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大規模災害に備えて

特集１

県・南駿地域総合防災訓練
裾野会場の訓練に 141団体、２万 7,000 人が参加

裾野市・沼津市・長泉町・清水町の２市２町は、９月３日㈰に初めて
県・南駿地域総合防災訓練を行いました。市内では市民文化センター周
辺や運動公園、広域避難地などでさまざまな訓練を行いました。

危機管理課
995-1817

「地域防災計画の実効性の検証」と、「市民との連携
による地域の防災力の向上」を目的に、多彩な訓練を
行いました。「地域防災計画の実効性の検証」では、
物資集積所（市民文化センター）や災害ボランティア
本部（福祉保健会館）など、市が指定した災害拠点の
運営を確認。また、富士山火山対策として、第１次・
第２次避難対象エリア住民の避難訓練を行いました。
「市民との連携による地域防災力の向上」では、女性
が中心となって、女性目線の避難所の運営および展示

を行い、届きにくい女性の声を聞くことができました。
広域避難地では、各区自主防災会が作成した安否確認
台帳を用いて、区民の安否確認訓練を行いました。顔
の分かり合える関係を築き防災に対する心構えと手順
を学びました。
今回の訓練での成果を次のアクションにつなぐため、
自助・共助・公助の意識を市民の方も行政もより一層
意識していくよう、防災意識のさらなる啓発を図って
いきます。

▲トリアージ訓練に取り組む参加者 ▲災害ボランティア訓練に参加する方々 ▲市赤十字奉仕団による炊き出し訓練

▲自衛隊員の指導でヘリコプターの着
陸を誘導する消防団員ら

▲地元企業と連携した物資の仕分け訓
練

▲女性目線を生かして設置した避難所

▲安否確認台帳を用いて区民の安否を
報告

▲倒壊家屋から負傷者を救出する消防
署員ら

▲第１次・第２次避難対象エリア住民
の富士山火山避難訓練

▲多重事故車両から
負傷者を救出する
広域緊急援助隊員

▲倒木除去に取り組む
　市建設業協会の方々
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ドラマ『神の舌を持つ男』
●ロケ地 ▼中島苑など
巨匠・堤幸彦監督の作品で、
撮影現場の報道公開や囲み取
材なども行われました。

映画『HIGH ＆ LOW』
●ロケ地 ▼市道 4155 号線（須山）
道路封鎖しメインキャ
ストが参加して、エン
ディングの印象的なシー
ンを撮影しました。

映画『22 年目の告白』
●ロケ地 ▼杉山医院、割烹忍松など
建替え前の杉山医院病棟（平松）や閉店した割烹忍
松で看板を付け替えるなどして撮影しました。

映画『覆面系ノイズ』
●ロケ地 ▼東中学校
東中学校での撮影では、約 100 人の市内中高生が
エキストラとして参加。
NHK『ひよっこ』で
人気上昇中の磯村勇斗
さん（沼津出身）も出
演しています。

フィルム・コミッション事業で市の認知度向上
ロケ支援で “裾野 ”を全国に発信！まちのにぎわいづくり！

特集２

フィルム・コミッション事業は、映画やドラマなどの映像作品の撮影を
誘致し、支援することです。市では、ロケによるまちづくり推進協議会を
主体として、行政と市民の皆さんとの協働による事業を行っています。

シビックプライド推進室
995-1803

映像を通じて裾野の魅力をＰＲ

映画、テレビドラマ、ＣＭなどあらゆるジャンルの
ロケーション撮影を誘致しています。支援した映像作
品を通して、市の認知度向上やイメージアップ、まち
のにぎわいづくりを図ります。

年度 ロケ件数 ロケハン件数
平成 26 年度 15 件 48 件
平成 27 年度 21 件 62 件
平成 28 年度 27 件 90 件

※ロケハンとは、ロケーションハンティングの略でロ
ケ地探しのこと。

●トークイベント＆体験「映画、ドラマのおしごと」
ゲスト ▼こみずとうたさん（トウタリング）他
12月 16日㈯　10時 30分～　※開場 ▼ 10 時

すそのロケフェスタ 2017
●パネル展
12 月 11 日㈪～ 12月 22日㈮
市役所地下多目的ホール
市内で撮影された映画やドラマの美術、ポスター
や台本、出演者の色紙などを展示します。

市役所地下多目的ホール　　 100 人
現役の制作担当者が「映画、ドラマが作られる過
程」を分かりやすく解説。「映画ゴハン」日本一
のケータリングと称されるこみずとうたさんをは
じめ撮影現場の第一線で活躍するゲスト陣が登場。
とうたさんのケータリングなどを実際に体感、体
験（試食）できます。

▲ “ すそのロケ
　フェスタ2016”
パネル展示

　コーナー

エキストラ＆サポートスタッフと
撮影協力施設を募集！

市内や近隣市町で行われるロケに参加してみません
か。必要に応じて制作会社からの依頼内容を連絡しま
す。シビックプライド推進室に直接申し込むか、市公式
ウェブサイトの専用フォームからお申し込みください。

【昨年度 主な支援作品】
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特集３

文化財保護強調週間　11月１日㈬～７日㈫
市内にもあります！埋蔵文化財

11 月１日㈬から７日㈫までの１週間は文化財保護強調
週間です。文化財保護の一層の推進を図り、地域の方々に
文化財保護意識を普及啓発します。地域の身近な文化財に
触れ親しみ、歴史や文化を学ぶ機会や文化財を大切にする
心を育くむことを目的に行われます。

生涯学習課
992-3800

市内の文化財

市には、世界遺産が 1 件、国指定文化財が 3 件、
県指定文化財が 3件、市指定文化財が 14件とその他
にも指定文化財候補の文化財があります。

区分 名称

国指定 ●富士山（史跡・特別名勝）
●旧植松家住宅

県指定
●景ヶ島渓谷屏風岩の柱状節理
●五竜の滝
●木造阿弥陀如来坐像（東京国立博物館で保管）

市指定

●頼朝井戸の森　　　　　●須山浅間神社社叢
●愛鷹ツツジ原生群落　　●景ヶ島渓谷
●富士裾野大野第２風穴　●葛山城址
●葛山氏居館址　　　　　●宗祇の墓所
●須山浅間神社棟札　　　●岩波風穴
●須山田向十二神社社叢　●十里木氷穴
●黒岳の自然杉群落　　　●楠林

埋蔵文化財　～奈良時代の滝頭遺跡を発掘調査～

市教育委員会は、都市計画道路整備に合わせて、滝頭遺跡の発掘
調査を行いました。この遺跡は奈良時代のもので、住居跡、かまど
などの遺構や、土器の破片などが見つかりました。滝頭遺跡は発掘
調査が終了し埋め戻しを行ったため、現場を見ることはできません
が、今回の発掘によって得られた遺物は大切に保存していきます。
今後は、出土品などの分析を進
め、報告書を作成し、滝頭遺跡の
文化的価値を検証します。

●埋蔵文化財とは…土地に埋蔵さ
れている文化財（主に遺跡とい
われている場所）のことです。

▲発掘現場で住居跡などを見学しました

▲土器などの出土品の披露と解説を行い
ました

▲出土した須恵器の坏

文化財は貴重な財産です

国・県・市の指定を受けたものや博物館の展示物で
なくても、例えば地域の寺社や、そこに伝わる仏像、
書物、境内にある樹齢何年の巨木、路傍の道祖神など
の石造物も貴重な文化財です。どれも長い間大切にさ
れてきたからこそ今に残っています。まちの個性であ
り、よき伝統である文化財を、みんなで守っていきま
しょう。

指定文化財を中心にさまざまな文化財を紹介し
ます。展示を見学した後に、ぜひ現地を訪れてみ
てください。
とき／ 11月 10日㈮まで　９時～ 21時
ところ／生涯学習センター 1階　展示コーナー

市の文化財展
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11 月９日㈭～ 15日㈬は秋の全国火災予防運動です
火の用心　ことばを形に　習慣に　（全国統一防火標語）

特集４

11 月９日㈭から 15 日㈬までの７日間、秋
の全国火災予防運動が行われます。この運動は
火災が発生しやすい時季に、火災予防意識の一
層の普及と火災発生の防止を行い、逃げ遅れな
どによる死者の減少と、財産の損失を防ぐこと
を目的としています。

富士山南東消防本部 予防課
972-5802

富士山南東消防本部 裾野消防署
995-0119

住宅防火いのちを守る 7つのポイント

3 つの習慣
●寝たばこは、絶対しない。
●ストーブは、燃えやすい物から離れた位置で使用す
る。
●ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消
す。

４つの対策
●逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置す
る。
●寝具や衣類、カーテンからの火災を防ぐために、防
災品を使用する。
●火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器など
を設置する。
●高齢の方や体の不自由な方を守るために、隣近所の
協力体制をつくる。

住宅用火災警報器の設置はお済みですか？

火災を早期に発見し、尊い命や貴重な財産を守るた
め、全国全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務
付けられています。まだ設置が済んでいない方は早急
に設置をお願いします。

平成 28 年住宅用火災警報器奏功事例
【事例１】
居住者が煮物の入った鍋に火をかけたまま外出。台
所と寝室に設置された住宅用火災警報器が鳴動し、そ
の鳴動音に気付いた近隣の方が 119 番通報しました。
調査の結果、鍋の煮物が焦げたもので、火災に至りま
せんでした。

【事例２】
居住者が住宅２階で就寝中、階段上部の住宅用火災
警報器が鳴動していることに気付き、部屋を出て音を
止めた際に煙の臭気を感じました。室内に異常はなく、
開いていた窓から軒下をのぞくと炎が見えたため、急
いで外に出て水道水（ホース）をかけ初期消火に成功。
火災の拡大を防ぐことができました。

住宅用火災警報器を点検しましょう
住宅用火災警報器が古くなると電池切れや部品の故
障、本体の寿命で火災を正常に感知しなくなります。
10年を目安に交換しましょう。

定期的に作動確認
住宅用火災警報器から下がっているひもを引く、本
体のボタンを押すなどして定期的に点検をしてくださ
い。正常な場合はメッセージや警報音が鳴ります。
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特集５

11 月・12月は税の滞納整理強化月間
税金の納め忘れはありませんか？

税金は、私たちが安心して暮らせるまちづくりに欠かせない
公共サービスや公共事業を行うための貴重な財源です。税金を
滞納すると納税している方との公平性を欠きます。

県内全市町と県が連携して、市税の収納率の向上に取り組ん
でいます。特に、11 月・12 月を税の滞納整理強化月間と定め、
税の徴収強化に取り組みます。 管理納税課

995-1811

滞納は行政サービスの提供に支障が生じます

納められた税金は、教育や福祉、公共施設の整備な
ど、市民の皆さんが安心して暮らしていける環境づく
りに使われます。税金を滞納すると、市の財政を圧迫
し、行政サービスの提供に支障を来すことがあります。
また、納期限内に納付している多くの方々との公平性
も欠きます。

11 月、12月は滞納整理強化月間

県内全市町と県が協力して、市税の徴収率の向上に
取り組んでいます。11月、12月を滞納整理強化月間
として、県下一斉に滞納処分の強化を図ります。市で
も皆さんに広報活動などを通して納期限内の納付を呼
びかけます。

税金を滞納すると
財産が差し押さえられます

税金が納期限内に納付されない場合には、本来の税
額に加え、法律の定める額の延滞金を合わせて未納で
あることをお知らせする、督促状などを送付します。
少額であっても、納期限までに納付されない場合は、
滞納処分の対象となります。市では、事情なく納付し
ない滞納者に対して、財産の差し押さえなどの滞納処
分を徹底して行っています。差し押さえの対象は、給
与、預金、生命保険、不動産、自動車、家電製品、貴
金属などの多岐に渡ります。

滞納処分の流れ

納税通知書の発送
納税通知と納付書を発送します。税金ごとに発送日
や納期限が異なります。

納税の督促
納期限が過ぎても納付されない場合は、督促状を発
送します。督促状の発送から 10日経過時に納付や連
絡がないときは、差し押さえの対象になります。

財産調査
滞納者が所有している財産を調査します。捜索（滞
納者の居住などで財産を発見するために行う強制的な
立ち入り）も行います。

財産の差し押さえ
給与、預金、生命保険、不動産などを差し押さえます。

滞納市税に充当
差し押さえた財産は、取り立てや公売をし換価（換金）

します。換価して得た代金は、滞納市税に充当します。

場合は
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特集５

平成 28年度滞納処分状況

差押物件 差押件数
動産・不動産 ３件
給 与・ 年 金 39 件
預 貯 金 64 件
保 険 61 件
そ の 他 19 件

合　計 186 件

納税に困ったら早めに相談を！

災害や盗難、本人や家族の病気、事業の休廃止、失
業などのやむを得ない事情で市税の納付が困難なとき
には、早めにご相談ください。電話での相談も受け付
けています。日中に納税相談ができない方のために、
夜間納税相談を実施しています。
夜間納税相談
毎月第１・第３水曜日 19時まで（祝日、年末年始
を除く）
税の滞納整理強化月間中の実施日 ▼ 11 月１日・15
日、12月５日～７日・20日

便利な口座振替や
コンビニ納付をご利用ください

納付は、金融機関窓口やコンビニエンスストアでお
願いします。
口座振替／市では確実・便利な口座振替による納付を
勧めています。管理納税課、各支所、指定金融機関
で手続きしてください。

コンビニ納付／納期限内であれば、24時間 365 日納
めることができます。　※ 30万円を超える納付書
は利用できません。

平成 28年度市税収入状況

� （単位：千円）
調定額 収入額 収入未済額

現年課税分 10,901,979 10,816,168 85,811

滞納繰越分 270,374 78,737 167,826

合 計 11,172,353 10,894,905 253,637

※市税（一般会計分）…市民税 ( 個人・法人 )、固定
資産税・都市計画税、軽自動車税、市たばこ税

　静岡地方税滞納整理機構は、市町と県が連携して
地方税の徴収が難しい滞納案件を、共同で専門的に
処理する機関です。弁護士と協力しながら、財産調

県と市が一体となった滞納者の徴収対策
査と滞納処分を迅速かつ確実に行います。当市でも、
静岡地方税滞納整理機構に滞納者の徴収を移管し、
成果を上げています。

地方税の滞納整理の専門機関として、弁護士と協力しながら、財産調査と
滞納処分を迅速、確実に行います。

給  料インターネット公売など 土地・建物
預  金

カメラ・時計 自動車

徴 収 困 難 な 滞 納

県・市・町

静岡地方税滞納整理機構

徴 収 金

徹底した財産調査と
差し押さえ

公売などによる
換 価 
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特集６

国民年金加入者の種類と保険料の納め方

国民年金は、職業や収入、国籍を問わず日本国内に
住所を有する 20 歳以上 60 歳未満の全ての方が加入
します。加入者は次の 3種類に分けられます。
第 1 号被保険者
加入者／学生・フリーターや自営業などとその配偶者
保険料／月額 16,490 円（今年度）を納付書や口座振
替などで納付します。

付加保険料／申請し、月額の保険料に 400 円上乗せ
して納めると、老齢基礎年金を受給するときに、上
乗せの付加年金を受けることができます。

第２号被保険者
加入者／会社員や公務員などの方
保険料／給料から天引きされます。
第３号被保険者
加入者／第 2号被保険者に扶養されている配偶者
保険料／配偶者が加入している制度から負担されるた
め、個人で納める必要はありません。

保険料の収納業務は民間委託しています

国民年金保険料を納め忘れた方に対して、電話や文
書、訪問などによる納付の案内や免許などの申請手続
きの案内を民間事業者へ委託しています。
民間委託業者／日立トリプルウィン・NTT印刷共同
企業体　☎ 0120-211-231

年金ネットで自分の年金記録を確認

11 月 30 日は、年金の日です。この機会に「ねん
きんネット」を活用し年金記録や年金受給見込額を確
認してみてはいかがでしょうか。
ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル／�
☎ 0570-058-555

受付時間／㈪～㈮　９時～19時、第２㈯　９時～17時

過去の保険料の納め忘れがある方

納め忘れた保険料を５年前までさかのぼって納める
こと（後納）ができます。沼津年金事務所で手続きを
してください。

第１号被保険者の方で
保険料の納付が困難なとき

保険料を納めるのが経済的に難しい場合は、学生納
付特例、納付猶予、免除の制度を利用しましょう。申
請は、申請時点の２年１カ月前の月までさかのぼって
申請できます。
沼津年金事務所または国保年金課
※沼津年金事務所は、月曜日は 19時まで。第２土
曜日は９時 30分から 16時まで受け付け可

学生納付特例制度（保険料の納付を猶予）
大学・短大・専門学校・各種学校などに在学してい
る 20歳以上の学生で、学生本人の前年所得が一定
額以下の方
学生証（両面コピー可）または在学証明書

納付猶予制度
20 歳以上 50 歳未満の方で、本人・配偶者それぞ
れの前年所得が一定額以下の方

免除制度（全額免除・一部免除）
一部免除は保険料の一部を納付することで、残りの
保険料が免除になります。
20 歳以上 60 歳未満の方で本人・配偶者・世帯主
それぞれの前年所得が一定額以下の方

●前年の所得が一定額を超えている場合でも、失業な
どの理由で免除などの承認を受けることができる場
合があります。離職票や雇用保険受給資格者証など
が必要です。
●各制度で承認された期間は、年金受給資格期間に反
映されますが、老齢基礎年金額を算出する場合は減
額となります。承認された期間の保険料は後から納
めること（追納）で、年金額を満額に近づけること
ができます。追納する場合は、承認された期間から
10年以内に納付してください。

国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも強い見方
となる制度です。保険料の納め忘れのないようきちんと収めましょう。

沼津年金事務所（沼津市日の出町）
921-2201

国保年金課　 995-1813

　日本年金機構が発行した保険料の納付書を持って
いない方から、民間事業者の担当者が現金を預かり、
領収書を発行することはありません。

注意！

11 月は年金月間
11月 30日（いいみらい）は年金の日です
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新成人者祝賀駅伝大会参加チームを募集
新春１/７㈰８時　須山小学校スタート

特集７

とき／１月７日㈰　８時～
ところ／須山小学校スタート

市民体育館
993-0303

新成人者祝賀駅伝の参加チームを募集します。
１チームの出場選手数は、６人または 12 人で
す。参加を希望するチームは、11 月 10 日㈮
から 12 月 10 日㈰までに市民体育館へお申し
込みください。

11/10 ㈮から申し込み受付開始

参加資格
市内に住んでいる方か通勤・通学している方
種目
●小学男子の部　　●小学女子の部
●中学男子の部　　●中学女子の部
●一般男子の部（高校生以上）
●一般女子の部（高校生以上）
●壮年の部（年齢で 35歳以上）
※オープン参加可
チーム構成

種目 監督 選手 補欠 ゼッケン
中学男子 １人 ４人 ２人 白
一般男子 １人 ４人 ２人 白
上記以外 １人 ８人 ４人 黄

表彰
●総合の１～６位、各部門の１～３位までを表彰
●各部門の区間１位に区間賞として賞状を郵送
参加費
小中学生のみで編成されたチーム／ 1,000 円
上記以外のチーム／ 2,000 円
申込方法
市民体育館にある申込書に必要事項を記入し、提出
してください。申込書は市スポーツ祭ホームページか
らダウンロードできます。　※メール可
申込期間／ 11月 10日㈮～ 12月 10日㈰
http://susono-sports-c.jimdo.com

監督者会議

監督者は必ず出席してください。
とき／平成 30年１月４日㈭　18時 30分～
ところ／市民体育館多目的ルーム

コース

コース構成／区間合計　21.7km

４区間（中学男子・一般男子）
第１区 須山小学校～呼子入口 5.5km
第２区 呼子入口～総合グラウンド 6.2km
第３区 総合グラウンド～市民体育館 4.9km
第４区 市民体育館～市民文化センター 5.1km
※積雪によるコース変更の場合
　第１区▶陸上競技場～呼子入口　5.2km

８区間（小学男子・小学女子・中学女子・一般女子・壮年・オープン）

第 1-1 区 須山小学校～大胡山入口 3.3km
第 1-2 区 大胡山入口～呼子入口 2.2km
第 2-1 区 呼子入口～金沢公民館前 3.2km
第 2-2 区 金沢公民館前～総合グラウンド 3.0km
第 3-1 区 総合グラウンド～深良小学校前 2.1km
第 3-2 区 深良小学校前～市民体育館 2.8km
第 4-1 区 市民体育館～西中学校正門 2.9km
第 4-2 区 西中学校正門～市民文化センター 2.2km

※積雪によるコース変更の場合
　第 1-1 区▶陸上競技場～パノラマロードチェーン�
　　　　　　装着場　1.8km
　第 1-2 区▶パノラマロードチェーン装着場～呼子�
　　　　　　入口　　3.4km

中央公園
西中

富岡支所

富一小

富二小

大胡山入口★

呼子入口★

深良★
小学校前

★市民
体育館

西中学校正門★

★金沢公民館前

総合
グラウンド★
総合
グラウンド★

須山支所

深良支所

生涯学習
センター

須山小

市民文化センター

いずみ大橋

西小

日赤

至沼津

至岩波

裾野岩波
郵便局
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園

国
道
２
４
６
号

裾
野
駅
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殿
場
線
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線

スタート

ゴール
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特集８

市営墓地　58区画の墓所使用者を募集
申込受付は12/1 ㈮まで

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 58 区画の墓所使用者
を募集します。申込受付期間は、12 月１日㈮までで、引
き渡しは１月下旬ごろになります。第１～３号墓域の募集
区画は残りわずかとなりました。市内に墓地がない方は、
お申し込みください。

生活環境課　 995-1816

募集区画は 58区画

３平方メートル（標準タイプ）／ 58区画
（１号墓域

▲

４区画、２号墓域

▲

１区画、３号墓域

▲

53 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方が対象です。
●市に住民登録があり、市内に墳墓を持っていない方
●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で、市内に墳墓を持っ
ていない方
※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 12/ １㈮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
12月１日㈮まで　９時～17時※土・日曜日、祝日を除く

使用区画抽選会

申し込んだ方は、参加してください。
とき／ 12月 11日㈪　14時～
ところ／市役所地下会議室

引き渡しは１月下旬ごろ

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、１月下旬ごろになります。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平方メートルタイプの使用料・管理料

永代使用料
市に住民登録がある方 430,000 円
市外に住民登録がある方 570,000 円

管理料（年間） 5,140 円

使用申し込みから引き渡しまで
墓所使用申込書の提出（12/ １㈮まで）

抽選会・使用区画の決定（12/11 ㈪）

墓所使用許可申請、永代使用料・管理料の納付
（12/11 ㈪～１/16 ㈫）

墓所使用許可書の発行・引き渡し
（１月下旬）
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運動公園・市民体育館の教室参加者を募集
体力づくりや健康増進

特集９

運動公園と市民体育館で、指定管理者が教室を開催します。 
定期的に体を動かし、体力づくりや健康増進を図りましょう。

●事前の申し込みが必要な教室

教室名 とき 対象
硬式テニス① ㈬ 13:00 ～ 14:30

18 歳以上の方
硬式テニス② ㈭ 10:00 ～ 11:30

キッズサッカー ㈬ 15:20 ～ 16:20 年中・年長児
ジュニアサッカー ㈬ 16:30 ～ 17:45 小学１～３年生

キッズ体操 ㈬ 15:15 ～ 16:15 未就学児
ジュニア

ベースボール ㈬ 16:30 ～ 18:00 小学３～６年生

参加料が必要です。初回参加時にお支払いください。
運動公園に往復はがきでお申し込みください。
11月 22日㈬

●事前の申し込みが必要な教室
教室名 とき 対象

生き生き健康体操 ㈪ 11:10 ～ 12:10 40 歳以上の方
卓球（初級） ㈪  9:30 ～ 11:00

18 歳以上の方
（高校生を除く）

すこやか体操 ㈫ 13:30 ～ 15:00
ヘルスアップ ㈫ 19:00 ～ 20:30

エンジョイリズム ㈭  9:30 ～ 11:00
硬式テニス ㈬  9:30 ～ 11:00
ママと一緒

エクササイズ ㈪ 13:00 ～ 14:00 未就学児と
その保護者

幼児体育クラス ㈪ 15:20 ～ 16:20 年中・年長児
児童体育クラス ㈪ 16:25 ～ 17:25

小学１～５年生児童体育
チャレンジクラス ㈪ 17:30 ～ 18:30

ジュニア卓球 ㈫ 17:30 ～ 18:45 小学４～６年生

親子健康体操 ㈬ 13:30 ～ 14:30 １歳半～３歳児と
その保護者

硬式キッズテニス ㈬ 15:15 ～ 16:15 ４歳以上の未就学児
硬式ジュニアテニス ㈬ 16:30 ～ 18:00 小学生

キッズダンス ㈭ 16:15 ～ 17:15 ４歳以上の未就学児
ジュニアダンス ㈭ 17:30 ～ 18:30 小学生

新体操 ㈭ 15:30 ～ 16:30 年中・年長の女児

参加料が必要です。初回参加時にお支払いください。
市民体育館に往復はがきでお申し込みください。
11月 25日㈯

●事前の申し込みが不要な教室

教室名 とき

はじめてエアロ
㈫ 13:00 ～ 13:45
㈮ 10:00 ～ 10:45

ピラティス・
ストレッチ ㈫ 14:00 ～ 14:45

ラテンエアロ ㈬ 10:00 ～ 10:45
リフレッシュ・ヨガ ㈮ 11:00 ～ 11:45

ラウンドフィットネス 不定期（事前にご
確認ください）

参加料が必要です。毎回参加時にお支払い
ください。

●事前の申し込みが不要な教室
教室名 とき

シェイプポール ㈪ 19:00 ～ 19:50

ボクシングシェイプ
㈫ 10:00 ～ 10:50
㈬ 19:00 ～ 19:50

初心者の為のトータル
ストレッチ

㈫ 11:00 ～ 11:50
㈬ 20:00 ～ 20:50

ヨガトレ ㈬ 10:00 ～ 10:50
ディスコワールド ㈭ 13:30 ～ 14:20

ピラティス・ストレッチ ㈭ 14:30 ～ 15:20

はじめてエアロ
㈭ 19:00 ～ 19:50
㈮ 14:00 ～ 14:50

リラックスヨガ ㈭ 20:00 ～ 20:50
骨盤美活 ㈮ 10:00 ～ 10:50

ラテンエアロ ㈮ 11:00 ～ 11:50
ソフトヨガ ㈮ 15:00 ～ 15:50

参加料が必要です。毎回参加時にお支払い
ください。

運動公園が募集する教室

市民体育館が募集する教室

運動公園　 997-7277

市民体育館　 993-0303
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インフォメーション

Information

図書館映画会

　当日会場へお越しください。
11月 11日㈯　14時～
鈴木図書館２階視聴覚室
60人（先着順）

上映作品／海よりもまだ深く
駐車場は市役所駐車場をご利用
ください。
鈴木図書館　992-2342

にこにこキャラバン
“北児童館の巻 ”

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。
11月 21日㈫　10時～ 12時
北児童館
未就園児とその保護者の方
歌、手遊び、リズム遊び、親子
制作、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

市民無料相談

11 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、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。
●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

青色申告をしている個人事業者で年末調整の必要がない方は、青
色申告決算説明会のみ参加してください。午前中に消費税の軽減税
率制度の概要や制度対応に係る支援制度などの説明会を行いますの
で、事業者の方は参加してください。

と　き ところ

11 月 16 日㈭ 御殿場市民会館
小ホール（御殿場市萩原）

11 月 17 日㈮ 裾野市民文化センター
多目的ホール

11 月 21 日㈫・22 日㈬ 沼津市民文化センター
小ホール（沼津市御幸町）

消費税軽減税率制度説明会
10 時～ 11時 30分　※ 22日㈬は実施しません。
開場は開始時間の 30分前です。

年末調整等説明会
13 時 30 分～ 15時　 事前に送付した関係書類

青色申告決算説明会
15 時 10 分～ 16時
青色決算書は確定申告書類に同封して送付します。
課税課　995-1810、沼津税務署　922-1560（代表）

平成29年分の年末調整等説明会と
青色申告決算説明会、消費税軽減税率制度等説明会を開催

人権啓発講演会

　当日会場へお越しください。
11月 25日㈯　14時～ 16時
御殿場市民交流センター「ふじ
ざくら」交流ホール（御殿場市
萩原）

テーマ／いのち、いきがいなど
講師／青木新門さん（作家、代表
作『納棺夫日記』）
御殿場市役所くらしの安全課

　0550-82-8400

裾野御殿場ラグビー・
スポーツフェスティバル

　太陽生命ウィメンズセブンズシ
リーズ富士山裾野御殿場大会が運
動公園陸上競技場で開催され、大会

に合わせてイベントを開催します。
11 月 11 日㈯、12 日㈰　10
時～ 17 時　※一部早く終了す
るコーナーあり
運動公園
スポーツ体験コーナー（タグラ
グビー教室、乗馬など）、働く
自動車の展示、うさぎとのふれ
あいコーナー、ウォークラリー
駐車場には限りがあります。岩
波駅からのシャトルバスをご利
用ください。
生涯学習課　992-3800
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お知らせ

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　

第１回　市優良広告景観賞作品募集

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。
11月 29日㈬
美化センター　992-3210

11 月は家庭教育を
考える強調月間

　県では、家庭教育の役割やその
重要性を見つめ直す月として 11
月を家庭教育を考える強調月間に
定めています。それぞれの家庭の
状況に応じて、月に１度は「家庭
の日」を設けて家族と一緒に過ご
し、家族のふれあいを深めましょ
う。

生涯学習課　992-3800

J
ジェイ
-A
ア ラ ー ト
LERT の

全国一斉情報伝達訓練

J-ALERT の全国一斉情報伝達
訓練が行われます。当市でも防災
行政無線で試験放送を実施します。
11月 14日㈫　11時ごろ

J-ALERT（全国瞬時警報システ
ム）／弾道ミサイル情報・津波
情報・緊急地震速報など対処に
時間的余裕のない事態に関する
情報を人工衛星や地上回線を利
用して国から送信し、市町村の
防災行政無線などを自動起動す
るシステムです。国から直接住
民に緊急情報を伝達することが
できます。
危機管理課　995-1817

国保高齢受給者証交付会

　12 月１日㈮から対象となる方
に、受給者証を交付します。
11 月 22 日㈬　10 時 20 分～
11時 30分�
福祉保健会館３階研修室
昭和 22 年 11 月２日～ 12 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

富士山などの自然景観やまち並みに調和した屋外広告物を募集し
ます。

平成 30年成人式

　対象の方には、11 月中旬に案
内状を送付します。届かない方は、
ご連絡ください。
平成 30 年１月７日㈰　10 時
30分～　※受付 ▼９時30分～
市民文化センター
平成９年４月２日～平成 10年
４月１日に生まれた方で、市に
住民登録をしている方または市
内の中学校を卒業し、市外に住
んでいる方
生涯学習課　992-3800

表彰

募集部門
優良デザイン部門／市屋外広告物基本計画に定める誘導基準を満た
すなど、良好な景観形成に寄与し、まち並みに合わせ、規模・形
態・配置・内容・色彩などを創意工夫したもの

景観協力部門／市屋外広告物条例施行後に既存不適格となった広告
物、または県屋外広告物条例施行規則の一部改正（平成 25年３
月 29日公布）後に既存不適格となった広告物で、許可基準を満
たし新たに設置されたもの、許可不要となる規模で新たに設置さ
れたもの、または景観に配慮し除却したもの

対象／広告主、製作者、推薦者
応募方法／応募用紙に必要事項を記入し写真を添付し、まちづくり
課に直接または、メールで提出してください。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。

応募期間／ 12 月 15 日㈮まで

優良デザイン部門／最優秀賞、優秀賞、奨励賞、感謝状を授与
景観協力部門／景観感謝状を授与

まちづくり課　995-1829
toshikei@city.susono.shizuoka.jp
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母子父子寡婦福祉金
貸付制度

　ひとり親家庭や両親の居ない子
どもが高校や大学、専門学校など
に進学するために必要な資金の貸
付を行います。
20歳未満の子どもを扶養して
いる母子家庭の母、父子家庭の
父、両親のいない児童など

修学資金／高校以上に通学するた
めに必要な授業料、教材費、交
通費など

就学支度資金／高校・大学・専門
学校などの入学時に必要な被
服・履物などの購入費
子育て支援課にある申込書に必
要事項を記入し、お申し込みく
ださい。

　歴史探訪講座を開催します。� 東西公民館　992-6677

　葛山氏が治めた葛山・千福
地区に見られる史跡や石造物
から庶民文化や信仰をたどり
ます。
11月 18日㈯

　９時 30分～ 12時ごろ
集合／景ヶ島駐車場
30人（先着順）

講師／井上輝夫さん（県文化
財保護指導員）

距離／約３km
11月４日㈯～ 12日㈰

11月２日㈭～ 12月 22日㈮
申請書類提出後、面接を行いま
す。
子育て支援課　995-1841

普通救命講習会

11 月 26 日㈰　９時～ 12時
裾野消防署３階災害対策室
中学生以上の方
30人（先着順）
AED（自動体外式除細動器）
を使った心肺蘇生法の習得
裾野消防署、茶畑分遣所、須山
分遣所に直接お申し込みくださ
い。
11月 25日㈯

富士山南東消防本部裾野消防署
救急係　995-0119

男性介護者交流会

　介護仲間との情報交換や介護に
ついての相談などを行います。
11 月 25 日㈯　13 時 30 分～
15時 30分
福祉保健会館３階会議室
介護している男性の方
次のいずれかへお申し込みくだ
さい。
●介護家族の会（杉山）
090-1984-9977 993-5834
●地域包括センター 995-
1288 ●北部地域包括センター
930-5800 ●担当のケアマ

ネージャーへ直接申し込む
11月 23日㈭
見守りが必要な家族のために、
別室でミニデイを開設します。
利用する方は、早めにお申し込
みください。
社会福祉協議会　992-5750

　若山牧水の歌碑４カ所を巡
り、裾野と牧水の関係を学び
ます。
11月 23日㈭

　９時～ 12時ごろ
集合／東西公民館
20人（先着順）

講師／金窪明美さん（裾野牧
水を語る会）

距離／約８km
11月４日㈯～ 18日㈯

　茶畑中丸・三ツ石古墳群を
中心とした古墳時代の集落や、
路傍の石造物、史跡から庶民
文化や信仰をたどります。
11月 25日㈯

　９時 30分～ 12時ごろ
集合／東西公民館
30人（先着順）

講師／井上輝夫さん（県文化
財保護指導員）

距離／約２km
11月４日㈯～ 18日㈯

歴史探訪講座

vol.1　千福歴史探訪
ウォーキング

vol.2　牧水文学
ウォーキング

vol.3　東地区歴史探訪
ウォーキング

各回定められた距離をウォーキングできる方
各大人 200 円、高校生以下 100 円、
　別途保険代 50円

ウォーキングができる服、水分補給ができるもの、汗拭き
タオル、参加費など
雨天の場合は東西公民館で座学を行います。小雨決行です。
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お知らせ

平成 30年度採用職員

平成 30 年度採用の市職員試験
を 12月３日㈰に行います。
職種／保健師
11月 17日㈮
詳細は、市公式ウェブサイトを
ご覧ください。
人事課　995-1806

親子手づくり教室

　親子手づくり教室「世界で 1
冊だけの絵本づくり」の参加者を
募集します。
12月２日㈯　14時～
鈴木図書館２階展示室
市内に住んでいる小学生とその
保護者
20人（先着順）
申込時に配布する材料で、事前
に本の内容を製作してください。
当日は、本のかたちにする仕上
げ作業を行います。

11月 11日㈯９時～ 25日㈯
駐車場は市役所駐車場をご利用
ください。

鈴木図書館
　992-2342

陸上自衛隊高等工科学校
採用試験案内

推薦

▲

平成 30 年１月６日㈯～
８日㈪の指定する１日
　一般

▲

平成 30年１月 20日㈯
中学校を卒業（見込みを含む）
した 17歳未満の男子
推薦

▲
12 月１日㈮

　一般

▲

平成 30年１月９日㈫
●推薦には、中学校長などの推
薦などが必要です。●２次試験
日は、１次試験合格発表時に指
定します。

自衛隊三島募集案内所
　989-9111

働きたい女性のための
就職準備セミナー

①女性のためのマネー講座 11
月 21 日㈫②女性のための就活
実践セミナー 12月５日㈫
プラサヴェルデ 404 会議室（沼
津市大手町）
将来的に働きたい、就職準備段
階、就職活動中の女性の方
各 20人（先着順）
しずおかジョブステーションに
電話で申し込むか、予約専用サ
イトからお申し込みください。
①11月17日㈮ ②12月１日㈮
各回託児があります（先着順）。
１週間前までにお申し込みくだ
さい。�
しずおかジョブステーション東
部　951-8229
http://jobsta.resv.jp/

申込書を説明会で配布します。入室を希望する児
童の保護者は必ず説明会に出席をしてください。説
明会は、下表の日程で実施します。申し込みは不要
です。直接、会場へお越しください。
平成 30年度に市内の小学校に通学する保護者が
勤務などで放課後に面倒が見られない児童

平成30年度放課後児童室入室児童
各放課後児童室
　※東小のみ東地区コミュニティセンター会議室
駐車スペースには限りがあります。乗り合わせで
お越しください。

申込締め切り／ 12月 20日㈬
各放課後児童室・子育て支援課　995-1841

放課後児童室名 対象学年 電話番号 と　き
富岡第二小学校放課後児童室 新６年生まで 090-1412-0534 12 月１日㈮　18:00 ～ 19:00

深良小学校放課後児童室 新３年生まで 992-7336 12 月１日㈮　18:00 ～ 19:30
向田小学校放課後児童室 新６年生まで 993-7400 12 月１日㈮　18:30 ～ 19:30
西小学校放課後児童室

新３年生まで
992-5580

12 月１日㈮　19:00 ～ 20:00
東小学校放課後児童室 992-4282
南小学校放課後児童室 993-6556

12 月５日㈫　18:00 ～ 19:00
須山小学校放課後児童室

新６年生まで
998-0066

千福が丘小学校放課後児童室 992-4300
12 月８日㈮　19:00 ～ 20:00

富岡第一小学校放課後児童室 新３年生まで 997-1116
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Q 「契約会社から契約不履行によって訴状が提
出された」と書かれたはがきが送られてきた。

明後日までに連絡しないと給料や不動産を差し押さ
えると書いてある。心当たりはないがどう対応すれ
ば良いか。

Ａ 実際に利用のない携帯電話やインターネット
の情報利用料などを不特定多数にはがきや

メールで請求し、お金をだまし取ろうとする事例が
増えています。①利用した覚えがなければ払わない。
②相手に連絡しない（個人情報は絶対に教えない）。
③請求ハガキなどの証拠は保管する。④悪質な取り
立ての場合は、警察に届ける。といった対策をして
ください。存在しない公的機関の名称を用いた請求
もあります。不審なときは、消費生活センターに相
談してください。

消費生活センターは何をやっているの？
「ネットで注文した商品が届かない」、「クーリン
グ・オフできるの」などの契約トラブル、悪質商法、
架空請求など消費生活に関する相談を受けています。
多重債務の相談や出前講座も行っています。
一人で悩まずに「おかしいな」、「困ったな」と思っ
たときは、すぐに相談してください。専門家による
多重債務相談を第２水曜日 14時から行っています
ので、ご利用ください。

【概要】
ところ／市役所１階
相談できる時間／月～金曜日９時～ 12 時、13 時
～ 16時（祝日、年末年始は除く）

相談方法／電話、来所のどちらでも相談を受けてい
ます。 消費生活センター

995-1854

消費者相談室 Counseling Room

ひとり親家庭のための
個別相談会など

　ひとり親家庭のための個別相談
会、養育費・就業支援セミナーの
参加者を募集します。
11 月 23 日㈭　①個別相談会
9 時 30 分～ 16 時②養育費セ
ミナー 10 時～ 12 時③就業セ
ミナー 13 時 30 分～ 15 時 30
分

沼津労政会館第 2・3会議室（沼
津市高島本町）
母子・父子家庭の方、離婚を考
えている方
① 10人②③ 20人（各先着順）
①法律・生活・就業の相談②離
れて暮らしている子どもへの
メッセージ～養育費と面会交流
～③色の力で笑顔になろう！～
きれいになる色・元気になる色
を見つけよう～
各回託児があります（予約制）。

母子家庭等就業・自立支援セ
ンター　054-254-1191

こころの健康づくり講演会

11 月 29 日㈬�
13 時 30 分～ 15時
生涯学習センター学習ホール
160 人

演題／こころの健康と免疫学
講師／藤田紘一郎さん（東京医科
歯科大学名誉教授）
事前に健康推進課へお申し込み
ください。定員に達しない場合、
当日まで受け付けます。
すその健康マイレージの対象
健康推進課　992-5711

消費生活センター便り 消費生活研究会
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Health

11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

８日㈬
９:00〜９:15

平成29年５月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

14日㈫
13:00〜13:30

平成28年４月
生まれの方

２歳児
親子教室

28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

９日㈭
13:00〜13:15

平成27年５月
生まれの方

３歳児
健康診査

16日㈭
13:00〜13:30

平成26年10月
生まれの方

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
６・13・20・27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

27日㈪
13:00〜15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

24日㈮
18:00〜18:30 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

20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

６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

８日㈬・24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

６日㈪・30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
 ７日㈫ 17:00 〜 19:30

14日㈫※  9:00 〜 11:30
21日㈫　 13:00 〜 15:30
30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

内科 整形 内科 内科
5 6 7 8 9 10 11

整形 外科 内科 内科 内科 内科 整形
12 13 14 15 16 17 18

内科 整形 内科 内科 内科 整形 内科
19 20 21 22 23 24 25

内科 外科 内科 整形 内科 内科 整形
26 27 28 29 30

外科 整形 内科 内科 内科
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救急協力医

11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 ㈭ あそうクリニック 929-7575 筒井町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

17 ㈮ 村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 鈴木医院 993-0430 佐野 坂小児科医院 931-3233 下香貫

　前原

18 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 池田病院 986-1212 本宿 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

19 ㈰

つかだ医院 983-1577 堂庭 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

山谷内科医院 966-5333 青野 よざ小児科医院 967-5722 原

田中クリニック 992-1881 伊豆島田 田中クリニック 992-1881 伊豆島田

20 ㈪ 清流クリニック 941-8688 堂庭 田沢医院 962-1205 大手町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

21 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 頴川医院 921-5148 高島本町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

22 ㈬ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 大沢ハート

クリニック 929-1313 若葉町 西村医院 971-6510 下土狩

23 ㈭

鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

高田胃腸科・
内科クリニック 962-1410 仲町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

　馬場

杉山医院 992-0028 平松 御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町

24 ㈮ かとう内科医院 946-5562 大岡 西方外科医院 921-1333 共栄町 田中医院 921-2053 高島町

25 ㈯ 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 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

26 ㈰

白石医院 951-4593 市道町 遠藤クリニック 975-8801 久米田

さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

新井内科
クリニック 992-0811 久根 五十嵐クリニック 934-6700 志下
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11 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 ㈪ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 五十嵐クリニック 934-6700 志下 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

　馬場

28 ㈫ おおい神経内科 922-8886 北高島町 松原医院 962-1496 白銀町 よざ小児科医院 967-5722 原

29 ㈬ 本村クリニック 969-0001 大塚 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

30 ㈭ 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

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

19 ㈰ つちや耳鼻咽喉科医院
0545-30-8003 厚原　　

桑名眼科クリニック
987-5575 下土狩　

こまきウィメンズクリニック
972-1057 西若町　

牧野歯科医院
988-1184 下長窪　

23 ㈭ ながいずみ島田耳鼻咽喉科医院
939-8833 下土狩　

山内眼科クリニック
975-8338 中田町　

岩端医院
962-1368 大手町　

歯科クリニックみよし
994-1900 佐野　　

26 ㈰ 本橋耳鼻咽喉科医院
972-1133 東本町　

むらまつ眼科医院
993-8855 深良　　

いながきレディースクリニック
926-1709 宮前町　

めぐろ歯科
980-6480 中土狩　

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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11月の休館日

新規就農をした勝又純也さんのイチゴハウスで、
９月 20 日㈬から 26 日㈫まで、１万７千本のイチ
ゴの苗の植え付け作業が行われました。勝又さんは、
平成 27年に脱サラし、昨年「がんばる新農業人支
援事業」の支援を受け、約１年間イチゴ農家で研修
をし、今年３月に新規就農しました。

以前は、農業とはまったく関係のない仕事をして
いたという勝又さん。３年前、農家として長年米の
生産をしていた義父が体調を崩したことをきっかけ
で農業について考え始めました。「裾野市はイチゴ
が特産品ですが、生産者は少ないのが現状です。イ
チゴの生産地として盛り上げていきたい、そして何
より農業には将来性があると感じ、農業をやろうと
思いました」と話す勝又さん。
栽培面積は、約 3,000 平方メートルで、生産目
標は 16トン。勝又さんが栽培する「きらぴ香」は、
病気になりやすく栽培が難しい品種。「病気を出さ
ないようにし、出荷できないものを作らないように
したいです」と勝又さん。一筋縄ではいかない栽培
の難しさを話してくれました。
勝又さんのこれからの目標は、６次産業化。「古
民家カフェで、イチゴの販売やイチゴを使ったス
イーツを提供していきたいです」と今後の計画を語
ります。既に深良の古民家カフェで販売を計画して
いるという勝又さん。初収穫は、11 月下旬～ 12
月上旬の見込み。早ければ、その時期に勝又さんの
イチゴのスイーツを楽しめるかもしれませんね。

脱サラし、イチゴの専業農家に

勝又 純也さん（深良新田・45 歳）

６日㈪・13日㈪・20日㈪・27日㈪

須山村の山林

須山村は、江戸時代の長期間にわたり小田原藩大
久保家の領地となっていました。
左下の文書は 1726 年、山之尻村・上小林村・芝
怒田村から須山村へ出された、印野村の山をめぐる
争いの際の覚書です。「其元村之山之儀ハ小田原御
地頭様御林ニ御座候」とあるように、須山村の山林
は小田原藩大久保家のものでした。そのため木材の
伐採と利用については藩の許可が必要でした。右下
は 1738 年、小田原藩の役人から須山村に出された
通達で、「杉・桧

ひのき
・樅
もみ
・栂
つが
・松・朴

ほお
・柏
かしわ
・栩
くぬぎ
・桂は伐採

してはいけない。特に杉・桧は近年減少しているの
で、よい場所で育てること」と指示しています。
藩にとって財政的にも大切な山林であり、その管理
と保全に努めていました。

平成 29年度公共ホール音楽活性化支援事業
おやこで楽しむ！ フルートコンサート

フルートとピアノの生演奏を楽しみながら親子で
一緒に歌ったり、リズムをとったり♪�楽しさいっ
ぱいのコンサート☆
　チケットは好評発売中です。
と　き／平成 30年１月 27日㈯　14時～
　※開場▶ 13時 30分
料　金／全席自由（税込）
　おとな▶ 1,000 円
　こども（３歳以上高校生以下）▶ 500 円
　親子券（おとな・こども各 1人）▶ 1,200 円
　※３歳未満はおとな券 1枚につき 1人無料
その他／楽器作りワークショッ
プを 12 時 30 分からエントラ
ンスホールで開催
します。参加無料
です。

https://www.
　susono-bunka.jp/ （須山区有文書）

覚 覺

森岡有裕子
（フルート）

永田美穂
（ピアノ）


