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にこにこキャラバン
“ 南児童館の巻 ”

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。

１月 16 日㈫　10 時～ 12 時
南児童館
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

国保高齢受給者証交付会

　２月１日㈭から対象となる方に、
受給者証を交付します。

１ 月 25 日 ㈭　10 時 20 分 ～
11 時 30 分 
福祉保健会館３階研修室
昭和 23 年１月２日～昭和 23

年２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

すそのスタイルvol.9発行

　テーマは「昼ゴハ
ン。」です。市内の
昼ゴハンにちなんだ
情報やお店などの情
報を紹介します。
市内の配布場所／市役所、各支所、

観光協会、主要観光施設、宿泊
施設など　※ vol. １～８はシ
ビックプライド推進室で配布し
ています。
すそのスタイルは、市公式ウェ
ブサイトからダウンロードでき
ます。
シビックプライド推進室

　995-1803

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。

１月 15 日㈪・22 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

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。

１月９日㈫・16 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

４月１日㈰から、対象者の上限が高校３年生およびその年齢相当者までに引き上げられます。

市では、子どもが病気やけがをしたときに、安心して医療機関に受診できるよう、
医療費の一部を助成しています。現在、小学１年生～中学３年生が受給対象者ですが、
４月 1 日㈰から、対象者が高校３年生およびその年齢相当者までに引き上げられます。

市に住民登録がある小学１年生から 18 歳に達した日以
後の最初の３月 31 日までの子ども　※健康保険に加入
していない子どもは助成の対象外

自己負担金／現在のこども医療費助成の自己負担金と同様
です。健康保険が適用されない医療費（健康診断、予防
接種など）、文書料、おむつ代、容器代などは助成の対
象外です。

　●通院 ▼１回 500 円（月２回まで）※ 500 円に満たな
い場合はその金額●入院 ▼自己負担なし　※入院時食事
療養費標準負担額も助成の対象●薬局 ▼自己負担なし

こども医療費助成制度を拡大

子育て支援課
　995-1841

手続き／現在高校 1・2 年生の方とその
相当年齢の方の保護者にこども医療費
受給者証交付申請書を郵送します。必
要事項を記入し、子育て支援課へ提出
してください。　※現在中学３年生の
方は、４月１日以降も受給資格が継続
しますので、手続きは不要です。

受給者証／手続き後、対象者に新しい受
給者証を送付します。受給者証の発送
は３月中旬以降です。
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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　

平成８年９月に市選挙管
理委員会委員に就任し、以
来、５期 20 年の長きにわ
たり在任し、平成 16 年９
月から平成 28 年９月まで
の 12 年間、委員長を務め、
公明かつ適正な選挙運営に
尽力しました。

昭和 56 年４月に（福）桜
愛会さくら保育園園長に就
任し、平成 21 年３月まで
の 28 年の長きにわたり務
め、 平 成 21 年 ５ 月 か ら 

（福）桜愛会さくら保育園小
柄沢分園園長を務めるなど、
市の児童福祉の向上に尽力
しています。

櫻井 寛さん
元選挙管理委員長

さくら保育園小柄沢分園園長

旭日双光章
秋の叙勲

市民無料相談

１月 22 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

市民文芸誌『文芸すその』
第 37 号刊行

　市民の皆さんの文芸作品を掲載
した『文芸すその』第 37 号を市
内の書店などで販売します。

１月９日㈫～２月 28 日㈬
生涯学習センター、鈴木図書館、
戸田書店リブレ裾野店、田代新
聞センター
700 円
生涯学習センターでは、期間終
了後も継続して販売します。
生涯学習課　992-3800

県特定（産業別）
最低賃金の改正

県特定（産業別）の最低賃金が
12 月 29 日㈮から改正されます。
県最低賃金／●タイヤ・チューブ、

ゴムベルト・ゴムホース・工業
用ゴム製品製造業▶ 862 円●
鉄鋼、非鉄金属製造業▶ 898
円●はん用機械器具、生産用機
械器具、業務用機械器具、輸送
用機械器具製造業▶ 911 円●
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器
具製造業▶ 882 円●各種商品
小売業 850 円
静岡労働局賃金

　054-254-6315

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。

１月 25 日㈭　10 時～ 13 時
市役所 1 階市民相談室
14 人程度（先着順）
１月 11 日㈭

国保年金課　995-1813

消防出初式

１月７日㈰
内容 と　き ところ
式典 13:30 ～ 市役所

駐車場一斉放水 15:10ごろ～

パレード 15:30ごろ～ 駅前通り
新道通り

【写真コンテストの実施】
消防出初式の開催にあわせ、実

施します。入賞した方には、賞状
と記念品を贈呈します。

危機管理課、裾野消防署、各支
所にある応募要項に添付されて
いる応募票に必要事項を記入し、
写真に貼り付け、危機管理課に
提出してください。応募要項は
市公式ウェブサイトからダウン
ロードできます。　※郵送可
１月 15 日㈪（必着）
危機管理課　995-1817
http://www.city.susono.shizuoka.
jp/kurashi/6/8/2791.html
〒 410-1192　佐野 1059
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県総合健康センター
餅つき大会

　利用者感謝イベントとして餅つ
き大会を開催します。

１月13日㈯　１回目▶ 11 時～
２回目▶ 13 時～
県総合健康センター（三島市谷
田）
各回終了後、先着 200 人の方
に雑煮とつきたての餅を無料で
配 布 し ま す。 ワ ー ク ア ウ ト
ショップ体験コーナーがありま
す。
県総合健康センター

　973-7000

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。

１月 31 日㈬
美化センター　992-3210

ファミリー・サポート・
センター講習会

ファミリー・サポート・センター
は、子育ての手助けをしてほしい
方、子育ての手伝いをしたい方が
会員となって、一時的な子どもの
世話を有料で行っています。子ど
もを預かる方が対象の講習会を開

催します。子育ての手助けをして
ほしい方も参加できます。当日は、
託児を無料で利用できます。

①１月29日㈪９時20分～12時
　②１月30日㈫９時20分～12時
　③１月31日㈬９時20分～12時

①②裾野消防署③生涯学習セン
ター
①保育の心と子どもの遊び②子
どもの世話と小児看護の基礎知
識、安全・事故 ｢応急手当講習｣
③心の発達とその問題、保育
サービスを提供するための講話

ファミリー・サポート・セン
ター　965-3681

春休み海外研修交流事業

ホームステイや英語研修、文化
交流、地域見学、野外活動などさ
まざまな交流事業を行っています。
事前研修があり引率者もいるので、
安心して参加できます。

３月 22 日㈭～４月４日㈬の６
日間～ 10 日間程度
小学３年生～高校３年生
各 15 人程度

派遣先／イギリス、カナダ、サイ
パン、ニュージーランド、フィ
リピン、カンボジア

説明会／１月 20 日㈯　15 時～
16 時 30 分　静岡勤労者総合
会館〔静岡労政会館〕第４会議
室（静岡市葵区黒金町）
22 万８千円～ 45 万８千円
国際青少年研修協会へ資料を請
求し、お申し込みください。資
料は、説明会でも配布します。
２月１日㈭
日程や対象者、費用などは派遣
先によって異なります。 

（公財）国際青少年研修協会 
　03-6417-9721

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（素案）
に対する意見

　市では、平成 30 年度から３
年間の高齢者保健福祉事業・介
護保険事業を定める「高齢者保
健福祉計画・介護保険事業計画」
の策定を進めています。市民の
皆さんから、第８次高齢者保健
福祉計画・第７期介護保険事業
計画（素案）に対する意見を募
集します。

市に住民登録がある方または
市内に事務所や事業所などが
ある個人・法人・その他の団
体、市内に通勤・通学してい
る方など

公表場所／社会福祉課、介護保
険課、富岡支所、深良支所（福
祉保健会館内）、須山支所、
市役所 1 階の情報公開コー

ナー、市公式ウェブサイト
提出方法／市公式ウェブサイト

のパブリックコメント提出
フォームから提出するか、公
表場所にある意見提出用紙に
必要事項を記入し、社会福祉
課または、介護保健課へ提出
してください。市役所 1 階
情報公開コーナーの意見提出
箱や支所へ提出することもで
きます。　※郵送、メール、
ファクス可
１月 25 日㈭
社会福祉課　995-1819
992-3681
〒 410-1192　佐野 1059
hukushi@ci ty .susono.
shizuoka.ne.jp
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お知らせ

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。

１月 20 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

フラワーゼリー
体験教室＆交流会

恋来い支援センターで、作って・
見て・食べておいしいフラワーゼ
リーの体験教室を行います。作っ
た後は、紅茶やコーヒーを飲みな
がら交流会を行います。

１ 月 27 日 ㈯　13 時 30 分 ～
16 時 30 分　※受付▶ 13 時～
生涯学習センター学習室２
男女各８人
おおむね 45 歳以下の独身の方

講 師 ／ 田 村 裕 美 さ ん（ 花 乃 愛
konoe 代表、MammySweets
Art フラワーゼリーケーキ認定
講座インストラクター）
電話または、ファクス、メール
で、氏名・年齢・性別・住所・
連絡先（携帯電話・メール）を
お知らせください。
１月 19 日㈮
恋来い支援センター　956-0756

　（㈫～㈯の９時～ 17 時）
992-4047
koikoi@machitera.jp

タニタの社員食堂セミナー

　「タニタの社員食堂」で実践し
て い る 健 康 づ く り の 方 法、 メ
ニュー作りのコツなど食を通して、
ワーク・ライフ・バランスに配慮
した働き方や女性の活躍推進につ
いて考えるセミナーです。

１月28日㈰　14時～15時30分
生涯学習センター学習室１
60 人（先着順）

テーマ／タニタ食堂に学ぶワー
ク・ライフ・バランス

講師／㈱タニタヘルスリンク管理
栄養士
電話またはファクスで、受講者
全員の氏名、代表者の住所・電
話番号をご連絡ください。
１月 10 日㈬９時～
生涯学習課　992-3800
992-4047

市民活動セミナー
まちづくりカフェ第４回

　子どもの話、ママ友の話、地域
の方の話をどうやって聞くと良い
か。楽しく実戦形式で、自分に合
う聞き方を身に付けます。

１ 月 13 日 ㈯　13 時 30 分 ～
16 時
生涯学習センター学習室１
30 人（先着順）

テーマ／きき上手になろう！
講師／青木将幸さん（青木ファシ

リテーター事務所代表）
電話または、ファクス、メール
でお申し込みください。
キッズスペースがあります。
市民活動センター　950-8875

　（㈫～㈯の９時～ 17 時）
992-4047
scenter@machitera.jp

普通救命講習会

１月 28 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。
１月 27 日㈯
富士山南東消防本部裾野消防署

　救急係　995-0119

第６回富士山芸術展作品

　富士山世界文化遺産市民協議会
で、富士山の日関連事業として富
士山芸術展を２月 23 日㈮～３月
２日㈮生涯学習センターで開催し
ます。富士山を題材にした写真や
絵画、絵手紙、布手芸などの作品
を募集します。
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
生涯学習センターにある申込票
に必要事項を記入し、生涯学習
課へ直接またはファクスで提出
してください。
１月 19 日㈮

搬入／２月 23 日㈮９時～ 12 時
搬出／３月２日㈮ 16 時以降
搬入・搬出場所／生涯学習セン

ター１階展示室 
●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。●搬入・搬出は個人で行っ
てください。
生涯学習課　992-3800
992-4047
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Q 「洋服の不用品があれば買い取る」と電話が
かかってきたので承諾した。男性が来訪し、

洋服を見て「これは値段がつかない。アクセサリー
はないか」と言われた。指輪などをまとめて買い取
られたが安すぎると思い、買い戻したいと電話した
が断られた。返品してほしい。

Ａ 自宅で物品を買い取ってもらう訪問購入では、
購入業者は、突然訪問して勧誘することはで

きません。また、電話で連絡した場合でも、事前に
承諾された買い取り対象以外の物品について売却を
求めることはできません。貴金属などの売却を求め
られたときは、はっきり断りましょう。訪問購入は
クーリング・オフ（無条件解約）できます。期間中
は業者への物品の引き渡しを拒むこともできます。
困ったときは消費生活センターへご相談ください。

老化のカギを握るのは「食生活」
老後を元気に過ごすためには、食生活が極めて重

要です。老化のカギを握る “ 栄養 ” についての正し
い知識を得ることと同時に、自分で食事の内容を考
え、用意して食べる「食生活の営み」が重要です。
「食事を準備する」という行為は、何を食べるか、
どんな料理を作るかを考え、店先に並んだ食材を見
て選び、金銭の管理をします。そして、どんな手順
で、どんな道具を使って調理をし、味付けをするか
を考えます。思考する機能は常に使っていれば衰え
にくく、老化を遅らせることにつながります。上げ
膳据え膳は快適なサービスのように思いますが、私
たちから思考する機能を発揮する機会を奪い、結果
的に老化の進行を早めます。　　　

消費生活センター　 995-1854

消費者相談室 Counseling Room

1/4～3/31創業45周年祭

宿泊コース

広告を見たと言って
お問い合わせください

驚きのプライス！！

（土曜日は除く）
★更にカラオケ毎日無料
★ランチ520円が100円！

日帰り入浴終日コース

駿東地域職業訓練センター
２月講座

●技能講習▶玉掛け技能講習、
ガス溶接技能講習、足場の組立
て等作業主任者技能講習●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、イラストレーター

基礎、デジタルカメラ、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、夜間イラス
トレーター基礎●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

消費生活センター便り 消費生活研究会

データバンク
12 月１日現在

人　口　52,581人�（＋49人）
　男　　26,700人�（－８人）
　女　　25,881人�（＋57人）
世　帯　21,730世帯
� （＋59世帯）
内、外国人� 856人526世帯

平成29年度　全国統一防火標語
　 火の用心
　　　 ことばを形に
　　　　　　　　 習慣に
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