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富岡中学校グラウンド



　10月７日㈰に行われた市議会議員選挙の結果、19人の新
議員が決まりました。任期は2022年10月11日までです。
また、市議会第１回臨時会が10月17日㈬に開かれ、議長に
土屋秀明氏、副議長に賀茂博美氏が選任されました。

五十音順・
敬称略・
○数字は
当選回数

議会事務局
995-1839

浅田 基行
無所属・①

佐野元町（48歳）

井出 悟
無所属・②

須山５（47歳）

岩井 良枝
日本共産党・②

南堀（62歳）

岡本 和枝
日本共産党・⑥

本茶（70歳）

小田 圭介
無所属・③
滝頭（37歳）

勝又 利裕
無所属・①
中村（61歳）

勝又 豊
無所属・①

公文名３（56歳）

賀茂 博美
無所属・④

伊豆島田（44歳）

小林 俊
無所属・⑥

深良新田（67歳）

佐野 利安
公明党・③

中丸下（65歳）

杉山 茂規
無所属・③

中丸下（43歳）

土屋 主
き み ひ さ

久
無所属・①

須山２（64歳）

土屋 秀明
無所属・③

須山２（71歳）

内藤 法子
無所属・⑥

佐野本宿（66歳）

中村 純也
無所属・②

御宿入谷（44歳）

二ノ宮 善明
無所属・③
緑町（63歳）

増田 祐二
無所属・①
和市（37歳）

三富 美代子
公明党・④
石脇（60歳）

村田 悠
はるかぜ

無所属・②
千福が丘（31歳）

市議会議員19人が決定
議長に土屋秀明氏、副議長に賀茂博美氏

議長 副議長
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滞納は行政サービスの提供に支障が生じます

　納められた税金は、教育や福祉、施設の整備など、
市民の皆さんが安心して暮らしていける環境づくりに
使われます。税金を滞納すると、市の財政を圧迫し、
行政サービスの提供に支障を来すことがあります。納
期限内に納付している方々との公平性も欠きます。

滞納者の財産は差し押さえられます

　税金が納期限内に納付されな
い場合、本来の税額と延滞金を
合わせて未納をお知らせする、
督促状などを送付します。市で
は、事情なく納付しない滞納者
に対して、給与、年金、売掛金、
預金、生命保険、不動産、自動
車、家電製品、貴金属などの財
産を差し押さえる滞納処分を
行っています。

納税に困ったら早めに相談を！

　災害や盗難、本人や家族の病気、事業の休廃止、失
業などのやむを得ない事情で市税の納付が困難なとき
は、直接または電話でご相談ください。日中に相談で
きない方のために、夜間納税相談を実施しています。
夜間納税相談／毎月第１・第３水曜日19時まで（祝

日、年末年始を除く）
　※税の滞納整理強化月間中の実施日▶︎11月７日㈬・

20日㈫・21日㈬・22日㈭、12月５日㈬・19日㈬

口座振替やコンビニ納付の利用を

　納付は、金融機関窓口やコンビニエンスストアでお
願いします。
口座振替／口座振替による納付を勧めています。税務

課、指定金融機関で手続きしてくだい。
コンビニ納付／納期限内であれば、24時間365日納

めることができます。 ※30万円を超える納付書は
利用できません。

県と市が一体となった滞納者の徴収対策
　静岡地方税滞納整理機構は、地方税の徴収が難しい滞納案件を、市町と県が連携して処理する機関です。
当市でも、静岡地方税滞納整理機構に滞納者の徴収を移管し、成果を上げています。

税務課
995-1811

　税金は、私たちが安心して暮らせるまちづくりに欠かせない公共サー
ビスや公共事業を行うための貴重な財源です。税金を滞納すると納税し
ている方との公平性を欠きます。11月・12月を「税の滞納整理強化月
間」と定め、税の徴収強化に取り組みます。

地方税の滞納整理の専門機関として、弁護士と協力しながら、財産調査と滞納処分を迅速、確実に行います。

給料インターネット公売など 土地・建物預金
カメラ・時計 自動車

徴収困難な滞納

県・市・町

静岡地方税滞納整理機構

徴収金 徹底した財産調査と

差し押さえ
公売などによる

換 価 

滞納処分の流れ

納税通知書の発送
▼

納税の督促
▼

財産調査
▼

財産の差し押さえ
▼

滞納市税に充当
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税金の納め忘れはありませんか？
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危機管理課
995-1817

　市内各地区で、９月２日㈰に震度６弱の大地震が発生した
と想定した総合防災訓練を実施しました。

各自主防災ごとに安否確認訓練など

　訓練当日の８時30分、訓練開始のサイレン放送で、
各自でシェイクアウト（防衛行動）を行いました。安
否確認訓練などを実施し、南小学校を会場にしたモデ
ル区訓練を、市と伊豆島田区合同で実施しました。深
良小学校では、深良地区の自主防災会役員と地域地震
防災指導員による避難所運営訓練が行われました。

●南小学校でモデル区訓練を実施

　広域避難地および指定避難所である南小学校を会場
に、伊豆島田区をモデル区として、総合防災訓練を実
施しました。当日はあいにくの雨天でしたが、多くの
区民の皆さんが参加し、実践的な訓練に取り組みまし
た。

●深良地区では避難所運営訓練

　深良地区では、各区の自主防災会ごとに安否確認訓
練を実施。その後、深良地区の地域地震防災指導員と
自主防災会役員が深良小学校に参集し、避難所開設訓
練を実施しました。避難所のレイアウト図に基づき、
間仕切りボードでスペースの区分け、避難所内掲示物
の設置、既設トイレを利用した簡易トイレの設置、救
護対応や非常食配給所の設置および検討などを行いま
した。

地域防災訓練に参加しましよう
～防災は　日頃の備えと　地域の和～

　県では、地域の特性に応じた防災体制の確
立と、県民の防災意識の高揚による減災の実
現を目的に、毎年12月第1日曜日を「地域防
災の日」としています。市では、10月から
12月までの期間に、各区自主防災会を主体
に、区民参加型の実践的な訓練を計画・実施
しています。
　近年は、大規模な自然災害が日本各地で発
生しています。家庭で非常時の持ち出し品を
確認、外出時の対応について話し合ったり、
地域の訓練に参加したりし、日頃からの自
助・共助の実践で、地域の防災力を高めてい
きましょう。

▲避難所開設訓練として間
仕切りボードの設置

▲陸上自衛隊による装備品
展示研修

▲地域防災訓練の風景
▲医師や歯科医師、薬剤師

らによるトリアージ訓練

▲災害用トイレの設営

▲田中クリニック院長によ
る災害医療の講話

▲避難行動要支援者の移送
訓練

地域の防災力向上を目指して
9/2㈰総合防災訓練を実施しました
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11/９㈮～15㈭は秋の全国火災予防運動です
忘れてない？　財布にスマホに火の確認　（全国統一防火標語）

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

　11月９日㈮から15日㈭までの７日間、秋の全国
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傷者の減
少と、財産の損失を防ぐことを目的としています。

　　住宅用火災警報器の点検をしましょう

　火災を早期に発見し、尊い命や貴重な財産を守るた
めに住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
住宅用火災警報器が古くなると電池切れや部品の故障、
本体の寿命で火災を正常に感知しなくなります。10
年を目安に交換しましょう。

点検方法▶︎住宅用火災警報器から下がっているひもや
押しボタンが付いている場合は、これらを引いたり、
押したりして動作の点検を行いましょう。正常な場
合はメッセージや警報音が鳴ります。

　　住宅用火災警報器奏功事例

【事例１】
　屋内に干した洗濯物がハロゲンヒーターに落下し着
火。就寝中の住人が住宅用火災警報器の鳴動に気付き、
廊下を確認すると、煙と炎が見えたため窓から屋外へ
避難。近隣の住人が119番通報し、負傷者はありませ
んでした。
【事例２】
　居住者が住宅１階で喫煙後、灰皿の吸い殻を紙袋に
捨てたため紙袋に着火。住宅２階の住宅用火災警報器
が鳴動したことで、異常に気付き、建物内を確認した
ところ火災を発見。近隣の住人に119番通報を依頼し、
自身で初期消火を行いました。

住宅防火いのちを守る７つのポイント
３つの習慣
●寝たばこは、絶対しない。
●ストーブは、燃えやすい物から離れた位置で使用する。
●ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。
４つの対策
●逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
●寝具や衣類、カーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
●火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。
●高齢の方や体の不自由な方を守るために、隣近所の協力体制をつくる。
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FC支援作品がぞくぞく公開！

　ドラマ『黒井戸殺し』
●ロケ地▶︎下和田芝畑、依京寺、須山十二神社　他
　　豪華キャストが参加して、市内各所で撮影が行わ

れました。下和田の芝
畑で主演の野村萬斎さ
んと大泉洋さんが自転
車で駆け抜けるシーン
が印象的です。

　ドラマ『仮面ライダー エグゼイド』
●ロケ地▶︎中央公園・五竜の滝
　　五竜の滝・雌滝では、毎年のように「仮面ライ

ダーシリーズ」の撮影
が行われています。
ヒーローたちが滝に打
たれてのお芝居も定番
となっています。

　ドラマ『巨悪は眠らせない』
●ロケ地▶︎市民文化センター　他
　　延べ200人以上の市民エキストラが参加して、政

権与党の総裁選挙や大
物代議士のパーティー
のシーンなどの大規模
な撮影が行われました。

　ドラマ『真犯人』
●ロケ地▶︎パノラマロード、市役所　他
　　ドラマの物語の舞台も「裾野」の作品です。パノ

ラマロードから望む富
士山の景色も登場。市
役所では警察署設定の
撮影が行われました。

ロケーション撮影誘致で魅力ＰＲ

　FC事業は、普段見慣れた景色を、映像作品を通し
て違った角度から見ることで、裾野の魅力を再発見し、
地域への愛着を深めることも目的としています。

ロケ件数 ロケハン件数
平成29年度 30件 104件
平成28年度 27件 90件
平成27年度 21件 62件

※ロケハンとは、ロケーションハンティングの略でロケ
地探しのこと。

シビックプライド推進室
995-1803

　フィルム･コミッション（FC）事業は、映画やドラマなどの撮影を誘
致・支援し、地域の魅力を全国に広く発信するものです。市では市民協
働で事業の推進を行い、市内で撮影された作品を活用した市の認知度向
上やイメージアップ、まちのにぎわいづくりにも取り組んでいます。

エキストラ＆サポートスタッフと撮影協力施設募集
～一緒に作品づくりに参加しませんか～

●エキストラ、サポートスタッフ登録
　　市内や近隣市町で行う映画やドラマなどの撮影に、

エキストラとして出演できる方や撮影の手伝いをす
るサポートスタッフを募集します。エキストラ参加
や撮影のサポートを通して、日常生活とは違った空
気や味わうことのない臨場感を体感できます。

●撮影協力施設登録
　　映画やドラマなどのロケ地として、自身が所有す

る土地や建物などを提供できる方を募集します。住
宅や商店、事務所、田畑、空き地など撮影ではさま
ざまなロケーションのニーズがあります。自宅が主
人公の住む家になるかもしれません。

シビックプライド推進室に直接申し込むか、市公式
ウェブサイトの専用フォームからお申し込みくださ
い。
登録した方には、必要に応じて制作会社からの依頼
内容を連絡します。

見慣れた景色がドラマに登場！ 裾野の魅力を再発見！
フィルム・コミッション事業
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“市PR隊長”全国に
裾野の魅力を発信中！

市マスコットキャラクター「すそのん」

アシタカツツジの魅力を発信

富一小児童とイベント案内 ボイスキューに出演世界キャラクター
さみっとステージショー

“すそのんお誕生会”
ハッピーバースディ

ふるさと回帰フェアで
裾野の魅力をPR

自動車学校教習車と一緒にPR 東中生徒を激励

シビックプライド推進室
995-1803

　市マスコットキャラクター「すそのん」。市の
PR隊長として、市内外のイベントで“裾野”の
情報発信を行っています。昨年度に登場した「デ
ビルすそのん」と共に、全国に向けて“裾野”の
魅力発信に努めます。

　昨年度は延べ88日、88イベントに参加し
ました。長野県大町市「おおまぴょん」、栃
木県栃木市「とち介」との“ゆるキャラユ
ニット「つぶらな瞳OST」”も人気。11月
24日㈯、25日㈰には、埼玉県羽生市で開催
される“世界キャラクターさみっと”に参加
して３市合同PRも行います。

　「すそのん」のライバルとして「デビルすそのん」
が誕生しました。昨年度に市民協働によるキャラク
ター設定検討プロジェクトの提案を受けて、この秋、
アレンジを加えて正式にプロフィールを決定。まだイ
ラストだけですが「すそのん」と一体化した活動を通
して“裾野”をさらに全国に発信します。

●「すそのん」のデザインを活用しませんか
　「すそのん」のイラスト
デザインは、どなたでも使
用できます。営利を目的と
しない個人の使用であれば

使用申請の必要はありません。営利
目的でも、使用申請手続きをすれば
無料で使用できます。

●「すそのん」ファンクラブへの新規入会を募集
　「すそのん」が好きな方ならどなたでも無料で入
会できます。
【会員特典】●会員証の発行●ファンクラブ
　ステッカーのプレゼント
　使用申請手続きや、入会方法の詳細は市公式
ウェブサイト“すそのんの秘密基地”をご覧くだ
さい。

「すそのん」
さまざまなイベントで大活躍

「デビルすそのん」登場！ 

「すそのん」からのお知らせ

市準マスコットキャラクター
デビルすそのん
プロフィール

●特徴／頭の角、背中にあるコウモ
リ型の羽、シッポ、いたずら好き
の妖精

●住まい／宝永山
●性別・年齢／妖精なので不明
●誕生日／自称２月23日（富士山
の日）

●仕事／悪役、すそのんの邪魔をす
ること

●夢／「すそのん」よりも有名にな
ること
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　新成人者祝賀駅伝の参加チームを募集します。
１チームの出場選手数は、６人または12人で
す。参加を希望するチームは、11月９日㈮か
ら12月９日㈰までに市民体育館へお申し込み
ください。

と　き／１月13日㈰　８時～
ところ／須山小学校スタート

11/９㈮から申し込み受付開始

参加資格
　市内に住んでいる方か通勤・通学している方
種目
●小学男子の部　　●小学女子の部
●中学男子の部　　●中学女子の部
●一般男子の部（高校生以上）
●一般女子の部（高校生以上）
●壮年の部（学年齢で35歳以上）
※オープン参加可
チーム構成

種目 監督 選手 補欠 ゼッケン
中学男子 １人 ４人 ２人 白色
一般男子 １人 ４人 ２人 白色
上記以外 １人 ８人 ４人 黄色

表彰
●総合の１～６位、各部門の１～３位までを表彰
●各部門の区間１位に区間賞として賞状を郵送
参加費
小・中学生のみで編成されたチーム／1,000円
それ以外のチーム／2,000円
申込方法
　市民体育館にある申込書に必要事項を記入し、提出
してください。申込書は市スポーツ祭ホームページか
らダウンロードできます。　※メール可

http://susono-sports-c.jimdo.com
申込期間／11月９日㈮～12月９日㈰

監督者会議

　監督者は必ず出席してください。
と　き／平成31年１月10日㈭ 　18時30分～
ところ／市民体育館多目的ルーム

コース

コース構成　区間合計　21.7km

中学男子・一般男子：４区間
第１区 須山小学校～呼子入口 5.5km
第２区 呼子入口～総合グラウンド 6.2km
第３区 総合グラウンド～市民体育館 4.9km
第４区 市民体育館～市民文化センター 5.1km

※積雪によるコース変更の場合
　第１区▶︎陸上競技場～呼子入口：5.2km

小学男子･小学女子･中学女子･一般女子･壮年･オープン：８区間
第 1-1 区 須山小学校～大胡山入口 3.3km
第 1-2 区 大胡山入口～呼子入口 2.2km
第 2-1 区 呼子入口～金沢公民館前 3.2km
第 2-2 区 金沢公民館前～総合グラウンド 3.0km
第 3-1 区 総合グラウンド～深良小学校前 2.1km
第 3-2 区 深良小学校前～市民体育館 2.8km
第 4-1 区 市民体育館～西中学校正門 2.9km
第 4-2 区 西中学校正門～市民文化センター 2.2km

※積雪によるコース変更の場合
　第1-1区▶︎陸上競技場～パノラマロードチェーン装

着場：1.8km
　第1-2区▶︎パノラマロードチェーン装着場～呼子入

口：3.4km

市民体育館
993-0303
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新成人者祝賀駅伝大会参加チームを募集
１/13㈰８時　須山小学校スタート



国民年金加入者の種類と保険料の納め方

　国民年金は、職業や収入、国籍を問わず日本国内に
住んでいる20歳以上60歳未満の全ての方が加入しま
す。加入者は次の3種類に分けられます。
第１号被保険者
加入者／学生や自営業などの方とその配偶者
保険料／月額16,340円（今年度）を納付書や口座振

替、クレジットカードなどで納付します。
付加保険料／申請し、月額の保険料に400円上乗せし

て納めると、老齢基礎年金を受給するときに、上乗
せの付加年金を受けることができます。

第２号被保険者
加入者／会社員や公務員などの方
保険料／給料から天引きされます。
第３号被保険者
加入者／第2号被保険者に扶養されている配偶者
保険料／配偶者が加入している制度から負担されるた

め、個人で納める必要はありません。

保険料の収納業務は民間委託しています

　国民年金保険料を納め忘れた方に対して、電話や文
書、訪問などによる納付の案内や免許などの申請手続
きの案内を民間事業者へ委託しています。
民間委託業者／日立トリプルウィン・NTT印刷共同

企業体　☎0120-211-231

年金ネットで自分の年金記録を確認

　11月30日は、年金の日です。この機会に「ねんき
んネット」を活用し、年金記録や年金受給見込額を確
認してみてはいかがでしょうか。
ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル／ 

☎0570-058-555
受付時間／㈪～㈮▶︎９時～19時、第２㈯▶︎９時～17時

過去の保険料の納め忘れがある方

　納め忘れた保険料を２年前までさかのぼって納める
こと（後納）ができます。沼津年金事務所で手続きを
してください。

保険料の納付が困難なとき

　第１号被保険者の方で保険料を納めるのが経済的に
難しい場合は、学生納付特例、納付猶予、免除の制度
を利用しましょう。申請は、申請時点の２年１カ月前
の月までさかのぼって申請できます。

沼津年金事務所または国保年金課
※沼津年金事務所は、月曜日は19時まで。第２土

曜日は９時30分から16時まで受け付け可
学生納付特例制度（保険料の納付を猶予）

大学・短大・専門学校・各種学校などに在学してい
る20歳以上60歳未満の学生で、学生本人の前年所
得が一定額以下の方
学生証の写し（両面）または在学証明書原本

納付猶予制度
20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者それぞれ
の前年所得が一定額以下の方

免除制度（全額免除・一部免除）
　一部免除は保険料の一部を納付することで、残りの
保険料が免除になります。

20歳以上60歳未満の方で本人・配偶者・世帯主そ
れぞれの前年所得が一定額以下の方

　●前年の所得が一定額を超えている場合でも、失
業などの理由で免除などの承認を受けることが
できる場合があります。離職票や雇用保険受給
資格者証などが必要です。

　●各制度で承認された期間は、年金受給資格期間
に反映されますが、老齢基礎年金額を算出する
場合は減額となります。承認された期間の保険
料は後から納めること（追納）で、年金額を満
額に近づけることができます。追納する場合は、
承認された期間から10年以内に納付してくだ
さい。

国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味
方となる制度です。保険料は忘れずきちんと納めましょう。

沼津年金事務所（沼津市日の出町）
921-2201

国保年金課　 995-1813

　日本年金機構が発行した保険料の納付書を持って
いない方から、民間事業者の担当者が現金を預かり、
領収書を発行することはありません。

注意！
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11月は年金月間
公的年金は世代と世代の支え合い



生涯学習課
994-0145

　11月１日㈭から７日㈬までの１週間は、文化財保護
強調週間です。文化財保護の一層の推進を図り、地域の
方々に文化財愛護意識を普及・啓発します。地域の身近
な文化財に触れ、親しみ、歴史や文化を学び、文化財を
大切にしましょう。

市内の文化財

　市には、世界遺産が１件、国指定文化財が３件、県
指定文化財が３件、市指定文化財が14件とその他に
も指定文化財候補の文化財があります。

区分 名称

国指定
●富士山（史跡［構成資産：須山浅間神社］・

特別名勝）
●旧植松家住宅

県指定 ●景ヶ島渓谷屏風岩の柱状節理　●五竜の滝
●木造阿弥陀如来坐像（東京国立博物館で保管）

市指定

●頼朝井戸の森　　　　　●浅間神社社叢
●愛鷹ツツジ原生群落　　●景ヶ島渓谷
●富士裾野大野第２風穴　●葛山城址
●葛山氏居館址　　　　　●宗祇の墓所
●須山浅間神社棟札　　　●岩波風穴
●須山田向十二神社社叢　●十里木氷穴
●黒岳の自然杉群落　　　●楠林

文化財は貴重な財産です

　国・県・市の指定を受けたものや博物館の展示物で
なくても、地域の寺社や、そこに伝わる仏像、書物、
境内にある樹齢が長い巨木、路傍の道祖神などの石造
物も貴重な文化財です。どれも長い間大切にされてき
たからこそ今に残っています。まちの個性であり、よ
き伝統である文化財を、みんなで守っていきましょう。

市の文化財展

　指定文化財を中心に、さまざまな文化財を紹介しま
す。展示を見学した後に、ぜひ現地を訪れてみてくだ
さい。
と　き／11月１日㈭～９日㈮　９時～21時
　※初日は13時から、最終日は12時まで
ところ／生涯学習センター１階展示コーナー

宗
そうぎ
祇の墓所　～富士山をこよなく愛した連歌師～

　宗祇は室町時代に諸国をめぐった連歌師で、松尾芭蕉が最高峰の
連歌師と称えた人物とされています。生前は富士山を愛し、11ヵ
国から富士山を見たそうです。越後から美濃への道中、82歳のと
きに箱根湯本で亡くなりますが、
宗長らは遺骸を富士山麓へ運び、
生前ゆかりの地・定輪寺に葬っ
たといわれています。
　宗祇の墓所は昭和51年に市
指定文化財に指定されました。
墓所は現在、定輪寺境内にあり
ますが、移設前の旧墓所は桃園
橋下に残されています。 宗祇坐像（定輪寺所蔵） 墓石（定輪寺境内）

句碑：なべて世の 風をおさめよ 神の春
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文化財保護強調週間　11/１㈭～７㈬
市内にもあります！埋蔵文化財



　運動公園と市民体育館で、指定管理者が教室を開催します。定期的に体を動かし、体力づくりや
健康増進を図りましょう。

運動公園が募集する教室
教室名 とき 対象 回数 定員 参加料

硬式テニス① ㈫ 10:00～11:30 18歳以上 10回 15人 9,000円

硬式テニス② ㈭ 10:00～11:30 18歳以上 10回 15人 9,000円

硬式テニス③ ㈮ 19:00～20:30 中学生以上 10回 15人 9,000円

硬式キッズテニス ㈮ 15:30～16:30 ４歳以上の未就学児 10回 6人 7,000円

硬式ジュニアテニス ㈮ 16:40～18:00 小学生 10回 20人 7,500円

キッズ体操 ㈬ 15:30～16:30 未就学児 10回 20人 6,000円

キッズサッカー教室※ ㈬ 15:20～16:20 年中・年長 12回 20人 8,400円

ジュニアサッカー教室※ ㈬ 16:30～17:45 小学１～３年生 12回 20人 8,400円

※会場は総合グラウンド多目的競技場
参加料は、初回参加時にお支払いください。
運動公園に往復はがきでお申し込みください。
12月３日㈪

市民体育館で募集する教室
教室名 とき 対象 回数 定員 参加料

卓球教室（中級） ㈪  ９:20～10:50 18歳以上（高校生を除く） 10回 30人 7,200円

卓球教室（初級） ㈪ 11:00～12:30 18歳以上（高校生を除く） 10回 30人 7,200円

中学生卓球 ㈪ 19:30～20:45 中学生 12回 15人 7,200円

ジュニア卓球 ㈫ 17:30～18:45 小学４～６年生 12回 30人 7,200円

ママと一緒エクササイズ ㈪ 13:00～14:00 未就学児と保護者 10回 15組 5,000円

親子健康体操 ㈬ 13:30～14:30 １歳半～３歳と保護者 12回 20組 6,000円

生き生き体操教室 ㈪ 11:00～12:00 40歳以上 10回 30人 4,000円

ヘルスアップ ㈫ 19:00～20:30 18歳以上（高校生を除く） 12回 60人 4,800円

エンジョイリズム ㈭  ９:30～11:00 18歳以上（高校生を除く） 12回 100人 4,800円
硬式テニス教室（初級） ㈬  ９:30～11:00 18歳以上（高校生を除く） 10回 20人 9,000円
硬式テニス教室（初中級） ㈮ 13:00～14:30 18歳以上（高校生を除く） 10回 12人 9,000円
硬式キッズテニス ㈬ 15:15～16:15 ４歳以上の未就学児 10回 12人 7,000円
硬式ジュニアテニス① ㈬ 16:30～18:00 小学生 10回 20人 7,500円
硬式ジュニアテニス② ㈮ 16:30～18:00 小学生 10回 12人 7,500円
キッズダンス ㈭ 16:15～17:15 ４歳以上の未就学児 12回 15人 7,800円
ジュニアダンス ㈭ 17:30～18:30 小学生 12回 15人 7,800円
参加料は、初回参加時にお支払いください。
市民体育館に往復はがきでお申し込みください。
11月25日㈰

運動公園  997-7277

市民体育館  993-0303
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インフォメーション

Information

平成31年成人式

　対象の方には、11月中旬に案
内状を送付します。届かない方は、
ご連絡ください。

平成31年１月13日㈰　10時～ 
※受付▶︎９時30分～
市民文化センター
平成10年４月２日～平成11 年
４月１日に生まれた方で、市に
住民登録をしている方または市
内の中学校を卒業し、市外に住
んでいる方
生涯学習課　994-0145

富士山世界遺産セミナー

　申し込みは不要です。当日会場
に直接お越しください。

11月24日㈯　13時30分～16
時　※開場▶︎13時
生涯学習センター３階学習ホー
ル

第１部「富士山の旅と文学」
　『伊勢物語』、『更級日記』、
江戸時代の道中記など、富士山を
めぐる旅の中でつくられた文学作
品について概説します。
講師／田代一葉さん（県富士山世

界遺産センター准教授）
第２部「富士山をもいま一度―連
　歌師宗祇と富士山・定輪寺―」
　連歌研究の第一人者が裾野市ゆ
かりの連歌師・宗祇の生涯とその

文学について講演します。
講師／廣木一人さん（青山学院大

学名誉教授）
県富士山世界遺産センター 

　0544-21-3776

にこにこキャラバン
“北児童館の巻”

　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。

11月20日㈫　10時～12時
北児童館
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

ふれあい広場

　福祉施設やボランティア団体の活動をPRする
年に１度のイベントです。

９時45分～14時30分
福祉保健会館・駐車場
●各種団体、ボランティアの活動紹介▶︎展示・
体験コーナー

　●ふれあいステージ▶︎歌や踊り、演奏会など
　●お楽しみ抽選会　●福祉団体による販売

社会福祉協議会　992-5750

ふれあい消防広場

　見学と体験を通し、楽しく防火・防災について
学びましょう。“すそのん”がお出迎えします。

10時～14時
裾野消防署・駐車場
● 体 験 の コ ー ナ ー ▶︎は し ご 車 、 ミ ニ レ ス
キュー・煙避難・消火器取り扱い体験、アメリ
カ式子ども防災教室、消防車両の体験乗車など

　●展示のコーナー▶︎防火ポスター、救助訓練の
展示、住宅用防災機器など

　●消防団、保連会コーナー▶︎軽食などの模擬店
裾野消防署　995-0119

11月18日㈰　※少雨決行
市役所からの無料送迎バスをご利用ください。
車でお越しの方は、市民文化センター駐車場を
ご利用ください。

【無料送迎バス時刻表】

発車場所 発車時刻

市役所 9:15 9:45 10:45 11:30

会場 12:30 13:15 14:00 14:45

ふれあい広場とふれあい消防広場を開催
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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　

国保高齢受給者証交付会

　12月１日㈯から対象となる方
に、受給者証を交付します。

11月22日㈭
　10時20分～11時30分

福祉保健会館３階研修室
昭和23年11月２日～12月１日
に生まれた方
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

「納付済額のお知らせ」
送付時期の変更

　所得税の確定申告資料として、
国民健康保険税、介護保険料、後
期高齢者医療保険料の「納付税額

のお知らせ」を例年11月下旬に
送付していましたが、今年度から
１月下旬に発送します。年末調整
や準確定申告で必要な場合は、ご
連絡ください。

税務課 995-1810・995-1811

暮らしなんでも相談

　ライフサポートセンター東部で
は、暮らしの中の悩み事相談を受
け付けています。日常生活で起こ
るトラブルや悩み事、困ったこと
など、どこに相談すればよいのか
分からないときは「暮らしなんで
も相談」をご利用ください。専門
的なアドバイスをしてくれるとこ
ろを紹介します。
相談受付ダイヤル／922-3715
受付日時／9時～17時（平日）

産業振興課　995-1825

防災のつどいでの防災講演

　当日会場に直接お越しください。
11月21日㈬　19時～
市民文化センター多目的ホール

演題／富士山から生み出す新しい
科学

講師／鴨川仁さん（東京学芸大学
教育学部准教授）
危機管理課　995-1817

丘の上マーケットin千福が丘

11月10日㈯　10時～14時
千福が丘商店街広場
洋服・アクセサリー・陶器など
のハンドメイド作品、飲食ブー
ス、ステージイベント（ひかり
幼稚園・千福が丘小学校・バイ
オリン演奏・ライブ）
駐車場は千福が丘中央公園
生涯学習課市民協働室

　992-6900

J-ALERTの緊急地震速報訓練

　J-ALERTを活用した緊急地震
速報訓練が行われます。当市では、
広報無線で試験放送を実施します。

11月21日㈬　11時ごろ
緊急地震速報チャイム音と「緊
急地震速報。大地震です。大地
震です。これは訓練放送です」
と放送します。
気象状況などによって、訓練用
の緊急地震速報の発表を急きょ
中止することがあります。
危機管理課　995-1817

平成30年分の年末調整等説明会と
消費税軽減税率制度等説明会、青色申告決算等説明会を開催

と　き ところ
11月15日㈭ 御殿場市民会館

小ホール（御殿場市萩原）
11月16日㈮ 裾野市民文化センター

多目的ホール
11月20日㈫・21日㈬ 沼津市民文化センター

小ホール（沼津市御幸町）

年末調整等説明会
13時15分～14時45分　 事前に送付した関係書類

消費税軽減税率制度等説明会
15時～15時50分
事業者を対象とした軽減税率制度や軽減税率対策補助金の説明会
です。

青色申告決算等説明会
16時～16時50分
税務課　995-1810、沼津税務署　922-1560（代表）
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市民文化センター
エレベーター休止

　市民文化センターのエレベー
ターのリニューアル工事を行いま
す。工事期間中はエレベーターを
使用することができません。

11月22日㈭～平成31年１月20
日㈰
この工事は、防衛省の補助金を
活用して行います。
生涯学習課　994-0145

市民無料相談

11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

リサイクルブックサービス

　先着順でお渡しします。
11月３日㈯～９日㈮
鈴木図書館２階展示室
保存期間の過ぎた雑誌、蔵書と
ならなかった寄贈本、英字新聞
をお譲りします。１人につき、
図書と雑誌は合わせて１日10
冊まで、英字新聞は１日１束ま
でです。本の補充はしません。
鈴木図書館

　992-2342

七歳児祝賀記念品の贈呈

　七歳児の健やかな成長をお祝い
し、就学を迎える大切な節目とし
て祝賀記念品を贈呈します。市内
の幼稚園・保育園に通っている子
どもへは園を通じて配布します。
それ以外の子どもへは保護者宛に
案内を郵送します。期間中に生涯
学習課窓口でお受け取りください。

市内に住んでいるか市内の幼稚
園・保育園に通園している来年
度小学校に入学する子ども

生涯学習課での受取期間／11月
５日㈪～30日㈮
案内が届かない場合は生涯学習
課にご連絡ください。
生涯学習課　994-0145

普通救命講習会

11月17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
分遣所で直接お申し込みくださ
い。
11月16日㈮
富士山南東消防本部裾野消防署

　救急係　995-0119

ファミリー・サポート・センター
講習会の参加者を募集

　ファミリー・サポート・センターは、子育ての手助けをして
ほしい方、子育ての手伝いをしたい方が会員となって、一時的
な子どもの世話を有料で行っています。子どもを預かる方が対
象の講習会を開催します。当日は、託児を無料で利用できます。

ファミリー・サポート・センター（子育て支援課）
　995-1841

とき 内容 ところ

11月26日㈪

 ９:20～
10:20 オリエンテーション

裾野消防署
３階災害対策室

10:30～
12:00

保育の心と
子どもの遊び

11月27日㈫

 ９:20～
10:20

子どもの世話と
小児看護の基礎知識

10:30～
12:00

安全・事故
｢応急手当講習｣

11月28日㈬  ９:20～
10:50 心の発達とその問題
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お知らせ

陸上自衛隊高等工科学校
採用試験

推薦▶︎平成31年１月５日㈯～
７日㈪の指定する１日

　一般▶︎平成31年１月19日㈯
中学校を卒業（見込みを含む）
した17 歳未満の男子
推薦▶︎11月30日㈮

　一般▶︎１月７日㈪
●推薦には、中学校長などの推
薦などが必要です。●２次試験
日は、１次試験合格発表時に指
定します。

自衛隊三島募集案内所
　989-9111

市民活動の集い

　市民活動をしている方と自治会
活動をしている方の出会い作りを
します。

12月８日㈯　13時～16時
生涯学習センター２階学習室１
市民活動や自治会活動をしてい
る方
電話またはメールでお申し込み
ください。メールの場合、件名
を「市民活動の集い申込」とし、
本文に住所・氏名・電話番号・
所属団体名（市民活動をしてい
る方）・自治会名（自治会活動
をしている方）を明記してくだ
さい。
11月14日㈬
生涯学習課　994-0145
syakyo@city.susono.shizuo
ka.jp

駿東地域職業訓練センター
12月講座

●特別教育・安全衛生教育▶︎有
資格者のための伐木等作業務従
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、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、書道教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

　申込書を説明会で配布します。入室を希望する児童
の保護者は必ず説明会に出席をしてください。説明会
は、下表の日程で実施します。直接、会場へお越しく
ださい。

平成31年度に市内の小学校に通学する保護者が勤
務などで放課後に面倒が見られない児童

各放課後児童室　※東小のみ東地区コミュニティセ
ンター
駐車スペースには限りがあります。乗り合わせでお
越しください。
12月21日㈮
各放課後児童室・子育て支援課　995-1841

平成31年度放課後児童室入室児童を募集

放課後児童室名 電話番号 と　き
南小放課後児童室 993-6556

11月30日㈮　18:00～19:00
深良小放課後児童室 992-7336
富岡第二小放課後児童室 090-1412-0534

11月30日㈮　18:30～19:30
向田小放課後児童室 993-7400

西小放課後児童室 992-5580

11月30日㈮　19:00～20:00千福が丘小放課後児童室 992-4300

富岡第一小放課後児童室 997-1116

須山小放課後児童室 998-0066 12月 ５ 日㈬　18:30～19:30

東小放課後児童室 992-4282 12月 ６ 日㈭　19:00～20:00
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すそのんびりさんぽ
～不二聖心を歩く～

11月25日㈰　９時30分～12時
不二聖心女子学院敷地内

　約3.5キロメートル
20人
紅葉の季節を感じながらガイド
を交えて歩きます。

講師／田中正延さん（不二聖心女 

子学院 修道院「山の家」）
歩きやすい服装、飲み物
350円

生涯学習センター
　992-3800

市民まちづくり講座

　日頃感じている疑問に関し、や
りたいことやできることを考え、
形にしていくセミナーです。共感
し合える仲間を見つけることもで
きます。

11月24日㈯　13時30分～16

時30分
市民文化センター会議室31
50人

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）
11月24日㈯

市民活動センター
　950-8875　 992-4047

scenter@machitera.jp

消費者相談室 消費生活センター便りCounseling Room

Q 契約中の大手通信事業者を名乗る業者から電
話で「光コラボの案内、今より料金が安くな

る」と勧誘された。光回線のプランの変更と思い、手
続きをしたら別会社の契約になっていた。契約会社を
変更するつもりはなく、安くならないのでやめたい。

Ａ NTTが平成27年２月から光回線の卸売りを
開始しました。NTTから光回線を借り受け

た光コラボレーション事業者が電話などで、光回線
サービス（コラボ光）の営業活動を行っています。
光コラボレーション事業者との契約はNTTとの契
約ではありません。安くなると言われても、他の
サービスとセット契約させられ、料金が高くなるこ
ともあります。必ず契約する事業者、サービス名、
費用などを確認してください。コラボ光は電気電信
事業法の解約ルールである「初期契約解除制度」の
対象になります。不安なときは消費者センターへご
相談ください。

被害にあわないための断り方のこつ
　電話や訪問で勧誘を受けたときに、どう断ればよ
いか、困った経験はありませんか。悪質事業者は、
さまざまな手口を使って巧妙に近づいてきます。被
害に遭わないために次のことに注意してください。
－電話勧誘の場合－
⑴電話を長びかせず早く断り、電話を切る。
⑵「いいです」「これから出かけるので」などあい

まいな断り方はしないではっきり断る。
⑶「年金暮らしだから」や「一人暮らしだから」な

どの個人情報を教えない。
－訪問販売の場合－
⑴ドアを開けずにインターフォン越しに用件を聞く。
⑵しつこく勧誘されても「いりません」「お帰りく

ださい」とはっきり意志を伝える。

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

Center News
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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

７日㈬
９:00〜９:15

平成30年５月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

13日㈫
13:00〜13:30

平成29年４月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

８日㈭
13:00〜13:15

平成28年５月
生まれの方

３歳児
健康診査

15日㈭
13:00〜13:30

平成27年10月
生まれの方

日（曜日） 時　間
　6日㈫　 17:00 〜 19:45
13日㈫※  9:00 〜 11:30
20日㈫　 13:00 〜 15:30
29日㈭※  9:00 〜 11:30

※は C 型肝炎検査もできます。

11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※
5・12・19・26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

26日㈪
13:00〜15:00 妊産婦・乳幼児

成人
健康相談

19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

５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

14日㈬・30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

12日㈪・29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※

20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

内科 整形 内科

整形 整形 内科 外科 内科 整形 内科

整形 整形 内科 外科 内科 内科 内科

整形 整形 内科 外科 内科 内科 内科

外科 内科 内科 内科 内科 整形

4

11

18

25

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
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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

11月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小 児 科

16 ㈮ 髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 清水館医院 993-2323 茶畑 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

17 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

18 ㈰

青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 西方外科医院 921-1333 共栄町

小林医院 966-7700 今沢 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 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

19 ㈪ かとう内科医院 946-5562 大岡 こんどうクリニック 925-2420 岡宮 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

20 ㈫ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 鈴木医院 993-0430 佐野 田中医院 921-2053 高島町

21 ㈬ 杉山病院 963-4114 錦町 白石医院 951-4593 市道町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

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

23 ㈮

武藤医院 931-0088 三園町 遠藤医院 997-0533 葛山

山谷内科医院 966-5333 青野 よざ小児科医院 967-5722 原

遠藤医院 997-0533 葛山 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

24 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 聖隷沼津病院 952-1000 松下 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

25 ㈰

さわだ・メディカル・
クリニック 921-1711 西沢田 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色

山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

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

11 月後期

26 ㈪ おぐち医院 992-6611 深良 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 さくま小児科

クリニック 992-6303 茶畑

27 ㈫ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

28 ㈬ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 松原医院 962-1496 白銀町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

29 ㈭ 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

30 ㈮ つかだ医院 983-1577 堂庭 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

18 ㈰ かみで耳鼻咽喉科クリニック
0545-53-3321 伝法

本多眼科医院
931-1519 御幸町

田中産婦人科医院
971-3541 中央町

歯科クリニックみよし
994-1900 佐野

23 ㈮ 耳鼻科サイラクリニック
935-1133 市場町

関眼科胃腸科医院
975-2381 東本町

ごとうレディースクリニック
992-7111 伊豆島田

秋山歯科医院
986-1390 下土狩

25 ㈰ 本橋耳鼻咽喉科医院
972-1133 東本町

瀬尾眼科医院
933-9900 市場町

岩端医院
962-1368 大手町

飯塚歯科医院
993-1077 茶畑

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町
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　JFAアカデミー福島に所属する高校３年生の遠藤
さんは、８月５日㈰から24日㈮までフランスで開
催された「FIFA U-20女子ワールドカップフラン
ス2018」に日本女子代表メンバーとして出場し、
日本チームの初優勝に貢献しました。「途中出場し
た初戦は、緊張して思うようなプレーができません

でした。次戦から先発出場するようになり、自信を
持って冷静にプレーできたことが、ゴールやアシス
トにつながりました」と大会を振り返り、自己分析
をしました。今回のU-20日本女子代表で最年少、
唯一の高校生プレーヤーとして活躍した遠藤さんは
「世界には、まだまだ自分より高いレベルの選手が
たくさんいます。私は負けず嫌いな性格。世界レベ
ルの選手と肩を並べて戦えるように、一生懸命練習
します」と生き生き語ってくれました。
　３歳の時からサッカーを始めた遠藤さんは、福島
県白河市出身。中学生の時から親元を離れ、JFAア
カデミー福島でプレーしています。東日本大震災の
影響で現在のチームは当市に拠点を置き生活してい
ます。「サッカーの支えになっているのは家族で
す」と遠藤さん。「裾野には、明るく優しい人が多
く、地域に関わりやすいです。地域の皆さんに応援
や生活のサポートしてもらい感謝しています。裾野
は第二の故郷です」と話してくれました。
　最後に夢を尋ねると「日本のチームで活躍し、東
京2020オリンピック出場したいです」と笑顔。今
後の活躍が期待されます。がんばれ！　遠藤さん。

FIFA U-20女子ワールドカップフランス2018優勝
遠藤　純さん（下和田・18歳）

農民と借金・土地の売買

　江戸時代の幕藩体制を基本的に支えたのは、農民
の中でも土地を所有し、年貢を負担する本百姓でし
た。幕府は本百姓体制を維持するために「田畑永代
売買禁止令」や「分地制限令」を出しました。しか
し、この法令は次第に守られなくなっていきました。
　左下は1861年の『年季売渡証文』で「借財がか
さんでしまい、林１カ所を年季50年として９両２
分で売ります。年季が過ぎお金を返したら林は戻し
てほしい」という内容です。右下は1823年の『借
用証文』で「諸役の支払いに困り、６両２分借りま
す。中田８畝を質に入れます。利息は１割５分とし
ます」と書かれています。どちらにしても、返済で
きないと土地は貸し主のものとなります。
　このような土地をめぐる動きの中で、全国的に大
地主と小作人という関係が生まれていきました。

ワタナベエンタオールスターお笑いライブ 
in 裾野

とき／平成31年１月27日㈰
　①開演11時30分～　②開演15時～
　※開場▶︎30分前
前売料金（全席指定・税込）／大人3,500円
　子ども（５歳～小学生・枚数限定）1,500円
　※４歳以下で膝上鑑賞の場合１人のみ無料
発売日／11月２日㈮　電話▶︎10時～
　窓口・ウェブサイト▶︎13時～

５日㈪・19日㈪
11月の休館日

（渡邉家文書）

『年季売渡証文』 『借用証文』


