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子育て世代包括支援センターを設置
妊娠、出産から子育てまで切れ目のない支援を目指して

特集１

子育て中のお母さん・お父さんを支援

　市では、妊娠期から子育て期に渡り、切れ目のない
支援を行うため、市の関係機関が連携・協力して相
談・支援を行う、子育て世代包括支援センターを設置
しました。妊娠・出産・子育ての悩みの相談に応じ、
子育てを支援していきます。

子育て世代包括支援センターの役割

　●子育てに関するさまざまな相談に応じる窓口
です。

　●子どもの成長に合わせ、関係機関と連携しな
がら切れ目ない支援を行います。

　●子育て支援事業を把握し、必要なサポート体
制を考えていきます。

※相談先が分からないときは、健康推進課へ連絡してください。

健康推進課
992-5711

　安心して、妊娠・出産・子育てができる環境を整えるため、４月から子育て
世代包括支援センターを設置しました。妊娠期から出産、子育期までのさまざ
まな悩みは１人で悩まず、まずは相談してください。

～市では、７つの課が協力してセンターの機能を果たします～～市では、７つの課が協力し～市では、７つの課が協力し

家庭児童相談室・
児童手当・ファミリーサポート
子育て支援課 995-1841

ンターの機能を果たします～してセンターの機能を果たします～してセンしてセン

保育園・幼稚園・
特別支援教育

保育課 995-1822

障がいをもつ子どもの
相談・サービス利用の手続き
障がい福祉課 995-1820

生活の相談・DV相談

社会福祉課 995-1819

母子健康手帳交付・
健診・予防接種

健康推進課
子育て世代包括支援センター事務局

992-5711

小学校・中学校・ことばの教室

学校教育課 995-1838 社会38

子育てセミナー・青少年相談

生涯学習課 994-0145
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特集 2

木造住宅の耐震補強工事
補助金30万円上乗せは今年度で終了します

対象／昭和56年５月以前に建築された木造住宅の所
有者や居住者
その他／耐震補強をPRする住宅に対し、補助額に30

万円上乗せしています。

耐震補強の設計・工事の注意点
　　補助金交付決定前に設計や工事に着手すると、

補助金の交付が受けられませんので、ご注意くだ
さい。

「耐震補強設計・工事」一体型の補助金制度へ

　来年度から木造住宅の耐震補強工事設計と耐震補強
工事の一体型の補助金制度に改正します。耐震補強設
計が、済んでいる方で、耐震補強工事を行っていない
方は、ぜひこの機会にご活用ください。

ブロック塀等耐震改修促進事業

　危険なブロック塀の撤去などを行う場合、費用の一
部を補助します。
対象／倒壊または転倒の危険性のあるブロック塀で     

道路境界に面し、高さ60ｃｍ超えるもの

　今後予想される巨大地震から１人でも多くの生
命を守るため、市は県と一体となり住宅の耐震化
に向けた「プロジェクトTOUKAI-0」を進めてい
ます。建築物の倒壊から人命を守るため、昭和56
年５月以前に建築された木造住宅の耐震化を進め
るため支援を行っています。

まちづくり課
995-1856

木造住宅の耐震補強工事までの流れ

専門家の耐震診断

【無料】
●市が派遣する専門家（県耐

震診断補強相談士）による
無料耐震診断

利用実績
（平成13〜29年度）

市内1,350棟

ステップ１

耐震補強工事
（耐震補強PR住宅）

【補助額】
●50万円/戸
　（PR住宅 80万円/戸）
●高齢者（65歳以上）のみの

世帯、障がいのある方など
と同居の世帯は70万円/戸

　（PR住宅100万円/戸）

利用実績
（平成16〜29年度）

市内253棟

ステップ３

耐震補強工事の設計

【補助額】
●費用の2/3以内
　（上限９万６千円/戸）
●高齢者（65歳以上）のみの

世帯、障がいのある方など
と同居の世帯は無料

　（上限14万４千円/戸）

利用実績
（平成16〜29年度）

市内298棟

ステップ２

30万円上乗せ
今年度で終了
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プロジェクトTOUKAI（東海・倒壊）−０
ゼロ

住宅の耐震診断・耐震補強のススメ　～自分の命は自分で守る～



フォトグラフ

今月の一枚 This month's best shot
撮影／市営墓地

市営墓地にマリーゴールドを植栽

　NPO法人手をつなぐ育成会とNPO法人きゃべつくらぶの会員ら
約30人が、市営墓地の２カ所の花壇にマリーゴールドの苗約
3,000株を植付けました。マリーゴードはメキシコ原産で、花の時
期が長いことが特徴です。これから秋にかけて、お墓参りに訪れた
方々の目を楽しませてくれます。

楽しみながら子育てを　� ５月10日

　幼児をもつ母親学級の開講式が生涯学習センター団体活動室で行
われました。当日はお子守ボランティアが子どもたちを預かり、幼
児をもつママ６人が参加しました。講師は家庭教育支援員の眞田由
紀さん。グループワークを交えての全10回の講座が始まりました。

カイゼンで文部科学大臣賞� ５月７日

　文部科学大臣表彰「創意工夫功労者賞」の受賞者が市長に授賞を
報告しました。表彰は作業の能率化や品質向上に貢献した新たな技
術や開発などを評価された方が対象です。「県内51人のうち27人が
市内からであったことは裾野の誇りです」と市長が祝福しました。

Photograph ５月
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Photograph 2018.5

親しまれ続けて50万人� ５月13日

　富士山資料館は1978年5月に開館して今年で40周年。資料館の
来館者が50万人に達しました。50万人目は須山に住む杉山昭子さ
んで、市長から花束や記念品が贈られました。「たまたま来たら
50万人目で驚きました。今後も訪れたいです」と話しました。

楽しさの中にも真剣なまなざし� ５月20日

　誰でもが楽しく参加できるのがレクスポ。第47回市スポーツ祭
レクスポの部が市民体育館で行われました。競技はペタボード、輪
投げ、ファミリーバトミントンの３種目。子どもからお年寄りまで
が、時に厳しく和気あいあいと楽しみました。

ふるさとの富士山を形に� ５月25日

　富士山世界遺産登録５周年と富士山資料館開館40周年を記念し、
ふるさと富士山芸術展が６月24日㈰まで行われています。富士山
を題材に、一般の皆さんが思い思いに製作したつるしびなや絵画、
写真などを展示。来館者は、色とりどりの富士山を楽しみました。

初夏の涼風を楽しみながら� ５月19日

　澄み渡る青空の下、第41回五竜みどりまつりが中央公園で行われ
ました。ステージではバンド演奏やフラメンコ、チアダンスなどが披
露され、親子連れが露天の販売品を食べながら楽しみました。イベン
ト終わりには餅まきが行われ、参加者は戦利品にニコニコ顔でした。

旅行企画の際はぜひ裾野市を� ５月16日

　2019年春に本県で展開する「デスティネーションキャンペー
ン」に向け、旅行会社の担当者ら約30人が当市を基点としたコー
スに参加し、須山浅間神社などを見学しました。当市を盛り込んだ
旅行商品が多く企画されることに期待します。

市の花“アシタカツツジ”の由来を知る�５月19日

　アシタカツツジ講座が富士山資料館で行われました。参加者は市
内外の方23人。講師の明治大学教授半田高さんが講義しました。
　参加者は真剣に耳を傾け、メモを取るなどして市の花“アシタカ
ツツジ”への理解を深めました。
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専門家が丁寧に対応
相談の場

　価値観を大切にし、専門のキャリアカウンセラーが
丁寧に話を聞きながら、自己分析や悩みのポイントを
見つめる手伝いをします。相談は無料です。

毎月第４土曜日　10時～16時　※１人50分程度
楽風（市民文化センター内カフェ）
１日４人（先着順）
電話またはメールでお申し込みください。
直接相手を紹介することは行っていません。

自分らしさをアピールするスキルを習得
学びの場

　自分に自信を持てるように、結婚や恋愛になどへの
「戸惑い」や「思い込み」に気づくきっかけとなる
ワークショップを開催します。自分らしさをアピール
するスキルを学びます。参加費は無料です。
●カラーコーディネート講座＆交流会

９月８日㈯
市内
男女20人程度
●ドラマセラピー体験セミナー＆交流会

11月18日㈰
御殿場市内
男女30人程度

※いずれも３時間程度を予定。セミナー終了後の交流
会は有料です。

バスツアーや体験イベントを開催
出会いの場

　出会いやネットワークをつくる機会を提供します。
バスツアーや体験イベントを開催します（有料）。ま
た、近隣市町で開催されるイベント情報の提供も行い
ます。
●バスツアー（ぶどう狩り&BBQ）

10月13日㈯
山梨方面
男女30人程度
●いちご狩り体験＆カフェ交流会

平成31年１月19日㈯
市内
男女30人程度

その他

　「学びの場」と「出会いの場」の詳細は決定次第、
チラシや市公式ウェブサイト、恋来い支援センター
Facebookなどでお知らせします。参加を希望する方
は、電話または電子メールでお申し込みください。応
募者多数の場合は抽選となることもあります。

　　▲市公式ウェブサイト

　恋来い支援センターでは、結婚に関する相談、スキルアップセミナー、
出会いの場の提供などを行い、結婚に向けてさまざまなサポートを行っ
ています。人生を豊かにするためのヒントを一緒に見つけましょう。こ
れまでにもカップルが誕生しています。今度はあなたの番かもしれませ
ん。

恋来い支援センター
956-0756

koikoi@machitera.jp

▲恋来い支援センター
　Facebook
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特集３

恋来い支援センターは「あなたの出会い」を応援します
相談し、学んで、出会う！



インフォメーション

Information
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　

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。

７月６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

富士山世界遺産登録５周年記念
講演会と企画展示

講演会
６月30日㈯　19時～

　※開場18時30分
生涯学習センター３階学習ホー
ル
演題／世界遺産富士山と世界遺産

センター
講師／県富士山世界遺産センター

副館長　落合徹さん
世界遺産センターの概要やこれ

からの富士山との関わりについ
て講演します。
生涯学習センターへ（992-380

　0）お申し込みください。
企画展示

６月30日㈯～７月８日㈰
　９時～21時

生涯学習センター１階
　展示コーナー

世界遺産富士山の解説パネル、
富士山資料館所蔵の資料などを
展示します。
生涯学習課　994-0145

スクールコーディネーターが学校と地域をつなぐ

　市では、市内全ての公立幼稚
園・小学校・中学校と地域が、
子どもの学びや感性を育むため
に連携しています。
　スクールコーディネーターは、
スクールボランティア推進のた
め、学校などのニーズに応じた
地域の人材や施設などの発掘、
協力依頼、調整などを行ってい
ます。今年度のスクールコー
ディネーターを紹介します。
学校教育課　995-1838

鈴木 健夫さん

東小学校・
いずみ幼稚園区

田中 保夫さん

千福が丘
小学校区

三ツ石 純子さん

南小学校区

芹澤 隆伸さん

東中学校区

渡邉 とし子さん

須山地区

荒木 よしゑさん

向田小学校区

眞田 千代子さん

富岡第二小学校・富岡第二幼稚園区

眞田 鈴代さん 勝又 俊明さん

富岡中学校区

杉山 あつ子さん

西中学校区

西川 厚さん

富岡第一小学校・富岡第一幼稚園区

横山 清美さん

勝又 俊博さん

深良地区

古地 剛さん

西小学校・
西幼稚園区
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インフォメーション

Information

母子家庭等医療費助成制度

　ひとり親家庭などの方の医療費
（保険診療の自己負担分）を市が
助成する制度です。対象の方は、
手続きをしてください。

20歳の誕生日前日までの児童
のいる、所得税非課税世帯（同
居している方も含む）の方で、
次のいずれかに当てはまる方

　●母子家庭の母と児童
　●父子家庭の父と児童
　●父母のない児童

はんこ、対象者全員の健康保険
証、口座が分かるもの
子育て支援課で申請してくださ
い。
【受給者証の更新手続き】
　現在の母子家庭等医療費助成金
受給者証の有効期限は６月30日
㈯までです。更新の手続きをして
ください。手続きをしないと７月
１日㈰から医療費の助成を受けら
れなくなります。

６月22日㈮～29日㈮
　※土・日曜日を除く

郵送された母子家庭等医療費助
成金受給者証申請書、旧受給者
証、はんこ、対象者全員分の健
康保険証　※平成30年１月２
日以降に当市に転入した方は、
平成29年分源泉徴収票か確定
申告の控え、または平成30年
度課税（非課税）証明書が必要
です。
子育て支援課　995-1841

特別展「江戸時代の富士山
南口登山道と御師」

７月14日㈯～10月８日㈪
富士山資料館　特別展示室
江戸時代の須山村・須山浅間神
社と富士山信仰・登山道、宝永
の噴火・御師渡邉家の活躍と交
流など富士山の南口登山道と御
師の存続に迫ります。

　初日7月14日㈯には、10時30
分からと14時から各30分程度
展示解説を行います。
富士山資料館　998-1325

在外選挙人登録申請手続き

　在外選挙人制度の変更に伴い、
在外公館のみで受け付けていた在
外選挙人登録申請が、６月１日㈮
から市役所で海外転出手続きをす
る際にできるようになりました。
　在外選挙人制度は、仕事などで
海外に転出した方が、国政選挙時
に海外で投票することができる制
度です。申請できる方、申請に必
要な書類については決まりがあり
ます。詳しい手続きについては、
選挙管理委員会へお問い合わせく
ださい。
選挙管理委員会
　995-1808

平成31年市政カレンダー掲載写真募集
テーマは『富士山のある風景』

　市内から撮影した富士山が写ってい
る写真をご応募ください。
応募方法／市役所３階戦略広報課また

は各支所、鈴木図書館、富士山資料
館にある応募用紙に必要事項を記入
し、作品の裏側に貼り付けてご応募
ください。　※応募用紙や市公式
ウェブサイトに記載されている応募
上の注意を確認してください。
応募締切／９月７日㈮
応募規定／●応募作品は応募者本人が

平成28年以降に撮影した２Ｌ版で、一人３点以内とします。
応募上の注意／●応募作品の著作権は、撮影者に帰属します。ただし、

市は、採用作品を市が自由に使用することに同意されたものとみな
し、ポスター、ウェブサイト、刊行物展示などに使用する場合があ
ります。●応募作品は返却しません。
●カレンダーは希望者に販売します。

　※市内の方には１世帯につき１部ずつ無料で配布します。
戦略広報課　995-1802
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お知らせ

富士山すその大花火大会
桟敷券などの販売

　８月４日㈯に運動公園で行う富
士山すその大花火大会の桟敷券な
どを販売します。販売は、券がな
くなり次第終了します。

７月５日㈭　９時～
●桟敷券・スタンド券・野球場
外野席券▶︎観光協会（中央公園
内）●桟敷券・スタンド券▶︎市
役所、市民文化センター、深
良・富岡・須山支所　※桟敷券
はその他市内販売所、スタンド
券は楽天チケットでも購入可
前売り販売価格／●桟敷券（駐車

券付き）▶︎１万２千円●桟敷券
（駐車券なし）▶︎１万円●野球
場外野席券（駐車券なし）▶︎
３千円●スタンド券（全席指
定・駐車券なし）▶︎２千円

すその夏まつり実行委員会事務
局　992-5005

乳がん検診・子宮頸
けい
がん検診

実施医療機関の追加

　市が実施するがん検診の内、乳
がん検診と子宮頸がん検診が、静
岡医療センターで受診できるよう
になりました。

乳がん検診・子宮頸がん検診
　※子宮体がん検診は原則行いま

せん。
火・木・金曜日　９時30分～
11時30分

　休診日／土・日曜日、祝日
静岡医療センター地域医療連携
室　975-2000

夏のわんぱくキャンプ

　アウトドア料理、キャンプファ
イヤーなどを通して「人と人とが
触れ合う楽しさ」を感じることが
できる野外体験活動です。

７月28日㈯～29日㈰
富士山こどもの国
市内の小学４～６年生
50人（先着順）
６千円
学校で配布される申込書に必要
事項を記入し、参加料を添えて、
生涯学習課に提出してください。
６月30日㈯・７月１日㈰の９
時30分～13時
裾野わんぱく遊び塾スタッフを
随時募集しています。
生涯学習課　994-0145

不発弾事故根絶のために
１「入らない！」
　演習場では、射撃訓練や爆破訓練
を行っていて大変危険です。演習場
の土地所有者、入会組合の関係者以
外の一般の方は、演習場内に入るこ
とは禁止されています。法令によっ
て罰せられます。
２「さわらない！」
　演習場内で写真のような砲弾など
を発見した場合は、絶
対触れないでください。
非常に危険です。

３「まず連絡！」
　演習場内で砲弾などを見つけた場
合は、現状のままにして、その場所
を富士学校へ連絡してください。演
習場外で見つけた場合は、最寄りの
警察へ連絡してください。

不発弾事故を防ぐ３箇条「入らない！」「さわらない！」「まず連絡！」

〜 安全を確保するために 〜
① 自衛隊は、定期的に

不発弾捜索を行って
います。

② 発見した不発弾は、
爆破処分等を実施し
て安全化を図ってい
ます。

③ 赤い柵を設置して、
特に危険な地域を表
示しています。

写真提供：陸上自衛隊富士学校

�富士学校　0550-75-2311
　平日▶
　　演習場管理課　（内線 2291）
　㈯㈰・祝日▶
　　学校当直　（内線 2302）
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Information
インフォメーション

住友理工�夢・街・人づくり
助成金in裾野・御殿場・長泉

　公益的な地域課題の解決を図る
ため、社会貢献活動を応援する地
域密着型の助成金です。
対象事業／裾野市、御殿場市、長

泉町で行われる応募団体が主催
する事業で、ダイバーシティ・
青少年の育成・まちづくり・市
民活動・自然環境との共生に関
する事業
対象団体／営利を目的とせず、公

益的、社会的な活動を持続的に
行う（行おうとする）市・町民
の方が活動する団体で、３人以
上の構成員で組織されているな
ど、募集要項の要件にいずれに
も該当する団体　※法人格の有
無は問いません。
事業実施期間／助成決定日（11月
　17日予定）～2019年10月31日
助成金額／●夢づくりスタート部

門▶︎５万円（４団体）●街・人
づくり部門▶︎10万円（２団体）
８月１日㈬～31日㈮
事前説明会を７月14日㈯14時
から生涯学習センター団体活動
室で行います（要申し込み）。
市民活動センター　950-8875

第57回市民水泳大会
参加者、参加チーム

８月４日 ㈯　９時～
市立水泳場
市内に住んでいるか、通勤・通
学している小学1年生以上で、
20ｍ以上泳げる方
１種目▶︎100円

　リレー▶︎400円（１チーム）
市民体育館へ直接お申し込みく
ださい。
７月15日㈰
●申し込みは小学３年以下は１
人２種目以内、小学４年生以上
は１人３種目以内（リレー別
枠）です。●予選・決勝は行わ
ずタイムレースを行います。●
全競技入水スタートです。
市スポーツ祭運営委員会
　993-0303

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。

７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）
７月２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

イキイキ健幸生活

６月30日㈯　13時30分～15時
30分
福祉保健会館　
50人
講演▶︎脳と体について（認知症
とロコモティブシンドローム）

　実技▶︎セラテープを使った運動
機能筋力低下防止トレーニング
講師／県柔道整復師会事業部
ライフサポートセンターしず
おか東部事務所　929-9820

0303 県立裾野高等学校
トークフォークダンス

　キャリア教育の一環で、１年生
が地域の方と対話し、地域を知り、
感じながら高校生活を送ることを
目的に開催します。

県立裾野高等学校体育館
７月６日㈮　13時30分～15時

　※受付▶︎13時～
１対１でフォークダンスのよう
に次々と相手を変えながら、決
められたテーマについて話し合
います。
市内に住んでいる方
180人
県立裾野高等学校

　995-1125　 992-1016
susono-h@edu.pref.shizuo
ka.jp

自宅にいながら手軽にカット !!自宅にいながら手軽にカット !!
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お知らせ

市庁舎ホール開放

　市役所を身近に感じてもらうた
めに、市を代表する「もの」「ひ
と」「こと」や、日頃さまざまな
活動をしている市民の方々に、市
役所庁舎を展示・演奏・発表の場
として提供します。

市役所１階市民ホール・地下多
目的ルーム・テラス
演奏・発表▶︎偶数月第４水曜日

　12時15分～12時45分の内20
分程度

　展示▶︎１展示２週間を限度
●市内に住んでいるか、通勤・
通学している方、在勤（在学）
の方●市内で活動している団体
●当市に関係する企業・事業所
●その他、当市にゆかりのある
方・団体など
申込書に必要事項を記入し、シ
ビックプライド推進室に提出し
てください。　※申込書は市公
式ウェブサイトからダウンロー
ド可
通年募集します。応募や使用に
ついては条件などがあります。
詳細は市公式ウェブサイトなど
で事前に確認してください。
シビックプライド推進室
　995-1803

東西公民館　夏休み将棋教室

７月25日㈬・26日㈭・31日㈫、
８月21日㈫・23日㈭の５回

　各日とも10時～11時30分
東西公民館会議室
市内に住んでいるか、通勤・通
学している方で、全５回の受講
ができる方　※親子での参加可
20人（先着順）

小学生～高校生▶︎500円、大学
生以上▶︎1,000円
８月の対局に向けて初心者にも
丁寧に説明します。
東西公民館にある申込用紙に必
要事項を記入し、受講料を添え、
提出してください。
６月16日㈯９時～７月８日㈰
19時
東西公民館　992-6677

７月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

１日㈰ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

７日㈯ ㈱中川商店
☎993- 1555

８日㈰ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

14日㈯ ㈲小澤土建
☎992-1401

15日㈰ 小川設備工事店
☎993-2074

16日㈪ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

21日㈯ ㈱駿東管工
☎992-5728

22日㈰ 鈴木住宅設備
☎993-3901

28日㈯ ㈱西島工業
☎993-1070

29日㈰ 田央設備㈲
☎997-5175

データバンク
６月１日現在

１日㈰ 市立水泳場開場
富士登山道須山口開山式

24日㈫ 市立幼稚園・市立小・
中学校1学期終業式

28日㈯ 社会福祉大会
29日㈰ エコマルシェ

７月　カレンダー

人　口　52,376人	 （−13人）
　男　　26,623人	 （＋８人）
　女　　25,753人	 （−21人）
世　帯　21,784世帯（＋17世帯）
内、外国人	 816人	463世帯

７月　税金・料金
納付期限：７月31日㈫

固定資産税・都市計画税 第２期分

国民健康保険税 第１期分

介護保険料 第１期分
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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

７月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

1 ㈰

望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

稲玉内科
クリニック 991-5111 伏見 田中医院 921-2053 高島町

大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 五十嵐クリニック 934-6700 志下

2 ㈪ 村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 田沢医院 962-1205 大手町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

3 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 守重医院 931-2511 我入道
江川

すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

4 ㈬ つかだ医院 983-1577 堂庭 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

5 ㈭ 旭医院 966-0031 原 池田病院 986-1212 本宿 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

6 ㈮ 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 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

7 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 よざ小児科医院 967-5722 原

8 ㈰

田沢医院 962-1205 大手町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

清流クリニック 941-8688 堂庭 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 ひがしおか

メディケアクリニック 941-8269 柿田

9 ㈪ 小林医院 966-7700 今沢 鈴木医院 993-0430 佐野 田中医院 921-2053 高島町

10 ㈫ べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 大沢ハート

クリニック 929-1313 若葉町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

11 ㈬ 高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 頴川医院 921-5148 高島本町 大橋内科・小児科

医院 992-2800 佐野

12 ㈭ おおい神経内科 922-8886 北高島町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩
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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

日 内 科 外 科 小児科

７月前期

13 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 西方外科医院 921-1333 共栄町 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

14 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

15 ㈰

境医院 975-8021 竹原 守重医院 931-2511 我入道
江川

武藤医院 931-0088 三園町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

いずみ内科
クリニック 993-4760 茶畑 東医院 921-5520 高沢町

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

1 ㈰ わたなべ耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787 松岡

矢田眼科クリニック
962-2006 三枚橋町

ウスイクリニック
980-5580 下土狩

杉沢歯科医院
975-4618 柿田

8 ㈰ 三島耳鼻咽喉科クリニック
935-6681 下香貫樋ノ口

山内眼科クリニック
975-8338 中田町

沼津市立病院
924-5100 東椎路

さきかわ歯科医院
976-8241 伏見

15 ㈰ かみで耳鼻咽喉科クリニック
0545-53-3321 伝法

むらまつ眼科医院
993-8855 深良

いながきレディースクリニック
926-1709 宮前町

瀬川歯科医院
988-8904 桜堤

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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●あの夏、二人のルカ
著：誉田哲也　KADOKAWA

●あやかし草紙　三島屋変調百物語伍之続
著：宮部みゆき　KADOKAWA（三島屋変調百物語　５）

●黙過
著：下村敦史　徳間書店

●砂の家
著：堂場瞬一　KADOKAWA

●傍流の記者
著：本城雅人　新潮社

一般書

●ようかいしりとり
作：おくはらゆめ　こぐま社

●スムート　かたやぶりなかげのおはなし
絵：シドニー・スミス　文：ミシェル・クエヴァス　BL 出版

●せかいでさいしょのポテトチップス
絵：フェリシタ・サラ　文：アン・ルノー　BL 出版

●あのくもなあに？
え：山村浩二　ぶん：富安陽子　福音館書店

●せかいかえるかいぎ
作・絵：近藤薫美子　ポプラ社（ポプラ社の絵本　48）

児童書

●７月の行事予定
おはなしの会
 ７日㈯ 14時30分〜 本館1階おはなしのへや
 14日㈯ 11時〜 文化センター図書室

親子おはなし広場
 ３日㈫ 10時30分〜 本館２階展示室

ファーストブック・セカンドブック
 18日㈬  ９時〜12時 本館２階展示室
 25日㈬ 13時〜16時 本館２階展示室

親子ふれあいデー
 ４日㈬ 10時〜17時 本館２階展示室
 12日㈭ 10時〜17時 本館２階展示室
 20日㈮ 10時〜17時 本館２階展示室

16 ミリ映画祭
 21日㈯ 10時〜 市民文化センター

なつやすみ 1日図書館員
 25日㈬ 9時30分〜11時30分 本館2階視聴覚室  14時〜16時
　 ※詳しくは広報すその７月１日号のお知らせページに

掲載します。

７月の休館日 ２日㈪・９日㈪・17日㈫・23日㈪・30日㈪

新刊おすすめ本

●親子おりがみ教室
と　　き／７月28日㈯　
 　　　　　午前の部▶10時〜12時
 　　　　　午後の部▶13時30分〜15時30分
定　　員／各15組
申し込み／７月７日㈯９時から受け付けます。　※電話可
そ の 他／駐車場に限りがあるため、公共交通機関または

市役所駐車場をご利用ください。

増永 利
り く

空くん
（３歳・元町）

長谷川 希
のぞみ

ちゃん
（１歳９カ月・公文名三）

杉山 廉
れん

くん
（１歳 11 カ月・佐野上宿）

水本 海
かいせい

晴くん
（２歳 11 カ月・御宿台）

小沼 蒼
そ ら

昊くん
（１歳 10 カ月・南堀）


