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便利なマイナンバーカードの活用を！
各種証明書をコンビニで取得できます

特集１

マイナンバーカードは通知カードを受け取った後、申請
すると交付されるプラスチック製のカードです。顔写真付
きの身分証明書として利用できる他、コンビニで住民票な
どの証明書の取得や e-TAX（インターネットでの確定申
告）の利用などができます。マイナンバーカードは申請か
ら交付までに１カ月ほどかかるため、利用する方は余裕を
持って手続きしてください。

全国のコンビニなどで各種証明書を取得

コンビニなど対応店舗のマルチコピー機で住民票な
どの証明書が取得できます。以前、市役所正面玄関な
どに設置していた自動交付機の運転は平成 28 年７月
で終了しました。夜間や土・日曜日、祝日に証明書を
取得する場合にはコンビニ交付をご利用ください。
サービス提供時間
　平日、土・日曜日、祝日　6 時 30 分～ 23 時
　※年末年始を除く
対応店舗
次の全国の店舗／セブン・イレブン、ローソン、サー

クル K サンクス、ファミリーマート、ミニストップ、
セイコーマート、セーブオン

次の一部の店舗／ A コープ北東北、イオンリテール、
コミュニティ・ストア、エーコープ鹿児島、ポプラ

持ち物
マイナンバーカード（交付時に登録した４桁の暗証

番号が必要）
取得できる証明書
●住民票（世帯全員分、本人分）
●印鑑登録証明書（本人分のみ）
●課税（所得）証明書（最新年度の本人分のみ）
金額

１通 300 円
※コンビニ交付は印鑑登録証（市民カード）や住民基

本台帳カードでは利用できません。また、市役所や
支所の窓口で印鑑登録証明書を取得する場合、マイ
ナンバーカードでは取得できないため、印鑑登録証
または住民基本台帳カードが必要となります。ご注
意ください。

市民課
995-1812

e-TAXの利用

　e-TAX の利用には、住民基本台帳カードまたはマ
イナンバーカードに搭載される電子証明書が必要です。
住民基本台帳カードへの電子証明書の新規発行・更新
は平成 27 年 12 月で終了しました。マイナンバーカー
ドにはカードの申請時に希望しなかった方や、15 歳
未満の方などを除き、電子証明書が標準搭載されてい
ます。今後は、住民基本台帳カードで e-TAX を利用
できなくなりますので利用する予定のある方は、早め
にマイナンバーカードの申請をお願いします。

マイナンバーカードの申請補助

　マイナンバーカードの申請は郵便やパソコン・ス
マートフォンなどから、本人が申請手続きしてくださ
い。パソコンなどを持っていない方は市民課で申請手
続きの手伝いを行っています。
持ち物

通知カード、本人確認のできる身分証明書、最近６
カ月以内の顔写真（縦 4.5㎝×横 3.5㎝）
※希望者には市民課で顔写真の撮影を行います。

外国人住民のカードの有効期限

　マイナンバーカードの有効期限は通常、20 歳以上
の方は発行から 10 回目の誕生日まで、20 歳未満の
方は発行から５回目の誕生日までとなっています。外
国人住民の方は上記有効期限と在留期間のうち、短い
ものがマイナンバーカードの有効期限となります。在
留期間を更新した後、市役所でマイナンバーカードの
更新が必要となります。マイナンバーカードの有効期
限が切れる前に手続きをお願いします。
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特集２

シビックプライド推進室　 995-1803

9:30

10:00

10:20

12:00

12:30

開場・受付・各ブースオープン
●キャラクター PR ブース●さよな
らばいきんチーム●ゆるキャラグッ
ズ販売●すそのんカフェ●すそのん
マルシェ●富士サファリパークふれ
あいミニ動物園●親子キラキラタイ
ム “ ごろんアート ” ●地域活動母親
くらぶ “ 射的 ”

オープニングセレモニー

アトラクション・ゲームスタート
●キャラクター PR ステージ●缶
バッジづくり●すそのん折り紙、塗
り絵●記念撮影会

おたのしみ抽選会

グランドフィナーレ

2月25日日 市民文化センターお友だち大集合

市マスコットキャラクター “ すそのん ” のお誕生会を開催します。市内外からお友だちキャラクター
が参加し、市民の皆さんと交流しながらお祝いします。子育て世代を応援するハンドメイド市「ママ
ンマルシェ」による「すそのんマルシェ」、静岡がんセンター有志医師グループによる病気、感染症
予防対策コーナーをはじめ、遊んで学んで楽しめる体験型アトラクションが盛りだくさん。市内飲食
事業者も出展します。

しずな～び
（静岡セキスイハイム不動産）

ごてんばこめこ
（御殿場市）

すそのん
（裾野市）

ぽすくま
（日本郵便）

みきゃん
（愛媛県）

さくやちゃん
（富士宮市）

おおまぴょん
（長野県大町市）

なんすん太
さ ん

陽リィ・美
み み

味リィ
（JAなんすん）

とち介
（栃木県栃木市）

ペコちゃん
（不二家）

しっぺい
（磐田市）

スケジュール

遊んで学ぶ！ 感染症「かぜ予防と抗生物質」
をテーマに、有志医師グループが子ども、パパ、
ママ向けの体験型ブースを開設します。

さよならばいきんチーム × 静岡がんセンター

「すそのんが大好き！」「裾野市が好き！」な
方ならどなたでも入会できます。

【入会方法】
●シビックプライド推進室で申し込み
●市公式ウェブサイト専用フォームから申し込み
●すそのん誕生会特設受付で申し込み

【会員特典】
●会員証の発行●オリジナルステッカープレゼ
ント●ファンクラブメールの配信

すそのんファンクラブ 会員受付中

とき／２月 25 日㈰　10 時～ 13 時
ところ／市民文化センター 多目的ホール・展示室

　子育て世代の交流と応援を目的に活動する県
東部最大級のママ作家グループ
によるハンドメイド市など。

すそのんマルシェ ×

すそのんお誕生会2018
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富士山資料館無料開放・絵手紙コーナー

富士山資料館無料開放
入館料が無料です。富士山資料館では、富士山の自

然・歴史など富士山に関する資料を展示しています。
２月 23 日㈮　９時～ 16 時 30 分　

絵手紙コーナー
富士山を題材に絵手紙作りを体験できます。時間内

の参加は自由です。
２月 23 日㈮　10 時～ 15 時

講師／渡邉節代さん
富士山資料館　998-1325

第６回富士山芸術展

市と芸術・文化団体などが富士山に関わる絵画、写
真、陶芸、短歌、俳句などの芸術作品を展示します。

２月 23 日㈮～３月２日㈮
９時～ 17 時　※初日は 12 時から、最終日は 16
時まで
生涯学習センター
生涯学習課　992-3800

富士山の日記念講演会

記念講演会を開催します。
２月 23 日㈮　19 時～　※開場 ▼ 18 時 30 分
生涯学習センター

演題／外来生物と人の関わり
講師／加藤和紀さん（箱根ビジターセンター）　

196 人　※定員に達しなかった場合、当日受付可
生涯学習課　992-3800

　新春展示「浮世絵で見る東海道からの富士山」

3 月 11 日㈰まで　9 時～ 16 時 30 分
富士山かぐや姫ミュージアム（富士市伝法）
歌川広重の「東海道五拾三次之内（保永堂版）」な
ど東海道から見た富士山の浮世絵を展示します。
富士山かぐや姫ミュージアム　0545-21-3380

特集３

２/23は “富士山の日 ”
絵手紙体験や芸術展、講演会を開催

市外でも「富士山の日」に
ちなんだイベントを開催します
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対象は市に住民登録がある方

市に住民登録がある方なら、どなたでも加入できま
す。加入者が年度途中に他市町へ転出した場合でも共
済期間中は有効です。

共済期間は１年間

共済期間は、４月１日㈰から平成 31 年３月 31 日
㈰までの１年間です。中途加入の場合は、申し込み手
続きをした日の翌日から平成 31 年３月 31 日㈰まで
です。

共済掛金は１口 500円

１人２口まで加入できます。中途加入の場合でも掛
け金は同じです。

申し込み手続きは市指定金融機関へ

申込用紙は、各家庭に郵送します。申込用紙に掛け
金を添え、市指定金融機関でお申し込みください。申
込用紙は、危機管理課・各支所・市指定金融機関にも
置いてあります。

見舞金の請求手続きは危機管理課へ

交通事故発生日から２年以内に、次の書類を危機管
理課へ提出してください。
●駿東地区交通災害共済組合指定の請求書
●自動車安全運転センター発行の交通事故証明書（コ

ピー可）
●診断書などの受傷日、受傷原因、傷病名、入院・通

院日が確認できるもの（コピー可）　※例えば、自動
車損害賠償責任保険の診断書と診療報酬明細書など

見舞金の額は交通災害の程度で決定

見舞金の額は、入院・通院の実治療日数で変わりま
す。診断書の原本を提出したときは、見舞金に添付書
類料として１件の事故につき5,000円が加算されます。
共済見舞金額表

等級 交通災害の程度
共済見舞金額
１口 ２口

１ 死亡したとき 100万円 200万円

２ 180日以上入院したとき 20万円 40万円

３ 120日以上入院したとき 10万円 20万円

４ 90日以上治療したとき ６万円 12万円

５ 60日以上治療したとき ５万円 10万円

６ 30日以上治療したとき ４万円 ８万円

７ 15日以上治療したとき ３万円 ６万円

８ ７日以上治療したとき ２万円 ４万円

９ ２日以上治療したとき １万円 ２万円

事故にあったときは必ず警察に届け出を

交通事故発生後に警察に届け出をしないと、自動車
安全運転センターから交通事故証明書が発行されませ
ん。その場合、共済見舞金は半額になります。この場
合は、親族以外の第三者２人分の証明が必要です。

毎週、交通事故相談を実施しています。交通
事故に遭い、困ったことがあればご相談ください。
予約は不要です。直接会場へお越しください。

毎週火曜日　９時～ 16 時
市役所１階市民相談室

駿東地区交通災害共済へ加入を
共済掛金は１口 500円、交通災害に応じて見舞金を支給

特集４

駿東地区交通災害共済は、駿東地区に住む皆さんが掛け金
を出し合い、交通事故でけがをした方に見舞金を支給する相
互扶助制度です。共済掛金は１口 500 円で１人２口まで加
入できます。交通災害の程度に応じて１万円から 200 万円
までの見舞金が支給されます。

危機管理課
995-1817

交通事故相談をご利用ください
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泉州タオルや泉州ナスが人気
泉佐野市

泉佐野市は大阪府南部にある、人口約 10 万人のま
ちです。平成６年に関西国際空港が開港し、世界と日
本を結ぶ玄関として発展をしています。古くから商・
工・農・漁業がバランス良く盛んです。中でも特産品
の「泉州タオル」や「泉州ナス」は全国にもファンが
多く、「泉佐野ブランド」として高い評価を受けてい
ます。

米や梨、ホッキ貝など地場産品が豊富
相馬市

相馬市は福島県北部にある、人口約３万 8 千人の
まちです。東北地方ですが、冬はほとんど雪が降らず
温暖で、夏は涼しい恵まれた気候です。東日本大震災
では甚大な被害を受けましたが、市民一丸となって復
興を進めています。特産品には米や梨などの農産物、
ホッキ貝や小

こ う な ご
女子などの魚介物があり、豊富な地場産

品があります。

「人×人」の分野でも交流

昨年７月 31 日、８月１日に、泉佐野市から中学生
が来訪し、運動公園でサッカーの合宿を行いました。
市内中学校サッカー部との練習試合も行われ、両市の
中学生が交流を深めました。

両市が裾野のイベントに出店

10 月に行われた「市民のふれあいフェスタすその」
に、泉佐野市・相馬市共に特産品を出店しました。泉
佐野市は「泉州タオル」と「泉州ナス」、相馬市から
は「梨」が紹介され、数時間で売り切れてしまうほど
の盛況ぶりでした。

大阪府泉佐野市・福島県相馬市と「特産品相
互取扱協定」を結びました。自治体間でお互い
の特産品を取り扱いできるように協定を結び、
特産品の宣伝と販路拡大を通して、お互いの経
済と観光産業の発展を目指します。
今後は、当市の特産品を関西・東北地方から
全国に PRし、当市の魅力も合わせて情報発信
していきます。

特集５

市の特産品を全国に PR
大阪府泉佐野市・福島県相馬市と「特産品相互取扱協定」を結びました

シビックプライド推進室
995-1803
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特集６

裾野長泉新火葬施設整備基本計画骨子案に対する意見募集
両市町でパブリックコメントを実施

意見公募の対象

・裾野市長泉町衛生施設組合新火葬施設整備基本計画
骨子案　※市公式ウェブサイト、市役所１階情報公
開コーナー、深良支所（福祉保健会館内）、富岡支所、
須山支所、市役所１階生活環境課、長泉町、裾野市
長泉町衛生施設組合（中島苑）で閲覧できます。

【基本計画骨子案の要旨】
敷地面積／約 17,200 平方メートル
延床面積／約 2,560 平方メートル
施設構成／告別室２室、収骨室２室、待合室４室、多

目的室１室（会議室としての利用や直葬など最期の
お別れの場として使用）、待合ホールほか

火葬炉数／４炉 + 増設１炉
※骨子案には、検討のポイントを整理しています。

意見の提出

意見が提出できる方／次のいずれかに該当する方です。
・裾野市または長泉町に住民登録がある方
・裾野市または長泉町内に事務所または事業所を有

裾野市と長泉町では、平成 33年度（2021 年度）中の供用開
始を目指して整備を進めている新火葬施設について、基本的な整
備方針や配置計画などを定める基本計画を策定しています。市民
の皆さんから基本計画（骨子案）に対する意見を募集します。

生活環境課　 995-1816
992-4447

〒 410-1192　佐野 1059
kankyou@city.susono.

shizuoka.jp

する個人や法人、その他の団体
・裾野市または長泉町内の事務所や事業所に通勤す

る方
・裾野市または長泉町内の学校に通学する方
・その他、本事業に利害関係のある方

提出方法／次のいずれかの方法で提出してください。
・両市町の公式ウェブサイトにアクセスし、パブ

リックコメント提出フォームで提出
・閲覧場所にある意見提出用紙（任意の用紙可）に

記入し、意見提出箱に投函するか郵送またはファ
クス、メールで直接提出

【意見提出箱設置場所】
・市役所１階情報公開コーナー

【提出先】
・生活環境課　※郵送・ファクス・メール可
・深良支所（福祉保健会館内）、富岡支所、須山支所
提出期間／２月１日㈭～ 28 日㈬　※郵送の場合は最

終日の消印有効
その他／意見提出用紙は、両市町の公式ウェブサイト

からダウンロードできます。任意の用紙の場合は、
氏名・住所（法人や団体の場合は、名称・所在地・
代表者名）、電話番号、通勤・通学先の名称（市内
に通勤・通学する方のみ）、意見などの内容を記載
してください。

意見の取り扱い

・計画策定の参考にします。検討後に意見の概要に対
する回答を公表しますが、個々の意見に対して直接
回答しません。

・意見は基本計画の骨子案に対する意見のみとします。
・提出された意見提出用紙は返却しません。
・公表に際しては、意見の内容以外（氏名、住所など）

は公表しません。

▲外観

▲平面図

出入口 出入口
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インフォメーション

Information

防衛省採用試験

予備自衛官補採用試験
４月 14 日㈯
一般公募／ 18 歳以上 34 歳未
満の方

　技能公募／ 18 歳以上 55 歳未
満の方　※保有する技能に応じ、
年齢の上限が変わります。 
４月６日㈮　

自衛官候補生採用試験
２月 18 日㈰、３月６日㈫
随時受け付けています。
自衛隊三島募集案内所

　989-9111

障害者就職面接会

予約は不要です。参加を希望す
る障がい者の方は、履歴書（複数
枚）と障害者手帳などをお持ちの
上、直接会場へお越しください。

２月23日㈮　13時15分～15時
30分　※受付▶︎ 12時30分～
プラサヴェルデ１階多目的ホー
ル（沼津市大手町）
●就職を希望する障がい者と企
業との個別面談形式の面接会

（沼津・三島地域の約 70 の企
業が参加）●ハローワークなど
の支援機関の相談コーナー
ハローワーク沼津　障害者担当

　918-3713
932-0489

裾野市史の無償配付

　裾野市史を無償で配付します。
１人（１事業所）につき１セット
です。

２月 13 日㈫～ 12 月 28 日㈮
生涯学習センター
市内に住んでいるか通勤通学し
ている方、市内企業
各巻には在庫のバラつきがあり
ます。なくなり次第配付を終了
します。
生涯学習課　992-3800

市民無料相談

２月 20 日㈫　※受付▶︎終了時
刻の 20 分前まで
市役所４階会議室
●資格団体相談（10 時～ 12 時）
▶︎土地、家屋（マンション含む）、
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。司法書
士、行政書士、社会保険労務士、
宅地建物取引士、土地家屋調査
士、建築士、マンション管理士
が応じます。
● 人 権 相 談（10 時 ～ 12 時、
13 時～ 15 時）▶︎子どもの人権、
女性の人権、その他差別待遇な
どの人権問題の相談。人権擁護
委員が応じます。
● 行 政 相 談（10 時 ～ 12 時、
13 時～ 15 時）▶︎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。
戦略広報課　995-1802

雑誌付録プレゼント

　本人の図書利用券で図書を５点
以上借りた方に雑誌の付録をプレ
ゼントします。

２月 24 日㈯　９時～
鈴木図書館　※市民文化セン
ター図書室では実施しません。
プレゼントは、１人１つまでで
す。先着順で、なくなり次第終
了します。
鈴木図書館　992-2342

市育英奨学生

貸与／４月、９月の２回
市内に引き続き３年以上住んで
いて、学費の支払いが困難と認
められる方

奨学金額

高等学校
高等専門学校
専修学校

入学
一時金 ６万円

月額 １万２千円

短期大学
大学

入学
一時金 30万円

月額 ３万円

貸与金利／無金利
返済期間／貸与終了後１年据え置

き 10 年以内
選考方法／選考委員会の答申に基

づき、教育委員会が選考します。
学校教育課にある所定の申し込
み用紙に必要事項を記入し、通
学している学校の推薦書など必
要な書類を添えて提出してくだ
さい。
３月２日㈮
学校教育課　995-1838

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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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　 住所　 Mail　 Web　

国保高齢受給者証交付会

　３月１日㈭から対象となる方に、
受給者証を交付します。

2 月 22 日 ㈭　10 時 20 分 ～
11 時 30 分 
福祉保健会館３階研修室
昭和 23 年２月２日～昭和 23
年３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

児童手当の支給

２月９日㈮は児童手当の支給日
です。児童手当は、認定請求をし
た月の翌月分から支給事由の消滅
した月分まで支給されます。
支給額（月額）／●３歳未満▶︎

15,000 円●３歳～小学生▶︎第
１・２子：10,000 円、第３子
以降：▶︎ 15,000 円●中学生▶︎
10,000 円●所得が制限額を超
えている方の児童▶︎ 5,000 円
※４カ月分をまとめて支給

支給日／６月、10 月、２月の 10
日（土・日曜日、祝日の場合は
その直前の平日）

支給方法／指定口座に振込
市内に転入した方や子どもが生
まれた方は、転入・出生の手続
きと同時に児童手当の申請を
行ってください。申請には、認
め印、保険証、マイナンバーカー
ドなどの提示が必要です。
子育て支援課　995-1841

AMORE
MISHIMA!2018

ア モ ー レ の 国・ イ タ リ ア の
SLOW FOOD/SLOW LIVING
に学び、いつもよりオシャレして、
三島の街でゆったり楽しく、食べ
て飲んで遊ぶイベントです。

２月 10 日㈯、11 日㈰
三島市内の各参加店、楽寿園、
大社の杜みしまなど
アモーレみしま実行委員会
983-2766

沼津・駿東地域
合同就職面接会

正社員雇用を行う駿東地域が就
業場所の事業所が参加する面接会
です。

２ 月 13 日 ㈫　13 時 30 分 ～
15 時 30 分
プラサヴェルデ１階コンベン
ションホール A（沼津市大手町）
一般求職者、平成 30 年３月に
高校・専門学校・短期大学・大
学を卒業予定の方
ハローワーク沼津紹介第一部門

　918-3711

わがまち富士山写真展と
わがまち富士山物産展

県東部の富士山周辺市町、裾野
市・御殿場市・富士市・富士宮市・
小山町・長泉町・清水町の４市３
町の共同で開催します。
第７回わがまち富士山写真展

２月 10 日㈯～ 25 日㈰
　９時～ 16 時

わくら柿田川２階（清水町伏見）

わがまち富士山物産展
２月 23 日㈮

　10 時～ 14 時
湧き水の道敷地内（清水町伏見）
富士地区観光協議会（清水町産
業観光課）　981-8239

女性部文化祭

「伝えよう・つながろう・広げ
よう」をテーマに JA なんすん女
性部が文化祭を行います。

３月４日㈰　10 時～ 14 時
プラサヴェルデ１階コンベン
ションホール A（沼津市大手町）
手芸・書道などの作品の展示、
農産物・加工食品の即売、ステー
ジ発表など
JA なんすん営農生活部地域ふ
れあい課　933-7009

公の施設の
指定管理者の指定

次の施設を一括して管理する指
定管理者を指定しました。
施設名／市民文化センター、市民

文化センター図書室、生涯学習
センター

指定管理者／㈱ケイミックスパブ
リックビジネス
４月１日㈰～平成 35 年３月
31 日㈮
生涯学習課　992-3800

　鈴木図書館　992-2342
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インフォメーション

Information

しずおかジョブステーション
が就職活動を応援します！

　しずおかジョブステーションは、
県の就職支援機関です。自己分析
や応募書類の書き方の助言、面接
練習など就職活動をサポートしま
す。サポートを希望する方は、事
前に予約が必要です。

沼津市大手町 1-1-3
沼津商連ビル２階
東部県民生活センター内

利用時間／９時～ 17 時　
※土・日曜日、祝日、年末年始
を除く

しずおかジョブステーション
　951-8229

第10回特別弔慰金を支給

戦没者などの死亡当時の遺族の
方で、平成 27 年４月１日に公
務扶助料や遺族年金などを受け
る方がいなかった場合に、次の
順で先順位の遺族の方１人に支
給します。
⑴弔慰金の受給権者
⑵戦没者などの子
⑶ ①父母②孫③祖父母④兄弟

姉妹
※戦没者などと生計関係があっ
た方のみ
⑷ ⑶以外の①父母②孫③祖父

母④兄弟姉妹
⑸⑴～⑷以外の三親等内の親族
※戦没者などの死亡時まで引き
続き１年以上生計関係があった
方のみ
平成 30 年４月２日㈪
社会福祉課にある申請書に必要

事項を記入し、提出してください。
社会福祉課　995-1819

民生委員制度創設
100 周年パネル展

民生委員制度は平成 29 年に創
設から 100 周年を迎えました。
民生委員児童委員の歴史や取り組
みを紹介するため、ポスターパネ
ル展を開催します。

２月 14 日㈬まで
市役所地下多目的ホール
民生委員児童委員協議会事務局

（社会福祉課）　995-1819

富士急高速バス東京駅線
平日1,000円キャンペーン

　富士急シティバスでは、市内と
東京駅を結ぶ高速バスを毎日４往
復運行しています。この高速バス
が、期間限定で片道 1,000 円（子
ども 500 円）で利用できます。
利用を希望する方は、必ず利用日
前日の 20 時までに乗車券をお買
い求めください。

３月 16 日㈮までの平日
市内のバス停／千福下、市民文化

センター前、トヨタ自動車東日
本前
市民文化センター前のバス停近
くには、利用者専用の無料駐車
場（２カ所）が 49 台分あります。
富士急コールセンター

　0570-022956
　929-1144（７時30分～ 20時）

http://www.fujikyu.co.jp/
citybus/tokyo1k_cp.html

市指定給水装置工事
事業者の追加

次の業者を新たに追加しました。
●アクアシステム㈱

沼津市江浦 338-1
TEL 939-0511
上下水道課　995-1834

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。

２月 14 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

応急手当指導員講習会受講者

３月４日・11 日・18 日の日曜
日　８時 30 分～ 17 時 30 分
富士山南東消防本部三島消防庁
舎３階消防センター（三島市南
田町）
３日間全て受講できる方
10 人（先着順）　
三角巾法・搬送法・心肺蘇生法・
AED 取り扱い・指導技法など
※最終日に認定のための試験が
あります。
筆記用具
２月 23 日㈮
動きやすい服装でお越しくださ
い。

富士山南東消防本部警防救急課
972-5803
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お知らせ

竹炭電池づくり
（エネルギー講座）

　すその環境イベントです。親子
で参加できます。

２月 18 日㈰　10 時～ 12 時
南児童館
小学生以上の方
20 人（先着順）
竹炭とアルミニウムを使った電
池を自分でつくり、エネルギー
について考える講座です。 

講師／三島市ストップ温暖化推進
員
200 円（材料費）
南児童館へ費用をお持ちの上、
お申し込みください。
２月 15 日㈭
生活環境課　995-1816

　南児童館　993-1881

市営住宅新稲荷団地
入居者

　市営住宅新稲荷団地の入居者を
募集します。申込者多数の場合は
公開抽選を行い、当選者と補欠者
を決定します。
募集戸数／１戸（３DK）

市内に住んでいるか、勤務して
いる方で、単身ではなく、住宅
に困窮している方

　※その他所得などの要件があり
ます。

募集案内の配布
２月 15 日㈭まで
まちづくり課
２月８日㈭～ 15 日㈭にまちづ
くり課へお申し込みください。

抽選／３月７日㈬　10 時～
入居時期は、４月上旬です。
まちづくり課　995-1856

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。

２月６日㈫・20 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

ちびっこ探険学校
ヨロン島

　サンゴ礁の美しい海が広がるヨ
ロン島の自然の中で、全国から集
まる日本人や、外国人の友達と交
流を深めます。

３月 26 日㈪～４月１日㈰
　６泊７日

鹿児島県大島郡与論島
小学２年生～６年生
日本人 100 人、外国人 100 人
イカダ作りと海への漕ぎだし、
島内ハイキングなどの野外交流
14 万円（富士山静岡空港出発
の場合）　※出発場所によって
料金が異なります。
（公財）国際青少年研修協会へ
資料を請求し、申込書に必要事
項を記入して提出してください。
３月５日㈪

（公財）国際青少年研修協会　
03-6417-9721
info@kskk.or.jp
〒141-0031

　東京都品川区西
五 反 田 7-15-4
第三花田ビル４
階
http://www.kskk.or.jp

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。

２月 26 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）
２月 23 日㈮ 

県精神保健福祉センター
054-286-9245

厚生労働省
ものづくりマイスター

技能の伝承や後進の育成に意欲
がある方を募集します。認定後は、
中小企業や教育訓練機関で実技指
導を行ってもらいます。

次の①～③全ての要件に該当す
る方
①（A）～（C）のいずれかに
該当する方▶︎（A）技能検定の
特級・１級・単一等級技能士（B）

（A）と同等の技能を有すると
認められる方（C）技能五輪成
績優秀者（銅賞まで）
②実務経験が 15 年以上ある方
③技能の伝承や後進の育成に意
欲を持って活動する意思および
能力がある方
ホームページから申請書をダウ
ンロードし、必要事項を記入し
て、県職業能力開発協会に提出
してください。
県職業能力開発協会
県地域技能振興コーナー
054-344-0202
http://shivada.com/

　monodukuri/m_bosyu.php
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Q  SNS の広告を見て、ダイエット食品が 1,000
円だったので安いと思い注文した。商品と一

緒に送られてきたコンビニ用振込用紙で代金を支
払った。翌月になりまた商品が届いたので驚いて販
売業者に連絡した。「定期購入なので４回受け取ら
ないと解約できない」と言われた。定期購入とは思
わなかった。やめたい。

Ａ １回だけのつもりで化粧品やサプリなどを購
入したところ、実際は複数回の定期購入が条

件だったという相談が急増しています。申込時に定
期購入になっていないかなど契約内容をしっかり確
認しましょう。スマホでは、条件が最後の方に小さ
い字で書かれていることがあるので注意してくださ
い。困ったときは、消費生活センターへ相談してく
ださい。

未成年者の契約トラブル
インターネット取り引きなどの増加で、未成年者

の契約トラブルが増えています。未成年者（20 歳
未満の方）が契約する場合は、原則として法定代理
人（親権者、未成年後見人）の同意が必要です。社
会的経験の浅い未成年者を取り引き被害から保護す
るためのもので、民法では、未成年者が法定代理人
の同意を得ないで行った契約は取り消すことができ
ると定めています。

次の場合は取り消しが認められません。
●法定代理人から同意を得た取引●おこづかいの範
囲での契約●結婚している場合●法定代理人から営
業が認められている営業に関する契約●自分が成人
であるとだまして契約した場合
　詳しくは消費生活センターへお問い合わせくださ
い。

消費生活センター
995-1854

消費者相談室 Counseling Room

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。

２月 21 日㈬　13 時～ 16 時
熱海健康福祉センター（熱海市
水口町）

県精神保健福祉センター
　054-286-9245

県勤労者総合美術展
出品作品

　県の補助金を受け、「勤労者総
合美術展」を４月 11 日㈬～ 15
日㈰にグランシップ展示ギャラ
リー（JR 東静岡駅東側）で開催
します。
募集作品／絵画・書・写真・手工

芸・コンピューターグラフィッ
クなど
労働金庫本・支店、全労済県本
部・各共済ショップ、県労働者
福祉協議会などにある申込書に

必要事項を記入し２月 26 日㈪
～３月 16 日㈮に提出してくだ
さい。 
●作品は３月 30 日㈮までに、
労働金庫本・支店、全労済県本
部・各共済ショップ、静岡県労
働者福祉協議会の窓口へ提出し
てください。●詳しい要項は県
労働者福祉協議会ホームページ
をご覧ください。

（一社）県労働者福祉協議会
　054-221-6241

http://plaza3.dws.ne.
　 jp/~scn00855/

消費生活センター便り Center News
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２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。

事業名 日・受付時間 対象者
６か月児
育児教室

６日㈫
９:00〜９:15

平成29年８月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

13日㈫
13:00〜13:30

平成28年７月
生まれの方

２歳児
親子教室

27日㈫
９:00〜９:15

平成28年２・３月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

８日㈭
13:00〜13:15

平成27年８月
生まれの方

３歳児
健康診査

15日㈭
13:00〜13:30

平成27年１月
生まれの方

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。

日（曜日） 時　間
 ６日㈫※ 17:00 〜 19:45
13日㈫※  9:00 〜 11:30
20日㈫　 13:00 〜 15:30
28日㈬※  9:00 〜 11:30

※はC型肝炎検査もできます。

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
乳幼児

健康相談※
５・19・26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

26日㈪
13:00〜15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

２日㈮
13:00〜13:30 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

19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

５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

23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

14日㈬
13:30〜15:30

こころの悩みに関す
る相談を希望する方

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

内科 内科 内科
4 5 6 7 8 9 10

外科 整形 内科 外科 内科 整形 整形
11 12 13 14 15 16 17

整形 内科 内科 整形 内科 内科 内科
18 19 20 21 22 23 24

内科 整形 内科 内科 内科 整形 整形・内科
25 26 27 28

内科 外科 内科 内科
※24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

２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 ㈮ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

17 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 池田病院 986-1212 本宿 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

18 ㈰

小林医院 966-7700 今沢 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

大沢医院 931-1019 御幸町 田中医院 921-2053 高島町

いずみ内科
クリニック 993-4760 茶畑 ひがしおかメディ

ケアクリニック 941-8269 柿田

19 ㈪ 小林内科医院 921-2165 米山町 田沢医院 962-1205 大手町 よざ小児科医院 967-5722 原

20 ㈫ きせがわ病院 952-8600 大岡 ふじわら
クリニック 924-8777 寿町 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

21 ㈬ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

22 ㈭ 今井医院 921-3211 五月町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

23 ㈮ つかだ医院 983-1577 堂庭 西方外科医院 921-1333 共栄町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

24 ㈯ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原
ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

25 ㈰

鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 東医院 921-5520 高沢町

武藤医院 931-0088 三園町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

杉山医院 992-0028 平松 御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町
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２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

26 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 香貫医院 931-2465 本郷町 田中医院 921-2053 高島町

27 ㈫ 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 よざ小児科医院 967-5722 原

28 ㈬ 柿田川医院 973-3601 柿田 松原医院 962-1496 白銀町 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

18 ㈰ かみで耳鼻咽喉科クリニック
0545-53-3321 伝法　　

小野眼科クリニック
929-1881 高島町　

聖隷沼津病院
952-1000 松下　　

太田歯科医院
972-1318 長沢　　

25 ㈰ 芹沢耳鼻咽喉科クリニック
993-8000 茶畑　　

矢田眼科クリニック
962-2006 三枚橋町

かぬき岩端医院
932-8189 前原　　

大城歯科医院
973-2900 新宿　　

清水町　 長泉町　 沼津市　 裾野市　 富士市
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昨年 12 月 10 日㈰、サーフィン検定が下田市白
浜海岸で行われました。受検した松本さんは、１級
に合格。限られた時間の中で波に乗り、スピードや
パワー、コントロールなどが審査され、技能を認め
られました。

松本さんは、父親の影響で小学１年生の夏から
サーフィンを始めました。休日は、父親と下田市な
どの海岸で日の出から日没まで練習しています。｢
練習するときはできるだけたくさん波に乗って、転
ばないように気を付けています｣ と松本さん。長期
休暇には、オーストラリアやインドネシアバリ島な
ど海外でもサーフィンの経験を積んでいます。

毎年、多くのサーフィンの大会に出場しています
が、昨年は ALOHA SURF JAM（下田市）の Fun 
The Mental で優勝、藤沢市長杯（藤沢市）のキッ
ズ部門で５位などの成績を残し、全国ランキング
10 位 に 浮 上。10 月 に 行 わ れ た ALL JAPAN 
SURFING GRAND CHAMPION GAMES（高知
県）への出場を果たしました。結果は惜しくも１回
戦敗退。｢世界大会に出る選手のサーフィンを見る
ことができ、勉強になりました｣ と振り返っていま
した。

松本さんは「次の目標は全日本大会で優勝するこ
とです」と意気込みます。全日本大会に出場するに
は４月の予選で良い成績を残さなければなりません。
松本さんの飛躍が楽しみですね。

サーフィン検定１級

西小学校６年　松本 浬
り く
空さん（二ツ屋１・13 歳）

５日㈪・13日㈫・19日㈪・26日㈪

村の概況と村書上帳・村絵図

左下の古文書は 1816 年、深山（須山）村と十里
木新田から小田原藩の役人に提出された村書上帳の
一部です。これには、村名の由来・村の石高・家の
数・村の範囲・寺社名や周りの山々などについて詳
細に記されています。

村絵図（地図）は、1744 年幕府の巡見使が視察
に来た際に作成されたものです。方角が示され、原
野・畑・道・山林など地目ごとに彩色が施されてい
ます。寺社やお堂、富士山への登山道、村と畑をイ
ノシシ・シカから守るための柵も描かれています。

巡見使は将軍の代替りごとに各地の政情・民情を
知るために旗本の中から任命され派遣されました。

このように領主（幕府・大名・旗本）は村書上帳・
村絵図で、支配する村の様子を把握していました。

（須山区有文書）

村書上帳 村絵図

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／好評発売中
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


