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伝統を生かし、創造性をつちかい、文化のまちをつくります

1 月 24 日　裾野生まれの JPN TAXI（ジャパンタクシー）
市役所市民ホールに展示
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特集１

もうすぐ春！きれいな花を見に行こう !
富士山周辺市町の花の見どころを紹介
富士山の麓にある、4市 1町（裾野市、富士宮市、富士市、御殿場市、小
山町）で構成される「富士山ネットワーク会議」。富士山ネットワーク会議の
共通紙面として、花のイベントやきれいな花が楽しめるスポットなどを紹介し
ます。
また、各市町で特色に合わせててそれぞれの花や木を定めています。 が

市町の花、 が市町の木です。

戦略広報課
995-1802

　富士の麓一面に菜の花が広がります。パノラマロード
の桜並木との共演が楽しめます。

４月上旬
パノラマ遊花の里（ヘルシーパーク裾野入口）
商工観光課　995-1825

　約 400 本の桜と菜の花が彩る稲瀬川沿いで開催され
るお祭りです。採りたてのたけのこの販売や軽トラ市場
なども開催され、春を思い切り楽しめます。

４月８日㈰
内房稲瀬川沿い ( 稲瀬会場、内房小会場、瓜島会場、
尾崎会場、里づくり会場、野点会場 )
富士宮市観光課　0544-22-1115

　愛鷹山などに自生するツツジです。５枚の葉と 10 本
の雄しべが特徴です。市の花、市天然記念物に指定され
ています。

５月中旬
アシタカツツジ原生群落（十里木別荘地内）、富士山
遊歩道（富士山資料館近く）など
商工観光課　995-1825

　源頼朝公が建久 4 年（1193 年）5 月に行った富士の
巻狩りで下馬したと伝えられ、国の特別天然記念物の狩
宿の下馬桜と菜の花を楽しむことができるイベントです。

４月 14 日㈯・15 日㈰
狩宿の下馬桜周辺
富士宮市観光課　0544-22-1115

富士山すそのパノラマロード菜の花 & 桜まつり

芝川日和　内房　たけのこ・桜まつり

アシタカツツジ

富士の巻狩り　狩宿さくらまつり

裾野市

富士宮市

アシタカツツジ　 スギ

フジザクラ　 カエデ
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小山町

御殿場市

特集１

　富士市民の花「バラ」の名所の中央公園で開催される「富
士ばらまつり」では、バラの生花販売の他、栽培に関する講
習会、ローズヒップティーの試飲など、バラ尽くしです。

５月 13 日㈰　９時～ 15 時
中央公園イベント広場（富士市永田町２）
富士市みどりの課　0545-55-2793

　富士山と梅・桜の名所である岩本山公園で開催するこ
のイベントでは、梅園での撮影会や、梅の小枝プレゼン
ト、観梅ウエディングなど、企画が盛りだくさんです。

４月８日㈰まで
岩本山公園（富士市岩本）
新富士駅観光案内所　0545-64-2430

富士ばらまつり絶景★富士山まるごと岩本山

　御殿場市内各所で桜を楽しめます。メイン会場の秩父
宮記念公園の樹齢 130 年余のしだれ桜、公園周辺の桜
並木では、夜桜のライトアップなども行われます。

４月７日㈯・８日㈰・14 日㈯・15 日㈰
秩父宮記念公園、その他市内各所
御殿場市観光交流課　0550-82-4622

御殿場桜まつり

　来年４月に全国椿サミット御殿場大会が開催されます。
御殿場自生のヤブ椿、東山旧岸邸の樹齢400年の太郎冠
者、秩父宮記念公園の椿園などが見頃を迎える予定です。

４月上旬まで
東山旧岸邸、秩父宮記念公園、その他市内各所
御殿場市公園緑地課　0550-82-4226

御殿場の椿

　冨士霊園には、ソメイヨシノや山桜など約 8,000 本
の桜が植えられています。4 月上旬から中旬までの満開
時には冨士霊園の参道がピンク色に染まり、お花見には
最適です。

４月上旬～中旬　　 冨士霊園（小山町大御神）
小山町観光協会　0550-76-5000

　富士山五合目から金時山までを縦走するトレイル内は、
春から初夏にかけて多くの花に彩られます。ここでは、
富士山麓周辺にしか自生していない、淡いピンク色のサ
ンショウバラを見ることができます。

５月下旬～６月中旬　　 富士箱根トレイル
小山町観光協会　0550-76-5000

日本さくら名所 100 選・冨士霊園の桜 富士箱根トレイルに咲くサンショウバラ

ナノハナ　 フジザクラ

バラ　 クスノキ

フジザクラ　 ケヤキ

富士市
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みらい会議パートナーを募集中！！
市では、これからのまちづくりに関わりを持つ

人を１人でも増やすため、パートナーを随時募集
しています。市の未来を共に創り出しましょう。
パートナーの登録は、企画政策課へ登録カードを
提出するか、メールに必要事項を入力の上、送信
してください。

http://www.city.susono.shizuoka.
　jp/shisei/11/2/7146.html

特集２

みんなで創るまちづくり “みらい会議 ”
裾野のまちづくりに関わる人を 1人でも多く

市民の方はもちろん、地域・NPO・企業など、裾野市のまちづ
くりの担い手が、市に愛着と誇りを持って、共に未来を創り出して
いくため、「みらい会議」を開催します。 企画政策課

995-1804
kikaku@city.susono.

shiuzoka.jp

【講師プロフィール】
樋渡 啓祐さん（48 歳）
樋渡社中㈱ CEO

佐賀県武雄市生まれ。東京
大学経済学部卒業後、総務庁

（現総務省）に入庁した。平
成 17 年に退職し、翌年に当
時全国最年少の 36 歳で佐賀
県武雄市長に就任。８年８カ
月の在任中、100 億円の借金返済や 10％税収アップ、
TSUTAYA とスターバックスの入った武雄市図書館
のリニューアル、市民病院の民間委譲などを手掛ける。

「日本を立て直す 100 人」にも選ばれた。

みらい会議

第 4 次総合計画後期基本計画策定のタイミングで
スタートした「みらい会議」では、これからの市政運
営の方向性を市民の皆さんと共有しながら、外部講師
を招いた基調講演などを行います。当市のまちづくり
に興味のある方なら、どなたでも参加できます。申し
込みは不要です。当日直接会場へお越しください。

３月 17 日㈯　14 時～ 16 時 30 分
生涯学習センター３階学習ホール
190 人（先着順）

【プログラム】
○市政報告「裾野市の現状とこれからのまちづくり」

登壇者／裾野市長 髙村謙二
○基調講演「（仮）５万人都市における地域創生」

講師／樋渡啓祐さん
○トークセッション「（仮）裾野市の人口減少対策を考

える」
登壇者／裾野市長×樋渡啓祐さん
子どもを預かるスペースがあります。小さな子ども
と一緒の参加も大歓迎です。
http://www.city.susono.shizuoka.jp/

　shisei/11/2/7138.html

4
2018.2.15



春の全国火災予防運動を実施します
3/1㈭～ 7㈬までの 7日間

特集３

平成29年富士山南東消防本部管内火災件数

区分 裾野市 三島市 長泉町 合計

建物火災 4 件
（-3）

18 件
（+1）

6件
（+1）

28件
（-1）

林野火災 1 件
（+1）

0 件
（±0）

0件
（±0）

1件
（+1）

車両火災 5 件
（-2）

1 件
（-2）

0件
（±0）

6件
（-4）

その他火災 9 件
（+6）

10 件
（+7）

4件
（+2）

23件
（+15）

合　　計 19 件
（+2）

29 件
（+6）

10件
（+3）

58件
（+11）

（　）は前年比
管内の建物火災は 28 件、市内では 4 件

富士山南東消防本部管内の建物火災は 28 件でした。
その内、住宅用火災警報器の設置が義務付けられてい
る住宅火災は 14 件ありましたが、11 件が未設置で
した。尊い命を守るため、まだ設置されてない場合は
早急に設置をお願いします。また、既に設置されてい
る住宅でも、本体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。
その他火災が増加

管内ではその他火災が 15 件増加し、市内でも 6 件
増加しています。その他火災は、空地や道路、河川敷
などの火災です。管内で発生しているその他火災は、
ごみや枯れ草の焼却が原因のものが多いです。法律の
基準を満たした焼却設備を使用せず野外焼却する野焼
きは、一部例外はありますが、法律や条例で禁止され
ています。また、消防署へ焼却行為の届け出を行う場
合がありますが、これは火災予防の観点によるもので
あり、届け出によって野外焼却が合法化されるもので
はありません。

3 月 1日㈭から 7日㈬まで、春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

設置していてよかった！住宅用火災警報器
～平成28年住宅用火災警報器奏功事例～

【事例 1】
お湯を沸かすため、２口ある電気コンロの片方に水

の入った鍋を置き電源を入れたつもりが、誤って台布
巾の置いてあったもう片方のコンロの電源を入れ、そ
の場を離れ放置したため、台布巾から出火。住宅用火
災警報器が鳴動したことで居住者が火災に気付き、く
み置きしてあっ
た鍋の水で消火
し大事に至りま
せんでした。

【事例 2】
居住者が夕食を作るため、油の入ったフライパンを

火にかけ自分の部屋に戻り、数分後に台所に戻るとフ
ライパン油から火が出ているのを発見。居住者はその
まま避難したが、住宅用火災警報器の鳴動で駆け付け
た近隣住民が、消火器で消火に成功しました。

全ての住宅で住宅用火災警報器の設置が
義務付けられています！

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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フォトグラフ

Photograph １月

今月の一枚 This month's best shot
撮影／中央公園

新たな門出� １月７日

成人式が市民文化センターで行われました。今年の市内の成人者
は、男子 335 人、女子 264 人、合計 585 人。入り口ではすその
んがお出迎え。華やかな振袖やスーツに身を包んだ新成人たちが記
念撮影をしたり、久しぶりの再会を喜んだりしていました。

新春の仕事始めのこの日、市役所の市民ホールでロビーコンサー
トが開催されました。開かれた市役所をコンセプトにシビックプラ
イド醸成事業としての取り組みの一環。琴や三味線で「春の海」な
どの曲が演奏され、来庁者は初春の気分に浸りました。

初春の調べに包まれて� １月４日

文化財防火デーに合わせ、国指定重要文化財に指定されている旧
植松家住宅で、西中学校 2 年生が放水訓練を行いました。消防署
員の説明のあと、火災発生を合図に生徒たちが本番さながらに放水
を開始。水圧にびっくりしながらも、真剣なまなざしで取り組んで
いました。

中央公園で本格的消化訓練
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Photograph 2018.１

給食で学生時代を懐かしむ� １月24日

学校給食試食会が行われました。学校給食週間の取り組みの一環
で、献立には郷土料理が取り入れられ、さくらごはん、黒はんぺん
入り静岡おでんなどが用意されました。裾野産、県内産の野菜が使
用され、地元の食材で懐かしの給食の味を楽しみました。

新成人を祝い市内を走る� １月７日

いてつく澄み切った空の下、須山小学校をスタートしたタスキは
市内 5 地区を巡り、新成人の待つ市民文化センターまでつながれ
ました。105 チーム 756 人が参加し、トヨタ東富士Ａチームが 1
時間 8 分 44 秒で総合優勝しました。

フルートの伴奏で校歌を歌う� １月25･26日

本物の芸術に触れる機会を提供することを目的とした「おんかつ
事業」が、フルート奏者の森岡有

あ
裕
ゆ こ

子さんとピアノ伴奏者の永田美
穂さんを招き、富岡第二小学校で行われました。子どもたちはプロ
の生演奏を間近に、目を輝かせ聴き入っていました。

たまにはカウンター越しで� １月16日

いわなみキッチンでは、起業や経営の相談、情報発信を行ってい
ます。地域活性化 Bar では、いろいろな職業の方がバーテンダー
となり、カウンター越しに相談を受けました。参加者はいつもと違っ
た雰囲気の中、グラスを片手に語り合いました。

裾野高校の生徒が大活躍� １月12日

平成 29 年度県高校総合文化祭の美術・工芸部門で特選に輝いた
県立裾野高校美術部の中川瞳さんと、第 21 回ボランティア・スピ
リット賞を獲得した同校ボランティア部の芹澤玲奈さん、佐藤 絵

かいや

椰さんが、髙村市長にそれぞれ受賞の喜びを報告しました。

育てたサツマイモでお菓子作り� １月20日

市認定農業者協議会農業体験第４回目が生涯学習センター調理実習
室で行われました。昨年６月からサツマイモの植え付けから芋堀りま
でを行う農業体験を行いました。その締めくくりとして、お菓子作りに
は５家族が参加し、親子で楽しくスイートポテトなどを作りました。
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インフォメーション

Information

Ｃ型肝炎救済特別措置法が改
正されたことにより給付金の請
求期限が５年間延長されました。
血液から作られた医薬品を使用
したことによって、Ｃ型肝炎
ウィルスに感染した方は、法律
に基づき、国を相手とする裁判
を提起し、規定の項目を確認で
きれば国と和解した上で、給付
金を受け取ることができます。
裁判を提起できる期限／平成

35 年１月 16 日㈪まで
平成６年ごろまでに出産や手
術による大量出血などの際に、
血 液 か ら 作 ら れ た 医 薬 品

Ｃ型肝炎救済特別措置法による
給付金の請求期限の延長

（フィブリノゲン製剤・血液
凝固第９因子製剤）が使用さ
れたことによって、Ｃ型肝炎
ウィルスに感染した方
Ｃ型肝炎は、早期発見・早期
治療が重要です。肝炎検査を
受けましょう。
厚生労働省フィブリノゲン製
剤等に関する相談窓口（平日
９時～ 17 時）

　0120-509-002
http://www.pmda.go.jp/
r e l i e f - s e r v i c e s /
hepatitis-c/0001.html

市長選挙が１月21日㈰に行わ
れ、髙村謙二氏が当選しました。

選挙管理委員会　995-1807

髙村 謙二氏
（久根・53 歳）

市長に髙村氏当選

弁護士による法律相談

弁護士が各種法律の相談に応じ
ます。相談は予約制です。

３月 20 日㈫　10 時～ 12 時
　※１組 20 分以内

市役所４階 401 会議室
６組（先着順）
３月１日㈭　８時 30 分～
相談内容によっては、他の相談
で対応する場合があります。

戦略広報課　995-1802

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。

３月７日㈬　13 時～ 16 時
県精神保健福祉センター〔静岡
総合庁舎別館２階〕（静岡市駿
河区有明町）

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。
３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

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。

３月２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
介護家族の会（杉山）

　090-1984-9977
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３月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

３日㈯ 髙橋設備
☎993-1336

４日㈰ ㈱小島屋商会
☎998-0019

10日㈯ ㈲富士設備
☎997-1507

11日㈰ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

17日㈯ 鈴木住宅設備
☎993-3901

18日㈰ 工管設
☎993-1603

21日㈬ ㈲細野設備
☎992-2465

24日㈯ ㈲北住設機器
☎993-1250

25日㈰ ㈲井上設備工業
☎997-4578

31日㈯ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

２月20日㈫
～３月26日㈪ 市議会３月定例会

～15日㈭ 確定申告

４日㈰ 生涯学習フェスティバル
ゆうあいプラザ祭

16日㈮ 市立幼稚園卒園式

20日㈫ 市立小・中学校卒業式

23日㈮ 市立保育園卒園式

３月　カレンダー

データバンク
２月１日現在

人　口　52,525人� （＋41人）
　男　　26,675人� （＋32人）
　女　　25,850人� （＋９人）
世　帯　21,705世帯�（＋41世帯）
内、外国人� 855人�523世帯

３月　税金・料金
納付期限：４月２日㈪

後期高齢者医療保険料 第８期分

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　

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。

３月 22 日㈭　10 時～ 13 時
市役所 1 階市民相談室
14 人程度（先着順）
３月８日㈭

国保年金課　995-1813

運動公園
ウォーキング大会 2018

２月 25 日㈰　10 時～
運動公園
小学生以上の方　※医師による
運動制限がない方
50 人（先着順）
500 円　※中学生以下無料
参加者には特典が

　あります。
運動公園

　997-7277

平成 29 年度市防火標語
「火の元は？」
　出かける前の　合言葉

マッグデイ 快さん

普通救命講習会

３月 10 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。
３月９日㈮

富士山南東消防本部裾野消防署
救急係　995-0119
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救急協力医

３月前期の救急協力医
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

１㈭ おおい神経内科 922-8886 北高島町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
　馬場

２㈮ べっく・メディカ
ル・クリニック 921-1300 西沢田 清水館医院 993-2323 茶畑 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

３㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 池田病院 986-1212 本宿 田中医院 921-2053 高島町

４㈰

山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

柿田川医院 973-3601 柿田 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野

鈴木医院 993-0430 佐野 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

５㈪ 本村クリニック 969-0001 大塚 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

６㈫ 大沢医院 931-1019 御幸町 五十嵐クリニック 934-6700 志下 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

７㈬ 林医院 931-1120 住吉町 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

８㈭ 高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 池田病院 986-1212 本宿 よざ小児科医院 967-5722 原

９㈮ 村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 守重医院 931-2511 我入道

　江川
まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

10 ㈯ 大橋内科・
小児科医院 992-2800 佐野 聖隷沼津病院 952-1000 松下 坂小児科医院 931-3233 下香貫

　前原

11 ㈰

望月内科医院 931-5362 下香貫
　宮脇 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 西村医院 971-6510 下土狩

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田
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３月前期

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 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

４㈰ 長谷川耳鼻咽喉科医院
0545-30-8733 浅間本町

はとり眼科
987-6789 中土狩　

島田産婦人科医院
972-6100 伏見　　

しんあい歯科医院
973-6686 伏見　　

11 ㈰ 内藤耳鼻咽喉科クリニック
987-1717 桜堤　　

三島総合病院
975-3031 谷田藤久保

沼津市立病院
924-5100 東椎路　

梶歯科医院
994-1344 石脇　　

日 内 科 外 科 小児科

12 ㈪ 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 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

13 ㈫ 髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 鈴木医院 993-0430 佐野 田中医院 921-2053 高島町

14 ㈬ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 頴川医院 921-5148 高島本町 大橋内科・

小児科医院 992-2800 佐野

15 ㈭ 森岡医院 962-1084 大岡 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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市立鈴木図書館
992-2342
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中川　莉
り お
緒ちゃん

（２歳 2 カ月・トヨタ）

勇　陽
ひ な こ
菜子ちゃん

（３歳・中丸中）

中西　心
こ は る
晴ちゃん

（２歳 11 カ月・元町）

後藤　源
げ ん た
太くん

（３歳・トヨタ）

三浦　大
た い き
希くん

（３歳・富沢）

髙橋　東
と う ご
吾くん

（３歳・岩波）

●３月の行事予定
おはなしの会
 ３日㈯ 14時30分〜 おはなしのへや
 10日㈯ 11時〜 文化センター図書室

親子おはなし広場
 ６日㈫ 10時30分〜 本館２階展示室

ファーストブック
 14日㈬  ９時〜12時 本館２階展示室
 21日㈬ 13時〜16時 本館２階展示室
※平成29年４月から今年２月までにファーストブックの

通知はがきが届き、参加しなかった方も参加できます。
通知はがきか母子手帳をお持ちになり、お越しくださ
い。参加できない場合はご連絡ください。

セカンドブック
 14日㈬  ９時〜12時 本館２階展示室
 21日㈬ 13時〜16時 本館２階展示室

親子ふれあいデー
 ７日㈬ 10時〜17時 本館２階展示室
 15日㈭ 10時〜17時 本館２階展示室
 23日㈮ 10時〜17時 本館２階展示室

新刊おすすめ本

●遺訓　著：佐藤賢一　新潮社
●架空の犬と嘘をつく猫　著：寺地はるな　中央公論新社
●魔邸　著：三津田信三　KADOKAWA
●背中、押してやろうか？　著：悠木シュン　双葉社
●旅の終わりに
著：マイケル・ザドゥリアン　訳：小梨直　東京創元社（海外文学セレクション）

一般書

３月の休館日 ５日㈪・12日㈪・19日㈪・26日㈪・31日㈯

●大どろぼうジャム・パン
作：内田麟太郎　絵：藤本ともひこ　文研出版（わくわくえどうわ）
●あさがくるまえに
文：ジョイス・シドマン　絵：ベス・クロムス　岩波書店
●がんばれ！あかいしゃしょうしゃ
作：マリアン・ポター　絵：ティボル・ゲルゲイ　ＰＨＰ研究所（おひざにおいで）
●おしりつねり　桂文我のでっち絵本
ぶん：桂文我　え：北村裕花　BL出版
●せかいいちまじめなレストラン
作：たしろちさと　ほるぷ出版（ほるぷ創作絵本）

児童書

●図書館映画会�
と　　き／３月 10 日㈯　14 時〜 15 時 29 分
と こ ろ／本館２階視聴覚室
上映作品／みつばちマーヤの大冒険
定　　員／ 60 人
申し込み／整理券を３月３日㈯９時から図書館カウンターで 
　　　　　家族分のみ配布します。　※当日は、整理券がな 
　　　　　い方も座席に余裕があれば入場できます。
そ の 他／駐車場スペースに限りがあるため、公共機関また 
　　　　　は市役所駐車場をご利用ください。


