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Contents
p02 富士山ナンバープレート交付開始!
p03 市民のふれあいフェスタすその・消費生活展
p04 海外ホームステイで貴重な体験
p05 なくそう不法投棄・屋外焼却！
p06 お知らせ

９月１日　第35回富士山すその阿波おどり大会
すその駅前中央商店街



　富士山ナンバー地域では、10月１日㈪から、地域の
象徴である「富士山」がデザインされた図柄入りナン
バープレートの交付を開始しました。図柄入りナンバー
プレートをつけ、走る広告塔として、富士山麓地域の魅
力を全国に発信しましょう。

企画政策課 995-1804

窓口

◎自家用・業務用登録自動車　
　県自動車会議所　沼津事務所（沼津市原字古田）
　☎967-1171
◎軽自動車
　県自動車会議所　沼津事務所軽分室（沼津市大塚）
　☎939-6022

８時45分～12時、13時～16時30分
休 土・日曜日祝日、年末年始（12月29日～１月３日）

 県自動車会議所 沼津事務所 967-1171

自動車販売会社・整備工場

　交付手数料に加え、ナンバープレートの取付手数料がか
かる場合がありますので、直接問い合わせてください。

・フルカラーとモノトーンの２種類
・交付手数料が必要
・フルカラーは交付手数料に加え、
　1,000円以上の寄付が必要

フルカラー モノトーン

自家用登録自動車 業務用登録自動車 軽自動車

緑色の縁取り 黄色の縁取り

インターネット

予約サイトへ
※24時間365日利用可
http://www.graphic-number.jp

!

図柄入りナンバープレートで地域を盛り上げる

交付手数料
軽自動車・中型 大型

モノトーン 7,400円 10,800円
フルカラー 7,400円＋1,000円以上の寄付 10,800円＋1,000円以上の寄付

※事業用軽自動車の図柄入りナンバーはありません。
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産業振興課
995-1857

　市民のふれあいフェスタすそのと消費生活展を同日に開
催します。フェスタすそのでは、市内の商工業者などによ
る展示や即売、餃子祭りを実施。商工会青年部と女性部に
よるハロウィーンイベントも開催します。消費生活展では、
おもちゃを修理するおもちゃ病院やフリーマーケットなど
を行います。家族で学び、楽しめるイベントです。

2018すそのフェスタだ！
すそのブランドとハロウィンで！

●商品、工業製品、観光物産品、植木などの展示・即
売

●企業紹介、建設業紹介
●住宅不動産フェア
●雨水タンク組立体験
●すそのブランド認定式、認定品PR
●青年部・女性部によるハロウィンマルシェなど
●すその餃子祭り
●親子工作教室
　▶︎建設業組合の方の指導を受けて、せいろ作りに挑

戦します。
　 10月21日㈰　10時30分～
　 文化センターエントランス
　 市内に住んでいる小学生以下の方とその保護者
　 50組（先着順）
　 かなづち、ドライバー（お持ちの方のみ）
　 産業振興課へお申し込みください。

第37回消費生活展
“くらしサンサンフェスタ”

●おもちゃ病院▶︎おもちゃを修理します。壊れてし
まったおもちゃをお持ちください。簡単なおもちゃ
の制作も行います。 ※おもちゃの修理は、修理で
きない場合や、費用がかかる場合があります。

●フリーマーケット
●クイズラリー▶︎先着で地場産品をプレゼント！
●パネル展示

団体名 テーマ（内容）
消費者団体協議会 協議会この１年

消費生活研究会 固くなる団子・固くなら
ない大福

ライフプラネット 牛乳についてもっと知ろ
う！

沼津友の会裾野最寄 2017 全国友の会家計報
告、魚のおろし方

明るい社会づくり運動県
裾野地区協議会

上質古紙 毎月第二 土曜日
９時 市役所Ｐで、リサイ
クル

NPO法人里山会公文名
ファイブ

地域の宝「里山をこども
達へ」

県地球温暖化防止活動推
進センター　※

県 民 運 動『 ク ル ポ 』 で
COOL CHOICE

㈶関東電気保安協会 電気安全と省エネルギー
東京電力パワーグリッド
㈱静岡総支社　※ 電気の賢い使い方

静岡ガス㈱東部お客さま
グループ

天 然 ガ ス お よ び エ ネ
ファームの紹介（家庭用
燃料電池）

生活環境課 身近な「ごみ」について
考えよう

消費生活センター 悪質商法〝こんな手口に
ご用心！″

※20日㈯のみ出展

10月20日㈯　10時～16時
 　　 21日㈰　10時～15時

市民文化センター

相馬市と泉佐野市が出店
特産物を販売

　当市と特産物相互取扱協定を結んでいる福島県
相馬市と大阪府泉佐野市が出店します。相馬市は
相馬市で収穫された梨“新

にいたか
高”を、泉佐野市は特

産の泉州タオルを販売します。
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市民のふれあいフェスタすその・消費生活展
ハロウィーンのイベントも開催
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ホームステイや体験入学などで充実した国際交流

　８月４日㈯から 14 
日㈫までの11日間の
日程で行われ、市内の
小学生３人、中学生７
人が参加しました。子
どもたちは、慣れない
英語と日本と違う文化
や気候に驚きながらも、
現地の方との親交を深
め、オーストラリアの
生活を体験しました。
　滞在中は、各家庭に
ホームステイしながら、
デリンヤ小学校やフラ
ンクストン高校の中等
部に体験入学。ホスト
の子どもたちのクラス
に入り、オーストラリ
アの授業を受け、練習
した盆踊りや書道を披
露するなど日本文化を
紹介しました。

ホストファミリーとの交流などを振り返る

　８月22日㈬、短期留学の報告会が市役所で行われ
ました。現地の児童、生徒、ホストファミリーとの交
流などを振り返りました。参加した子どもたちは「授
業にタブレットを導入しているのは先進的に感じまし
た」「ホームシックになったときに、ホストファミ
リーに温かく慰められて嬉しかったです」「出会った
ときのホストファミリーの笑顔で緊張がほぐれて、笑
顔の大切さを知りました」「今まで怖いと思っていた
海外のイメージが、実際に訪れるといろいろな人に優
しくしてもらい変わりました」「今は語学力が足りな
いけど、次は喋れるよう英語の勉強を頑張りたいで
す」など、見たり、感じたりした体験を生き生きと話
してくれました。

▲短期留学の報告会

▲デリンヤ小学校の授業風景

▲フランクストン高校中等部
の授業風景

▲盆踊りを披露

シビックプライド推進室
995-1803

　海外友好協会が夏休み小・中学生短期留学で姉妹都市オーストラリア
のフランクストン市へ児童・生徒10人を短期派遣しました。交流行事
などを通じて現地の人々の生活や文化に触れ、国際感覚を養うことを目
的に実施しました。
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海外ホームステイで貴重な体験
小・中学生10人が姉妹都市フランクストン市を訪問



不法投棄は重大な犯罪です
～「自分だけなら」の身勝手な行動はダメ～

　一部の心ない人による不法投棄は、周辺環境の悪化
や近隣への迷惑となります。家庭で出たごみは、市の
収集日に決められた場所へ出してください。
　他人の土地や道路、河川に捨てた場合は、懲役刑や
罰金が科せられる場合があります。
　市では不法投棄の予防策として、不法投棄されやす
い場所を中心に定期的なパトロールを実施しています
が、普段から草刈りや囲いをするなどして土地の管理
を行いましょう。

屋外焼却はやめて！

　市には年間を通じて、煙や臭いなど屋外焼却に関す
る苦情が多く寄せられています。これからの季節は、
切り落とした枝や刈った草、落ち葉などの焼却を行う
例が多く見られますが、屋外焼却は原則禁止されてい
ます。ブロックなどで囲って行う焼却やドラム缶を使
用した焼却も認められていません。
　例外として、屋外焼却が認められる場合もあります
が、周辺に住んでいる方の健康を害したり、洗濯物を
汚したりすることがないよう配慮が必要です。

家電リサイクル法に基づく適正な処理を

　市では、テレビやエアコン、冷蔵庫、洗濯機、衣類
乾燥機などの家電は回収していません。家電リサイク
ル法に沿って正しく処分しましょう。
買い換える場合
◆家電購入店などに引き取りを依頼
　　買い換えをする店や家電を買った店に引き取りを

依頼してください。　※リサイクル料、運搬料金な
どが必要

買い換え以外の場合
◆廃家電指定取引所へ直接持ち込む
　　郵便局でリサイクル料金を振り込み、家電リサイ

クル券を処分する製品に貼ってから、指定引取所へ
持ち込んでください。 ※製品のメーカー名、型番
が必要

　最寄りの指定取引所▶セキトランスシステム㈱（長
泉町納米里515-1　☎988-6868）

◆市内の収集運搬許可業者に依頼
　　許可業者にリサイクル料金と収集運搬料金を支払

い指定取引所まで運搬を依頼してください。
　市内許可業者▶︎●田口ライフサービス㈱（☎993-

7728）、●豊富士商事㈱（☎992-4112）●㈱
富士美装グリーンサービス（☎997-5480）

不要な家電などの処分は許可業者に

　不要な家電や家庭ごみを収集する場合には、市の一
般廃棄物処理業許可や委託が必要です。

生活環境課　 995-1816
美化センター 992-3210

　山林や道路脇、空き地などへのごみを不法に捨てる人が後を
絶ちません。不法投棄は、美観を害し、環境を悪化させ、自然
破壊を招きます。ごみはルールに従って適正に処理し、きれい
な自然やまちを守っていきましょう。

～スプレー缶のガスは完全に抜いて！～

　中身の残ったスプレー缶やカセットボンベを資
源ごみとして出すと、収集車への積み込み作業中
に爆発・炎上する場合があります。
　人命に関わる重大事故につながる恐れがあるた
め、これらをごみとして出す場合は、必ず中身を
使い切り、スプレー缶などには穴を開けてから資
源ごみ（その他金属小）として出してください。
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なくそう不法投棄・屋外焼却！
テレビなどの家電の処分にはリサイクル券が必要
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インフォメーション

Information

働き方改革関連法案が成立

　働き方改革関連法の施行で、事
業所における残業時間の制限、中
小企業・小規模事業所の月60時
間を超える残業に対する割増賃金
率の引き上げ、１人１年あたり５
日間の年次有給休暇の取得などが
義務付けられます。

静岡労働局雇用環境・均等室
　054-252-5310

子どもたちの富士山絵画展

　市内の小学５年生が描いた富士
山の絵の中から、各学校で選ばれ
た作品約170点と、東中・西中学
校美術部の記念作品を展示します。

10月27日㈯～12月28日㈮
　開館時間／９時～16時30分

富士山資料館特別展示室
入館料／大人210円
　小・中学生100円

富士山資料館　998-1325

おわびと訂正

　対象の方に既に送付している、
平成30年度インフルエンザ予防
接種実施通知書兼接種券に同封し
た、平成30年度インフルエンザ
定期予防接種（65歳以上）実施
医療機関一覧の一部に誤りがあり
ました。おわびして訂正します。
【誤】齋藤耳鼻科内科医院
【正】齋藤耳鼻咽喉科医院

健康推進課　992-5711

行政書士無料相談会

10月22日㈪　10時～12時
市役所４階

相続や遺言、不動産に関する申
請、建設業・産廃業許可などの
申請についての相談
県行政書士会裾野支部

　993-4168

裾野吹奏楽フェスティバル
2018

　どなたでも来場できます。
10月６日㈯
市民文化センター大ホール

　開場▶︎12時、開演▶︎13時
市内の小・中・高等学校の吹奏
楽部と静岡県警音楽隊による演
奏会です。

出演団体／東小学校、深良小学校、
東中学校、西中学校、富岡中学
校、裾野高等学校、不二聖心女
子学院、県警音楽隊
生涯学習課　994-0145

労使間のトラブルの相談

　労使間のトラブルの悩み相談を
県民生活センター労働相談窓口で
受け付けています。

月～金曜日　９時～12時、13
時～16時
沼津商連会館ビル２階（沼津市
大手町）
相談内容によっては、県労働委
員会の「あっせん」を紹介しま
す。あっせんでは、公益、労働
者、使用者の代表３人のあっせ
ん員が当事者の間に立ち、公
正・中立な立場からお互いが合
意できる妥協点を見つけ出し、
トラブル解決に向けた手伝いを
します。

東部県民生活センター
　951-9144
　フリーダイヤル▶0120-9-39610
　（固定電話からのみ）

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。

10月27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

にこにこキャラバン
“東地区の巻”

　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。

10月16日㈫　10時～12時
東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
民生委員児童委員協議会（土屋）

　997-2031

国保高齢受給者証交付会

　11月１日㈭から対象となる方
に、受給者証を交付します。

10月18日㈭
　10時20分～11時30分

福祉保健会館３階研修室
昭和23年10月２日～11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
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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　

富士山資料館「もみじ観察会」

10月28日㈰　９時30分～12時 
※雨天時９時30分～11時
富士山遊歩道

　集合場所▶︎富士山資料館
小学４年生以上の方
富士山遊歩道で見られる紅葉を
観察します。　※雨天時は館内
で学習会を開催します。

講師／大森紀行さん
300円
防寒着、飲み物、双眼鏡またはカ
メラなど（お持ちの方のみ）
車でお越しの方は第２駐車場を
ご利用ください。
富士山資料館　998-1325

勤労者教育資金利子補給制度

　市内に住んでいる勤労者の方ま
たはその子どもの高校・大学など
の教育費用を、県労働金庫から借
り入れる場合、市の利子補給制度
を利用できます。
利子補給対象限度額／１人300万

円
補給期間／最長５年（在学期間中

の据え置き可能）
利子補給率／1.0％　※利子補給

率は、平成31年３月31日まで
に貸し付けを受ける場合の率で
す。
予算がなくなり次第、受け付け
を終了します。
労働金庫裾野支店　993-8111

　産業振興課　995-1857

10月１日は「浄化槽の日」

　浄化槽の使用者は、次のことを
行うことが浄化槽法で義務づけら
れています。

●県の登録業者に委託して保守
点検の実施（年３～４回以上）

　●市の許可業者に委託して清掃
の実施（年に１回以上）▶︎

　西・東・深良地区／山水総業
　TEL 992-1561
　富岡・須山地区／富士クリー 

ンサービス　TEL 997-6100
　※希望する日時がある場合は、

早めの予約が必要です。
　●県の指定検査機関へ依頼して

法定検査の受検（年に１回）▶︎
　県生活科学検査センター
　TEL 054-621-5030

生活環境課　995-1816

　市民無料相談会を開催

行政相談会　10/15～21は行政相談週間

　市内には、２人の行政相談委
員がいます。行政とのパイプ役
となるのが行政相談委員です。
皆さんから行政への要望などを
聴き、アドバイスをしたり、そ
こで明らかになった問題を関係
する行政機関へ通知したりしま
す。

10時～12時、13時～15時
学校での「行政相談出前教
室」や各種団体と「行政相談
懇談会」なども行います。

行政相談委員

その他の相談

●資格団体相談（10時～12時）
　▶︎土地、家屋（空き家、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。

芹澤 隆伸さん（茶畑）

湯山 貴志子さん（御宿）

　各専門分野の専門家が相談に応じます。申し込みは不要です。
10月22日㈪　※受付▶︎終了時刻の20分前まで　 市役所４階会議室　 戦略広報課　995-1802
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インフォメーション

Information

県最低賃金改正

　県の最低賃金が10月３日㈬に
改正されます。
県最低賃金／858円

静岡労働局賃金室
　054-254-6315

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。

10月31日㈬
美化センター　992-3210

もののふの里葛山城まつり

10月28日㈰　10時～13時
　30分ごろ

葛山城址・仙年寺駐車場
●チャンバラ合戦▶︎葛山城御前
試合・国盗り合戦と称したチャ
ンバラ合戦を行います。●「も
ののふの里」を歩こう▶︎散策
マップを手に、葛山城址を歩い
てみましょう。●手裏剣体験
コーナー▶︎どなたでも体験でき
ます。●甲

かっちゅう
冑武者▶︎よろい・か

ぶとの姿の方々と一緒に写真を
撮れます。●その他▶︎富岡中学
校吹奏楽部の演奏、甲冑武者に
よる寸劇、飲食物の出店などが
あります。
もののふの里葛山城まつり

　実行委員会　997-1035

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。

10月25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

こども医療費受給者証
10/1 から新しく

　10月１日㈪からこども医療費
受給者証が新しくなります。受給
対象者の市内の小・中学生の方と
高校生相当年齢の方には、新しい
受給者証を郵送しました。今後は
新しい受給者証をご利用ください。
古い受給者証は破棄してください。

９月30日㈰以前に受給者証を
提示しないで医療機関を受診し
た方は、子育て支援課で医療費
助成の手続き時に古い受給者証
をお持ちください。
子育て支援課　995-1841

裾野駅西土地区画整理事業
事業計画の第３回変更

　当市では、市の玄関口にふさわ
しい中心市街地の形成に向けて、
裾野駅西地区を一体的に基盤整備
する裾野駅西土地区画整理事業を
実施しています。当事業の事業計
画を、県知事の認可を受け、８月
24日㈮に変更しました。詳細は市
公式ウェブサイトで確認するか区
画整理課にお問い合わせください。

http://www.
city.susono.sh
izuoka.jp/ma
chizukuri/1/
land_readjustment_proje
ct/susonosta_lrp/7676.html
区画整理課　994-1274

こころの健康づくり講演会

10月31日㈬　13時30分～14
時45分
生涯学習センター３階学習ホー
ル
市内に住んでいる方
160人

テーマ／見えないこころに向き合
う方法

講師／橋本景子さん（高田短期大
学特任准教授）
すその健康マイレージ対象事業

健康推進課　992-5711

重要文化財 旧植松家住宅
清掃ボランティア

10月20日㈯
　清掃▶︎13時30分～、お茶会▶︎

14時30分～
旧植松家住宅（中央公園内）
10人（先着順）
重要文化財・旧植松家住宅を清
掃します。清掃後には、県立裾
野高等学校茶道部によるお茶会
を行います。掃除ができる服装
でお越しください。
10月５日㈮ 　８時30分～
雑巾

生涯学習課　994-0145
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お知らせ

駿東地域職業訓練センター
11月講座

●技能講習▶︎小型移動式クレー
ン技能講習（吊上げ荷重１ｔ以
上５ｔ未満）●特別教育・安全
衛生教育▶︎伐木作業の安全衛生
講習（大径木対応）、砥石取替
等特別教育、足場の組立て等作
業従事者特別教育●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、年賀状、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、夜間年賀状、夜間JW-
CAD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、書道教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

サイエンス教室

11月18日㈰　16時～18時30
分　※受付▶︎15時30分～
生涯学習センター２階学習室１、
文化センター第１駐車場
小学４年生～中学生の方
40組（先着順）　※２人１組
でお申し込みください。親子で
も参加できます。
「ガリレオはどうやって月のク
レーターを発見したか」や宇宙
についての最新情報を学びます。

　２人１組で望遠鏡を１台作り、
望遠鏡で宇宙をのぞいてみま
しょう。

テーマ／未知の宇宙を天体望遠鏡

で覗いてみよう
１組1,600円　※保険料１人50
円を含む
生涯学習課にある申込書に必要
事項を記入し、提出してくださ
い。
10月15日㈪～11月９日㈮
筆記用具、はさみ、木工用ボン
ド、輪ゴム（４本ほど）、セロ
テープ、カメラの三脚（お持ち
の方のみ）
生涯学習課　994-0145

市民まちづくり講座

10月27日㈯　13時30分～16
時30分
文化センター会議室34・35
誰かの役に立ちたい方、何か
やってみたい方、地域に仲間が
ほしい方　※小さな子どもと一
緒の参加もできます。
50人
気になっていることがあるけど、
どうしたらいいのか分からない
などのモヤモヤの正体をはっき
りさせて、思いを深め合える仲
間 を 作 る 「 関 係 作 り ワ ー ク
ショップ」です。

テーマ／楽しく発見！あなたのモ
ヤモヤの正体

講師／山ノ内凛太郎さん（ワーク
ショップデザイナー、ファシリ
テーター）
氏名・住所・電話番号・講座名
を電話またはファクス・メール
でお知らせください。
10月25日㈭
市民活動センター

　950-8875　 992-4047
scenter@machitera.jp

看護師等再就業準備講習会

　最近の看護の動向・看護の基礎
技術の演習を行います。

12月５日㈬～７日㈮　９時30
分～15時30分
県看護協会会館（静岡市駿河区
南町）
看護の仕事をしていない看護職
免許保有者
11月22日㈭

県ナースセンター
　054-202-1761

shizuoka@nurse-center.net

壮年男女混合バレーボール大会
参加チーム

11月11日㈰　９時30分～
市民体育館
市内に住んでいる次の要件を満
たす方で構成した行政区単位の
チーム（１チーム20人以内）

　●男性▶︎35歳以上（昭和59年
４月１日以前生まれ）の方

　●女性▶︎年齢にかかわらず社会
人の方（学生不可）
１チーム2,000円
市民体育館にある申込書に必要
事項を記入し、参加費を添えて
提出してください。
10月28日㈰
市スポーツ祭運営委員会

　993-0303
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インフォメーション

Information

市営墓地使用者（第15期）

　市営墓地は、深良中学校から１
km上ったところにあります。墓
地からは美しい雄大な富士山を眺
めることができます。

市民▶︎市に住民登録があり、市
内に墳墓をお持ちでない方

　市外▶︎沼津市、三島市、御殿場
市、長泉町、清水町、小山町に
住民登録がある方、または市内

の事業所に勤務している方で、
市内に墳墓をお持ちでない方

　※いずれも改葬予定の場合はお
申し込みできます。

募集区画／３㎡の標準タイプ29
区画（１号墓域▶︎３区画、２号
墓域▶︎３区画、３号墓域▶︎23
区画）

永代使用料／市民▶︎430,000円
　市外▶︎570,000円　
墓地管理料／5,140円（年額）

墓所使用申込書と本籍地が記載
された住民票を生活環境課に提
出してください。

10月９日㈫９時～10月19日㈮
17時
使用区画抽選会は、10月25日
㈭に行います。引き渡し時期は、
12月初旬の予定です。お急ぎ
の方はご相談ください。
生活環境課　995-1816

消費者相談室 くらしのダイヤルCounseling Room 消費生活研究会

Q 屋根を無料で点検すると業者が訪問してきた。
見てもらったら「瓦がずれている」と言われ

た。損害保険で修理でき、手続きも全て業者がやる
とのことで契約した。その後、「保険の支払対象外
だったため、費用がかかる」と言われた。やめたい。 

Ａ 最近は、台風、豪雨、雷、地震などが多く発
生し、自然災害による住宅トラブルが増加し

ています。保険金を使って無料修理ができると勧誘
する業者が訪問してきても、その場で契約するのは
やめましょう。住宅修理が自分の加入している保険
の対象になるか、まず加入している損害保険会社に
相談してください。訪問販売で契約した場合は、契
約した日から８日間はクーリング・オフ（無条件解
約）できます。８日間を過ぎても解約できる場合も
あるので、不安なときはすぐに消費生活センターに
ご相談ください。

マイクロプラスチックの今
　海を漂う大きさ５㎜以下のプラ粒子、マイクロプ
ラスチックの使用抑制を企業に求める「海岸漂着物
処理推進法改正案」が８月15日㈬に成立しました。
洗顔料や歯みがき粉などに含まれるプラスチック
ビーズの製造と販売の自粛を企業に求めるものです。
　企業はすでに取り組みを始め、子ども向けおも
ちゃメーカーでは植物由来のブロックの発売を３月
１日㈭から開始しました。国内大手化粧品メーカー
では、マイクロビーズ入り製品の生産を昨年６月
30日までに終了し、販売は６月30日㈯までに代替
物質に切り替えました。また、ファストフード世界
大手では９月からイギリスとアイルランドの全ての
店舗で紙ストローが導入されます。
　消費者は、プラスチックを消費する者として、現
実を知り、当事者意識を持つことが大切です。

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 !!

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

10日㈬
９:00～９:15

平成30年４月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

16日㈫
13:00～13:30

平成29年３月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

11日㈭
13:00～13:15

平成28年４月
生まれの方

３歳児
健康診査

18日㈭
13:00～13:30

平成27年９月
生まれの方

日（曜日） 時　間
　2日㈫※ 17:00 ～ 19:30
　9日㈫※  9:00 ～ 11:30
16日㈫　 13:00 ～ 15:30
25日㈭※  9:00 ～ 11:30

※は C 型肝炎検査もできます。

10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※
１・15・22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

22日㈪
13:00～15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

５日㈮
18:00～18:30 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

15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

１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

26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

４日㈭・22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※

23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 内科 内科 整形 内科

内科 整形 内科 外科 内科 整形 内科

外科 整形 内科 外科 内科 整形 内科

整形・内科 整形 内科 外科 内科 内科 整形

整形 内科 内科 内科
※21日㈰は、16時55分まで整形、16時55分から内科

7

14

21

28

１

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27
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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

10月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

16 ㈫ 杉山医院 972-3223 伏見 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 よざ小児科医院 967-5722 原

17 ㈬ 本村クリニック 969-0001 大塚 えがわ医院 921-5148 高島本町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

18 ㈭ あそうクリニック 929-7575 筒井町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

19 ㈮ 森医院 966-2017 石川 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

20 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 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 ㈰

こんどうクリニック 925-2420 岡宮 田中クリニック 992-1881 伊豆島田

やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 五十嵐クリニック 934-6700 志下 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

田中クリニック 992-1881 伊豆島田 こんどうクリニック 925-2420 岡宮

22 ㈪ 林医院 931-1120 住吉町 香貫医院 931-2465 本郷町 よざ小児科医院 967-5722 原

23 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 東医院 921-5520 高沢町 田中医院 921-2053 高島町

24 ㈬ 境医院 975-8021 竹原 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 大橋内科・小児科

医院 992-2800 佐野

25 ㈬ 南一色
セントラル内科 980-5777 南一色 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

26 ㈮ きせがわ病院 952-8600 大岡 金元整形外科医院 924-0112 松長 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

27 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭
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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

10 月後期

28 ㈰

旭医院 966-0031 原 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

なおきクリニック 929-8555 東椎路 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

おぐち医院 992-6611 深良 白石医院 951-4593 市道町

29 ㈪ 小林内科医院 921-2165 米山町 守重医院 931-2511 我入道
江川 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

30 ㈫ 高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 ひがしおか

メディケアクリニック 941-8269 柿田 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

31 ㈬ 薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 遠藤クリニック 975-8801 久米田 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

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

21 ㈰ 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

聖隷沼津病院
952-1000 松下

森島デンタルクリニック
934-4618 徳倉

28 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町

むらまつ眼科医院
993-8855 深良

ウスイクリニック
980-5580 下土狩

吉田歯科医院
987-6118 納米里

裾野市　 三島市　 沼津市　 長泉町　 清水町

●救急協力医の変更／10月１日㈪の小児科の救急協力医が変更になりました。
　　　　　　　　　　変更前：すずきファミリークリニック▶変更後：坂小児科医院（931-3233　 下香貫前原）

13
2018.10.1



発
行

：
裾

野
市

　
編

集
：

企
画

部
戦

略
広

報
課

印
刷

：
ナ

ポ
ー

株
式

会
社

デ
ザ

イ
ン

：
広

告
デ

ザ
イ

ン
事

務
所

 ハ
ピ

ネ
ス

 ア
ン

ド
 フ

リ
ー

ダ
ム

〒
410-1192 静

岡
県

裾
野

市
佐

野
1059

番
地

 TEL 055-995-1802
ｅ

メ
ー

ル
　

kouhou@
city.susono.shizuoka.jp

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

　
http://w

w
w

.city.susono.shizuoka.jp

富士山資料館 998-1325993-9300

NAVI

2018
年
 
N
o.1363

10
月１

日
号

　伝統の早稲田大学応援部は1905年に創部された
国内で最も歴史のある応援団の一つ。オリジナル曲
の「コンバットマーチ」は現在でも多くの応援団が
使用しており、応援に強い影響力を持っています。
　平成30年度早稲田大学応援部主将に就任したの
が渡邊友希さん。

　子どもの頃は泣き虫だったという渡邊さんが応援
に目覚めたのは、高校入学直後に受けた応援指導で
した。指導する立場となり活動を続ける中、応援を
極めたいと思うようになり、出会ったのが早稲田大
学応援部。オープンキャンパスでの公演や、イン
ターネットで活動を見て、日本一有名なこの応援部
に入ることを決意しました。
　「始めは10人いた同期も半分が退部。厳しい上
下関係や規律に対する指導、一人暮らしと学業の両
立のつらさから何度もやめたいと思いました。活動
を理解してくれた両親への感謝の気持ち、厳しい中
でも親身になって相談に乗ってくれた上級生との絆、
選手や観客からの“ありがとう”の言葉が続けるパ
ワーとなりました」と語る渡邊さん。
　早大スポーツ競技などでの応援はもちろん、実業
団からも応援依頼を受け活動しています。
　実家に帰ったときに犬の散歩をしながら眺める富
士山のある景色が大好きだという渡邊さんは「夢、
感動、喜び、やすらぎを与えられる人なり、心を動
かす、心に残ることをしたい」と夢を語りました。

押忍　早稲田大学応援部主将
渡邊　友希さん（深良新田・22歳）

鉄砲と事故

　1543年、種子島に来航したポルトガル船によっ
て伝えられた鉄砲は瞬く間に全国に広がり、当時の
戦術を大きく変えました。江戸時代、幕府をはじめ
大名や旗本も軍役として多くの鉄砲を備えていまし
たが、村々でも所持することがありました。左下の
古文書は1808年の深山（須山）村の調査報告です。
これによると鉄砲を所持する人が11人いて、鉄砲
の大きさ（玉目）についても記録されています。
　右下は1794年、富士郡のある村から須山村への
わび状です。内容は「宅右衛門は炭焼きの他に猪・
鹿猟師の仕事をしていたが、ある時誤って鉄砲で長
左衛門の母に手傷を負わせ、死に至らしめてしまっ
た。宅右衛門は剃

ていはつ
髪して菩提を弔うので許してほし

い」です。江戸時代も鉄砲による事故がありました。

（須山区有文書）

覚 證文之事

しまじろうコンサート
「たんけん！ うみのワンダーランド」

　楽しい海の仲間たちが住む「うみのワンダーラン
ド」を探検しに来たしまじろうたちは、迷子の子ガ
メに出会います。母ガメを探すために出発したしま
じろうたちを待ち受けるものは……。

と　き／平成31年３月９日㈯
　①開演11時30分～　②開演14時～
　※開場▶︎30分前
料　金／全席指定（税込）3,120円
　※３歳未満で膝上鑑賞の場合１人のみ無料
発売日／11月24日㈯　10時～

10月の休館日
１日㈪・15日㈪・29日㈪


