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今号は、「議会だより」がとじ込みされています。

７月７日　竹あかり七夕まつり
中央公園



目指すべき将来都市構造

特集１

立地適正化計画を策定
20年後の裾野市を考えてみませんか

市が抱える課題・今後の取り組み

　現在、市では高齢化に対応したまちづくりや、人口
減少の抑制および交流による活力の向上を必要として
います。また、商業施設などの民間施設を維持し、市
街地のにぎわいを創出するためには、継続して人口密
度の維持が求められています。
　今後、立地適正化計画に基づいて設定する都市機能
誘導区域に誘導施設を、居住誘導区域に住居を緩やか
に誘導して、市民の方が安心して元気に暮らすことが
できる質の高いまちを目指します。例えば「歩行空間
の整備による歩いて暮らせるまちづくり」や「民間活
力によるにぎわいの創出」などに取り組みます。

策定スケジュール

　市民の皆さんなどを対象とした説明会での意見や、
学識経験者・市民団体代表者などが参画する立地適正
化計画策定アドバイザリー会議の助言をもとに、昨年
度に作成した素案を修正します。パブリックコメント
を11月から12月まで行い、今年度末までに策定しま
す。

市民説明会を開催

　市民の方や事業者の方を対象に説明会を下記の日程
で行います。立地適正化計画や目指すべき将来都市構
造などについて、詳しく説明します。申し込みは不要
です。当日、直接会場へお越しください。

とき ところ
９月18日㈫  19時〜

市役所４階401会議室
 ９月28日㈮  19時〜
10月２日㈫  19時〜
10月10日㈬  19時〜
10月13日㈯  13時〜 市役所地下会議室
 ９月20日㈭  19時〜 須山地区研修センター２階大ホール
 ９月25日㈫  19時〜 深良コミセン２階大会議室
10月４日㈭  19時〜 富岡コミセン２階大会議室

　JR裾野駅周辺およびJR岩波駅周辺を拠点として市全体の魅力と利便性の向上を図ります。

　立地適正化計画は、誘導施設（医療・福祉施設、商業施設など）や住
居がまとまって立地するよう、公共交通と連携して持続可能なまちづく
りを目指すための計画です。都市全体の構造を見渡して「コンパクトシ
ティ＋ネットワーク」の考え方で、緩やかな誘導を図ります。

まちづくり課
995-1829

都市全体を見渡して…

■立地適正化計画のイメージ
立地適正化計画区域
＝都市計画区域

公共交通ネットワーク

出典：国土交通省資料を一部加工

市街化区域など
居住誘導区域
都市機能誘導区域

連 携

裾野市版コンパクトシティ・プラス・ネットワークの方向性
2つの拠点の特色を生かした

『ダイヤモンド富士型』都市構造による持続可能なまちづくり

※『ダイヤモンド富士』とは…富士山の山頂部と太陽が重なって生じるダイヤモンドが輝くような光景

多様な世代が交流する
ための機能誘導

職住近接のための戦略
的な機能誘導

郊外住宅・集落の生活利便性とコミュニティの維持
拠点と郊外部を結ぶバス路線の維持

岩波駅周辺の
利便性向上

（市民、従業者
の定住など）岩波駅周辺裾野駅周辺

すそのーるの見直し
などによる裾野駅周辺
へのアクセス強化
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口
・
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新築住宅の減額措置

　住宅を新築した場合、一般の住宅は新築後３年間、
３階建て以上の中高層耐火住宅は新築後５年間、居住
部分のうち住宅１戸につき床面積120平方メートル分
までの固定資産税額が２分の１に減額されます。
対象／以下の全ての要件を満たす住宅
　①床面積50平方メートル～280平方メートルの専

用住宅
　②居住部分の床面積の割合が２分の１以上で、その

床面積が50平方メートル～280平方メートルの
併用住宅

　③住宅１戸あたりの床面積が40平方メートル～
280平方メートルの一戸建て以外の賃貸住宅・共
同住宅など

長期優良住宅に係る減額措置

　長期優良住宅の認定を受けた住宅を新築した場合、
住宅１戸につき、居住部分の床面積120平方メートル
分までの固定資産税額が２分の１に減額されます。減
額期間は、新築後、一般の住宅は５年間で、３階建て
以上の中高層耐火住宅は７年間です。
対象／以下の全ての要件を満たす住宅
　①新築住宅の減額措置を受けるための要件を全て満

たしている住宅
　②長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に

基づき、耐久性や安全性などの住宅性能が一定
基準を満たすものとして、県や市などの所管行
政庁の認定を受けた住宅　※工事着工前に長期
優良住宅建築等計画の認定申請をしてください。

住宅改修に伴う減額措置

耐震改修に伴う減額措置
　別荘以外で昭和57年１月１日に存在する住宅に対
し、耐震改修工事を行った場合、工事が完了した年の
翌年度のその住宅に係る固定資産税が減額されます。
住宅１戸につき、居住部分の床面積120平方メートル
までの税額が２分の１（長期優良住宅の認定を受けて
改修した場合は３分の１）に減額されます。
提出書類／固定資産税減額申告書、住宅耐震改修証明

書または増改築等工事証明書、領収書および見積書
（耐震改修にかかる金額が分かるもの）、改修時の
家屋図面

省エネ改修に伴う減額措置
　別荘と貸家以外で平成20年１月１日に存在する住
宅（床面積280平方メートル以下）に対し、一定の要
件を備えた省エネ改修工事を行った場合、工事が完了
した年の翌年度分のその住宅に係る固定資産税が減額
されます。居住部分の床面積120平方メートル分の税
額が３分の２（長期優良住宅の認定を受けて改修した
場合は３分の１）に減額されます。
提出書類／固定資産税減額申告書、増改築等工事証明

書、改修家屋の平面図、補助金を受けた方は補助金
の額が分かる書類

バリアフリー改修に伴う減額措置
　別荘と貸家以外で平成19年１月１日に存在する住
宅（床面積280平方メートル以下）をバリアフリー改
修した場合、工事が完了した年の翌年度分のその家屋
に係る固定資産税が減額されます。
居住部分の床面積100平方メート
ル分までの税額が３分の２に減額
されます。
提出書類／固定資産税減額申告書、増改築等工事証明

書または領収書および改修工事に係る明細書・改修
前後箇所の図面・写真

　住宅を新築したり、耐震、省エネ、バリアフリーなどのために
改修したりした場合、要件に該当すると固定資産税が減額されま
す。減額方法や申告方法は制度によって異なります。着工前に税
務課にご相談ください。

税務課
995-1809
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住宅に係る固定資産税の減額措置
新築、耐震改修、省エネ改修、バリアフリー改修などが対象

特集２



高齢者の認知機能
～認知症に関連した５つの機能～

　認知症で、もっとも多いアルツハイマー型認知症は、
記憶機能の低下から始まることが多いです。認知症に

ならないためには、認知
症になりかけの時に、低
下しがちな脳の機能を
しっかり使って脳の機能
を高めることが有効です。
脳の機能強化、維持を目
指しましょう。

記憶機能▶覚える・思い出す・学ぶ
　エピソード記憶を鍛えるためには、１日前の日記を
付けたり、昨日食べたものを全て思い出したりすると
よいでしょう。常に忘れそうなことを記憶しておこう
という意識を持つことが大切です。
注意機能▶集中力を高める・同時に複数のことを行う
　自分が興味を持てることを集中してやることが基本
です。てきぱきと作業をする、魚を焼きながら野菜を
切るなど物事を並行して行うなど、いくつも注意を払
いながら作業すると有効です。
言語機能▶言語を言う・言葉を理解する
　自分の生活で必要なこと、興味のあることをテーマ
に、それに関連するものの名前を材料にして訓練する
ことがお勧めです。園芸に関心のある人は花の名前、
魚の名前、県の名前など、声に出したり、書き出した
りしてみましょう。
視空間機能▶正常に物体や場所を把握する
　ゲームや、ジグソーパズルを組み立てる、何か手本
を見ながら図形を書き写す、逆さ文字を書いてみる、
間違い探しのクイズに取り組んでみましょう。
思考機能▶推測・社会的認知共感・表情理解する
　日頃からやっていることを順序だてて、物事の手順
を計画することを心掛けるとよいでしょう。例えば、
料理を作るとき、どういう手順でうまくできるか考え
てから実行してみましょう。

介護保険申請の理由　～認知症が突出～

　昨年度に市内で介護保険の申請をした理由を疾患別
で見ると、最も多かったのは認知症で505件でした。
次に多かったのは、脳血管疾患で243件、次いで骨関
節疾患が198件で、認知症が突出していました。

介護保険を申請した理由（平成29年度）

地区サロン　～地域の高齢者の交流の場～

　高齢者の方が、要介護状態になることを予防し、健
康的な生活が送れるようにするための交流の場です。
　P５に掲載しているサロンは、社会福祉協議会など
が講師の派遣などを行っています。未掲載のサロンが
あれば、ご連絡ください。地区サロンなどで活躍する
ボランティアの方を随時募集しています。

社会福祉協議会　992-5750
　介護保険課　995-1821

　認知症は誰にでも起こりうる病気で、単なるもの忘れとは違い、脳の働きが悪くなり、
日常生活が営めなくなる病気です。認知症を予防するためには、バランスのとれた食事を
すること、ウォーキングなどの軽い運動をすること、外に出て人と関わることが大切です。
いつまでも元気で健康的な生活を送れるように、地区サロンを活用しましょう。
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健康的な生活で認知症予防
介護予防に地区サロンを活用しましょう

特集３



特集３

介護保険課
995-1821

地区 サロン名 とき ところ 対象

西

西地区たのしみサロン 第１㈫　10:00～11:30 二本松集会所 市民

南地区たのしみサロン 第３㈭　10:00～11:30 南小学校 市民

佐野若狭区ふれあい塾 第４㈮　10:00～12:00 佐野一区集会所 区民

桃園区ふれあいサロン 月１回（不定期）
13:00～15:00 個人宅 区民

南町区ふれあいサロン 第４㈭　10:00～11:30 南町公民館 区民

緑町区陽だまり会 第２㈬　10:00～11:30 東西公民館 区民

東

東地区ふれあいサロン 第１㈬　10:00～11:30 東地区コミュニティセンター 市民

富士見台区いきいきサロン 第１㈮　10:00～11:30 富士見台公民館 区民

公文名５区ふれあいサロン 第３㈬　9:30～12:00 公文名五区公民館 区民

青葉台区サロン日向ぼっこ 第１・３・４・５㈭
10:00～15:00 青葉台公民館 区民

和泉区ふれあい井戸端 第４㈫　10:00～11:30 和泉区ふれあいの家 区民

中丸区ふれあいサロン 第３㈬　13:30～15:00 中丸上公民館 区民

中丸下区ふれあいサロン 第２・４㈪　13:00～15:00 個人宅 区民

中丸下区ひだまりサロン 第４㈭　10:00～11:30 中丸下公民館 区民

天理町区ふれあいサロン 毎月１回（10日前後）
10:00～11:30 天理教信者会館 区民

平松地区ふれあいサロン 第３㈯　10:00～11:30 平松公民館 区民

ふれあい塾本村下 第４㈬　13:00～15:00 平松本村下公民館 区民

鈴原区ふれあいサロン 第１㈫　10:00～12:00 鈴原区集会所 区民

麦塚区ふれあいサロン 第３㈯　10:00～12:00 麦塚公民館 区民

茶畑団地区ふれあい塾 年３回程度　10:00～11:30 茶畑団地集会所 区民

深
良

深良地区サロンコスモス会 第１㈮　13:30～15:30 深良地区コミュニティセンター 市民

コミュニティキッチンわいち 第２㈪　11:30～14:30 和市区集会所 区民

深良新田区サロン 第３㈭　10:00～12:00 深良新田区公民館 区民

富
岡

富岡地区サロン花の会 第１㈪　13:30～15:30 富岡地区コミュニティセンター 市民

呼子地区ふれあいサロン 第１㈭　10:00～11:30 呼子区公民館 市民

いきいき健康サロン千福が丘 毎月１回（20日前後）
13:00～15:00 千福が丘町内会館 区民

ハートサロン
in 千福が丘アートサロン 毎週㈮㈯　10:00～17:00 千福が丘アートサロン

（個人宅） 市民

千福南区ふれあいサロン 年２回程度　10:00～17:00 サンベール裾野管理人室 区民

須山 須山ごんべっこの会 第２㈭　13:30～15:00 須山地区研修センター 市民
※その他、介護保険事業所で開催しているサロンがあります。
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フォトグラフ

今月の一枚 This month's best shot
撮影／松寿院

幻想的で美しいハスの花

世界文化遺産となって５年目� ６月30日思いやりの大切さなどを学習� ６月26日

　初夏から咲き始めるハスの花。今年も深良の松寿院でハス池の花
が見頃を迎えました。つぼみの姿も魅力的ですが、開いた花は一つ
一つがとても大きく迫力を感じます。ハスの花は早朝に咲き、昼頃
には閉じてしまいます。早起きして、開花したハスの花を見ている
とすがすがしい気持ちになれます。

　富士山世界文化遺産登録５周年記念事業として、県富士山世界遺
産センターの落合徹副所長を講師として招き、講演会が行われまし
た。富士山をさまざまな視点から解説したあと、世界遺産センター
の見どころなどを紹介しました。

　小学1、2年生の児童を対象とした子ども人権教室が、千福が丘
小学校で行われました。児童たちは「人形劇」や「かるた」などを
通じて、相互に信頼し合うことの大切さ、弱い立場の人に対する接
し方などを６人の人権擁護委員から学びました。

Photograph ６月・７月
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事故のない夏山シーズンを祈願� ７月１日

　富士山登山道須山口開山式が須山浅間神社で行われました。例年
になく好天に恵まれたこの日、100人を越える関係者が集まり、夏
山シーズン中の無事故を祈願しました。式典終了後、集まった登山
愛好家たちが富士山資料館へ向けて出発しました。

国内外の愛好家が裾野に集結� ７月８日

　日本３on３フロアボールフェスティバル大会2018が市民体育館
で行われました。フロアボールはアイスホッケーを体育館で行うス
ウェーデン発祥の新しいスポーツです。北欧や韓国、インドネシア
を含む国内外の男女37チームが集まり、交流大会を楽しみました。

園児がバスの洗車で大興奮� ７月10日

　富士急シティバス㈱本社営業所で、バスの乗り方教室が行われま
しました。参加した西幼稚園の園児は、渡辺所長からバスに乗るた
めのルールを教えてもらった後に、実際に乗車体験をしました。バ
スに乗りながらの洗車も体験し、園児は大興奮でした。

一輪車で世界の舞台に挑戦� ７月３日

　東中学校１年生の前田佳那さんが、第19回国際一輪車大会に出場
することを市長に報告しました。「不安はありますが、頑張ります」
と前田さん。大会には、トラックレースの部門で出場し、100メート
ルや800メートル、片足乗り、タイヤ乗りなど12種目に挑みます。

声援を力に変え熱戦� ７月１日

　婦人バレーボール大会が市民体育館で開催されました。行政区単
位で12チームが参加。観客からの声援を力に変え、選手たちは
「アタック、ブロック、レシーブ！」と声を掛け合い、どの試合も
白熱した試合になりました。１部リーグ優勝は須山チームでした。

約束を守って花火を安全に� ７月３日

　富士山南東消防組合による花火教室が富岡保育園で行われました。
年少から年長までの児童65人が参加。「大人とやる」「人に向け
ない」「水バケツを用意する」と消防士と約束し、１本ずつ花火を
やりました。消防士から安全な花火の遊び方を学びました。

Photograph 2018.６・７
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センター

マックス
バリュ

市道2－45号線 天翔苑
裾野
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田中屋
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歩行者専用道路

車両抑制区間

指定方向外通行禁止

一方通行

歩行者専用道路

凡例

分園

ローソン

交通規制図　17時～21時

富士山すその阿波おどり実行委員会事務局（木村）
090-1476-5659

【交通規制のお知らせ】
　当日は17時から21時まで会場で交通規制が行われます。区域内にバスが
入れないため、裾野駅と区域内のバス停は利用できません。規制中は市役所
駐車場内に路線バスの臨時バス停を設置します。

●市内の連●
・しずおか富士山すその連
・静岡裾野みどり連
・うぐいす連　・舞路奴連
・トヨタ連　・風流連
・ひびき連　
・ほたる連
・にわか連
●市外の連●
・東京天水連（東京高円寺）
・吹鼓連（東京高円寺）
・東林間連（神奈川県相模原市）
・伍楽連（神奈川県相模原市）
・湘南なぎさ連（神奈川県藤沢市）
・みずき・ガスター合同連
　（神奈川県大和市）
・笑星連（神奈川県大和市）
・大月合同連（山梨県大月市）
・喜楽連（神奈川県開成町）
・鳳連（東京都）
・ぬまづ連（沼津市）
・静岡連（静岡市）
・静岡小政連（静岡市）
・富士山するが連（富士市）
■各種催し物
　とき：15時～18時
　ところ：新道・みどり町商店街
　　　　　小柄沢公園内

当日、踊りたい方が
集まってできるのが

“にわか連”。飛び入り参加
をお待ちしています。

8
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と　き／
９月１日㈯ 
18時～20時30分
ところ／
裾野駅前中央商店街
※小雨決行



特集 5

　入園資格

　申込時に市に住民登録があり、次の年齢に該当する
幼児

３歳児 平成27年４月２日から平成28年４月１日
までに生まれた幼児

４歳児 平成26年４月２日から平成27年４月１日
までに生まれた幼児

５歳児 平成25年４月２日から平成26年４月１日
までに生まれた幼児

　募集人員

　４・５歳児は、原則として申し込みをした方全員を
受け入れます。３歳児の募集人員は次のとおりです。
●いずみ幼稚園／60人　●富岡第一幼稚園／24人
●西幼稚園／24人　　　●富岡第二幼稚園／24人
●深良幼稚園／24人　　●須山幼稚園／24人
※応募人数が10人に満たない場合は、複式学級また

は複々式学級になることがあります。

　入園の申し込み

　中学校区に準じた地区によらず、市内のいずれの幼
稚園にも申し込むことができます。
申込書配布・受付期間／９月３日㈪～６日㈭
　※受付時間▶９時～15時
ところ／入園を希望する幼稚園
申し込み方法／申込書に必要事項を記入し、提出して

ください。

　入園児の決定

　各幼稚園とも定員を超えた場合は、抽選で入園児を
決定します。入園抽選会は９月20日㈭の午前に市民
文化センターで行います。抽選の有無は、各幼稚園の
入口などに９月11日㈫から19日㈬まで掲示します。

　入園面接

　各幼稚園で新規入園の入園面接を行います。申込時
に日時を予約してください。抽選会があった園は後日、
保育課から日時をお知らせします。
幼稚園面接実施日

幼稚園名 面接実施日

いずみ幼稚園
992-1683 10月10日㈬・11日㈭

西幼稚園
992-5200 10月16日㈫・17日㈬

深良幼稚園
997-3598 10月17日㈬・18日㈭

富岡第一幼稚園
997-1277 10月18日㈭・19日㈮

富岡第二幼稚園
997-4155 10月10日㈬

須山幼稚園
998-0096 10月10日㈬

　預かり保育

　14時から15時までの１時間、子どもを有料で預か
る預かり保育を全園で実施しています。
　年齢や各園の予定によって預かることのできる日は
異なります。詳しくは、９月に配布する入園申込書に
同封する案内を確認ください。

　来年度の市立幼稚園の入園児を募集します。申込受付期
間は９月３日㈪から６日㈭までです。保護者の方は、忘れ
ずにお申し込みください。 保育課

995-1822

9
2018.8.1・15

平成31年度　市立幼稚園の入園児を募集
申込受付期間：９/３㈪～９/６日㈭



インフォメーション

Information

年金相談

　年金事務所の職員が、諸届出の
受付や手続きの相談に応じます。

９月27日㈭　10時～13時
市役所1階市民相談室
14人程度（先着順）
９月13日㈭

国保年金課　995-1813

８月15日㈬に黙とうを

　８月15日㈬は、戦没者を追悼
し平和を祈念する日です。全国戦
没者追悼式にあわせて、正午に１
分間サイレンを鳴らします。先の
大戦で亡くなられた方々を追悼し、
平和を祈念するため、正午のサイ
レンに合わせて黙とうをささげて
ください。

社会福祉課　995-1819

県民の日
富士山資料館入館料無料

　富士山資料館では、県民の日を
記念し、入館料を無料にします。

８月21日㈫
開館時間／９時～16時30分

富士山資料館　998-1325

夏の環境美化活動
ごみの受け入れ

　各区で実施された環境美化活動
で出たごみの受け入れを行います。

８月19日㈰
　８時30分～11時30分

一般廃棄物最終処分場
●悪天候などの場合は、ごみの
受け入れを８月26日㈰に延期
します。延期する場合、広報無
線でお知らせします。

　●環境美化活動の実施・中止の
判断は、各区で行われます。
市民課地区振興係　995-1874

家具転倒防止対策補助金

　家具を固定し被害を少なくする
ための家具固定費用を一定額内で
助成します。

市に住民登録があり、次のいず
れかに該当する世帯の方

　●世帯の全ての構成員が、65
歳以上または15歳未満

　●世帯のいずれかの構成員が、
肢体不自由１級～４級または視
覚障害１級～４級で、障がい者
手帳の交付を受けている

　●世帯のいずれかの構成員が療
育手帳または精神障害者保健福
祉手帳の交付を受けている

　●世帯のいずれかの講成員が介
護保険法に基づく要介護認定ま
たは要支援認定を受けている
平成31年１月18日㈮
助成は世帯につき１回限りです。
危機管理課　995-1817

　屋外広告物の設置を無制限に認めると都市や自然の景観が損なわれるなど、悪影響が懸
念されます。屋外広告物に対する意識高揚を図るため、第１回優良広告景観賞を実施しま
した。周辺のまち並みや自然景観との調和が図られた、優れた屋外広告物を表彰しました。
優良デザイン部門
最優秀賞　裾野セントラルホテル寿々木
優 秀 賞　天婦羅 よしだや
　　　　　新富士裾野工業団地協議会
奨 励 賞　藪工業株式会社
　　　　　自動販売機の色彩と景観
　　　　　（ひだまり歯科クリニック）
　　　　　いずみっこ公園
　　　　　南富士カントリークラブ
景観協力部門
　許可基準を満たし新たに設置、改修、または除却
した４つの屋外広告物に対し、景観協力感謝状を授
与しました。

【注意】
　屋外広告物を表示・掲出する場合は、許可が必要
です。表示・掲出をする前に、まちづくり課に必ず
ご相談ください。

まちづくり課
　995-1828

第１回優良広告景観賞受賞作品が決定
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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　

市民無料相談

８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

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。

９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）
９月３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

し尿・浄化槽汚泥の収集の休業

　次の期間は浄化槽清掃業者が休
業するため、し尿・浄化槽汚泥の
収集などができません。

８月11日㈯～15日㈬
各地区の清掃業者
　●西・東・深良地区▶山水総業

電話992-1561
　●富岡・須山地区▶富士クリー

ンサービス　電話997-6100
生活環境課　995-1816

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。

８月29日㈬
美化センター　992-3210

裾野御殿場ラグビー・
スポーツフェスティバル

　７人制女子ラグビーの大会「太
陽生命ウィメンズセブンズシリー
ズ 富士山裾野御殿場大会」が運
動公園で開催されます。大会に合
わせて、家族連れなどで楽しめる
スポーツイベントを開催します。

９月８日㈯・９日㈰
　10時～15時

運動公園
スポーツ体験コーナー（サッ
カー、ラグビー、ニュースポー
ツなど）、働く自動車の展示、
グルメコーナーなど
産業振興課　995-1825

●交換手数料を請求することはありません。
●メーターが屋外にある場合は、不在でも敷地内

に立ち入り、交換します。
●立会いの必要はありません。
●交換は、メーターの有効期限によるため、周り

のお宅と交換時期が異なることがあります。
●メーターボックスの上に荷物などを置いたり、

車を停めたりしないようお願いします。
●９月検針分の使用水量は、交換前のメーターと

新しいメーターの合算になります。新しいメー
ターは、出荷時に各種テストを実施しているた
め、数値がゼロを若干上回っていますが、その
分の料金は発生しません。
上下水道工務課　995-1834

８年に１回、水道メーターを更新　８月20日㈪～９月３日㈪

　各家庭・事業所などに取り付けられた水道メーターは、計量法に基づき８年に一
度無料で交換しています。該当する方には、事前に通知し、市の委託水道業者が交
換に伺います。交換作業中は、断水などのご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協
力をお願いします。
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Information

国民健康保険の保険証更新

　10月１日㈪から使用できる新
しい保険証を、9月30日㈰までに
郵送します。普通郵便以外での配
布（特定記録郵便・簡易書留・国
保年金課窓口）を希望する方は、
事前にご連絡ください。

国保年金課　995-1814

農地パトロールの実施

　農業委員会では、市内の荒廃農
地を早期発見・解消することを目
的に農地パトロールを実施します。
耕作されていない農地で、草刈な
どの維持管理が十分でない場合は、
荒廃農地と判断され、固定資産税
の課税強化の対象となる可能性が
あります。農地を所有している方
は、農地の確認・適正な管理をお
ねがいします。

８月中旬～10月末
市内全域
農林振興課　995-1823

国保高齢受給者証交付会

　９月１日㈯から対象となる方に、
受給者証を交付します。

８月23日㈭
　10時20分～11時30分

福祉保健会館３階研修室
昭和23年８月２日～９月１日
に生まれた方
保険証、筆記用具
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

フードドライブ
（食品寄付活動）に協力を

　県内で食べるものがなくて困っ
ている方々へ寄付するため、家庭
や職場などで余っている品質に問
題ない食品を集めます。

８月31日㈮まで
　８時30分～17時15分
　※土・日曜日を除く

生鮮食品、酒類（アルコールの
入った飲料、食品）以外の未開
封の食品で、賞味期限が平成
30年11月以降のもの

寄付の方法／社会福祉課、社会福
祉協議会に設置するボックスに
入れてください。
おかずになる保存食品（缶詰、
びん詰めなど）やレトルト食品
などが喜ばれます。
社会福祉課　995-1819

J-ALERT の全国一斉
情報伝達試験

　地震や武力攻撃などの発生時に
備え、全国瞬時警報システム“J
アラート”を用いて情報伝達試験
を行います。当市では、広報無線
の戸別受信機と屋外スピーカーか
ら試験放送を流します。その他全
国一斉にさまざまな手段で、情報
伝達試験が行われます。

８月29日㈬　11時ごろ
放送内容／上りチャイム音＋「こ

れは、Jアラートのテストで
す」×３＋「こちらは、広報す
そのです」＋下りチャイム音
Jアラートは、地震や津波、武
力攻撃などの緊急情報を国から
人工衛星などを通じて瞬時に伝
えるシステムです。
危機管理課　995-1817

３×３バスケットボール大会

８月26日㈰ 　９時～16時
市民体育館

参加部門／小学生の部、中学生の
部、高校生以上の部

チーム編成／１チーム３～５人以
内 ※男女混合可
各１人500円（保険料を含む）
バスケットボール協会へメール
でお申し込みください。
８月12日㈰
バスケットボール協会（尾崎） 
090-3511-8950
lexus_osaki@yahoo.co.jp

ホストファミリー

　９月30日㈰に市民文化セン
ターで開催されるオーストラリア
ンフェアにあわせ、姉妹都市オー
ストラリア フランクストン市か
らの訪問団が当市に滞在します。
ホストファミリーを募集します。

９月27日㈭～10月１日㈪の４
泊５日
オーストラリアンフェアの会場
への送迎や滞在場所・食事の提
供など
海外友好協会またはシビックプ
ライド推進室にある申込書に必
要事項を記入し、海外友好協会
に提出してください。 ※ファ
クス・メール・郵送可
８月31日㈮
謝礼などの支給はありません。

海外友好協会　993-9695
　※受付▶㈪㈬㈮13時～16時

info@sofa-jp.org
〒410-1118 佐野921-3
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お知らせ

学校給食試食会

９月19日㈬
　11時45分～12時45分

学校給食センター
市内に住んでいるか、通勤して
いる方
20人（先着順）
給食ができるまでの紹介、給食
の試食
324円（１食分）
８月20日㈪～31日㈮

学校給食センター　992-6868

ベネフィ駿東　会員

　ベネフィ駿東は、裾野市、御殿
場市、長泉町、小山町の助成で、
中小企業でも大企業並みの福利厚
生の実現を目指しています。

●事業所入会▶２市２町にある
中小企業に勤めている方とその
事業主の方●個人入会▶２市２
町に住んでいて、中小企業に勤
めている方か中小企業の事業主
の方（企業の所在地は２市２町
内外を問いません）
●提携施設サービス▶商店や遊
園地など約170施設の利用料金
の割引・補助券の発行●イベン
ト事業▶日帰りバスツアーやゴ
ルフ大会などのイベントへの会
員料金での参加●給付事業▶慶
弔金の支給や人間ドック費用の
助成
●入会金▶１人につき1,000円

　●会費（月額）▶１人につき
1,000円
事業主が負担した入会金・会費
は、税法上損金または必要経費
として処理できます。
ベネフィ駿東　0550-87-7575

　産業振興課　995-1857

ゲートキーパー養成講座

　身近な人のこころの不調を示す
サインに気づき、声をかけたり話
を傾聴することができる方（ゲー
トキーパー）を養成します。

９月27日㈭
　13時30分～15時30分

福祉保健会館3階研修室
市に住民登録がある方
40人
●精神科医師によるうつ・自殺
予防についての講話（講師▶寺
田誠史さん〔てらだ医院院長〕）
●保健師による声のかけ方や聞
き方のポイントの講話・傾聴の
実践を含めたロールプレイ
９月14日㈮
すその健康マイレージ対象です。

健康推進課　992-5711

ふじのくに芸術祭 2018

　９月から12月まで県内で開催
されるふじのくに芸術祭2018の
参加者や作品を募集します。

●美術部門▶芸術展・写真展
（合同開催）、書道展

　●文学部門文芸コンクール▶小
説、戯曲･シナリオ、児童文学、
評論、随筆、詩、短歌、俳句、
川柳

　●音楽・舞台芸術部門▶邦楽演
奏会、合唱コンクール、舞踊公
演、演劇コンクール

　●生活文化部門華道展
生涯学習センターにある募集要
項 ま た は ふ じ の く に 芸 術 祭
2018のホームページを確認し、
応募してください。
県文化政策課　054-221-2254

職種／幼稚園長
若干名

受験資格
　次の全ての要件を満たす方
●昭和29年４月２日以降に生

まれた方
●幼稚園教諭または小・中学校

教諭免許がある方
●幼稚園または小・中学校、

小・中特別支援学校で、平成
31年３月31日現在、２年以
上の管理職（園長、校長、副
校長、教頭など）の経験があ
り、正規教諭などの経験を含
めて15年以上の正規教育職
の経験がある方 ※学校教育
法第９条と地方公務員法第
16条の欠格事項に該当する
場合は受験できません。

申込書・案内書の配布
８月24日㈮まで
市役所３階人事課

申し込み
　申込書と各種資格証などの写
し、課題論文を人事課へ提出し
てください。

８月24日㈮（必着）
　８時30分～17時
　※土・日曜日、祝日を除く
試験方法
第１次選考／書類選考します。

合否の結果は、申込期間終了
後２週間以内に通知します。

第２次選考／口述試験を実施し
ます。人物や能力などについ
て面接による試験を行います。
人事課　995-1806

平成31年度採用　任期付職員（幼稚園長）を募集
申し込みは８/24㈮まで
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インフォメーション

Information

活動量計を活用した運動事業

10月２日㈫・16日㈫９時～９
時30分、10月23日㈫13時30
分～16時、11月６日㈫９時～
９時30分、11月13日㈫９時～
10時（全５回）
福祉保健会館１階
市に住民登録がある方
20人（先着順）
活動量計を２週間貸与し、活動
量をグラフ化して結果を返却し
ます。健康運動指導士による運
動指導も実施します。
運動できる服装、タオル、飲み
物、室内用運動靴
８月28日㈫～９月18日㈫
すその健康マイレージ対象です。

健康推進課　992-5711

駿東地域職業訓練センター
９月講座

●技能講習▶フォークリフト運
転技能講習（最大荷重１ｔ以
上）、ガス溶接技能講習、車両
系建設機械運転技能講習（整
地・運搬）●特別教育・安全衛
生教育▶伐木作業の安全衛生講
習（中小径木対応）、刈払機取
扱作業者安全衛生教育●受験対
策▶機械系保全作業技能検定対
策講座●パソコンコース▶パソ
コン入門、ワード基礎、エクセ
ル基礎、ワード活用、エクセル
活用、パワーポイント基礎、デ
ジタルカメラ、夜間パソコン入
門、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、夜間パソコン
財務会計、夜間アクセス基礎、
夜間パワーポイント基礎、夜間
イラストレーター基礎●カル
チャーコース▶アロマ教室、手
作り木綿ぞうり教室、フラワー
アレンジメント、絵画教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

二市一町地域防災指導者
（防災士）養成講座

　裾野市と御殿場市、小山町で合
同開催します。

10月３日㈬・６日㈯・10日
㈬・20日㈯・27日㈯、11月３
日㈯・10日㈯
御殿場市印野支所１階多目的

ホール（御殿場市印野）
市内に住んでいるか通勤・通学
している方
36人
最新の防災情報や知識を学び、
地域防災指導者（防災士）の資
格を取得します。

講師／常葉大学教授
8,000円（防災資格取得試験
料・登録料）
８月20日㈪
防災資格取得試験の受験には、
平成27年10月以降に修了した
普通救命講習修了証が必要です。
未受講者には、別途案内します。

危機管理課　995-1817
992-4447
bousai@city.susono.shizuo
ka.jp

※広報すその７月15日号13ページのカレンダーと、市政カレンダーに記載された「市立小・中学校２学期始業式」の日付
に誤りがありました。おわびして訂正します。正しくは、８月27日㈪です。

９月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

１日㈯ ㈲井上設備工業
☎997-4578

２日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

８日㈯ ㈲北住設機器
☎993-1250

９日㈰ ㈱小島屋商会
☎998-0019

15日㈯ 杉山産業
☎992-1131

16日㈰ 山崎設備
☎997-6766

17日㈪ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

22日㈯ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

23日㈰ ㈲小澤土建
☎992-1401

24日㈪ ㈱中川商店
☎993-1555

29日㈯ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

30日㈰ ㈱駿東管工
☎992-5728

８月17日㈮
～９月21日㈮ 市議会９月定例会

１日㈯
防災の日、
富士山すその阿波おどり
大会

２日㈰ 総合防災訓練

８日㈯ 敬老会

15日㈯
・16日㈰

富士山すそのパノラマ
ロードコスモスまつり

21日㈮
～30日㈰ 秋の全国交通安全運動

９月　カレンダー

９月　税金・料金
納付期限：10月１日㈪

国民健康保険税	 第３期分

介護保険料	 第３期分

後期高齢者医療保険料	 第２期分
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Health

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。

裾野赤十字病院夜間当直医診療科
来院時のお願い

裾野赤十字病院
992-0008

●�来院する前にお問い合わせください。
●�疾病・疾患によっては、他の医療機関への転送もあ
りますのでご了承ください。

健康推進課

  992-5711

　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。

健診・教室
　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）

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
６か月児
育児教室

８日㈬
９:00〜９:15

平成30年２月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

21日㈫
13:00〜13:30

平成29年１月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

９日㈭
13:00〜13:15

平成28年２月
生まれの方

３歳児
健康診査

23日㈭
13:00〜13:30

平成27年７月
生まれの方

日（曜日） 時　間
 ７日㈫※ 17:00 〜 19:30
14日㈫※  9:00 〜 11:30
21日㈫　 13:00 〜 15:30
29日㈬※  9:00 〜 11:30

※は C 型肝炎検査もできます。

８月の健康コーナー

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
６・20・27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

27日㈪
13:00〜15:00 妊産婦・乳幼児

成人
健康相談

20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

６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

24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 月 火 水 木 金 土

外科 内科 整形 整形

整形・内科 整形 内科 内科 内科 整形 整形

外科 整形 内科 外科 内科 整形 内科

内科 整形 内科 外科 内科 内科 内科

整形 内科 内科 内科 整形 内科
※５日㈰は、16時55分まで整形、16時55分から内科

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

１

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

９月14日㈮・28日㈮、10月12
日㈮･26日㈮、11月９日㈮･22
日㈭、12月７日㈮、21日㈮

　９時30分～11時　※１回目は
９時15分～、４回目は～12時
福祉保健会館１階健康ホール
市に住民登録のある20歳以上
の方で、過去に健康推進課主催

運動教室に参加したことがない
方や生活習慣改善に関心のある
方で、８回全てに参加できる方
20人（先着順）
全身のストレッチや腰痛・肩こ
りを予防する体操、ボールを
使った筋力トレーニングなどを
行います。歯科衛生士によるブ

ラッシング指導や栄養士による
食事の話、ヘルシーランチの試
食を実施する日もあります。
400円（４回目に徴収）
運動できる服装、タオル、飲み
物、室内用運動靴
８月31日㈮

健康推進課　992-5711

初心者のための体操教室　３人１組で生活習慣の改善に取り組みましょう
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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

８月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小 児 科

16 ㈭ 旭医院 966-0031 原 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

17 ㈮ ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 五十嵐クリニック 934-6700 志下 よざ小児科医院 967-5722 原

18 ㈯ さとやま
クリニック 939-8031 東原 池田病院 986-1212 本宿 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

19 ㈰

森医院 966-2017 石川 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

森岡医院 962-1084 大岡 御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町 坂小児科医院 931-3233 下香貫

前原

遠藤医院 997-0533 葛山 遠藤医院 997-0533 葛山

20 ㈪ 福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

藤井原 香貫医院 931-2465 本郷町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

21 ㈫ 村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 ひがしおか

メディケアクリニック 941-8269 柿田 田中医院 921-2053 高島町

22 ㈬ 杉山医院 992-0028 平松 ふじわら
クリニック 924-8777 寿町 西村医院 971-6510 下土狩

23 ㈭ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

24 ㈮ 新井内科
クリニック 992-0811 久根 西方外科医院 921-1333 共栄町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

25 ㈯ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 西島病院 922-8235 大岡 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

26 ㈰

岩渕内科医院 951-4579 添地町 東医院 921-5520 高沢町

あそうクリニック 929-7575 筒井町 田中医院 921-2053 高島町

おぐち医院 992-6611 深良 五十嵐クリニック 934-6700 志下

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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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

８月後期

27 ㈪ 高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 田沢医院 962-1205 大手町 よざ小児科医院 967-5722 原

28 ㈫ 髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 青木整形外科医院 922-0521 高島町 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

29 ㈬ 境医院 975-8021 竹原 沼津大山
クリニック 954-2274 大手町 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

30 ㈭ 鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

31 ㈮ やぐち内科・循環器科
クリニック 973-3811 伏見 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 よざ小児科医院 967-5722 原

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

19 ㈰ こだま耳鼻咽喉科クリニック
926-1333 庄栄町

木村眼科
967-4611 原

聖隷沼津病院
952-1000 松下

中里歯科医院
976-1818 伏見

26 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町

本多眼科医院
931-1519 御幸町

関谷レディースクリニック
968-6611 西椎路

新美歯科オーラルケア
988-8239 下土狩

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市

●救急協力医の変更／８月１日㈬の内科の救急協力医が変更になりました。
　　　　　　　　　　変更前：柿田川医院▶変更後：杉山医院（972-3223　 伏見）

17
2018.8.1・15



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

９月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小 児 科

１㈯ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 池田病院 986-1212 本宿 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

２㈰

大沢医院 931-1019 御幸町 守重医院 931-2511 我入道
江川

花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

新井内科
クリニック 992-0811 久根 遠藤クリニック 975-8801 久米田

３㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 西村医院 971-6510 下土狩

４㈫ べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

５㈬ つかだ医院 983-1577 堂庭 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

６㈭ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

７㈮ 小林医院 966-7700 今沢 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

８㈯ 沼津リハビリ
テーション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 よざ小児科医院 967-5722 原

９㈰

高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色

杉山医院 972-3223 伏見 西村医院 971-6510 下土狩

杉山医院 992-0028 平松 こんどう
クリニック 925-2420 岡宮

10 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 田沢医院 962-1205 大手町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

11 ㈫ 森医院 966-2017 石川 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑
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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

12 ㈬ 高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 大沢ハート

クリニック 929-1313 若葉町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

13 ㈭ 今井医院 921-3211 五月町 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

14 ㈮ おおい神経内科 922-8886 北高島町 五十嵐クリニック 934-6700 志下 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

15 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

９月前期

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

２㈰ わかばやし耳鼻咽喉科
933-3311 御幸町

中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘

島田産婦人科医院
972-6100 伏見

西島歯科医院
988-3162 納米里

９㈰ しんふじ耳鼻咽喉科クリニック
0545-65-0600 川成新町

アミクリニック眼科・耳鼻咽喉科
981-3341 長沢

沼津市立病院
924-5100 東椎路

服部歯科医院
992-0011 佐野

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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大ホールひとりじめ
スタインウェイを弾こう

　反響板とコンサート照明が設置されている大ホー
ルの舞台で、ピアノの名器であるスタインウェイ
（Ｄ-274）や自分の楽器（アコースティックのみ）
の演奏ができます。

と　　き／８月18日㈯、９月17日㈪ ９時～21時
　※25分１区分で１日最大４区分まで申し込み可
料 　　金／１区分　1,000円
申し込み／市民文化センターへお申し込みください。
　　　　　※電話可

渡邉 咲
え な

愛ちゃん
（２歳 11カ月・公文名二）

森本 湊
そ う た

太くん
（２歳５カ月・上町）

嘉藤 碧
あ い と

人くん
（２歳６カ月・上城）

森田 爽
そうたろう

太郎くん
（１歳 11カ月・水窪）

大塚 光
み つ き

稀ちゃん
（２歳８カ月・佐野本宿）

●９月の行事予定
おはなしの会
 １日㈯ 14時30分〜 本館おはなしのへや
 15日㈯ 11時〜 文化センター図書室

親子おはなし広場
 ４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
 19日㈬  ９時〜12時 本館２階展示室
 26日㈬ 13時〜16時 本館２階展示室

親子ふれあいデー
 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
 28日㈮ 10時〜17時 本館２階展示室

小学生チャレンジ広場
 29日㈯ 10時〜11時10分 本館２階視聴覚室

●鈴木図書館ホームページでも随時情報を
　発信しています。

https://www.lib100.nexs-service.jp/susosno/

９月の休館日 ３日㈪・10日㈪・18日㈫・25日㈫・27日㈭


