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特集１

東京2020自転車ロードレース（男子）のコースに当市も
１都３県１政令指定都市14市町村を通るコース決定

産業振興課
995-1825

●コースの特徴

　武蔵野の森公園をスタートし、東京都、神奈川県、山梨県、静岡
県内（裾野市、御殿場市、小山町）を通り、富士スピードウェイで
ゴールします。コース総距離は男子が約244km、女子が約147km
です。獲得標高は男子が約4,865m、女子が約2,692mと過去最大
になります。男子の市内のコースは、須山地区の中心地から水ヶ塚
公園付近までコースの中で最大の標高差約900mを登ります。選手
にとっては過酷で、観戦者にとっては見ごたえのある区間です。

●男子のコース詳細

スタート：武蔵野の森公園　ゴール：富士スピードウェイ
総距離：約244km（スタート後10kmはパレード走行）、獲得標高：約4,865m　　　　　　　東京2020

　2020年に開催される、東京オリンピックの自転車競技のロードレースのコース
が決定しました。 男子のコースは、須山地区の国道469号や富士山資料館付近な
どを走行するコースです。裾野からオリンピックを盛り上げましょう。
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本コースについては、大会運営上の事由等により、変更される場合があります。

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の50万分1地方図、2万5千分1地形図及び電子地形図25000を使用した。（承認番号 平29情使、第444-507号）
この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50mメッシュ（標高）を使用した。（承認番号 平29情使、第445-276号）

山中湖

ロードレース（男子）コース

武蔵野の森公園

富士スピードウェイ

km0

道志みち
（山伏トンネル）

1121m

富士山麓
（須山地区）

1451m

籠坂峠
1111m

三国峠
1171m

Ceremonial start

km0 Official start

Finish

2
2018.9.1



花畑は市民の皆さんの手で

　菜の花やコスモスなどの花畑は、パノラマロードを
花でいっぱいにする会を中心に、企業や市民の皆さん
と一緒に種まきや草取りなどを行って作り上げていま
す。花畑だけでなく、道路脇にスイセンや、アジサイ、
彼岸花も市内団体など市民の皆さんによって植栽され、
年間を通して来訪者を楽しませてくれます。

コスモスまつり

　富士山の麓一面に広がるコスモス畑を楽しむことが
できます。

９月15日㈯～24日㈪
パノラマ遊花の里（梅の里・ヘルシーパーク裾野入
口） ※駐車場は無料です。

イベント開催
９月15日㈯・16日㈰

　９時～15時
販売ブース、ステージ

　イベントなど
観光協会　992-5005

第8回『富士山パノラマ菜の花＆コスモス』
フォトコンテスト作品募集

　パノラマロードを花でいっぱいにする会が管理する
畑に咲く花と富士山の写真をご応募ください。
撮影対象／パノラマロードを花でいっぱいにする会が

栽培管理する菜の花畑・コスモス畑と富士山　※同
会が管理する畑に咲く花やパノラマロード沿いに咲
く花も対象です。必ず富士山も写してください。

応募作品／●平成29年１月１日以降に撮影されたも
の●未発表作品で、他に発表予定のないもの●カ
ラーの2L・キャビネプリントで単写真

応募方法／所定の応募票に必要事項を記入し、作品の
裏側に貼り付けて、直接または郵送でパノラマロー
ドを花でいっぱいにする会事務局（農林振興課）に
提出してください。

応募締切／11月30日㈮必着
賞／●最優秀賞▶︎１点（賞金１万円）●優秀賞▶︎２点

（賞金５千円）●入選▶︎５点以内（賞品）
その他／人物の肖像権などについては、応募時に応募

者が了解を得ているものと判断します。

農林振興課
995-1823

　東名裾野インターから車で10分。ヘルシーパーク裾野入口付
近の一帯は、“パノラマ遊花の里”と名付けられ、遊休農地に菜
の花やコスモスなどの景観作物が植栽されています。
　今年も約20,000平方メートルの畑に、コスモスの種をまきま
した。９月中旬から下旬にかけて、白、赤、ピンク、オレンジ、
黄色など色とりどりのコスモスの花が見ごろを迎えます。

秋：コスモス畑

コスモスの種まきイベント（７月14日㈯）

春：菜の花畑

夏：アジサイ
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花と富士山の絶景 ～パノラマ遊花の里～
９月にコスモスが見頃に

特集２



10/１以降の新保険証はフジ色になります

　現在、使っているクリーム色の保険証の有効期限は
９月30日㈰です。新しい保険証はフジ色です。
更新方法／新保険証を９月30日㈰までに市から対象 

の世帯に郵送します。10月になっても新しい保険
証が届かない場合はご連絡ください。古い保険証は、
世帯主が確実に破棄してください。市に返却する必
要はありません。

郵送方法／普通郵便で郵送します。特定記録郵便また
は簡易書留での郵送を希望する方は、９月７日㈮ま
でに国保年金課国保係へご連絡ください。

◇退職者医療制度
　長年勤めていた会社を退職した方で、国保の退職者
医療制度に該当する方には、対象者用の保険証を送り
ます。

国保税滞納者には短期者証、資格証明書を交付

　国保税を滞納している方には、有効期限の短い国民
健康保険短期被保険者証または国民健康保険被保険者
資格証明書を交付します。
◇国民健康保険短期被保険者証
　対象者には事前に、短期者証になることを通知しま
す。その後、国保税を納付すると、通常の保険証が交
付されます。
対象／特別な理由がなく、前年に国保税を滞納してい

る方
有効期限／３カ月（一部６カ月）
◇国民健康保険被保険者資格証明書
　資格証明書は10月２日㈫から交付します。その後、
滞納している国保税を納付すると、短期者証または通
常の保険証を交付します。
対象／特別な理由がなく、国保税を１年分以上滞納し

ている方で、短期者証が交付されていない方

国保税を滞納すると制度の利用が制限されます

　資格証明書の交付を受けた方が医療機関などにか
かったときは、医療費の全額を医療機関などに支払う
必要があります。支払った後、市役所で特別療養費の
支給申請を行えば、７割分が支給されます。この７割
分は滞納している国保税に充当することがあります。
　資格証明書を交付されていて１年６カ月以上の滞納
がある方は、医療費や葬祭費など保険給付の全部また
は一部の支払いが一時差し止められます。
～税金の納付に困ったときは相談を～
　税金の納付に困ったら、市役所１階税務課へご相談
ください。毎月第1・3水曜日は19時まで夜間納税相
談を行っています。お気軽にご利用ください。

税務課　995-1811

～引っ越しや就職などをしたら届け出が必要～
　国民健康保険に加入するときや脱退するとき、
引っ越すときなどには、届け出が必要です。届け出
は14日以内に自身か家族などの代理の方が行って
ください。
【届け出時の持ち物】
①職場の健康保険をやめた（会社を辞めた）
　▶︎職場の健康保険をやめた証明書
②家族の職場の健康保険の被扶養者でなくなった
　▶︎被扶養者でなくなった証明書
③職場の健康保険に入った（会社に勤めた）
　▶︎国保の保険証、職場の健康保険の保険証（未交

付の場合は職場の健康保険に加入した証明書）
④家族の職場の健康保険の被扶養者になった
　▶︎国保の保険証、家族の職場の健康保険の保険証

（未交付の場合は被扶養者になった証明書）
⑤保険証をなくした・汚れて使えなくなった
　▶︎本人確認できるもの、認め印、汚れた保険証

国保年金課国保係
995-1814

　10月１日㈪から国民健康保険被保険者証（保険
証）が新しくなります。新しい保険証は、９月30日
㈰までに郵送します。国民健康保険は、加入者が納め
た国民健康保険税（国保税）で病気やけがをしたとき
に助け合う公的健康保険制度です。
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特集３

国民健康保険証の更新時期です！
10/1㈪から新しい保険証を使用してください



特集４

第４回すそのおんぱく ～裾野温故知新博覧会～
あなたの「裾野」を見つけに行こう！　裾野がもっと好きになる。

“すそのおんぱく”で
裾野の魅力を再発見

　当市は、世界文化遺産富士山の麓に広がるまちで、
構成資産の須山浅間神社や富士山が美しく見えるパノ
ラマロードなどがあります。豊かな自然と文化が共存
しています。裾野の良さ・魅力を市内外の方に伝え、
裾野ファンを増やすことを目的に“すそのおんぱく”
を開催します。
　“すそのおんぱく”では、「裾野を味わう」「体験
／交流」「裾野を知る」「くらしを豊かに」の４つの
分野のプログラムを開催します。参加して、「裾野」
の魅力を再発見してみませんか？

10月６日㈯～28日㈰
　※プログラムによって開催日が異なります。

初秋の市内を巡る昼食付きのノルディックウォーキ
ングや街歩きなど、季節に合ったプログラムを用意
しています。また、旧植松家住宅で着物を着て笑っ
たり、富士山塊の坂道を自転車で走ったりするプロ
グラムなど裾野らしさ満載の約30のプログラムを
開催します。

　プログラムについての詳細は、産業振興課や観光協
会などで配布しているすそのおんぱくパンフレット
やすそのおんぱくホームページをご覧ください。
電話またはメール、おんぱくホームページの申し込
みフォームで各プログラム提供者にお申し込みくだ
さい。定員に達し次第、申し込みを締め切ります。
電話▶︎９月７日㈮～

　メール、おんぱくホームページ▶︎９月８日㈯～
プログラムへの参加には、原則として費用がかかり
ます。
https://shizuoka-onpaku.jp/sus
ono/

４つの分野のプログラム

産業振興課
995-1825

　「おんぱく」は、「温故知新博覧会」の略称で、今その地域にあるモノ・
コト・ヒトなどの資源を新しい視点で活用した体験型観光プログラムを開発
し、提供するイベントです。定員10人程度の小規模なプログラムを集中的
に短期間で実施することで、より効果的にその地域の魅力を伝えます。
　第４回すそのおんぱくを10月６日㈯から28日㈰まで、市内各地で開催し
ます。参加して裾野の魅力を再発見しませんか。

裾野を味わ
う

体験・交流

裾野を知る

くらしを豊
かに

須山「農家食堂」
裾野を味わ

う

体験・交流

裾野を知る

くらしを豊
かに 伝統芸能×日本酒講座

裾野を味わ
う

体験・交流

裾野を知る

くらしを豊
かに

ブラタグチ

裾野を味わ
う

体験・交流

裾野を知る

くらしを豊
かに

※写真は第３回の様子です。

ヘルシースナッキング
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特集 5

９月９日は救急の日
救える命を救うために

その119番本当に緊急？
～救急車の適正利用にご協力を～

　近年、救急要請が全国的に増加しています。昨年中
の管轄地域における救急出動件数は8,691件で、搬送
人員は7,801人でした。これは、１日平均23.8件出動
し、約26人に１人の割合で搬送したことになります。
出動件数は、当市2,146件、三島市4,966件、長泉町
1,579件です。事故種別では、急病が最も多く5,222
件、次いで転院搬送1,232件、一般負傷1,227件の順
となっています。また、高齢者の搬送状況は4,577人
で、搬送人員全体の52.7％を占めています。
　救急車は緊急性のある患者を迅速に医療機関に搬送
するための車両です。尊い命を救うために救急車の適
正な利用が必要です。

■昨年の傷病程度別搬送人員の状況

症状の緊急度を素早く判定。救急車を呼ぶ目安に！
～救急受診アプリ「Q助」を活用しましょう～

　急な病気やけがをしたとき、
どうすればよいか迷ったことは
ありませんか。総務省消防庁で
は、市民の皆さんの判断を支援
する救急受診アプリ「Q助」を
提供しています。

主な機能
　このアプリは、該当する症状などを画面上で選択し
ていくと、緊急度に応じた必要な対応が表示されます。
●今すぐ救急車を呼びましょう
●できるだけ早めに医療機関を受診しましょう
●緊急ではありませんが医療機関を受診しましょう
●引き続き、注意して様子をみてください
の、４段階のアドバイスを行います。
　その後、119番通報するか、医療機関および受診手
段の検索を行うことができます。

利用方法
　ウェブ版・スマートフォン版アプリから利用できま
す。詳しくは総務省消防庁ホームページをご覧くださ
い。

http://www.fdma.go.jp/neu
ter/topics/filedList9_6/kyuk
yu_app.html

富士山南東消防本部　警防救急課
972-5803

富士山南東消防本部　裾野消防署
995-0119

　救急業務と救急医療に対し、正しい理解と認識を深めることを目
的に「救急の日」を定めています。救える命を救うために救急車の
適正な利用や、心肺蘇生法による救命措置が大切です。

講習会に参加しませんか？
～普通救命講習会の参加者募集～

　AED（自動体外式除細動器）を使った心肺蘇
生法の習得をします。費用は無料です。

９月29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）
裾野消防署・茶畑分遣所・須山分遣所にある申
込書に必要事項を記入し、提出してください。
富士山南東消防本部　裾野消防署　救急係

　995-0119

全国版救急受診アプリ

症状の緊急度を素早く判定 !!!
救急車を呼ぶ目安に !!!
症状の緊急度を素早く判定 !!!
救急車を呼ぶ目安に !!!

スマートフォン用アプリ 総務省消防庁「Q助」案内サイト
https://www.fdma.go.jp/neuter/topics/
filedList9_6/kyukyu_app.html

消防庁では、住民の緊急度判定を支援し、利用できる医療機関や受診手段の情報を提供するため、緊急度判
定プロトコルver.２（家庭自己判断）をもとに全国版救急受診アプリ「Q助 きゅーすけ」を作成しました。

総務省消防庁

消防庁では、住民の緊急度判定を支援し、利用できる医療機関や受診手段の情報を提供するため、緊急度判
定プロトコルver.２（家庭自己判断）をもとに全国版救急受診アプリ「Q助 きゅーすけ」を作成しました。
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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　

富士山すその三大花まつり2018

　市北部（須山地区）では、９月
初旬から中旬にかけて３つの花畑
が見頃を迎え、花まつりが開催さ
れます。壮大な富士山のロケー
ションを背に広がる美しい花畑で
す。３つの花まつりを巡るスタン
プラリーも開催され、抽選ですて
きな賞品が当たります。
●コスモスまつり

９月15日㈯～24日㈪
　イベント日時　９月15日㈯～

16日㈰　９時～15時
パノラマ遊花の里（梅の里・ヘ
ルシーパーク裾野入口）
観光協会　992-5005

●そばの花まつり
９月15日㈯～16日㈰　９時～
14時
須山十里木そば畑（富士山資料
館近く）
JAなんすん泉支店　992-2020

●天空のダリア祭り
10月８日㈪まで　９時～17時

　※平日は９時30分～
遊園地ぐりんぱ
入園料が必要
㈱フジヤマリゾート　998-1111
産業振興課　995-1825

国保高齢受給者証交付会

　10月１日㈪から対象となる方
に、受給者証を交付します。

９月20日㈭
　10時20分～11時30分

福祉保健会館３階研修室
昭和23年９月２日～10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

市立水泳場イベント

　アクアビクスや講習会、水遊び
遊具などを配置した「プレイゾー
ン」、ヨーヨーすくいなどができ
る「こども縁日」など水に親しむ
ことができます。水着をお持ちに
なり、お越しください。

９月15日㈯　９時～13時
市立水泳場
●アクアビクス、SUP（サップ）
体験▶︎先着順に参加できます。

　●着衣泳講習会、救急救命講習
会▶︎９月８日㈯までに市立水泳
場へお申し込みください。

　●プレイゾーン、こども縁日、
ストラックアウト、水上ゴザ走
り、50m記録測定会▶︎自由に
参加できます。
大人200円、子ども100円
市立水泳場（～９月10日）

　992-0707
　運動公園（９月10日～）
　997-7277

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。
●相川管工

御殿場市新橋1819-2
0550-84-0352

●有限会社村松設備
富士宮市大岩356-7
0544-22-4388
上下水道工務課　995-1834

福祉保健会館改修工事

　福祉保健会館では、12月まで
外壁改修工事を行っています。会
館利用に支障はありませんが、工
事用の足場を設置し、工事用車両
が通行します。安全確保のため交
通誘導員が通行を規制することが
ありますが、ご理解ご協力お願い
します。

健康推進課　992-5711

空き家などの適切な管理を
お願いします

　「空家等対策の推進に関する特
別措置法」で、空き家の所有者な
どは、周辺の生活環境に悪影響を
及ぼさないよう適切な管理に努め
るとされています。
　空き家を放置すると、倒壊の危
険、放火の誘発、害虫の発生、不
審者の侵入などで周辺住民に不安
や迷惑を与えます。長期間空き家
にする場合は、近隣や地元区など
へ連絡先を知らせてください。早
期に状況を把握することにつなが
ります。

まちづくり課　995-1856

Information
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住宅確保要配慮者専用
賃貸住宅への改修費補助金

　民間賃貸住宅や空き家を改修し
て、住宅確保要配慮者の専用賃貸
住宅にする場合に補助金が受けら
れます。
補助金額／改修工事費用の1／3

以内（限度額：50万円／戸）
　※耐震改修工事などを実施する

場合50万円／戸が加算されま
す。
平成31年２月28日㈭
スマートウェルネス住宅等推進
事業室　03-6265-4905

オーストラリアンフェア

　姉妹都市オーストラリアのフラ
ンクストン市から訪問団が訪れ、
お祭りを開催します。オーストラ
リアの文化に触れ、交流を深めて
みませんか。

９月30日㈰　10時～15時
市民文化センター多目的ホール
ブーメラン製作コーナー、オー
ストラリアの飲食物販売コー
ナー、ステージイベント（ダン
ス・バンドの演奏）など

●ボランティア募集
　オーストラリアンフェア前日と
当日の運営や、通訳のボランティ
アを募集しています。

大学生以上の方
９月17日㈪

海外友好協会　993-9695
　※受付▶㈪㈬㈮　13時～16時

info@sofa-jp.org

9/10 は「下水道の日」
キャンペーンを実施

　９月10日㈪は「下水道の日」
です。下水道の役割や重要性など
について理解・関心を深めるため
の記念日です。

９月10日㈪　17時30分～18時
30分
マックスバリュ裾野茶畑店
PRグッズなどの配布
上下水道経営課　995-1836

市民無料相談

９月20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、登記、
会社の設立、増資、成年後見業
務、社会保険労務などの相談。

　●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。
戦略広報課　995-1802

　平成30年10月１日を基準日
として、住宅・土地統計調査が
行われます。この調査は、住生
活に関するさまざまな施策のた
めの基礎資料を得るために、統
計法に基づいて行う基幹統計調
査です。ご協力をお願いします。

企画政策課 　995-1804

調査の対象
　統計上の定められた方法で無
作為に抽出された世帯（市内約
1,800世帯）

調査の方法
　９月上旬から統計調査員が対
象世帯を訪問し、お知らせや調
査票を配布します。回答はイン
ターネットで行うか、10月１
日㈰以降、調査票を調査員へ提
出してください。

調査の内容
・住宅などに関する事項（居住

室の数や広さ、敷地面積、建
築時期、床面積、家賃など）

・世帯に関する事項（世帯構成、
通勤時間、現住居に入居した
時期、前住居に関する事項な
ど）

結果の利用
　国や地方公共団体の住生活基
本計画の成果指標、耐震性や防
火性などの住宅性能水準の達成
度や空き家の実態把握などに幅
広く利用されます。

個人の情報は守られます
　調査票の回答内容は統計法に
基づき厳重に保護されます。統
計法では正確な統計を作成する
ため、調査に回答する義務が定
められています。

平成30年住宅・土地統計調査
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お知らせ

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。

９月７日㈮、10月12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
　社会福祉協議会　992-5750

にこにこキャラバン
“深良地区の巻”

　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。

９月18日㈫　10時～12時
町震地区コミュニティセンター
未就園児とその保護者の方
歌、手遊び、リズム遊び、親子
製作、主任児童委員を交えたフ
リートークなど
市民生委員児童委員協議会

　997-2031

浄化槽パトロールを実施

　市では、家庭からの生活排水に
よる河川への負荷を軽減するため、
合併浄化槽の整備、普及を進めて
います。
　浄化槽の適切な維持管理がされ
ているか確認するため、浄化槽パ
トロールを行います。身分証明書
を携帯した浄化槽協会会員または、
市長許可清掃業者が住宅を訪問し
ます。在宅である必要はありませ
んが、敷地内に立ち入る場合もあ
ります。ご協力をお願いします。

平成31年２月28日㈭
生活環境課　995-1816

精神保健福祉総合相談

　精神科医師による個別相談を行
います。精神疾患と精神障害の早
期発見、早期治療、再発予防、社
会復帰を促進し、精神的健康の保
持増進を図ります。

とき ところ

９月19日㈬
三 島 市 保 健 セ ン
ター（三島市南二
日町）

９月20日㈭ 東部総合庁舎（沼
津市高島本町）

対応者／委嘱を受けた非常勤の精
神科医師、東部保健所福祉課の
保健師や精神保健福祉士など

県東部健康福祉センター
　福祉課　920-2087

すそのスタイルvol.10発行 　　

　テーマは「やっぱり富士山が好
き。」です。vol.１からvol.９ま
で反響の大きかった話題や情報を
セレクトして紹介します。
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 .1～9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

迷惑電話非着信装置の設置

　悪質電話を防止するための機器
の設置希望者を募集します。
設置期間／10月１日㈪～平成31

年３月31日㈰
市内に住んでいる電話番号表示
サービスを利用している方で、
アンケートに協力できる方
25世帯　※応募者多数の場合
は抽選
各家庭に回覧した申込用紙に必
要事項を記入し、送付するか、
産業振興課でお申し込みくださ
い。
９月21日㈮
産業振興課　995-1857

家族のための
精神保健福祉講座

10月３日㈬・12日㈮・19日㈮、
11月２日㈮　13時30分～16時
県東部総合庁舎（沼津市高島本 
町）
こころの病気（主に統合失調症）
を持つ方の家族で、東部保健所
管内に住んでいるか通勤してい
る、原則４回参加できる方
30人（先着順）
①こころの病気の理解と治療に
ついて②薬との付き合い方③家
族の対応の仕方と医療機関との
付き合い方・退院後の支援～訪
問看護～④家族と本人を支える
地域の社会資源と制度・当事者
の体験談
９月３日㈪～28日㈮

県東部保健所福祉課
　920-2087
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かんがい施設遺産
深良用水上郷堰

せぎ

めぐり

　世界かんがい施設遺産登録４周
年を記念して、岩波から佐野まで
黄瀬川に沿って深良用水上郷地区
の堰をめぐります。

10月13日㈯　13時30分～
　（150分程度）　※荒天の場合

は14日㈰９時15分～
集合場所▶︎いわなみキッチン 
解散▶︎市役所
７km程度歩ける方
25人（先着順）
カロウト堰・大洞堰・古堰・文
化センター深良用水特別展示
室・佐野堰（中郷）・中央公
園・富沢堰（富沢穴堰）などを
見学し、各堰のかんがいエリア、
地形の特性などを解説します。

講師／田口建一さん（市文化財保
護審議委員）
50円（保険料、当日回収）
街歩きに適した靴・帽子・服装 
飲料水・雨具
生涯学習課に電話で申し込むか、
メールで次の内容を明記の上、
送信してください。

　●件名▶︎堰めぐり申込
　●内容▶︎参加する全員の氏名、

住所、電話番号、生年月日
９月７日㈮～10月５日㈮
集合場所に駐車場はありません。
生涯学習課　994-0145
syakyo@city.susono.shizuo
ka.jp

高齢者安全運転研修
「動画ＫＹＴ研修」

11月22日㈭
　午前の部▶︎10時～12時
　午後の部▶︎13時30分～15時30

分
生涯学習センター学習室２
市内に住んでいる65歳以上の
方で運転免許証をお持ちの方
各部20人（先着順）
実際の運転に近いCG動画映像
を見ながら、瞬時の認知・判断
を行うなどのKYT（危険予測
トレーニング）研修を行います。
筆記用具
９月４日㈫～20日㈭

危機管理課　995-1817

あすなろ囲碁教室（後期） 　　

　子どもから大人までみんなで囲
碁を楽しみます。初心者の方も気
軽に参加してください。

10月６日・13日・20日・27日、
11月３日・10日・17日・24日、
12月１日・８日・15日・22日、
１月５日・12日・19日の土曜日

　（全15回）　※時間はいずれ
も10時～11時30分
東西公民館（鈴木図書館３階）
市内に住んでいるか通勤してい
る５歳以上の方
25人（先着順）
高校生以下1,500円

　大人3,000円
東西公民館にある申込用紙必要
事項を記入し、受講料を添えて
お申込みください。
９月８日㈯９時～23日㈰17時
東西公民館　992-6677

聞こえのサポート講座

　学校や職場、地域での集まりで
聞き取りにくい、仲間との会話に
入れないなど聞こえに不自由を感
じている方はぜひご参加ください。

①９月15日㈯②10月20日㈯ 
　13時30分～16時30分

三島市社会福祉会館（三島市南
本町）
聞こえに関心のある方
①講演／補聴器の今、そしてこ
れから（講師▶︎中川良雄さん）　
②補聴援助システムについて、
質疑応答、閉講式

特定非営利活動法人　静岡県
中途失聴・難聴者協会

　090-7850-1887（西井）

市民ソフトボール大会
参加チーム

10月14日㈰　８時30分～
総合グラウンドなど
市内の１行政区単位の男女の
チーム（学生を除く） ※同じ
地区体育委員会内の複数行政区
でチーム編成可
１チーム2,000円
市民体育館にある所定の申込書
に必要事項を記入し、参加費を
添えて、提出してください。
９月30日㈰
10月５日㈮19時から生涯学習
センター学習室１で監督者会議
を行います。
市スポーツ祭運営委員会

　993-0303
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タッピングタッチ講座

　タッピングタッチは指先の腹を
使い、ゆったりとしたリズムで
タッチするケアの手法です。道具
は必要ありません。

９月16日㈰、10月28日㈰、11
月18日㈰　10時30分～12時
市民文化センター21・22会議室
15人（先着順）
インストラクター資格取得の一
段階として、タッピングタッチ
協会の基礎講座Ａを学びます。
受講料1,050円、教材費500円
筆記用具

生涯学習センター  992-3800

駿東地域職業訓練センター
10月講座

●技能講習▶︎玉掛け技能講習、
フォークリフト運転技能講習
（最大荷重１ｔ以上）、車輌系
建設機械運転技能講習（解体）
●特別教育・安全衛生教育▶︎
アーク溶接、刈払機取扱作業者

安全衛生教育●自主訓練▶︎造園
管理講座●受験対策▶︎第２種電
気工事士受験対策講座（技能）、
建築大工技能検定対策講座●パ
ソコンコース▶︎パソコン入門、
ワード・エクセル基礎、ワー
ド・エクセル活用、デジタルカ
メラ、イラストレーター基礎、
アクセス基礎、夜間パソコン入
門、夜間ワード・エクセル基礎、
夜間ワード・エクセル活用、夜
間パワーポイント基礎、夜間ア
クセス基礎、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

保育・子育てニーズ対応
チャレンジ事業

　子育て経験を生かした再就職・
再チャレンジを支援する事業です。
保育や子育て現場に従事するため

に役立つ講座を開催します。
①10月５日㈮②12月７日㈮

　13時15分～15時45分
中郷公民館中郷文化プラザ２階
多目的ホール（三島市梅名）
保育士や子育て支援員などの資
格取得を目指す方
60人
①保育士や子育て支援員などの
資格の取得についての講義など
②保育士試験科目別勉強法、着
眼点の講義など
申込書に必要事項を記入し、
メールまたはファクス、郵送で
㈱東海道シグマに提出してくだ
さい。
９月５日㈬
保育課　995-1822

　㈱東海道シグマ　054-272-0206
〒420-0857　静岡市葵区御幸
町８-１　ＪＡＤＥビル６階
054-252-3001
kyoiku@tokaido-sigma.jp

認知動作型トレーニングマシン教室の参加者を募集

中学生以上の方で、医師による運動制限のない方
各12人　※応募者多数の場合は抽選になります。
各10回5,000円　※初回に徴収
往復はがきの往信面に住所・氏名・生年月日・年
齢・性別・連絡先・希望教室番号を、返信はがき表
面に住所・氏名を記入し、裏面は未記入のまま市民
体育館へ送付してください。参加の可否は返信はが

きでお知らせします。
９月30日㈰（必着）
教室受講者は教室終了後、健康増進ルームの個人利
用ができます。
市民体育館教室係　993-0303
〒410-1113　稲荷24

　動作の改善が目的で、ダイエットや姿勢改善、競技力向上などが期待できるトレーニングマシンです。

教室名 開催日 開催時間 初回 教室番号 対象

はじめて教室

火曜日
10:30～12:00

10月16日
N4301

認知動作型トレーニングマシン未
経験者の方

19:00～20:30 N4302

木曜日
13:30～15:00

10月18日
N4303

19:00～20:30 N4304
金曜日   9:00～10:30 10月12日 N4305

フォロー教室 火曜日   9:00～10:30 10月16日 N4306 はじめて教室修了者の方
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謎解き脱出ゲーム

　チームで力を合わせて謎解きを
し、アイテムを手に入れて脱出す
るゲームです。

９月29日㈯　10時～11時10分
鈴木図書館２階視聴覚室
市内に住んでいる小学生
16人（先着順）
９月８日㈯　９時～

鈴木図書館　992-2342

陶芸講座受講生

土日コース▶︎９月29日㈯・30
日㈰

　平日コース▶︎11月６日㈫・７
日㈬

　各日とも９時30分～11時30分
東西公民館実習室
市内に住んでいるか通勤してい
る方で２日間受講できる方

　※親子でも参加できます。
10人（先着順）
食器や小物などを作ります。
受講料400円、材料費3,000円

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
て、提出してください。
９月４日㈫９時～17日㈪19時
東西公民館　992-6677

消費者相談室 消費生活センター便りCounseling Room Center News

Q インターネットで海外旅行を申し込み、お金
を払ったが行けなくなった。キャンセルした

いが電話がつながらない。メールを送っても返事が
ない。どうすればよいのか？

Ａ インターネットでの旅行予約は、店舗での対
面での予約と違い、詳しい説明を受けたり質

問をしたりすることができません。申し込む前に利
用規約などをよく読み、予約内容やキャンセル・変
更する場合の契約条件をよく確認する必要がありま
す。サイト運営業者の基本情報 （名称、住所、代
表者氏名、日本での旅行業者登録の有無）や問い合
わせ手段なども確認しておきましょう。予約後は、
予約確認メールや、申し込み画面を印刷し、清算、
旅行が終わるまで保管してください。困ったときは、
センターにご相談ください。

美容医療の一部でクーリング・オフが可能に
　これまで美容医療サービスはクーリング・オフが
できませんでしたが、特定商取引法の改正で下記の
サービスのクーリング・オフができるようになりま
した。
①毛　②にきび・しみなどの除去　③しわ・たるみ
の軽減　④脂肪の減少　⑤歯の漂白
　提供期間が１カ月を超過し、金額が５万円を超え
た場合は、クーリング・オフできます。一定期間経
過後は、違約金を払うことで中途解約できます。
　医療サービスは高額な契約になることや、皮膚障
害ややけどなどの危害が発生することもあります。
契約内容を書面でしっかり確認し、十分説明を受け
理解してから契約してください。

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 !!

データバンク
８月１日現在

人　口　52,311人 （−60人）
　男　　26,593人 （−23人）
　女　　25,718人 （−37人）
世　帯　21,751世帯
 （−49世帯）
内、外国人 752人410世帯

消費生活センター 995-1854
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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

12日㈬
９:00～９:15

平成30年３月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

18日㈫
13:00～13:30

平成29年２月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

13日㈭
13:00～13:15

平成28年３月
生まれの方

３歳児
健康診査

20日㈭
13:00～13:30

平成27年８月
生まれの方

日（曜日） 時　間
4日㈫　 17:00 ～ 19:45

11日㈫※  9:00 ～ 11:30
18日㈫　 13:00 ～ 15:30
27日㈭※  9:00 ～ 11:30

※は C 型肝炎検査もできます。

９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※
３・10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

10日㈪
13:00～15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

12日㈬
8:45～ 9:00 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

10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

３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

12日㈬・28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

10日㈪
13:30～15:30

こころの悩みに関す
る相談を希望する方

寄り道
試食会※

25日㈫
10:00～11:00

野菜摂取や減塩メ
ニューを知りたい方

日 月 火 水 木 金 土

整形

内科 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 整形 内科 外科 内科 内科 整形

外科 整形 内科 整形 内科 整形 内科

整形・内科
※16日㈰・30日㈰は、16時55分まで整形、16時55分か

ら内科

2
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16

23

30

3

10

17

24

4

11

18

25
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26

6

13
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28

１

8

15

22
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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

９月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小 児 科

16 ㈰

さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 西方外科医院 921-1333 共栄町

小林内科医院 921-2165 米山町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

須山診療所 998-0006 須山 えがわ医院 921-5148 高島本町

17 ㈪

南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

きせがわ病院 952-8600 大岡 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

さくら
胃腸科・外科 994-1008 御宿 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

18 ㈫ 清流クリニック 941-8688 堂庭 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

19 ㈬ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 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

20 ㈭ 武藤医院 931-0088 三園町 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

21 ㈮ なおきクリニック 929-8555 東椎路 遠藤クリニック 975-8801 久米田 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

22 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 西島病院 922-8235 大岡 西村医院 971-6510 下土狩

23 ㈰

ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 東医院 921-5520 高沢町

村岡内科クリニック 954-2000 大岡 よざ小児科医院 967-5722 原

大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

24 ㈪

薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉

林医院 931-1120 住吉町 瀬尾記念慶友病院 935-1511 下香貫
島郷

まるやま
小児科医院 981-8577 堂庭

いずみ内科
クリニック 993-4760 茶畑

25 ㈫ 大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 酒井医院 966-1755 今沢 田中医院 921-2053 高島町

26 ㈬ 本村クリニック 969-0001 大塚 松原医院 962-1496 白銀町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町
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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

９月後期

27 ㈭ 鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 池田病院 986-1212 本宿 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

28 ㈮ あそうクリニック 929-7575 筒井町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

29 ㈯ さとやまクリニック 939-8031 東原 瀬尾記念慶友病院 935-1511 下香貫
島郷 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

30 ㈰

柿田川医院 973-3601 柿田 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

岡田医院 921-5321 新宿町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 五十嵐クリニック 934-6700 志下

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

16 ㈰ なめり竹山耳鼻咽喉科
980-4133 納米里

永井眼科
980-1777 萩

岩端医院
962-1368 大手町

スルガ平デンタルクリニック
988-0120 東野

17 ㈪ つちや耳鼻咽喉科医院
0545-30-8003 厚原

吉村眼科内科医院
984-1333 長伏

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波

ひだまり歯科クリニック
955-7827 佐野

23 ㈰ ながいずみ島田耳鼻咽喉科医院
939-8833 下土狩

本田さくら眼科医院
951-1365 大手町

安達産婦人科クリニック
976-0341 寿町

松本歯科医院
993-8711 千福が丘

24 ㈪ 田中耳鼻咽喉科医院
975-0226 中央町

小野眼科クリニック
929-1881 高島町

いながきレディースクリニック
926-1709 宮前町

真野歯科医院
972-5290 堂庭

30 ㈰ 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

岩端医院
962-1368 大手町

牧野歯科医院
988-1184 下長窪

清水町　 長泉町　 沼津市　 三島市　 裾野市　 富士市
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富士山資料館993-9300 998-1325

NAVI
９月の休館日
３日㈪・18日㈫

　「100ｍでは悔しい思いをしたので、200ｍで全
国大会出場を決めることができて嬉しいです」と語
るのは、富岡中学校３年生の御宿ありすさん。６月
に行われた県中学校選抜陸上競技大会に100ｍと
200ｍでエントリー。100ｍは、全国標準記録を突

破するも、追い風参考記録となり全国大会出場を逃
しました。その悔しさを200ｍでぶつけ、全国標準
記録を突破し、８月18日㈯から21日㈫まで岡山県
で行われた全日本中学校陸上競技選手権大会への出
場を決めました。
　御宿さんは、陸上競技を兄の影響で小学５年生か
ら始めました。中学生になり本格的に競技と向き合
い、部活動以外にクラブチームにも所属しています。
練習は週５日以上。大会で納得いく結果を出すこと
ができず、悩んだ時期もありましたが、日々の練習
の中に目標設定をし、課題を１つ１つクリアしてい
くことで着実に力を付けました。「全国大会では、
これまで指導してくれた先生やコーチ、支えてくれ
た方々への期待に応えます。決勝に残れるように頑
張ります。中学の集大成として有終の美を飾って終
えたいです」と意気込みを語りました。
　「高校に進学しても大好きな陸上競技を続け、さ
らに活躍できる選手になりたいです」と笑顔で話し
てくれました。これからの活躍も期待しています。

全日本中学校陸上競技選手権大会
女子共通200ｍ出場

御宿　ありすさん（上城・14歳）
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わたしたちのふるさと　公募写真展

　「ふるさと」とは、生まれ育った所やかつて住ん
だことがある街など、自分が「ふるさと」を感じて
いる場所のことです。「ふるさと」の写真を出品し
てください。
　展示期間中、入場は無料です。どなたでもご覧に
なれます。

展示期間／11月14日㈬～18日㈰　10時～17時
と こ ろ／２階展示室
申し込み／申込票、出品票、預り票、額装された写
　真作品を提出してください。
　※１人３作品まで出品できます。
申込期間／10月17日㈬～11月９日㈮
出 品 料／一般▶︎250円
　友の会会員▶︎200円
　高校生以下▶︎100円

関所と農村の負担

　江戸時代の小田原藩は、東海道と甲州への脇道に
ある関所を管理していました。代表的なものが箱
根・根府川・仙石原・矢倉沢の関所です。箱根は
「入鉄砲と出女」を、根府川は熱海の入湯者の動き
を監視していました。これらの関所の修繕は、周辺
の領地の村々に命じられました。
　須山区に残る1848年の『蒲原宿助郷御免願い』
では「仙石原関所の修復と柵の結替えについては、
山坂５里竹木を運び、人足・大工・杣

そま
・木

こ び き
挽も派遣

するので多大の費用がかかり
ます。箱根関所の急用の際に
は詰人足を出すこともありま
す」と訴えています。1853
年２月、関東地方を中心とし
た地震が発生し、仙石原関所
でも門・石垣・建物に大きな
被害がでました。藩では、す
ぐに村々に修繕の指示を出し
ました。　

『蒲原宿助郷御免願い』

（須山区有文書）
『仙石原御関所修復日記』

（渡邉家文書）


