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Information

市民会議研修会
～「思いやり」を科学する～

青少年育成市民会議では、青少
年育成者のための研修会として、
思いやりについての講演会を開催
します。申し込みは不要です。直
接会場へお越しください。

12 月 16 日㈯
14 時～ 15 時 30 分
生涯学習センター２階学習室１
90 人
「思いやりと行動」について、
科学のメスを入れて解説します。
講師／淺間正通さん（東洋大学ラ

イフデザイン学部教授）
生涯学習課　992-3800

市長選挙の立候補
予定者説明会

　申し込みは不要です。当日直接
会場にお越しください。

12 月７日㈭　13 時 30 分～
市役所４階 401 会議室
市長選挙の立候補予定者とその
関係者
立候補予定者１人につき３人以
内
立候補の届け出、選挙運動、選
挙公営などの説明
事前審査を平成 30 年１月５日
㈮ 13 時 30 分から同会場で行
います。
選挙管理委員会（総務管財課）
　995-1807

介護就職デイ

介護事業所ごとに施設の内容の
説明や仕事相談を行います。

11月22日㈬　13時～15時30分
プラサヴェルデ１階（沼津市大
手町）
介護関係の職種に就職を希望す
る方
セミナー、事業所による個別の
就職相談など
沼津公共職業安定所
　918-3713

学校開放調整会議

平成 30 年１月から２月までに
学校体育施設を使用する場合は、
必ずこの会議に出席してください。
地区 とき ところ

深良 12月１日㈮ 生涯学習
センター

須山 12月５日㈫ 須山
コミセン

東 12月６日㈬
生涯学習
センター西 12月 13日㈬

富岡 12月 14日㈭

時間はいずれも 19 時～
生涯学習課　992-3800

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。

12 月５日・19 日の火曜日
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）
相談日の前日
県精神保健福祉センター

　054-286-9245

三菱区
民生委員・児童委員の交代

民生委員・児童委員は、誰もが
安心して暮らせる地域づくりのた
めに、さまざまな活動をしていま
す。三菱区の委員の交代がありま
した。
新委員名／谷津潔さん
任期／平成 31 年 11 月 30 日

その他の委員は、広報すその平
成 29 年１月 15 日号をご覧く
ださい。
社会福祉課　995-1819

三島駅北口ロータリー西側の道路をご利用ください

三島市土木課　983-2637

三島駅北口のバスロータリー西側に、南へ向かう一方通行の道路
が開通しました。渋滞緩和のため、この道路をご利用ください。
車線幅／３メートル　※大型車は通行できません。
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富士スピードウェイ
無料入場デー

市内または御殿場市、小山町に
住んでいるか通勤・通学している
方とその同伴者は無料で入場でき
ます。ゲート係員に証明できるも
のを提示してください。

12 月２日㈯・３日㈰
対象レース／ 2017-18 Asian Le 

Mans Series Rd.3、インター
プロトシリーズ第７戦・第８戦
富士スピードウェイ
0550-78-2312

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。

11 月 27 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

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。

12 月１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

裾野高校吹奏楽部
定期演奏会

さまざまなジャンルの曲を演奏
します。どなたでも来場できます。

12 月 24 日㈰　13 時 30 分～
　※開場▶︎ 13 時

市民文化センター大ホール
県立裾野高校　992-1125

すみれ相談

大切な人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。

12 月６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

道路老朽化対策パネル展

道路インフラについて、現状や
長く安全に使うための取り組みを
紹介するため、パネル展を開催し
ています。子ども向けに分かりや
すく老朽化対策の取り組み紹介し
た「橋をまもる」パネルも展示し
ています。

11 月 30 日㈭まで
　8 時 15 分～ 18 時

市役所地下多目的ホール
道路保全対策室　995-1826
国土交通省沼津河川国道事務所
道路管理課　934-2017

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。

12 月 21 日㈭　10 時～ 13 時
市役所 1 階市民相談室
14 人程度（先着順）
12 月７日㈭
国保年金課　995-1813

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。

12 月 13 日㈬
13 時 30 分～ 15 時 30 分
ぬまづ健康福祉プラザ〔サン
ウェルぬまづ〕（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

冬の野鳥観察会

申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

12 月 10 日㈰
９時 30 分～ 14 時
富士山資料館周辺
十里木別荘地にすむ
野鳥を観察します。
講師／滝道雄さん
（日本野鳥の会東富士副代表）

300 円
必須▶︎防寒着、昼食、飲み物

　任意▶︎双眼鏡、カメラなど
●参加者は第２駐車場をご利用
ください。●雨天の場合は、９
時 30 分から 11 時まで富士山
資料館内で学習会を行います。
富士山資料館　998-1325
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ポリ塩化ビフェニルを含有
する照明器具の確認と処理

自宅や事業所などの照明器具に、
ポリ塩化ビフェニル（PCB）を
含有する安定器が取り付けられて
いないか確認してください。古い

安定器から PCB を含む油が漏洩
し、健康被害が出る恐れがありま
す。PCB 含有の蛍光灯安定器な
どを使用している場合は、電気工
事業者に相談し、早めに取り替え
の依頼をするなどして処理してく
ださい。

昭和 32 年１月～昭和 47 年８
月に製造された蛍光灯器具（オ
フィス、教室用など）、水銀灯
器具（高天井用、道路用）、低
圧ナトリウム灯器具（トンネル
用）　※特に昭和 52 年３月以
前の事業用建物（屋内外）を所
有している事業者の方は、確認
をお願いします。
処理期限／平成 33 年３月末

※期限までに処分しないと、罰
則が適用される恐れがあります。
● PCB が含有されている照明
用安定器（家庭用を除く）を保
管または、使用している場合は
届け出が必要です。● PCB 廃
棄物は適正に保管・処理する必
要があります。
県廃棄物リサイクル課
　054-221-2424

狩猟免許試験予備講習会

県が実施する狩猟免許試験に先
立ち、予備講習会を実施します。

平成 30 年１月６日㈯
９時 50 分～ 16 時
静岡労政会館（静岡市葵区黒金
町）
第一種・第二種▶︎ 100 人、わ
な▶︎ 200 人
法令講義、鳥獣の知識と判別、
わなの知識と実技、模擬銃によ
る点検・分解、操作
9,000 円（テキスト、弁当代
などを含む）　※猟友会員は
7,000 円
11 月 30 日㈭
県猟友会事務局

　054-253-6427

都市計画の変更に関する案の縦覧
　「裾野都市計画の変更」の都市計画案について、縦覧を行います。
内容は、裾野駅西土地区画整理事業地内の平松新道線西側区域の道
路の変更などに関するものです。併せて、案に対する意見を募集し
ます。

意見の募集
意見書に必要事項を記入し、市決定案件はまちづくり課へ、県決
定案件は県都市計画課へ、直接または郵送で提出してください。

　※意見書の様式は、各ウェブサイトからダウンロードできます。
12 月 15 日㈮　17 時 15 分（必着）
まちづくり課　995-1829　〒 410-1192　佐野 1059
県都市計画課　054-221-3062　〒 420-8601（住所不要）
市公式ウェブサイト ▼ http://www.cuty.susono.shizuoka.
jp/soshiki/6/1/7/7603.html
県公式ホームページ ▼https://www.pref.shizuoka.jp/
kensetsu/ke-510a/02-0juran.html

縦覧
12 月１日㈮～ 15 日㈮　８時 30 分～ 17 時 15 分
※㈯・㈰を除く
まちづくり課、県都市計画課（県決定案件のみ）
※各ウェブサイトでも閲覧できます。
県決定 ▼都市計画道路の変更（裾野停車場線）

　市決定 ▼都市計画道路の変更（駅西プロムナード線）
　　　　　都市計画道路の変更（小柄沢線）
　　　　　都市計画公園の変更（駅西公園）
　　　　　都市計画緑地の変更（小柄沢緑地）
　　　　　都市計画用途地域の変更
　　　　　都市計画準防火地域の変更
　　　　　都市計画地区計画の変更（裾野駅西地区計画）
　　　　　都市計画土地区画整理事業の変更（裾野駅西土地区画

整理事業）
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患者・家族集中勉強会
「乳がん偏」

12 月 14 日㈭
12 時 55 分～ 16 時 50 分
県立静岡がんセンター研究所し
おさいホール（長泉町下長窪）
乳がんの患者とその家族
150 人
乳がんとは？（総論）、乳がん
ゲノム医療、乳がんの検査・診
断、乳がんの手術療法、乳がん
の放射線治療、乳房再建、リン

パ浮腫、乳がんの薬物療法、乳
がんの治療と日常生活
県立静岡がんセンター病院内の
窓口（あすなろ図書館、よろず
相談、専門外来）で直接申し込
むか、ファクスまたははがき、
がんセンター公式 Web サイト
からメールでお申し込みくださ
い。
12 月８日㈮ 17 時（必着）
申し込みとあわせて質問を受け
付けます。
県立静岡がんセンターマネジメ
ントセンター　989-5222
989-5557
〒411-8777

長泉町下長窪1007
県立静岡がんセンター内
疾病管理センター集中勉強会係
http://www.scchr.jp/

国連外国語講座

平成 30 年１月～３月　週１回
沼津労政会館（沼津市高島本町）
クラス／英会話初級、初中級、中

級、上級
受講料 20,000 円（県国際交流
協会会員は 19,000 円）、テキ
スト代 3,000 円程度
12 月 15 日㈮
県国際交流協会
054-202-3411

　富士山を題材にした写真や絵
画、絵手紙、パッチワーク、陶
芸などの作品を募集します。
ジャンルは問わず、表現方法は
自由です。富士山資料館開館
40 周年・富士山世界遺産登録
５周年を記念する、自由な発想
で制作された個性溢れる作品を
お待ちしています。
申し込み・搬入期間／平成 30

年２月 17 日㈯～３月 25 日
㈰　
展示期間／平成 30 年４月 21

日㈯～６月 24 日㈰

富士山資料館開館40周年・富士山世界遺産登録５周年記念
企画展「ふるさと富士山芸術展」の作品を募集

作品の返却／平成 30 年６月 30
日㈯以降 
富士山資料館
募集作品／富士山を題材にした作

品で、額を含む縦・横の長さが
それぞれ１m 以内のもの
※１人１点
富士山資料館にある出品票に必
要事項を記入し、作品と一緒に
提出してください。

　※出品票は市公式ウェブサイト
からダウンロードできます。
●写真・絵画・絵手紙などの場
合は、額装またはパネル貼りに

し、展示用のひもを張ってく
ださい。●箱や風呂敷などに
も氏名を記入してください。
●グループで出品する場合は、
取りまとめて富士山資料館へ
連絡してください。
富士山資料館　998-1325
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12 月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

２日㈯ 小川設備工事店
☎993-2074

３日㈰ ㈱中川商店
☎993-1555

９日㈯ 田央設備㈲
☎997-5175

10日㈰ ㈲細野設備
☎992-2465

16日㈯ ㈱西島工業
☎993-1070

17日㈰ 山崎設備
☎997-6766

23日㈯ 植松水道
☎992-4644

24日㈰ ㈲富士設備
☎997-1507

29日㈮ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

30日㈯ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

31日㈰ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

～13日㈬ 市議会12月定例会
２日㈯ しずおか市町対抗駅伝
10日㈰ 農業まつり
16日㈯ すそのロケフェスタ2017
21日㈭ 市立幼稚園２学期終業式
22日㈮ 小・中学校２学期終業式
28日㈭ 市役所仕事納め

12 月　カレンダー

データバンク
11 月１日現在

人　口　52,532人� （−38人）
　男　　26,708人� （−20人）
　女　　25,824人� （−18人）
世　帯　21,671世帯�（−19世帯）
内、外国人� 797人�466世帯

市民活動セミナー
まちづくりカフェ第３回

自らを地域の「おせっかいおば
さん」と呼ぶ講師が開催した「子
ども食堂サミット」は、全国に子
ども食堂を広げるきっかけになり
ました。子ども食堂を始めたいき
さつや、その後変わっていった地
域の様子について講演します。

12 月２日㈯
13 時 30 分～ 16 時
市民文化センター会議室
50 人

テーマ／放っとかないが地域を変
える～子ども食堂と貧困を考え
る～
講師／栗林知絵子さん（NPO 法

人豊島子ども WAKUWAKU
ネットワーク理事長）
キッズスペースがあり、子ども
と一緒に参加できます。
市民活動センター

　950-8875　 992-4047
scenter@machitera.jp

県立東部看護専門学校
一般入学試験

●看護１学科▶︎一次試験：平成
30 年１月 11 日㈭、二次試験：
平成 30 年１月 26 日㈮
●看護２学科▶︎一・二次試験：
平成 30 年１月 11 日㈭

県立東部看護専門学校（清水町
長沢）
●看護１学科▶︎高等学校を卒業
した方（平成 30 年３月卒業見
込み含む）または同等以上の学
力がある方●看護２学科▶︎高等
学校を卒業した（平成 30 年３

月卒業見込み含む）准看護師ま
たは准看護師免許を持ち３年以
上業務に従事した方
4,700 円
11 月 28 日㈫～ 12 月 12 日㈫
県立東部看護専門学校総務課

　971-2135

※市政カレンダーに市立幼稚園 2 学期終業式は 22 日㈮と掲載されていま
すが、正しくは 21 日㈭です。

12 月　税金・料金
納付期限：12 月 25 日㈪

固定資産税・都市計画税 第３期分
国民健康保険税 第６期分
介護保険料 第６期分
水道料金・下水道使用料 第５期分

納付期限：１月４日㈭
後期高齢者医療保険料 第５期分
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