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うるおいすその
思いやりの心で、住みよいまちをつくります

10月20日　
清掃ボランティア・裾野高茶道部お茶会
中央公園 旧植松家住宅
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今号は、「議会だより」がとじ込みされています。



応援しよう！
東京2020オリンピック・パラリンピック

特集１

大会を次世代に残る財産に

　東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック競技大
会では、当市が自転車競技
ロードレース（男子）の
コースの一部となります。
市はこの貴重な機会に、市を挙げて大会の円滑な運営
を支援し、選手・関係者、観客などのおもてなしを市
民の皆さんと協働で行います。大会の感動を市全体で
共有し、大会後もスポーツ・観光事業などに継承され
るレガシー（遺産）づくりに取り組み、市民の皆さん
のシビックプライドを醸成します。

東京2020自転車競技ロードレース（男子）
2020年７月25日㈯ 11時スタート

　自転車競技ロードレースは、一般公道などを使って
行われる走力を競う競技です。244㎞を１日で走破す
る男子ロードレースは、標高の高い山岳コースや田園
地帯、市街地など変化に富んだコースを走ります。
レースの駆け引きやゴール前スプリントだけでなく、
コースの美しい風景など多彩な見どころがあります。
　市内コースは、国道469号を御殿場市から入り、須
山支所交差点を北上、忠ちゃん牧場西側道路から富士
山資料館経由で南富士エバーリグリーンを通過し、富
士山スカイラインを御殿場市に抜けていきます。
　参加選手は130人で、市内通過予定時間は14時～
15時となります。
2020年７月25日㈯　市内通過予定時間▶︎14時～
15時
須山地区の国道469号や富士山資料館付近

さまざまな取り組みを推進

　市では、東京2020大会に関連する取り組みを組織
的に推進するため、“チーム2020”を始動しました。
市民の皆さんをはじめとする多くの方々にオリンピッ
ク・パラリンピックの素晴らしさを体感してもらえる
ように、さまざまな取り組みを進めます。大会開催に
よる市民生活への影響緩和にも取り組んでいきます。
推進方針
●大会の円滑な開催に向けた支援
●広い世代へのスポーツ・文化・教育の振興
●裾野らしいおもてなしと観光・産業振興
●市民と共に記憶に残る大会づくり

参加して盛り上げましょう
～「東京2020応援プログラム」の活用を！～

　東京2020大会に向けて、選手をはじめとする大会
関係者や観客の皆さんを“おもてなしの心”を持って
迎え、大会を盛り上げるため、市民の皆さんもオリン
ピック・パラリンピックに向けて参加してください。
学校や地域、商店街、NPO法人などが実施する非営
利の事業・イベントを「東京2020応援プログラム」
に登録申請し、認証されると、東京2020応援マーク
を使用できます。申請には条件があります。詳細は産
業振興課へお問い合わせください。

産業振興課
995-1825
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特集 2

市民意識調査
「満足度」「重要度」ともに１位の項目は「空気や河川のきれいさ」
　市民意識調査は、市民の皆さんの意識を市政運営に反映させるため、毎年
実施しています。調査結果は、政策立案の基礎資料として活用します。

企画政策課
995-1804

調査地域▶市全域
対象▶︎無作為に抽出した20歳以上の市民の方1,000人
期間▶︎７月20日㈮～８月３日㈮
調査方法▶︎郵送配布、郵送・ウェブ回答
回収状況▶︎536票（回答率53.6%）

■調査結果など市民意識調査に関する詳しい情報は、
市公式ウェブサイトをご覧ください。

●市が行っている取り組みや生活環境に関する満足度

順位 項目

1 空気や河川の水のきれいさ

2 悪臭のなさ、散乱ごみの少なさ

3 身近に住んでいる外国人とのトラブルの少なさ

4 誰もが平等に情報を受け取ることができる（広
報紙・無線、ホームページ、メールなど）環境

5 病院、かかりつけ医による医療

●自分の健康についてどのように感じていますか
　「大いに健康」の割合7.1％と、「まあまあ健康」
の割合72.9％を合計した“健康”の割合は80％でし
た。“健康”の割合80％は、平成27年度以降最も高
い結果となっています。

●市が行っている取り組みや生活環境に関する重要度

順位 項目

1 空気や河川の水のきれいさ

2 幹線道路や生活道路の整備

3 悪臭のなさ、散乱ごみの少なさ

4 安心・安全で快適な住環境

5 病院、かかりつけ医による医療

●市の政策全体についてどの程度満足していますか
　「満足している」と「まあ満足している」を合計し
た“満足”の割合は20％、「普通」の割合は45.7％、
「やや不満である」と「不満である」を合計した“不
満”の割合は30.3％となりました。

調 査 概 要

調 査 結 果（ 抜 粋 ）
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しずおか市町対抗駅伝
12/1㈯　10時スタート！

生涯学習課
992-6900

　第19回市町対抗駅伝競走大会が、12月１日
㈯に行われます。県庁からスタートし、県営草
薙陸上競技場までの42.195㎞を12人の走者が
力を合わせてタスキをつなぎます。皆さんの熱
い声援をお願いします。

２年ぶりの入賞を目指します。

　今年度監督になりました、小林進
です。当市は、小・中・高等学校や
企業、各種団体の協力で各年代に実
力のある選手がそろいました。特に、
小・中・高生には県下でトップレベ
ルの選手がそろっています。昨年は、市の部11位と
なり惜しくも入賞を逃してしまいましたが、今年は
10位入賞を目指します。応援をお願いします。

選手壮行会の案内

　選手の紹介、選手の発表などを行います。選手の応
援にお越しください。
と　き／11月25日㈰　19時～
ところ／生涯学習センター３階学習ホール

第１区　　3.673㎞【中堀２周】	 	
中学生・高校生（女子）

第２区　　1.903㎞【中堀１周】	 	
　小学生（男子）

第３区	 1.715㎞【長谷通り】
小学生（女子）

第４区　　3.549㎞【麻機街道】
中学生・高校生（女子）

第５区　　6.336㎞【流通センター前通り】	
高校生（男子）

第６区　　4.430㎞【北街道】
40歳以上（男女不問）

第７区　　3.564㎞【北街道】
中学生（男子）

第８区　　3.020㎞【国道１号】
中学生（女子）

第９区　　1.619㎞【さつき通り】
小学生（男女不問）

第10区　　3.051㎞【さつき通り】
一般（女子）

第11区　　4.310㎞【南幹線】
中学生・高校生（男子）

第12区　　5.025㎞【南幹線】
一般（男子）

小林	進監督

中学生女子

廣瀬 梛
なぎ

(東中１年)
本多 由

ゆ う か
佳

(富中３年) 

小学生男子

井原 蒼太
(西小６年)

本多 巧樹
(富二小６年)

森 義
よしはや

隼
(富二小６年)

小学生女子

 勝
す ぐ ろ

呂 遥香
 (東小６年)

岩見 果
か の

穏
(南小６年)

高校生男子

飯塚 厚
（浜松商業高１年）

髙沼 一
か ず さ

颯 
(藤枝明誠高１年)

小澤 大輝
(韮山高３年) 

中学生男子

松田 拓也
(東中２年)

西川 昂
こ う き

希
(西中３年) 

布施 里歩子
（三島北高３）

高校生女子

高校生女子

庄司 千恵
（三島北高２年）

根上 真菜
（日大三島高２年）

一般男子

 山上 剛
た け し

史
（トヨタ自動車）

山本 祥平
（市役所）

一般女子

永田 幸
ゆ き え

栄
（ラフィネ）

市川 美奈
（西島病院）

40才以上

土屋 克巳
（会社員）

山中嶋 秀和
（トヨタ自動車）

ゼッケンナンバーは８です！応援よろしくお願いします。

START

GOAL
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特集 4

オーストラリアンフェアで国際交流
姉妹都市フランクストン市から訪問団23人が裾野に

　フランクストン市から当市を
訪れた23人の訪問団と共に、
第14回オーストラリアンフェ
アを開催しました。この交流事
業は、参加者に姉妹都市との歴
史やオーストラリアの文化・生
活様式に触れてもらい、相互の
理解・認識を深めていくことを
目的に行われています。

シビックプライド推進室
995-1803

さまざまなイベントで国際交流を深める

フランクストン市からのサプライズ！

　９月30日㈰に市民文化センター
で行われたフェアでは、ステージ上
で訪問団によるパフォーマンスやフ
ランクストン高校の生徒によるバン
ド演奏が行われました。また、東中
学校吹奏楽部による演奏も披露され
ました。

　訪れた方はオーストラリア・フラ
ンクストン市の生活・文化に触れ、
フィナーレでダンスを踊り交流を楽
しみました。

　メイン会場では、オーストラリア
ンフーズの試飲・試食・物販、ブー
メランやコースターの物づくり体験
コーナーなどが出展されました。

　「シスターズ・シティ・オースト
ラリア」というオーストラリア姉妹
都市国際賞の受賞報告と賞状・盾の
贈呈が行われました。

　フランクストン市のコリン・ハン
プトン市長と髙村市長が記念品を交
換し、両市の友好がさらに深まりま
した。

　「裾野トリビュート・ガーデン」
という記念公園の整備計画の発表が
ありました。公園は半年後に完成予
定です。
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フォトグラフ

今月の一枚 This month's best shot
撮影／富士山遊歩道

紅葉シーズンはこれからが本番

春の開花を待ちわびて 10月８日息の合った演奏を観客に 10月６日

　秋のぽかぽか陽気の中、十里木の富士山遊歩道でもみじ鑑賞会が
行われました。もみじは秋に紅葉するカエデ科の数種類を総称する
ものです。色づき始めた遊歩道を講師の話を聞きながらゆっくりと
散策しました。紅葉には少し早めでしたが、これからベストシーズ
ンを迎えます。散策に出かけてみてはいかがでしょう。

　市営墓地で芝桜の手入れが行われました。作業を主催したのは
「美しい水と緑のふるさと深良の里づくり委員会」でボランティア
約30人が参加しました。参加者は「春になったらぜひ紅白の芝桜
を見てほしいです」と語っていました。

特派員：鈴木 敬盛

　市内の小・中学校と高等学校の７つのクラブや吹奏楽部が一同に
会し、市民文化センターで裾野吹奏楽フェスティバル2018が行わ
れました。お馴染みの映画音楽やアニメソングなど、日々重ねてき
た練習の成果を観客に披露しました。

特派員：小林 建次

Photograph 10 月
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花の名所をみんなで整備 10月13日

　パノラマ遊花の里で「パノラマロードを花でいっぱいにする会」が
菜の花の種まきとコスモスの種取りを実施しました。会の呼びかけで
市民の皆さんや団体、事業所など総勢約80人がイベントに参加しま
した。笑顔で作業が進められ、秋空の下爽やかな汗を流しました。

特派員：小林 建次

20年連続日本一、今季も最速オープン 10月19日

　「フジヤマ スノーリゾート イエティ」がオープンしました。屋
外スキー場としては20年連続、日本一早いオープン。シーズン到
来を心待ちにしていた約500人のスキー・スノーボード愛好者が県
内外から集まり、一足早いウィンタースポーツを楽しみました。

初期消火の技術を競う 10月17日

　消火技術競技大会が裾野消防署で行われました。20の事業所か
ら28チーム65人が参加。消火器男子の部、消火器女子の部、屋内消
火栓の部に分かれて、火災の発生箇所の確認、消防への通報、消火
器や消火栓の操作などの消火技術の正確さやスピードを競いました。

特派員：杉本 武滿

元気いっぱいの園児・児童と一緒に 10月19日

　いきいき健康サロン千福が丘すその「第５回秋の収穫祭」が千福が
丘町内会館で開催されました。会場にはサロンの皆さんをはじめ、幼
稚園児や小学生を含む約100人が参加し、絵手紙や折り紙などの体験
コーナーで楽しいひとときを過ごしました。

特派員：渡邊 英機

Photograph 2018.10

秋晴れの下、21チームが熱戦 10月21日

　第52回市民ソフトボール大会が総合グラウンドなど市内４会場
で行われ、21チーム参加しました。朝からすっきりと晴れ渡り、
スポーツの秋にふさわしい熱戦が繰り広げられました。ベンチから
は大きな声援が送られました。

特派員：鈴木 敬盛

未来を担う子どもたちが授賞 10月26日

　第19回児童生徒アイデア展表彰式が生涯学習センターで行われ
ました。小・中学生の夏休みの自由研究の出品作品の中から、30
人の児童・生徒が表彰されました。未来を担う子どもたちは、市長
からお祝いの言葉が送られ、キラキラの瞳が嬉しそうでした。

特派員：原 久子
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特集５

「学びの森」で学校の教育力を育てる手助け
学校や教職員、保護者や地域のニーズに応えます
　市教育委員会では、平成27年３月に策定された教育振興基本計
画の基本理念である「学びあい、高めあいながら、人間性豊かに未
来を目指す人づくり」を踏まえ、学校の教育力を高めるために「学
びの森」を設置しました。今年４年目を迎えた「学びの森」では、
「森の道しるべ」「森の仲間」「森の広場」「森のカフェ」の４つ
を柱に活動しています。

学びの森（生涯学習センター２階）
995-4903

http://www.10.
schoolweb.ne.
jp/weblog/　

森の道しるべ
～よりよい授業を共につくりあげていく～

　「よりよい授業を共につくりあげていく」を基本理
念に、学びの森の３人の指導員が、各学校へ巡回訪問
をし、教員の授業力向上と授業づくりの支援を行って
います。対象は、経験年数２～５年目の若手教員、市
の講師・支援員と希望する教員です。指導員は、授業
を参観した後、授業者と面談し、指導や助言をしてい
ます。必要があれば、事前に授業を考える機会も設け
ています。昨年度の指導員による年間の訪問回数は、
延べ205回で、訪問研修を受けた教員数は、市内全体
で76人でした。

森の仲間

　地域の財産（ひと・もの）を学校（子どもの学び）
につなげる支援をしています。具体的には、以下の３
つを行っています。
・学校支援地域本部事業と連携、情報共有
・地域の住民、企業、団体などの窓口
・キャリア教育（企業との連携も含む）への協力
※市内企業の協力を得て、キャリア教育を進めていま
す。

森の広場と森のカフェ

　カフェのような雰囲気の中で、授業や学級づくりに
生かす実践研修を行っています。経験豊かで優れた教
育実践や実績のある市内の教員が講師を務め、実践内
容を学びながら、交流しています。今年は、市内で
ALTを務めるマークス先生と年間10回の英語の講座
を開いて、外国語に関する知識や教授法を学んでいま
す。また、市独自で行っている研修会の企画・運営も
行っています。
　学びの森を教育サロンとして開放し、教職員だけで
なく、保護者、児童・生徒との相談活動も行っていま
す。お気軽にご相談ください。

 裾野市“学びプラン”
『夢、リーダーシップ、語学力、
幅広い教養、発見・解決力、志』

★基本理念「学びあい、高めあいながら、
人間性豊かに未来を目指す人づくり」

★市研修テーマ「共に学びあい、確かな学力を
身に付ける子の育成」

 市立小学校・中学校

外国語 ICT
道徳 主体的・対話的

で深い学び
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お知らせ

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　

保育生活展

　市内公私立保育園９園合同でイ
ベントを開催し、子どもたちが楽
しく遊べる空間を用意します。す
そのんも遊びに来ます。
12月１日㈯　９時20分～15時
市民文化センター多目的ホール
人気の絵本が並ぶ絵本コーナー
やおもちゃで遊べる乳児コー
ナーなど
保育課　995-1822

12/３～９は障がい者週間

　障がい者週間に伴い、イベント
や啓発キャンペーンを行います。
【障がい者週間イベント】
12月１日㈯
　９時20分～15時30分
市民文化センター１階
●障がい児者支援施設などのパ
ネル、作品の展示●保育生活展
とのコラボによる子どもを対象
としたスタンプラリー
　●ワークショップ●授産製品な
どの販売　ほか
スタンプラリーに参加した子ど
もには景品があります。
【障がい者週間キャンペーン】
12月５日㈬①７時～８時
　②11時30分～12時
①裾野駅②市役所玄関前、ベル
シティ裾野
障がいのある方々に対しての理
解を呼びかけます。
障がい福祉課　995-1820

ヘルプカードの配布

　ヘルプカードは、障がいの有無
に関わらず、援助や配慮が必要な
方が手助けを求めやすくするため
のカードです。必要な支援方法や
緊急連絡先などの情報を記入して
普段から携帯し、災害時や日常生
活で困ったとき
に周囲に提示し
ます。希望する
対象の方に配布
します。
12月３日㈪～
障がい福祉課

障がい者手帳所持者や難病患者
などヘルプカードを必要とする
方
200枚
障がい福祉課　995-1820

年金相談

　年金事務所の職員が、諸届け出
の受け付けや手続きの相談に応じ
ます。
12月20日㈭　10時～13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）
12月６日㈭
国保年金課　995-1813

　裾野市長泉町衛生施設
組合では、平成33年度
（2021年）中の運営開始
を目指し、新火葬施設の
整備を進めています。新
火葬施設の建築計画など
の方針を定めた基本設計
を策定しました。
　今後、この基本設計に基づき、より詳細な実施設計を進めていき
ます。
基本計画からの主な変更点
①火葬炉設備の排気ガス冷却方式に熱交換冷却式を利用することで、
機械室の面積の縮小を図りました。
②待合室（36人収容可能）を１室追加し、５室としました。待合
室の壁に引き戸を採用し、２室を１室として利用することで、大
人数の会葬にも対応できるよう配慮しました。
③駐車台数を約20台追加し、合計約100台としました。
④駐車場から火葬施設までの動線に、ユニバーサルデザインを考慮
したスロープや勾配が緩やかな階段を設置しました。
基本設計の概要版は、市公式ウェブサイトをご覧ください。
生活環境課　995-1816

裾野長泉新火葬施設の基本設計を策定
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御宿地区における裾野都市
計画決定等に関する案の縦覧

　都市計画の案を縦覧し、市民の
皆さんから意見を募集します。
●都市計画の種類
①区域区分の変更（県決定）
②用途地域の変更（市決定）
③地区計画の決定	御宿地区計画
（市決定）
④土地区画整理事業の決定	御宿
土地区画整理事業（市決定）
●案の縦覧と意見書の提出
12月４日㈫～18日㈫
　８時30分～17時15分
　※土・日曜日を除く
県決定分①▶︎県庁東館12階都
市計画課、市役所２階まちづく
り課

　市決定分②～④▶︎市役所２階ま
ちづくり課
意見のある方は、意見書に必要
事項を記入し、県決定分①は県
都市計画課へ、市決定分②～④
はまちづくり課へ提出できま
す。	※郵送可。最終日必着
都市計画案、意見書などは、県
または市公式ウェブサイトから
ダウンロードできます。
県都市計画課　054-221-3062
　まちづくり課　995-1829
●県公式ウェブサイト▶︎http://
www.pref.shizuoka.jp/kens
etsu/ke-510a/02-0juran.
html（12月４日㈫～）
　●市公式ウェブサイト▶︎http://
www.city.susono.shizuoka.
jp/soshiki/6/1/7/8532.html

母子父子寡婦
福祉資金貸付制度

　県では、ひとり親家庭や両親の
いない子どもが高校や大学、専門
学校などに進学するために必要な
資金の貸付を行います。
20歳未満の子どもを扶養して
いる母子家庭の母や父子家庭の
父、両親のいない児童など
修学資金／高校以上に通学するた
めに必要な授業料、教材費、交
通費など
就学支度資金／高校や大学、専門
学校などの入学時に必要な被服
や履物などの購入費
子育て支援課にある申請書に必
要事項を記入し、提出してくだ
さい。
11月５日㈪～12月21日㈮
申請後、面接を行います。
子育て支援課　995-1841

　ウォーキングしながら裾野の歴史を学びましょう。
大人300円、高校生以下200円（保険料含む）
飲み物、汗拭きタオル、雨具、参加費など

11月17日㈯～12月９日㈰
●ウォーキングができる服装でお越しください。
　●雨天時は座学の講座を行います。

歴史探訪講座の参加者募集　 東西公民館　992-6677

Vol.１
裾野文学ウォーキング
12月１日㈯　９時～12時ごろ
発着場所／東西公民館
ウォーキングで裾野の四歌人
（二条為冬・宗祇・閑谷法師・
若山牧水）の歌碑や句碑を巡り
ます。裾野と歌人の関係を学び
ます。
講師／金窪明美さん（裾野牧水を
語る会）
約８キロメートルのウォーキン
グができる方
20人（先着順）
11月17日㈯～25日㈰

Vol.２
深良歴史探訪ウォーキング
12月９日㈰　９時～12時ごろ
発着場所／深良地区コミュニティ
センター
当市に初めて土着した武士「大
森氏」に関する史跡を訪ねます。
講師／井上輝夫さん（県文化財保
護指導員）
約４キロメートルのウォーキン
グができる方
30人（先着順）
11月17日㈯～12月２日㈰

Vol.３
西地区歴史探訪ウォーキング
12月16日㈰　９時～12時ごろ
発着場所／市役所玄関前
佐野に残されている史跡や神社、
仏閣、石造物、文学碑などから
庶民文化や信仰をたどります。
講師／井上輝夫さん（県文化財保
護指導員）
約５キロメートルのウォーキン
グができる方
30人（先着順）
11月17日㈯～
　12月９日㈰
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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。
12月７日㈮　13時30分～15時
市民文化センター会議室31
認知症の方を介護している家族
など
介護家族の会（杉山）
　090-1984-9977
　社会福祉協議会　992-5750

学校開放調整会議

　１月から２月までに学校体育施
設を使用する場合は、必ずこの会
議に出席してください。
地区 とき ところ
須山 12月４日㈫ 須山コミセン
東 12月５日㈬

生涯学習セン
ター

深良 12月７日㈮
西 12月12日㈬

富岡 12月13日㈭

時間はいずれも19時～
生涯学習課　992-6900

冬の野鳥観察会

　申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。
12月９日㈰　９時30分～12時
富士山資料館周辺
富士山資料館周辺に生息する野
鳥を観察します。
講師／滝道雄さん
　（日本野鳥の会東富士副代表）
300円
必須▶︎防寒着、飲み物
　任意▶︎双眼鏡、カメラなど
●参加者は第２駐車場をご利用
ください。●雨天の場合は、９
時30分から11時まで富士山資
料館内で学習会を行います。
富士山資料館　998-1325

婦人会衣料リサイクル
回収販売

　婦人会で古着の回収と販売を行
います。古着は洗濯し、ひもで
縛ってお持ちください。
【衣料回収のみ】
12月８日㈯①９時～10時30分
　②13時～15時
①須山地区研修センター
　②市民文化センター多目的ホー
ル、富一小用務員室
【衣料回収・販売】
12月９日㈰　10時～14時
市民文化センター多目的ホール
着ることができる衣類	※ビ
ニール製品、濡れている物、布
団類不可
生涯学習課　992-6900

男性介護者交流会

　介護仲間との情報交換や介護に
ついての相談などを行います。
11月24日㈯
　13時30分～15時30分
福祉保健会館３階会議室
介護している男性の方
家族を同伴する方のためのミニ
デイサービスがあります。
氏名・住所・電話番号を明記し、
介護家族の会にファクスを送付
するか、地域包括支援センター
または北部地域包括支援セン
ターに電話でお申し込みくださ
い。担当のケアマネージャーに
申し込むこともできます。
介護家族の会（杉山）
　 993-5834
　地域包括支援センター
　995-1288
　北部地域包括支援センター
　930-5800

市指定給水装置工事
事業者の指定

　次の業者を指定しました。
●株式会社ネクスト設備
沼津市中沢田473-4
TEL	921-4051
●新東設備
富士市今泉2826-8
TEL	0545-88-2534
上下水道工務課　995-1834

市民まちづくり講座
まちづくりの先行事例に学ぶ

　日頃感じている疑問や社会の問
題解決に向けて、全国の先行事例
を学びます。学んだことをヒント
に、地域で実際に行動していくた
めの計画を立てる講座です。共感
し合える仲間を見つけることもで
きます。
　講師は、地域や大学で30年に
わたり500以上のプロジェクトに
関わり、地域の元気を創出してい
る福島明美さんです。
12月15日㈯　14時～17時
福祉保健会館３階研修室
50人（先着順）
講師／福島明美さん（地域クリエ
イター・茅野市市民活動参与）
12月15日㈯
電話またはファクス、メールで
市民活動センターへお申し込み
ください。ファクスやメールの
場合は、名前・住所・電話番
号・講座名を明記してください。
市民活動センター　950-8875
992-4047
scenter@machitera.jp

お知らせ
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市民提案型の教養講座

　来年度の生涯学習センター教養
講座で応募者自ら企画・運営する
講座の提案を募集します。
募集期間／12月１日㈯～平成31

年１月７日㈪
面接日／平成31年１月12日㈯
市内に主たる事業所などがある
法人や任意の団体、個人
語学・料理・音楽・ダンス・ク
ラフトのジャンルを中心に全７
件程度
生涯学習センターにある申込用
紙に必要事項を記入し、提出し

てください。	※申込用紙は生
涯学習センターホームページか
らダウンロード可
面接（プレゼンテーション）に
よる審査を経て、採用可否を決
定します。
生涯学習センター　992-3800

長泉町裾野市合同企業説明会

　事業所ごとにブースを設け、個
別面接を行います。
12月11日㈫
　13時30分～15時30分
コミュニティながいずみ２階展
示室（長泉町下土狩）
ハローワークに求職登録してい
る方　※ベルシティ裾野内のハ
ローワークプラザ裾野で登録で
きます。登録せずに参加した方
は、参加後に登録してください。
参加企業／就業場所が裾野市また
は長泉町の約40社程度
産業振興課またはハローワーク
プラザ裾野、ハローワーク沼
津・三島・御殿場で配付してい
る案内チラシの受付票を、当日
会場の受付にお持ちください。
産業振興課　995-1857
　ハローワーク沼津事業所部門
　931-0143

緑の基本計画（案）と
立地適正化計画（案）に対する意見を募集
　市では、平成16年３月に策定した緑の基本計画の改定と、立地
適正化計画の策定を行います。市民の皆さんから、計画（案）に対
する意見を募集します。
意見募集の対象／緑の基本計画（案）、立地適正化計画（案）
計画（案）の公表場所／市公式ウェブサイト、市役所１階情報公開
コーナー、深良支所、富岡支所、須山支所、市役所２階まちづく
り課
意見が提出できる方／●市に住民登録がある方
　●市内に事務所または事業所がある個人や法人その他の団体
　●市内に通勤・通学する方など
市公式ウェブサイトのパブリックコメント提出フォームから提出
するか、公表場所にある意見提出用紙に必要事項を記入し、直接
または郵送、ファクスでまちづくり課に提出してください。市役
所１階情報公開コーナーや各支所の意見提出箱へ投函することも
できます。　※意見提出用紙は、市公式ウェブサイトからダウン
ロードできます
11月20日㈫～12月19日㈬
　※郵送の場合は、最終日の消印有効
まちづくり課　995-1828　 994-0272

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 !!

パブリックコメント
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お知らせ

青少年育成市民会議研修会
テレビ寺子屋公開収録

　青少年育成市民会議では、青少
年育成関係者などの研修会として、
テレビ静岡のテレビ寺子屋公開収
録を行います。
12月15日㈯　13時20分～
生涯学習センター３階学習ホール
190人（先着順）
テーマ／PTA会長	相田みつを、
みつをの文字力（もじぢから）
講師／相田一人さん（相田みつを
美術館館長）
12月５日㈬
生涯学習課　994-0145

生涯学習センター教養講座
KIDSヒップホップ講師

　平成31年度に開講するKIDS
ヒップホップ講座（小・中学生対
象）の講師を募集します。
募集期間／12月１日㈯～平成31
年１月７日㈪
面接日／平成31年１月12日㈯
18歳以上で当該講座の講師が
できる方
生涯学習センターにある申込用
紙に必要事項を記入し、提出し
てください。	※申込用紙は生
涯学習センターホームページか
らダウンロード可
生涯学習センター　992-3800

親子手づくり教室「手形・
足形で作るクリスマス飾り」

12月１日㈯		14時～15時30分
鈴木図書館２階展示室
市内に住んでいる幼児または小
学生とその保護者
20人（先着順）
手形と足形でクリスマスツリー

と雪だるまの飾りを作ります。
子どもの成長を季節のモチーフ
にしてみましょう。
11月17日㈯９時～24日㈯
　17時
車でお越しの方は、市役所駐車
場をご利用ください。
鈴木図書館　992-2342

12月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

１日㈯ ㈱小島屋商会
☎︎998-0019

２日㈰ ㈱中川商店
☎︎993-1555

８日㈯ ㈲小澤土建
☎︎992-1401

９日㈰ ㈲杉本住宅設備機器
☎︎997-0983

15日㈯ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎︎997-2704

16日㈰ 小川設備工事店
☎︎993-2074

22日㈯ ㈱駿東管工
☎︎992-5728

23日㈰ 田央設備㈲
☎︎997-5175

24日㈪ 鈴木住宅設備
☎︎993-3901

29日㈯ 髙橋設備
☎︎993-1336

30日㈰ パイピング横山
☎︎992-3329

31日㈪ ㈲富士設備
☎︎997-1507

データバンク
11 月１日現在

１日㈯ しずおか市町対抗駅伝、
保育生活展

２日㈰ 地域防災の日
９日㈰ 農業まつり
20日㈭ 市立幼稚園２学期終業式
21日㈮ 小・中学校２学期終業式

12月　カレンダー

人　口　52,204人	 （−４人）
　男　　26,512人	 （−１人）
　女　　25,692人	 （−３人）
世　帯　21,716世帯	（＋15世帯）
内、外国人	 748人	399世帯

12月　税金・料金
納付期限：12月25日㈫

固定資産税・都市計画税 第３期分
国民健康保険税 第６期分
介護保険料 第６期分
水道料金・下水道使用料 第５期分

納期限：１月４日㈮
後期高齢者医療保険料 第５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

12月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

1 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

2 ㈰

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

こんどうクリニック 925-2420 岡宮 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

村岡内科クリニック 954-2000 大岡 こんどうクリニック 925-2420 岡宮

3 ㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

4 ㈫ なおきクリニック 929-8555 東椎路 青木整形外科医院 922-0521 高島町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

5 ㈬ 林医院 931-1120 住吉町 ふじわらクリニック 924-8777 寿町 田中医院 921-2053 高島町

6 ㈭ 鬼頭
ハートクリニック 999-4810 本宿 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

7 ㈮ さはこ
内科クリニック 999-3850 中土狩 萩野クリニック 966-7111 根古屋 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

8 ㈯ さとやまクリニック 939-8031 東原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 よざ小児科医院 967-5722 原

9 ㈰

須山診療所 998-0006 須山 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

小林内科医院 921-2165 米山町 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町 田中医院 921-2053 高島町

清流クリニック 941-8688 堂庭 五十嵐クリニック 934-6700 志下

10 ㈪ 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 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

12月前期

11 ㈫ 柿田川医院 973-3601 柿田 東医院 921-5520 高沢町 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

12 ㈬ 境医院 975-8021 竹原 沼津大山クリニック 954-2274 大手町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

13 ㈭ あめみや内科 935-1159 吉田町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

14 ㈮ 大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 守重医院 931-2511 我入道

江川 よざ小児科医院 967-5722 原

15 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 池田病院 986-1212 本宿 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

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 ㈰ つりた耳鼻咽喉科クリニック
927-3387 宮前町

木村眼科
967-4611 原

ウスイクリニック
980-5580 下土狩

米山歯科クリニック
988-0880 下土狩

9 ㈰ 長谷川耳鼻咽喉科医院
0545-30-8733 浅間本町

静岡医療センター
975-2000 長沢

沼津市立病院
924-5100 東椎路

うさぎ歯科医院
997-5918 葛山

裾野市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町
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一般書

●そらのかんちゃん、ちていのコロちゃん
作：東直子　絵：及川賢治　福音館書店（福音館創作童話シリーズ）

●風がはこんだ物語
文：ジル・ルイス　絵：ジョー・ウィーヴァー　あすなろ書房

●ノラネコぐんだん　おばけのやま
著：工藤ノリコ　白泉社（コドモエのえほん）

●かあちゃんのジャガイモばたけ
さく：アニタ・ローベル　やく：まつかわまゆみ　評論社（評論社の児童図書館・絵本の部屋）

●キラキラッとほしがかがやきました
作・絵：宮西達也　ポプラ社（ティラノサウルスシリーズ 15）　

●童の神
著：今村翔吾　角川春樹事務所

●永遠の詩
著：香月夕花　文藝春秋

●その先の道に消える
著：中村文則　朝日新聞出版

●バロルの晩餐会
　ハロウィンと五つの謎々
　作：夢枕獏　絵：天野喜孝
　KADOKAWA
●アディオス！ ジャパン　
　日本はなぜ凋落したのか
　著：真山仁　毎日新聞出版

児童書

●12月の行事予定
親子手づくり教室
 １日㈯ 14時〜 本館２階展示室

親子おはなし広場
 ４日㈫ 10時30分〜 本館２階展示室

サンタとおはなしの会
 ８日㈯ 11時〜 文化センター図書室
 15日㈯ 14時30分〜 本館2階視聴覚室

親子おはなしの会
 18日㈫ 10時30分〜 文化センター図書室

ファーストブック・セカンドブック
 12日㈬  ９時〜12時 本館２階展示室・文化センター図書室
 19日㈬ 13時〜16時 本館２階展示室・文化センター図書室 

親子ふれあいデー
  ５日㈬ 10時〜17時 本館２階展示室 
 13日㈭ 10時〜17時 本館２階展示室 
 21日㈮ 10時〜17時 本館２階展示室 

●冬の特別会　図書館映画会
と　　き／12月８日㈯　14時〜
と こ ろ／本館２階視聴覚室
上映作品／リチャード・ザ・ストーク　飛べないワタリドリ
定　　員／60人
申し込み／整理券を12月1日から図書館カウンターで家族

分のみ配布します。
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。

新刊おすすめ本

12月の休館日 ３日㈪・10日㈪・17日㈪・25日㈫
29日㈪～31日㈪

加藤 大
たいせい

晴くん
（３歳・佐野上宿）

長谷川 咲
さ な

奈ちゃん
（２歳３カ月・和泉）

笹原 直
なお

輝
き

くん
（２歳４カ月・中丸下）

小田嶋 歩
ほ

南
なみ

ちゃん
（２歳11カ月・上町）

木下 蘭
ら ん

音ちゃん
（２歳４カ月・公文名二）

市内に住んでいる３歳
０カ月までの子ども
氏名、住所、電話番号、生
年月日を明記し、メール
でお申し込みください。
wagaya-star@city.sus
ono.shizuoka.jp
掲載枠に限りがありま
す。応募者多数の場合は
先着順に掲載します。

掲載写真募集


