】

とき ところ
11 月１日㈬

10 時 30 分～
市民文化
センター

11 月６日㈪
13 時 30 分～

御殿場市民会館
（御殿場市萩原）

㈱東海道シグマメディカルケ
ア事業部　054-255-4259

動物愛護ボランティア
意見交換会

11 月１日㈬　13時 30分〜
東部総合庁舎別棟２階会議室
（沼津市高島本町）
動物愛護ボランティア活動に興
味のある方、動物愛護ボラン
ティア活動を行っている方
県動物愛護管理推進計画の進捗
状況、新しい飼い主を探す取り
組みの推進、意見交換など
10月 23日㈪
生活環境課　995-1816

ぬいぐるみおとまり会

ぬいぐるみが図書館を探検する
様子を写真撮影し、参加者にプレ
ゼントします。
持ち込み期間／ 11月９日㈭９時
〜 12日㈰ 17時
返却日／ 11 月 18 日㈯ 14 時 10
分〜　※同日 14 時 30 分から
おはなし会を行います。ぬいぐ
るみと一緒に参加してください。
鈴木図書館２階視聴覚室
市内に住んでいる幼児から小学
生までの方
20人（先着順）
ぬいぐるみ（１家族につき１体）
10月 28日㈯　９時〜
鈴木図書館 992-2342
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お知らせ

11 月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

３日㈮ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

４日㈯ ㈲杉山産業
☎992-1131

５日㈰ ㈱小島屋商会
☎998-0019

11日㈯ ㈱駿東管工
☎992-5728

12日㈰ ㈱中川商店
☎993-1555

18日㈯ 山崎設備
☎997-6766

19日㈰ ㈲小澤土建
☎992-1401

23日㈭ 髙橋設備
☎993-1336

25日㈯ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

26日㈰ パイピング横山
☎992-3329

１日㈬～
12日㈰ 市民芸術祭

12日㈰ 壮年男女混合
バレーボール大会

22日㈬ 技能功労者表彰

27日㈪～ 市議会12月定例会

11 月　カレンダー

データバンク
10 月１日現在

人　口　52,570人� （+46人）
　男　　26,728人� （+36人）
　女　　25,842人� （+10人）
世　帯　21,690世帯�（+31世帯）
内、外国人� 792人�463世帯

11 月　税金・料金
納付期限：11 月 30 日㈭

国民健康保険税� 第５期分

介護保険料� 第５期分

後期高齢者医療保険料� 第４期分

図書館お泊まり会
ナイトライブラリー

図書館に宿泊し、好きな本を読
んだり、映画鑑賞、館内探検など
のイベントに参加したりし、思い
思いに夜の図書館を過ごします。
11 月 11 日 ㈯ 19 時 30 分 〜
12日㈰７時
鈴木図書館
市内に住んでいる小・中学生と
その保護者
15組（先着順）
パジャマ、着替え、タオル、歯
ブラシ、寝具（寝袋、毛布など）、
懐中電灯やランタンなど、図書
利用券、その他宿泊に必要なも
の
鈴木図書館へ直接お申し込みく
ださい。
10月 21日㈯　９時〜
●夕食、入浴は済ませて参加し
てください。●図書館で食事の
用意はありません。必要な方は、
各自でお持ちになり、飲食ス
ペースをご利用ください。飲酒
はできません。
鈴木図書館 992-2342

陶芸講座

11 月 21 日㈫・22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。
11 月４日㈯　９時〜 12 日㈰
19時
東西公民館　992-6677
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