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うるおいすその
思いやりの心で、住みよいまちをつくります
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現在、当市では、第４次総合計画後期基本計画のもと施策

を展開しています。この計画では、まち・ひと・しごと創生

のキーワードを「富士山の裾野 田園未来都市 すその」の挑

戦としています。

市民の皆さんが描く「未来の裾野」はどのようなものなの

か。それを実現するためには、自分たちには何ができるのか、

行政に必要とされていることは何なのか。裾野の歴史を知る

方、裾野を発展させる方、未来の裾野市を担う高校生で、思

い思いに語り合ってもらいました。

2018年
新春座談会

あなたの描く
裾野の未来予想図

～シビックプライドが溢れるまち～

座談会参加者
（順不同・敬称略）

●田口 建一さん（富沢）
田口ライフサービス代表取締役社長
市文化財保護審議委員
西地区青少年育成連絡会会長
西地区アーカイブ主宰
ごみ減量推進委員・理事

●野村 由希さん（三島市）
株式会社 Breams 代表取締役
機能訓練施設 East-one 運営
ひだまり保育園「hagu」代表
元市総合計画審議会委員

●國里 愛音さん（今里）
県立裾野高等学校生徒会前期副会長
ボランティア部

●田村 幹弥さん（沼津市）
県立裾野高等学校生徒会補佐
剣道部

●髙村 謙二
裾野市長
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もあり、水が豊富なまちです
ね。両親などに裾野の水道水
を飲んでもらいました。「う
わっ、おいしい」と言って、
ペットボトルに入れて持って
帰りましたよ。

國里▶他県では、あまり水道水
は飲まないと聞きますよね。

田口▶全国的に、水道の蛇口から直接水を飲めるまち
の方が少ないみたいです。

市長▶國里さんは、市外に住んでいましたよね。
國里▶はい。生まれは裾野です。小学１年生まで裾野

で、それから中学３年生までは沼津に住んでいまし
た。今は裾野に戻ってきましたが、沼津にいた間も
週末は、裾野のおばあちゃんの家によく来ていまし
た。

田口▶沼津に比べて裾野がどんなところなのか聞きた
いですね。

國里▶沼津は、東京寄りではないですが、裾野より
ちょっと都会だと思います。だから、車が多く、繁
華街はうるさいです。裾野は沼津より田舎だからか
静かで良いのです。

市長▶その代わり、ゲロゲロとカエルがうるさいです
けどね。

野村▶カエルは、水がきれいだからたくさんいるので
しょうか。自然豊かということですよね。

市長▶カエルの声も自然豊かと言っていただけると嬉
しいです。

國里▶「田舎だから都会に出たい」という学生もいます
よね。私は逆です。裾野から出たくないと思っていま
す。今、高校では会計系列で勉強しています。将来、税
理士になる夢があり、簿記の勉強を頑張っています。

野村▶私も簿記の資格をとりました。商業関係の高校
でしたが、情報処理や流通経済など学んだことが仕
事で生きています。高校生のうちに日商簿記がとれ
たら将来有効だと思います。裾野高校の会計系列は
強みになるのではないでしょうか。

田口▶実は、私も裾野高校出身です。
野村▶そうですか。
田口▶私の時代には、普通科と商業科がありました。

今は総合科になったとはいえ、昔の裾野高校の
DNA があるので商業の強みがあるかもしれません。

裾野のいいところ
水の恵みと自然豊かな田舎

市長▶まずは、順番に裾野の好きなところの話しを交
えながら、自身のことをお話しください。

田口▶私は、文化財保護審議委員をしている田口建一
と申します。やはり、裾野が日本に誇れるというの
は深良用水。深良用水については、皆さん学校で勉
強していますが、歴史的な貴重さが伝わっていない
ところがあります。

市長▶深良用水は裾野の代表的な名所ですね。
田口▶最近ちょっとお気に入りなのが、岩波駅から２

分の岩波渓谷。普通、渓谷などの観光地は、山奥で
すよね。岩波渓谷は、“ 駅から２分で行ける渓谷 ”
というのが売りになるのではないかと思います。今、
近くにホテルを建設しているので、護岸の木が切ら
れました。そこには「ポットホール」といって、川
から流れてきた石が岩盤の上をぐるぐる回ってでき
た臼のような丸い穴があります。何万年もかかって
できたものです。

國里・田村▶見たことないです。
市長▶いわなみキッチンという、経済やビジネスなどを

勉強したい人が集まってわいわいやるところがあり
ます。そこからよく見えますよ。では、次は野村さん。

野村▶私は、15 年前、23 歳のときに裾野に来ました。
京都市出身です。小学生と中学生の子どもがいます。

國里▶大好きです、京都。
野村▶大好きですか。良かったです。富士山を見る機

会が少なかったので、裾野に来て、富士山がきれい
なまちだなと思いました。住んでいてすばらしいな
と思ったのは、水が冷たくて、とにかくおいしい。
これが１番自慢できることです。

市長▶富士の麓の水。おいしいですよね。
野村▶深良用水の話がありましたが、富士山の地下水

岩波渓谷

2018　新春座談会
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市長▶國里さん、学校の強みを生かして、勉強頑張っ
てください。

國里▶はい。
田村▶私は、沼津市民です。沼津の、どちらかという

と田舎の方、香貫山の近くに住んでいます。小さい
頃から自然の中で虫を捕まえています。

田口▶香貫には、結構虫がいそうですね。
田村▶はい。タヌキもいますよ。イノシシも。
田口▶裾野と同じような場所ですね。
田村▶はい。裾野高校に通い始めて、裾野は何もない

まちだという印象でした。でも、山がたくさんあっ
て、自然が多くていいところだなと思っています。

夏に、市主催のみら
い会議に出席したの
ですが、裾野駅から
生涯学習センターま
で歩きました。道に
迷ってしまったので
すが、田んぼもたく
さんありました。

市長▶田村さんは、将来何を目指していますか。
田村▶私は、警察官を目指しています。剣道部で、体

力づくりに励んでいます。
野村▶未来が明るいですね。こんな好青年が警察官を

目指してくれて。高校１年生で目標がしっかり決
まっているというのは素晴らしいです。

市長▶では、最後に私。裾野市長を務めています。私
が裾野で自慢したいことは、人の温かさです。昔も
今も温かい心を持った人で溢れています。

野村▶私もそう思います。裾野には親切な人が多いと
思います。女性が仕事を全うしても、温かく見守っ
たり、協力したりしてくれる人がたくさんいると思
い、この地で起業することを決めました。

市長▶そうでしたか。
野村▶女性は、人生の中で２回、ターニングポイント

があると思います。１回目が結婚するとき、２回目
が出産するときです。

市長▶出産は女性にしかできないことですものね。
野村▶昔と比べて、今は女性が活躍できる時代になり

ました。２回のターニングポイントを生かして、女
性が今まで自分の中で持っていた知識や技術を出す
場、活躍する場を見つけられます。私は、出産を終

えて会社を立ち上げ、介護福祉施設の運営を始めま
した。子どもを産んでも働きたいという女性を輝か
せたいと思っていました。女性を輝かせることは私
の人生の目的であり、仲間づくりでもあります。女
性が元気なまちは、市町としても元気なところが多
いのではないかと思います。

市長▶確かに、そうかもしれません。

人の温かさ溢れる裾野
元気なまちに

市長▶野村さんのように、起業し、裾野を発展させて
くださる方がいてありがたく思います。例えば、働
く女性が必要なときに子どもを預けられるようにす
るなど、女性が働きやすい環境づくりができたら良
いと思っています。

野村▶私の会社で働いているのは、大半が子育て中の
お母さんです。

市長▶お母さんたちの子育てをどのようにサポートし
ていますか。

野村▶保育園に預けている方が多いです。子どもが体
調を崩し、急に仕事を休まなければならなくなった
ときに「大丈夫。私の子どもは元気に保育園行って
いるから、代わりにやるよ」と協力し合う精神で成
り立っています。参観日など学校行事のときもお互
い様です。

市長▶困ったときは、お互い様ですね。
田村▶生徒会でも同じです。
國里▶地域でも経験

があります。叔父
が畑をやっていま
すが、出荷できな
いけれど食べられ
るものなどは、近
所の方に分けてい
ます。もらうこと
もあります。

市長▶良い地域ですね。
國里▶子育ての面ですと、お母さんが忙しいときは、

近所のおばあちゃんが面倒を見てくれたり、同じ小
学校のお母さんが「うちの子と遊んでいなよ」と言っ
てくれたりして、助け合っています。

野村▶地域の力ですね。最近、技術が発展してロボッ

田村さん

國里さん
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トが出ていますが、ロボットではできないことです
よね。人の温かさとか、心とか、そういうものは作
ることができません。裾野にこれらを残すことが、
日本の財産になると思います。

國里▶私もそう思います。
市長▶大切に残していかなければいけませんね。

知って欲しい裾野のむかし
若者の力で未来にもにぎわいを

市長▶『ふりかえる裾野』をご存じですか。市公式ウェ
ブサイトで公開されています。

田口▶私の祖父の弟が、裾野町役場に勤めている際に
写真を撮っていました。その写真で『広報すその』
に連載していたのですよ。祖父の弟が亡くなり、ネ
ガフィルムを市に寄贈しました。それをデジタル
データ化してもらい、市民の皆さんに見てもらうこ
とができるようになりました。

市長▶裾野の歴史を伝える、貴重な資料をありがとう
ございます。

田口▶古文書に、昔こんなことがあったと書かれてい
ても、イメージが
なかなか湧かない
と思います。写真
があって「これが
昭和 30 年代の裾
野高校のグラウン
ドだよ」と言えば、
びっくりするし、
イメージも湧きませんか。

國里▶これが、裾野高校のグラウンドですか。
田口▶これらの写真を展示したりできたら良いですね。
野村▶ウェブサイトで拝見しました。美人な方が多い

なと思いました。
田口▶当時、役場に広報課がなかったので、祖父の弟

は趣味で写真を撮っていたものもあるのですよ。モ
デルさんが入っているのもあります。

田村▶裾野に美人は多いのかなと期待していました。
市長▶美人は多いですよ。（笑）
野村▶美人の湯という「ヘルシーパーク裾野」がある

くらいですからね。
田口▶昔は商店街にもにぎわいがありましたね。活気

が感じられる写真が多いです。

市長▶今は人通りが少なく、活気が落ちてしまってい
るようです。裾野高校の皆さん、活気を取り戻す提
案はありませんか。

田村▶ファイゴンを活用してはどうでしょうか。裾野
高校は、ファイゴンサブレとファイゴンまんじゅう
を販売しています。

國里▶ファイゴンサブレは、ボランティア部が１回の
イベントで平均 100 箱くらい売っています。多い
ときは、200 箱以上売れることもあります。

市長▶すごいですね。その勢いで、商店街の皆さんと
裾野駅周辺を元気にするようなプロジェクトを計画
していただけると嬉しいです。

田口▶すその駅前中央商店街に、明治時代に建てられ
た昔の商屋づくりの味のある建物があります。もっ
たいないので裾野高校の皆さんに有効活用してほし
いですね。

國里▶やってみたいです。
田口▶建物が古いので耐震性の問題や下水道に接続さ

れていないトイレの問題などがあり、なかなか貸し
借りが難しい状況ですが、夏休みや阿波おどり大会
開催時など、期間限定なら実現できると思います。

國里▶検討してみます。商業高校の真似ではないです
が、「会計系列」ということを有効活用して、観光
協会だけでなく企業と連携して何か商品を販売でき
たら良いですね。私たちも貴重な経験になります。
学校の紹介ができて、まちの活性化につながって、
一石二鳥ですね。

市長▶市内で開催されているマルシェなどにも裾野高
校の皆さんに参加していただけると盛り上がります
ね。

田村▶良いですね。ファイゴンも連れて行きたいです。
野村▶楽しみにしています。

田口さん
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裾野にあったらいいな
でも、実現するにはどうしたら……

田村▶学校から帰るとき、電車に乗るまでに時間が空
くことがあります。そういうときに友達と寄れると
ころがあると嬉しいです。

市長▶今の高校生の “ 遊び ” って、何でしょうか。
田村▶私は釣りが好きですね。釣りができるところと

映画館が欲しいです。
市長▶釣りはありますよ。富沢に管理釣り場があるの

は知っていますか。
田村▶あるのですか。
田口▶うちのすぐ近くにあります。西日本の管理釣り

場で一番人気だと聞きました。
田村▶今度行ってみます。
市長▶映画館は昔ありましたが、なくなってしまいま

したね。
田口▶私が４・５歳くらいのころ、２軒ありましたよ。
市長▶國里さんは何かあったらいいなと思うものはあ

りますか。
國里▶交通の便がよくなるといいですね。学校にはバス

で通っていますが、バスの運行本数や時間の間隔が適
度にあると良いです。生徒会などの仕事で帰りが遅く
なると、ちょうどいい時間にバスがないことが多くて、
親に車で迎えに来てもらわないといけません。

市長▶車社会になっていて、車がないと不便だからみ
んな車に乗っています。車があるとバスに乗らなく
なってしまいます。そうするとバスの運行本数が
減ってしまうなど悪循環が起きていますね。

田口▶確かに、子どもの頃は自家用車が多くない時代
だったのでよくバスに乗りました。運行本数も多
かったと思います。

市長▶各地区の拠点をどう結んでいくか課題になって
います。バスという公共交通が厳しい時代になって

いるので、送迎サー
ビスなどのビジネス
や制度と人の優しさ
を結びつけられたら
と思います。

野村▶では、私たち起業家に何ができるかですね。
市長▶よろしくお願いします。
野村▶裾野でと考えれば、温かい人がいる温かいまち

なので…例えば、会社の広告が掲載されたバスを走
らせます。会社の宣伝ができますね。それに乗りた
いお年寄りがキュウリを持ってきて「須山までお願
い」と。「運行代キュウリね、オッケー」のような
感じで、物々交換をするものです。

田口▶そういう発想おもしろいですね。
野村▶法律など制約

があるので実現で
きるかは分かりま
せんが。お礼の意
味でお菓子を渡す
ことがありますよ
ね。同じように「乗
せてくれてありが
とう」と自宅で採れたものなどを渡すような仕組み
ができたらいいですよね。すみません、ふざけたよ
うな例えで……。

市長▶いえいえ、それくらいの発想でないと解決が難
しい問題ですから。温かい心の仕組みですね。

野村▶田村さんが「映画館が欲しい」と言っていまし
たが、飲食店にスクリーンを設置して上映会をやっ
てみたらどうでしょう。これも、お礼に 300 円も
らうなどの仕組みを作るんです。子どもに何かもら
うにはお金を払う必要があることを教えることもで
きます。お金なしでは起業できません。そういうま
ちづくりイベントを高校生主体でやるのもおもしろ
いと思います。

國里▶おもしろそうです。
田口▶「裾野には何もない」と言う方がたくさんいま

すが、あることを知って欲しいです。例えば、深良
用水は日本のトンネルの歴史の中では、最初にでき
た本格的なトンネルです。

田村▶すごいですね。
田口▶そういうことを知っていれば、まちに誇りを持

てませんか。大学に行くために一度地元を離れても、
自分のまちに誇りを持っていれば帰って来るのでは
ないかと思います。皆さんがまちに誇りを持てるよ
う、歴史を知る手助けをしたいと思います。

髙村市長

野村さん
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若者・よそ者も一緒にまちづくり
みんなにとって良いまちを

市長▶昨年 10 月、裾野高校とはさまざまな協力関係
を築くための協定を締結しました。これから一緒に
考え、実現していく力を貸してください。

國里▶裾野高校は裾野で唯一の県立高校です。まちの
活性化や駅周辺の活性化などにどんどん活用してい
ただきたいです。

田口▶まちづくりは、若者やよそ者からといいますか
らね。

市長▶最近、マルシェなどを企画して人の交流の場を
作って、にぎわいをつくってくれる方々が増えました。

田口▶イベントが増えましたよね。楽しませてもらっ
ています。

市長▶裾野には、皆さんのようにチャレンジしてくれ
る人がたくさんいます。生徒会でもビジネスでも文
化の振興でも良いのですが、皆さんがやりたいこと
をやりたい時にやりたいようにできるよう応援して
いきたいと思います。それぞれの考えをどんどん出
していただき、皆さんの力で裾野を元気にしていた
だければ幸いです。裾野の良いところを知っていた
だき、ふるさとへの愛着や誇りを醸成して、温かい
市民の皆さんのつながりで、色んな課題が解決され
ていくようなまちを皆さんと共につくっていきたい
と思います。

明けましておめでとうございます。輝かしい希

望に満ちた新春を健やかにお迎えのことと、心か

らお喜び申し上げます。

裾野市の未来、「みんなが誇る豊かな　すその」

を実現するためには、市民の皆さまが裾野市に住

んで良かった、住み続けたいという価値を見出し

ていただくことが必要です。

そのためには、「富士山の裾野　田園未来都市

すその」の挑戦として当市の将来を描く「裾野市

まち・ひと・しごと創生総合戦略」や「第４次裾

野市総合計画後期基本計画」に掲げる「まちづく

りの種」をまき、具体的に施策を実現するための

事業を着実に展開し、成果を積み重ねていく必要

があります。

みんなが誇る豊かな すそのをつくる

裾野市長

髙村 謙二

もちろん、まちづくりの種は、すぐに花が咲き、

実を結ぶものばかりではありませんが、全体とし

ては、いよいよ各計画や施策に掲げる目標に向

かって、具体的な動きを加速している段階にあり

ます。

今後も、裾野市の眠れる資源の有効活用を図る

「あるもの磨き」と市民協働・戦略的情報発信・

広域連携によるまちづくりの視点に立って、子ど

もからお年寄りまで誰もが健やかに生き生きと成

長・暮らすことのできる「ひとづくり」、裾野に

住みたい・住み続けたい希望に応える「まちづく

り」、あるもの磨きの新産業創出による「しごと

づくり」に取り組み、多くの市民の皆さまが「こ

のまちを誇りに思う」、そして「自分がまちづく

りに貢献している」といった気持ち（シビックプ

ライド）を持っていただけるよう、市民の皆さま

とともに「オール裾野市」で一つ一つ課題を克服

し、「みんなが誇る豊かな すその」の実現に向け

て挑戦してまいります。

結びに、今年一年、皆さまのご健勝、ご多幸を

心からお祈り申し上げまして年頭のごあいさつと

いたします。

年頭あいさつ

2018　新春座談会
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１月 21日㈰は、裾野市長選挙の投票日です。有
権者の方には、事前に入場券を送ります。当日、投
票に行けない方は、１月 15日㈪から１月 20日㈯
までの６日間、市役所で期日前投票ができます。時
間は８時 30分から 20時までです。投票は、入場
券が届いていなくてもできます。投票所にお越しく
ださい。

選挙管理委員会（総務管財課）
995-1807

投票できる方
～選挙権年齢は満 18 歳以上～

　１月 21 日㈰時点で投票できるのは、次の全ての条
件を満たす方です。
①平成 12 年１月 22 日以前に生まれた方で、日本国

籍がある方
②平成 29 年 10 月 13 日以前から引き続いて当市の

住民基本台帳に登録されている方

１月 21 日㈰に投票に行けない方は……

①期日前投票
　１月 21 日㈰に、仕事、学業、旅行、病気などの理
由で投票所に行くことができない方は、期日前投票が
できます。入場券の裏面に印刷されている宣誓書兼投
票用紙請求書に必要事項を記入し、期日前投票所へお
越しください。
とき／１月 15 日㈪～ 20 日㈯　８時 30 分～ 20 時
ところ／市役所４階 402 会議室
　※１月 20 日㈯は市役所１階市民ホール
●入場券が届く前でも投票できます。
　入場券が届く前でも、選挙人名簿に登録されている
方は、宣誓書兼投票用紙請求書に記入すれば投票でき
ます。期日前投票所へお越しください。
②不在者投票
　不在者投票施設に指定された病院などに入院・入所
している方、名簿登録地以外の市区町村に滞在中の方
は、不在者投票ができます。入院・入所している方は、
病院や施設の職員に投票したい意向を申し出てくださ
い。滞在先の市区町村での投票を希望する場合は、郵
送に時間がかかりますので、早めに選挙管理委員会に
投票用紙の請求をしてください。

郵便投票制度

　下表のとおり、身体に重度の障がいがあり投票所で
投票できない方、または介護保険の被保険者証に要介
護状態区分が要介護５と記載されている方は、自宅で
投票できます。投票には、郵便投票証明書が必要です。
郵便投票を希望する方は、選挙管理委員会にご連絡く
ださい。

障がいの
区分

両下肢・
体幹移動機能
障がい

心臓・腎臓・
呼吸器・ぼうこう・
直腸・小腸の障がい

免疫・
肝臓の
障がい

身体障害者
手帳 １級・２級 １級・３級 １～３級

戦傷病者
手帳

特別項症～
第２項症

特別項症～
第３項症

介護保険
被保険者証 要介護状態区分が要介護５

選挙結果は、市公式ウェブサイトに掲載

　開票は、１月 21 日㈰ 21 時から市民体育館で行い
ます。当市の開票結果は、確定次第、市公式ウェブサ
イトでお知らせします。投票状況も随時掲載します。

投票所

　16 の投票所があります。有権者の方には、事前に
入場券を送ります。入場券に記載された投票所で投票
してください。

投票時間は７時～ 20 時

　１月 21 日㈰の投票時間は、７時から 20 時までです。
第 16 投票区（十里木高原集会所）は 19 時までです。

特集 2

裾野市長選挙
投票日：1/21 ㈰　期日前投票：1/15 ㈪～ 1/20 ㈯
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★印が投票所の場所です。

★
西中
グラウンド

五竜の滝

ガソリン
スタンド

市役所

県
道
富
士
裾
野
線 裾

野
高
校

黄
瀬
川

西中学校体育館
市民体育館

★

裾野駅

東地区コミュニティセンター

静
岡
銀
行

Ｊ
Ａ

東地区コミュニティ
センターは、東小
学校体育館に併設
されています。

東小グラウンド
★

ベルシティ裾野

小柄沢公園

マックスバリュ

JA〒

旧
246
号

市役所ホール

裾
野
駅

第１投票区 第４投票区第２投票区 第３投票区

第５投票区 第８投票区第６投票区 第７投票区

第９投票区 第 12 投票区第 10 投票区 第 11 投票区

第 13 投票区 第 16 投票区第 14 投票区 第 15 投票区

ト
ヨ
タ

★

南小学校会議室
南
児
童
館

エ
ス
ポ
ッ
ト

県
道
三
島・裾
野
線旧

246
号

★
消防団

今里本村集会所

裾野線
県道富士

新東
名高
速道
路

卍

★ 頼朝の
井戸

富士山
資料館

サファリ
パーク

国
道
469号

別荘地

十里木高原集会所

★ 県
道
富
士
裾
野
線

呼子区

消防団

下和田川 文

下和田地区集会所

富岡第二小学校
富岡第二
幼稚園

★

須山支所
須山
郵便局

JA
須山小

〒文

須山地区研修センター
国
道
469
号

★
深良新田

岩波

深良新田下

深良上原

旧2
46号

国
道
246
号

深良新田公民館

グラウンド ★千福が丘
中央公園

千福が丘
小学校

ひかり
幼稚園

文

千福が丘町内会館
永続橋矢崎

東
名
裾
野
病
院

★

国
道
246
号

北児童館

総合
グラウンド

御
宿
新
田

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

JA富岡支所

県道富士
裾野線

富岡第一小学校体育館

★

★裾野郵便局〒

赤
十
字
病
院

セブン
イレブン

市民体育館

★

国
道
24
6号

JA
深良支所

ガソリン
スタンド

市民文化センター

消防団

深
良
保
育
園

深良小学校体育館

★
茶畑
交番 ローソン

いずみ郵便局〒

農
免
道
路

向田小学校体育館

県住
青葉台

給食
センター

フジフォート

市民体育館

町震地区コミュニティセンター

★
農
免
道
路

特集２
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インフォメーション

Information

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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インフォメーション

Information

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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インフォメーション

Information

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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Health

１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

4祝

●幼児コース
●小学生コース
●スーパーエリートコース

・・・・・・・・・・・・・・・生後6ヶ月～年中(ママも一緒の50分/週1回)
・・・・・・・・小学1年生～3年生(年間43回無学年制/週190分)

・・・小学4年生～6年生(無学年制/週190分)

・・・・・・・・・お誕生日～生後5ヶ月(約1時間/月1回)★Happy Babyコース
右脳開発コース

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７月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

16日㈫
13:00〜13:30

平成28年６月
生まれの方

２歳児
親子教室

23日㈫
９:00〜９:15

平成27年12月・平成
28年1月生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

11日㈭
13:00〜13:15

平成27年７月
生まれの方

３歳児
健康診査

18日㈭
13:00〜13:30

平成26年12月
生まれの方

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
15・22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

22日㈪
13:00〜15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

10日㈬ 9:00〜 9:30
12日㈮18:00〜18:30
26日㈮ 8:45〜 9:00

初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

29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

15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

10日㈬・26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

22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
 ９日㈫　 17:00 〜 19:45
16日㈫※  9:00 〜 11:30
24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 5 6

整形 整形 整形・内科 内科 整形 内科
7 8 9 10 11 12 13

内科 外科 内科 整形 内科 整形 整形・内科
14 15 16 17 18 19 20

内科 外科 内科 内科 内科 内科 内科
21 22 23 24 25 26 27

内科 整形 内科 内科 内科 内科 整形
28 29 30 31

整形 外科 内科 整形
※３日㈯・13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

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

１月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

16 ㈫ べっく・メディカ
ル・クリニック 921-1300 西沢田 鈴木医院 993-0430 佐野 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

17 ㈬ 森医院 966-2017 石川 頴川医院 921-5148 高島本町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

18 ㈭ 鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

19 ㈮ 杉山医院 972-3223 伏見 白石医院 951-4593 市道町 よざ小児科医院 967-5722 原

20 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

21 ㈰

小林内科医院 921-2165 米山町 西方外科医院 921-1333 共栄町

森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

須山診療所 998-0006 須山 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

22 ㈪ あめみや内科 935-1159 吉田町 田沢医院 962-1205 大手町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

23 ㈫ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 東医院 921-5520 高沢町 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

24 ㈬ 境医院 975-8021 竹原 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 田中医院 921-2053 高島町

25 ㈭ 南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

26 ㈮ 柿田川医院 973-3601 柿田 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
　前原

27 ㈯ 東名裾野病院 997-0200 御宿 聖隷沼津病院 952-1000 松下 よざ小児科医院 967-5722 原
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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

1 月後期

日 内 科 外 科 小児科

28 ㈰

つかだ医院 983-1577 堂庭 遠藤クリニック 975-8801 久米田

永野医院 962-4450 大岡 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

新井内科
クリニック 992-0811 久根 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

29 ㈪ こんどう
クリニック 925-2420 岡宮 こんどう

クリニック 925-2420 岡宮 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

30 ㈫ かとう内科医院 946-5562 大岡 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

31 ㈬ 村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 大沢ハート

クリニック 929-1313 若葉町 まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

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

21 ㈰ アミクリニック眼科・耳鼻咽喉科
981-3341 長沢　　

アミクリニック眼科・耳鼻咽喉科
981-3341 長沢　　

井関マタニティクリニック
952-4103 八幡町　

ひだまり歯科クリニック
955-7827 佐野　　

28 ㈰ わたなべ耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787 松岡　　

中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘　

ウスイクリニック
980-5580 下土狩　

メイヨ歯科医院
972-3846 長沢　　

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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１月の休館日

11 月 23 日㈭に地酒の夕べが行われ、裾野高生
がデザインをしたラベルの新酒がお披露目されまし
た。この新酒をプロデュースしたのは、「みしまや」
の江森慎さん。

江森さんは、中学を卒業し、陸上競技に打ち込む
ために当市を離れました。その後、神奈川大学へ進

み箱根駅伝へも参加。就職も市外の企業へ進みまし
た。その間は裾野を思うことは少なかったのですが、
父親の入院を機に地元へ戻ることを考え始めました。
地元を離れ経験したことが仕事や地域のために役に
立てればという思いもあり、家業の酒屋を継ぐこと
を決意しました。

今回のプロデュースは「酒離れ」が危惧される中、
次代を担う若者に酒業界へ関心を持ってもらえれば
と、参画をタブーとされていた高校生にあえて協力
を求め、ラベルのデザインをしてもらいました。ま
た、酒米農家の皆さんと意見交換を行い、みんなで
この「作品」を作り上げました。「今は未成年でこ
の作品を飲めない高校生が、自分たちの活動を掲載
した新聞で作品を包み熟成させ、20 歳になったら
親や友達と思い出話をつまみに飲んでもらいたいで
す。そんな姿を想像すると楽しみです」と江森さん。
「先人が積み重ねてきた歴史に敬意を払い継承し

つつ、いろいろな方の力を集めて、新しいものを作
り上げて行きたいです。市内には酒造りに適した素
材があるので、地元で作れるようにしたいです」と
すてきな笑顔で夢も語ってくれました。

 温故創新　新酒をプロデュース

江森 慎さん（上町・35 歳）

１日㈪～３日㈬・９日㈫・15日㈪・
22日㈪・29日㈪

富士山八合目以上の争い

富士山頂には富士山本宮浅間大社の奥宮がありま
す。現在でも夏の登山期間中は浅間大社の神主が詰
め、神事や登山客の応対にあたっています。

文書は、1779年に評定所から出された判決文です。八
合目で行き倒れになった死人の扱いに端を発して、須
走村富士浅間神社と富士山本宮浅間大社との間に八合
目以上の支配に関係した争いが起き、上吉田村（山梨
県）との間にも山頂の土地をめぐっての争論が起きま
した。文中「今般衆議の上定趣ハ冨士山八合目より上ハ
大宮持多るへし」とあるように、八合目以上は富士山本
宮浅間大社の所有地だと正式に認定されました。

評定所は幕府の訴訟裁判機関で、寺社奉行・勘定
奉行・町奉行の他に老中１人で構成されるのが原則
でした。現在でいう最高裁判所にあたります。

（富士山資料館展示品）

評定所の判決文

石井好子メモリアル音楽祭 2018
ポピュラー音楽の祭典

～限りない想いを歌に 富士山の裾野から vol.16 ～
多数の豪華ゲストによる、一夜限りのステージを

ぜひご覧ください。
と　き／３月10日㈯ 17時～　※開場▶16時30分
ところ／大ホール
料　金／全席指定（税込）

一　般▶ 6,500 円、当日券▶ 7,500 円
　※未就学児の入場はできません。
チケット販売／ 1 月 13 日㈯ 9 時～

初日の受付：特設電話 993-9221 のみ
14 日㈰以降の受付：文化センター窓口と電話
※受付時間 ▼９時～ 21 時

出　 演 ／美川憲一、木の実ナナ、岩崎宏美、秋川雅史、
髙田利江、花園直道　ゲスト 水谷八重子、瀬間千恵

美川 憲一 木の実 ナナ 岩崎 宏美 秋川 雅史


