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　いよいよ来年、東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会が開催されます。この大会の自転車競技ロード
レース（男子）では、国道469号線を御殿場市から裾野市
内に入り、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。
　オリンピック開催地として私たちにできるおもてなしや魅
力発信について、事業者・元競技者それぞれの立場ででき
ることや今後の展開について語り合ってもらいました。
自転車競技ロードレース（男子）
とき／2020年７月25日㈯
スタート／武蔵野の森公園
ゴール／富士スピードウェイ

 座談会参加者（順不同）

●早川 優さん
市観光協会副会長
株式会社フジヤマリゾート代表取
締役社長

●堀口 綾子さん
市商工会女性部部長
和風れすとらん「みよし」若女将

●飯島 誠さん
自転車競技オリンピアン（シド
ニー・アテネ・北京大会出場）
ブリヂストンサイクル株式会社

●髙村 謙二
裾野市長
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2019　新春座談会

ロードレースのコースに決定
機運の醸成のためにできること

市長▶︎まず、自己紹介を兼ねて、東京2020オリン
ピック・パラリンピック競技大会自転車ロードレー
ス男子で当市がコースの一部に決定した気持ちをお
話しください。

早川▶︎株式会社フジヤマリゾート代表取締役社長の早
川優です。ロードレース男子のコースが市内を経由
することに併せ、弊社が管理運営している南富士エ
バーグリーンラインがコースの一部になったことは、
社員一同、驚きとともに非常に光栄なことだと受け
止めています。同時に、オリンピックに向けフジヤ
マリゾートとしても機運を盛り上げていきたいと強
く思いました。

市長▶︎市としても、開催都市に名を連ねることができ
たことで、大きなプレゼントをもらったという思い
です。

早川▶︎エバーグリーンラインは、かなりの上り坂なの
で、個人的にはコースとして選ばれるとは思ってい
なかったため正直驚きました。

堀口▶︎須山小学校あたりから富士山へ向けて、ずっと
上り坂ですからね。

早川▶︎毎日、車で通勤していますが、車でも大変な坂
道を自転車で上るのですよ。選手は本当にすごいの
だなとつくづく思います。

市長▶︎今、コースや選手の話が出てきましたが、飯島
さんは自転車競技の元選手で、現在は講演などもさ
れているのですよね。

飯島▶︎はい。ブリヂストンサイクル株式会社の飯島誠
です。2010年まで選手をしていて、シドニー、ア
テネ、北京のオリンピック三大会に出場させていた
だきました。北京のときは37歳で、スポーツ選手
としてはベテランといわれる年齢でしたが、８位に
入賞することができました。現役引退後、ブリヂス
トンサイクルに入社しました。現在は、主に自転車
競技に関する講演会などを通じ、自転車競技の啓発
や、自転車を文化として普及させていく活動などの
仕事をしています。併せて、より多くの皆さんにオ
リンピック・パラリンピックの魅力や大会後のまち
づくりを知ってもらえればと活動しています。11
月６日は市内の小・中学校で講演を行いました。

市長▶︎市民の機運高揚にもご協力いただきまして、あ
りがとうございます。

　さて、楽しむことや楽しませることを、いろいろ仕
掛けてくださっている堀口さん。すでに何かアイデ
アをお持ちなのではないですか。

堀口▶︎和風れすとらん「みよし」若女将の堀口綾子で
す。市商工会女性部の部長を務めています。オリン
ピックは遠い存在に感じていましたが裾野市が開催
地になったことで、私にとっては身近なものになり
ました。これから自分たちのできることを皆さんと
一緒に考えていきたいと思っています。

市長▶︎市商工会女性部の皆さんを率いてのエコマル
シェなどの開催で、女性の持つ感性とパワーに心強
さを感じています。また、先日開催の県商工会女性
部主張大会では最優秀賞を受賞されましたよね。

堀口▶︎ありがとうございます。日頃の活動やみんなの
思いを代弁しただけなのですけどね。そんな仲間た
ちと、裾野市を感じてもらえるようなイベントなど
をつくっていきたいと思っています。一生に一度あ
るかないかのオリンピックという一大イベントに、
傍観しているのはもったいないと思うのです。参加
してもらう方たちはもちろん、私たちも一緒に楽し
めるようなものをつくっていけることを考えるとワ
クワクします。

須山中での自転車教室の様子

エコマルシェの様子

3
2019.1.1



市長▶︎オリンピックに向けての企画を楽しみにしてい
ます。市としても協力できることは精一杯協力させ
ていただきます。

　では、最後に私。裾野市長の髙村です。昭和39年、
東京オリンピックの年に生まれました。オリンピッ
クに対して運命的なものを感じてしまいます。市と
しても、裾野を訪れてくれた方々には印象に残るお
もてなし、アスリートの皆さんにはベストタイムを
出せるような環境を整えなければと思います。期待
と不安もある状態ですが、市民の皆さんや企業の皆
さんと力を合わせて、開催に向けて準備を万端に整
えていきます。

飯島▶︎早川社長にお伺いしたいのですが、エバーグ
リーンラインがコースに決まった時はどのような心
境でしたか。

早川▶︎コースが決まった瞬間は本当に嬉しかったです。
ただ、不安もあります。もう40年以上使用してい
る道路です。冷静に考えてみると、自転車レースを
開催するための整備が必要なのではないかと。

市長▶︎市道も同様です。路肩の崩れや、道路側溝、路
面の状況など、環境の整備対策が必要ですね。

早川▶︎オリンピックの競技なので、世界中から一流の
選手が集まります。安全面が担保され、きちんと競
技の運営が行われなければいけないと考えています。

　コース整備については、オリンピック組織委員会と
今後の役割分担についてしっかり話し合いたいと考
えています。まずはこれらを早目にクリアして、機
運を高めて盛り上げることにも注力したいです。

市長▶︎市としてもスピード感を持って、環境の整備や
情報発信を行っていきます。

コースは過去最難関

堀口▶︎飯島さんは、選
手時代に国内外の
レースに出られてい
たと思うのですが、
路面の状況も重要な
要素ですよね。

飯島▶︎もちろんです。
海外のコースに比べ、
エバーグリーンラインの路面は比較的きれいだと思
います。普通に車が走れる状態でしたら大丈夫で

しょう。ヨーロッパのレースでは特別な整備はそれ
ほど行っていません。穴やくぼみ、車輪が挟まって
しまうようなひび割れがあると、問題はあると思い
ますが、基本的には大丈夫だと思います。ただ、下
り区間は時速100キロメートル近く出ることもある
ので、細かな補修が必要かもしれません。下り区間
がある市町は大変かもしれません。

堀口▶︎自転車でもそんなにスピードが出るのですね。
怖くて想像もできないです。

飯島▶︎今回のコースはかなりのスピードが出る区間が
ありますね。きちんと整備された競技用の自転車で、
一流の選手が運転すればスピードが出ても安全に走
ることが可能です。

市長▶︎エバーグリーンラインは下り区間に比べれば、
細かなところの整備までは必要ないかもしれません
ね。

飯島▶︎上り区間は、恐らく時速20キロメートル前後
でレースが推移すると思われます。ゆっくりと観戦
するには上り区間がいいですね。ロードレースでは、
上り区間でドラマが生まれます。観戦する側も選手
間での駆け引きにおいても、レース本番ではエバー
グリーンラインがまず１回目の山場になるでしょう。
そしてゴールを前にした激坂の三国峠が最大の山場
になると思います。市内のコースは後半にかけて体
力的にダメージを与える感じですよね。

市長▶︎序盤戦の市内の上り坂が後になってボディーブ
ローのように効いてくるのですね。

早川▶︎レースは７月に行われるので、気温も湿度もさ
らに選手を苦しめますね。

飯島▶︎ロードレースの盛んなヨーロッパは夏もカラッ
としているので、ヨーロッパの選手にはきついはず
です。

堀口▶︎雨が降ると、さらにじめじめしますね。天候に
恵まれることを祈ります。

飯島▶︎今回のオリンピックレースは過酷になることは
間違いないです。過去最高にきついコースではない
かなと思います。

堀口▶︎過去最高に過酷だということは、応援にも熱が
入りますね。

飯島▶︎今回はスタートが東京で、ゴールが富士スピー
ドウェイです。オリンピックでは珍しく、ワンウェ
イのラインレースと捉えられます。今までオリン

堀口さん
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ピックのロードレースの多くは周回コースがメイン
でした。そういう意味でも、世界中がこのコースに
注目しています。本当に実力がある選手が勝つこと
になるでしょうね。

堀口▶︎やっぱりすごいですね。距離も長く、ハードで
すよね。

飯島▶︎そうですね。最初の10キロメートルのパレー
ドランを含めて244キロメートルです。裾野から東
京までを往復できるくらいの距離になります。

早川▶︎長いように感じますが、ロードレースやオリン
ピックコースとしては平均的な距離なのですか。

飯島▶︎そうですね。オリンピックでは250キロメート
ルの距離設定が多いです。

キーワードは“おもてなし”
裾野の魅力を伝える

市長▶︎皆さんは実際に自転車ロードレースをご覧に
なったことはありますか。

堀口▶︎興味はありますが、見たことはないです。ロー
ドバイクを２年前に購入し、時間があるときは乗っ
ています。

飯島▶︎堀口さんも自転
車乗りなのですね。
仲間が増えることは
嬉しいですね。

堀口▶︎オリンピック
コースが決定したた
めか、最近市内でも
自転車で走っている
方がすごく増えている気がしますね。

飯島▶︎今までも、それなりにはいたと思いますが、気
にしていなかったというか、気が付かないのでしょ
うね。オリンピック・パラリンピックが裾野に来る
ということで、皆さん少し自転車のことが気になり
始めているのだと思います。関心を持つことが、レ
ガシーづくりの第一歩だと思います。いろいろな携
わり方があって当然です。それをここから、少しず
つ皆さんで探し出していくというのも、また楽しい
ですね。

堀口▶︎楽しいですね。今まであまり携わったことのな
い自転車の世界。知ることで楽しみが増えますし、
そこに自分がどう関わっていけるのか。何か積極的

に向かい合いたいという気持ちはあります。ハード
面は難しいかもしれませんが、ソフト面で来てくれ
た方が笑顔になるようなことを考えたいです。

飯島・早川・市長▶︎おもてなしですよね。
堀口▶︎おもてなしをキーワードにですよね。私たちも

海外旅行に出かけて、現地の方が笑顔で迎えてくれ
たり、声をかけてくれたりしたら、言葉は通じなく
ともうれしいですよね。

市長▶︎飯島さんは、海外のレースに出場したときに受
けたおもてなしで印象的だったことはありますか。

飯島▶︎温かく迎えていただけるだけでもすごくうれし
いのですが、やはり訪れた街の方々と話しをしたと
きに、自転車競技に対する関心が高いとうれしいで
すね。

早川▶︎そうなると、私たちも自転車や自転車競技に関
心を持ち、ロードレースの楽しみ方を知ることが大
切ですね。

市長▶︎先日、市内の自転車愛好者による自転車のイベ
ントが開催されました。マナーや初歩的なところか
ら勉強するためのコーナーを設けてくれていました。
このようなことの積み重ねが大切なのだと思いまし
た。おもてなしの心については裾野市民は温かい人
が多いので、私はまったく心配していません。

飯島▶︎私も学校訪問やイベントへの参加を通して、市
民の皆さんの暖かさを感じることができました。こ
れからも私たちにできることはたくさんあると思い
ます。

堀口▶︎裾野を気に入ってもらい、繰り返し裾野に訪れ
てもらいたいですね。

早川▶︎お店を営む中で、おもてなしの部分というのは、
どのように考えていますか。

堀口▶︎富士山が世界遺産になってから、海外からのお
客さまのご来店が増えています。多様化するニーズ
にできる限り寄り添い、細かく応えられるように心
がけています。せっかく裾野を訪れてくださったの
だから、裾野のことをより多く知ってほしいです。
お料理でのアピールはもちろんですが、写真スポッ
トを作って自転車で回ってもらえるような仕組みを
作り、裾野を広く知ってもらいたいです。自転車イ
ベントとマルシェのコラボ開催なども見据え、前向
きな気持ちでアピールしていきたいです。

飯島さん
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早川▶︎すっと一歩が踏み出せるというのは非常にすば
らしいですね。裾野市の女性にパワーと勢いを感じ
ますね。

市長▶︎市民の力、女性のパワーを活用させていただき、
官民一体となってイベントの企画や裾野のアピール
を行いたいですね。

堀口▶︎私たちが挑戦したいことに市職員の皆さんが一
所懸命下地づくりをしてくれます。それがあるから
こそ私たちが活動できるのです。一緒に積み上げて
いくことが成功につながると思っています。

世界に発信したい
裾野から見る富士山の魅力

早川▶︎観光協会としても、オリンピックを機会に裾野
市の観光を発信するため、何かやらなければという
機運はあります。私は、コースを選手たちが走って
いる光景を想像したときに一番絵になるのは、富士
山を正面にする裾野のコースだと思います。富士山
を目指して激走する選手たち。それが全世界に発信
される。きっとすばらしいですよね。

飯島▶︎海外の方がたくさん来て、どんどん情報を世界
各地にSNSなどで
自ら発信してくれま
す。このチャンスを
生かして裾野市を世
界に知ってもらいた
いですね。

市長▶︎千載一遇のチャ
ンスですよね。

飯島▶︎SNSなどの普及で情報の拡散するスピードが、
10年前と比べて圧倒的に速くなっています。また、
旅の形も変わってきていて、情報を元に自分で旅を
作る方も多くなってきていますよね。

堀口▶︎裾野は本当に自然に恵まれています。私たちが
見慣れ過ぎていて見落としているかもしれないです
ね。選ばれる裾野市でありたいですね。

飯島▶︎初めて訪れると感動だらけですよ。
堀口▶︎そこに住んでいると当たり前になってしまい、

つい見過ごしてしまう。市外からいらした方から言
われ、こんな宝があったのかと気づかされることも
ありますよね。

飯島▶︎私は市外に住んでいるので、富士山を間近に見

ると感動します。先日も富士山の写真を撮りました。
朝もきれいですが夕焼けもすごくきれいですね。
SNSに上げたくなる美しい景色でした。

早川▶︎やっぱりそうで
すね。雄大な富士山
やパノラマロードと
いった観光資源を世
界に向け繰り返し発
信していきたいと思
います。

応援の仕方は千差万別
選手とともに盛り上がる

堀口▶︎ロードレースの応援のイメージがないのですが、
観客はどのような感じで応援されるのですか。

飯島▶︎今回の大会はどのようなルールになるか分かり
ませんが、競技の応援の仕方も決まったものはあり
ません。人それぞれの応援の仕方があります。海外
のロードレースでは、バーベキューなどを楽しみな
がら応援している人もいれば、コスプレをして、選
手と一緒に山道を走りながら応援する人もいるくら
いです。

市長▶︎市民の皆さんはどこでどう応援したらよいのか
ルールが分からない方が多いと思います。観戦の
ルールを学ぶことも必要ですね。

飯島▶︎基本的には、座席が用意されていない限り、自
転車レースは無料です。ツール・ド・フランスでも、
スタート地点とゴール地点のところに有料観覧席が
ありますが、沿道は無料です。

市長▶︎無料なら多くの方に応援に来てもらいやすいで
すね。

飯島▶︎そうですね。ただ、スピードの出る下り区間は
基本的に観戦禁止です。選手も危険な区間ですから
ね。観戦ポイントはどこですかと聞かれれば、間違
いなく上り区間です。

堀口▶︎その方が安全でゆっくり見られますね。
飯島▶︎本当に裾野市は一番の観戦ポイントなのです。

髙村市長

早川さん
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　明けましておめでとうご
ざいます。輝かしい希望に
満ちた新春を健やかにお迎
えのことと、心からお喜び
申し上げます。

　本年４月30日をもって天皇陛下は退位され、
５月１日には皇太子徳仁親王殿下が即位され新
たな元号と共に新しい時代の幕開けを迎えます。
平成を振り返りますと皆さまそれぞれに感慨深
いものと思います。
　昨年、東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会自転車ロードレース男子のコー
スが正式決定され裾野市がコースの一部として
選ばれました。市内のコースは標高約1,500
メートルの水ヶ塚公園付近まで標高差が約900
メートルあり、過酷ではありますが最も見ごた
えのある区間となっています。加えて随所で雄
大な富士山の姿を存分に堪能していただけます
ので、国内外の多くの皆さまに裾野市を知って
いただける、あるいは訪れていただけるチャン

スと捉え、競技環境の整備、機運醸成を図り、
裾野市だからこその“おもてなし”と“レガ
シーづくり”に市民の皆さまと一緒に取り組ん
でまいりたいと考えております。さらに2020
年は深良用水通水350周年、2021年１月１日
には市政施行50周年の節目を迎えます。市民
の皆さま自らが祝え、「シビックプライド（ま
ちへの愛着や誇り）」を持って主体的にまちづ
くりに参画していただくためにも、市民の皆さ
まが自ら作り上げていく市民協働による手法に
よって、2020年に向けて準備を進めてまいり
ます。
　今後も市民協働・戦略的情報発信・広域連携
の視点に立って、「みんなが誇る豊かな すそ
の」の実現に向けて「まち・ひと・しごと」づ
くりを進めてまいります。
　結びに、皆さまのご健勝、ご多幸と新たな時
代に向けて大きな飛躍の年になりますことを心
からお祈り申し上げまして年頭のあいさつとい
たします。

2 0 2 0 年 に 向 け て 　 年 頭 あ い さ つ

レガシーづくりへ
一人一人が主役

市長▶︎皆さん、積極的なお話をありがとうございます。
最後に、オリンピックの開催に向けてそれぞれの立
場で、今後の夢や目標を一言ずつお願いします。

早川▶︎市内外の方に自転車コースとして認知されるよ
う強く発信していきます。エバーグリーンラインを、
オリンピック後もロードレースの会場になったこと
を生かし、イベントを企画したいです。市全体や地
域全体を活性化できるような役割や働きかけを行っ
ていきたいと考えています。

飯島▶︎まず、ブリヂストンサイクルとしてはオリン
ピック・パラリンピックで所属選手がメダルを獲れ
るよう頑張ります。また、この地域を自転車の街に
していきたいです。それを大きなゴールとします。

レガシーの一歩として、より多くの方々に興味や関
心を持ってもらうところから協力させていただきた
いと思います。

堀口▶︎ロードレースやオリンピック全体の魅力の発信
のため、皆さん一人一人に一緒に盛り上げようとい
う声かけからまず始めていきます。それをきっかけ
に市民として何ができるのかをみんなで考え、実行
し、盛り上げていきたいと思います。

市長▶︎まずは、準備万端、大成功におさめられるよう
に大会運営の準備をしっかりしていきます。今、シ
ビックプライドと言っていますが、地域への、郷土
への誇り、愛着をまちづくりの原動力にしたいなと
思っています。オリンピック・パラリンピックを
きっかけにシビックプライドが醸成されていくこと
を最終的な目標にしています。今後ともよろしくお
願いします。

裾野市長
髙村 謙二
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データ利活用推進シティ宣言！
データ利活用で納得感のある、効率的で透明性のある市を目指します

特集２

　皆さんは“データ利活用”と聞くと、どのようなイ
メージを持つでしょうか？「難しそう」「利活用するの
は当たり前でしょ？！」など、さまざまだと思います。
データ利活用を進めることで、より納得感と透明性が上
がることに加え、効率的な市政運営が可能になります。
市では“難しそう”な取り組みを“当たり前”にするた
めに、推進体制と計画をつくりました。

　データ利活用の推進

体制整備、計画策定、宣言
　データ利活用の推進を市全体で取り組む体制とし
て、８月に市データ利活用推進本部を設置しました。
11月に市官民データ活用推進計画を策定し、11月
29日㈭には、取り組みを内外に発信するため
“データ利活用推進シティ宣言”をしました。
コード・フォー・ジャパンと協定締結
　また同日、データ利活用分野で専門的な知見をも
つ、一般社団法人コード・フォー・ジャパン（以下
Code for Japan）と協定を締結し、政策立案にお
けるデータ利活用に関する取り組みの連携を開始し
ました。今年度中に政策立案に関する支援を受けた
取り組みを実施します。
データ利活用で皆さんの生活は？
　数値を根拠に分析・検証を進めることで、より効
果的なサービスをより効率的に提供することが可能
になります。データ利活用の利点を活かし、市民の
皆さんと将来像を描き、共に考えていきます。

　これまでの取り組み

データ利活用の推進 ICT導入の推進

課題解決につかえるICT？
従来の方法　 AI,IoT,RPA

課題　仮説　検証
デザイン思考

根拠→合意形成
納得感！

無駄が減る、スリム化
効率的！

限られた資源（ヒト・モノ・カネ）
数値（データ）は共通言語！

市民・団体・民間企業
など

市官民データ活用推進計画

連携

協定

市民、民間企業、学校、
金融機関、報道機関、
地域活動団体、NPO、
その他

データ利活用
推進シティ宣

言!!

市長を本部長とする
部署間の横断的な

庁内体制

みんなうれしい！

活用 検討

　職員の研修を開始。EBPM
（根拠に基づく政策立案）
について、具体的な手順を学
習し、業務に反映させていき
ます。講 師はCo de  fo r 
Japanの市川博之さん（裾
野市出身）です。

11月８日～

　Code for Japanと「政
策立案におけるデータ利活
用の推進に関するパート
ナーシップ協定」を締結し
ました。市の政策形成プロ
セスを高度化させます。

11月29日

　「データ利活用推進シ
ティ宣言」を行い取り組み
を内外に発信しました。宣
言によって、データ利活用
の推進だけでなく民との連
携を加速させます。

　東京大学公共政策大学院
客員教授の奥村裕一さんを
招いて、データ利活用をキー
ワードにした市民参加型の
地域ゼミを開催しました。堰
原区長の柏木広基さんが区
の取り組みを発表しました。

11月29日

12月14日3

1 2

4

企画政策課
995-1804
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　市では、同じ職種に長く従事し、技能の練磨や後進の育成などで市の産
業技術向上に貢献した方を表彰しています。技能団体から推薦され選考会
を経て、今年度は３人の方が受賞しました。表彰式は、11月22日㈭に市
役所で行われました。

産業振興課
995-1857

美容師
野上 晶子さん（南町）

　昭和42年に美容師学校を卒業後、長年にわた
り美容師としての技能の研究に努めています。昭
和55年に独立以降、地域のニーズに合うように
ハートフル美容師の資格を取得。特徴ある技術の
資格を得ることで、市内に限らず多くの顧客に
サービスを提供し、高い評価を得ています。また
介護施設の訪問を行い、施設利用者のケアを行っ
ています。
　組合活動にも積極的に参加。周りからの人望も
厚く、平成15年には組合から東部美容技能功労
章へ推薦されるなど優れた技能を持っています。

農業
渡邉 友江さん（公文名4）

　昭和41年に就農以降、水稲栽培や露地野菜づ
くりなどの複合経営に取り組み、経営体制の確立
を行ってきました。その間、地域農業者に先進的
農業技術の普及導入活動の先駆者として地域農業
の礎を築きました。イチゴ栽培のためのさまざま
な技術を有し、イチゴを当市の特産品に押し上げ
た立役者で、イチゴ生産のけん引役となっていま
す。
　苺組合では、役員を歴任し業界の発展に大きく
貢献し、若手栽培者の良き相談相手となり、栽
培・経営面の指導も率先して行っています。

大工
橘 保好さん（本茶）

　昭和41年から現在まで52年の長きにわたり、
建築大工としての技能の研究に努めています。平
成３年に工務店を立ち上げ住宅設計建築業に励み、
技能センターの講師としても後進の技能習得に多
大なる貢献をしています。優れた技術は高く評価
され、市内のみならず県東部地域の多くの顧客や
取引先に信頼されています。
　組合活動にも積極的に参加し周囲からの人望も
厚く、組合長として業界の発展に大きく貢献し、
後進の指導・育成に尽力しています。

平成30年度　県優秀技能者　
～当市から2人が受賞～

　県では、優れた技能を持ち、後進の育成に貢献
した優秀技能者を表彰しています。県優秀技能
者・技能検定功労者表彰式が11月27日㈫に開催
され、当市から2人の技能者が表彰されました。
優秀技能者
◆自動車整備工　浅田 澄さん
　（トヨタ自動車㈱東富士研究所）
◆車のデザインモデル制作　川島 秀一さん
　（トヨタ自動車東日本㈱）
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いじめ問題は学校だけでなく地域の問題として取り組みます

学校の組織運営＝チーム学校 子育て支援課
家庭児童相談員

スクールサポーター

警察・児童相談所
などの関係機関

ふれあい教室
指導員
相談員

スクール
カウンセラー

心の教室相談員

外国人相談員

健康推進課

通級指導担当
ことばの教室担当

特別支援教育
コーディネーター

特別支援
巡回相談員

社会教育指導員

学びの森
指導員

医療・福祉などの
関係機関

幼稚園
保育園
保育士

スクール
ソーシャルワーカー

地域の皆さん 民生・主任
児童委員

児童・生徒

教員
学校

　子どもたちが心身ともに健康で安心して成長できるように、いじめのな
い地域を目指し、いじめ問題に対応していくため「いじめ防止基本方針」
を策定しました。

学校教育課
995-1838

いじめのない地域に向けて

　いじめ防止対策推進法では「地方公共団体は地域の
実情に応じ、いじめ防止などのための対策を総合的か
つ効果的に推進するための基本的な方針を定めるよう
努めるもの」と規定されています。
　いじめとは、児童・生徒と一定の人的関係にある他
の児童・生徒が行う心理的または物理的な影響を与え
る行為（インターネットを通じて行われるものを含
む）で、当該行為の対象となった児童・生徒が心身の
苦痛を感じているものをいいます。一つ一つの行為が
いじめに当たるかどうかの判断は、いじめられた児
童・生徒の立場に立つことが必要です。けんかやふざ
け合いであっても、見えないところで被害が発生して
いることもあります。
　市では、いじめを学校だけの問題とせず、いじめ防
止などのための対
策を市として実効
的に行うために、
「いじめ防止基本
方針」を策定しま
した。

いじめの未然防止に取り組みます

　いじめは全ての児童・生徒に関する問題です。どの
子どもにも、どんな場所でも起こりうることを踏まえ、
全ての子どもに向けた対応が求められます。社会全体
で、健やかでたくましい子どもを育て、心の通い合う、
温かな人間関係の中で、いじめをしない子どもを育て
ていきます。「地域の子どもは地域で育てる」のもと、
学校や家庭だけでなく、地域社会全体で、いじめの未
然防止に取り組みます。

地域一体となって！

　いじめは、いじめを受けた児童・生徒の教育を受け
る権利を著しく侵害し、心身の健全な成長や人格形成
に大きな影響を与えるだけでなく、生命や身体に重大
な危険を生じさせる恐れのあるものです。「いじめの
防止」「早期発見」「早期解決」につなげるため、市
や学校、家庭、地域などが連携し、子どもの健やかな
成長を見守り、いじめの事実を知ったり、いじめの現
場を目撃したりした場合は、一刻も早く協力して対応
します。

◆いじめ防止基本方針の詳しい内容は、
市公式ウェブサイトをご覧ください。
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いじめ防止基本方針を策定
健やかでたくましい心を育むために



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　

市指定給水装置工事
事業者の廃止

　次の事業者を廃止しました。
●株式会社まるゆう

長泉町下土狩396-22
TEL 998-0020

上下水道工務課　995-1834

市民無料相談

１月21日㈪　10時～12時
　※受付▶︎11時40分まで

市役所４階401会議室
●司法書士相談▶︎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。

　●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

市民文芸誌
『文芸すその』第38号刊行

　市民の皆さんの文芸作品を掲載
した『文芸すその』第38号を市
内の書店などで頒布します。

１月８日㈫～２月28日㈭
戸田書店リブレ裾野店、鈴木図
書館、生涯学習センター
700円
生 涯 学 習 セ ン
ターでは、期間
終了後も継続し
て頒布します。
生涯学習課　994-0145

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。

１月30日㈬
美化センター　992-3210

国保高齢受給者証交付会

　２月１日㈮から対象となる方に、
受給者証を交付します。

１月23日㈬
　10時20分～11時30分

福祉保健会館３階研修室
昭和24年１月２日～２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

県最低賃金の改正

　県特定（産業別）最低賃金が次
のとおり改正されました。
●タイヤ・チューブ、ゴムベル

ト・ゴムホース・工業用ゴム製
品製造業▶︎879円

●鉄鋼、非鉄金属製造業▶︎916円
●はん用機械器具、生産用機械器

具、業務用機械器具、輸送用
機械器具製造業▶︎930円

●電子部品、デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器
具製造業▶︎900円

●各種商品小売業▶︎866円
静岡労働局労働基準部賃金室

　054-254-6315

ヘルシーパーク裾野
改修工事による休館

　ヘルシーパーク裾野は、風呂の
天井改修工事を行うため、工事期
間中は全面休館します。
工事期間／１月16日㈬～３月７日

㈭
営業再開／３月上旬

工事の進捗状況によって、期間
が変更になる場合があります。
健康推進課　992-5711

お知らせ

Information

秋 の 叙 勲
瑞 寶 小 綬 章

今関 正興さん
（元消防団団長）

　昭和39年に消防団に入団し、
通算47年間職務を全うしまし
た。平成４年から26年の長き
にわたり消防団長を務め、女
性消防団の新設や団員の増員、
災害時消防活動支援隊の新設
など組織の充実強化に尽力し
ました。
　平成22年から８年間にわた
り(公財)県消防協会会長を、
平成24年から2年間にわたり
(公財)日本消防協会副会長を
務めるなど、市内だけでなく県
下・全国の消防団の組織強化
に寄与しました。
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インフォメーション

Information

にこにこキャラバン
“南児童館の巻”

　申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

１月22日㈫　10時～12時
南児童館
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

2019 年市政カレンダー
配付・販売

　市政カレンダーを発行しました。
１世帯に１部を無料で配付し、希
望する方には販売しています。
テーマ／富士山のある風景
配付・販売場所／戦略広報課、各

支所、生涯学習センター、富士
山資料館

販売価格／300円
【郵送での購入】
　希望部数分のカレンダー代金の
定額小為替と郵送代金分の切手、
送り先の住所・氏名・電話番号を
記載した用紙を戦略広報課に郵送
してください。
郵送代金／１部340円、２部500円
　※３部以上はご相談ください。

無料で配付できる世帯は、区を
通じて配付されない世帯です。
戦略広報課　995-1802

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。

１月24日㈭　10時～13時
市役所1階市民相談室
14人程度（先着順）
１月10日㈭

国保年金課　995-1813

親子わいわい広場

　入退室は自由で、申し込みは不
要です。

１月５日㈯　10時～12時
鈴木図書館２階展示室
幼児・小学生とその保護者の方
ぶんぶんゴマ、折り紙、カルタ、
巨大すごろくなどのお正月遊び
を楽しみます。
駐車場に限りがありますので、
市役所駐車場または公共交通機
関をご利用ください。
鈴木図書館　992-2342

市民体育館自由教室
シニアトレーニング無料体験

　シニアの生活筋力アップを目的
とした、無理なくできるトレーニ
ング教室です。

１月18日㈮　13時～13時50分
市民体育館多目的ルーム
30人程度（先着順）
いすに座り、ストレッチや筋力
トレーニングを行います。
運動できる服装、室内シューズ、
飲み物
当日会場で12時30分から受け
付けます。
市民体育館　993-0303

自衛官候補生（任期制自衛官）
採用試験

①２月２日㈯
　②２月24日㈰

航空自衛隊静浜基地（焼津市上
小杉）
18歳以上33歳未満の方
①２月１日㈮

　②２月２日㈯～22日㈮
自衛隊三島募集案内所

　989-9111

普通救命講習会

１月27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

平成31・32年度
学校給食用物資の納入業者

　学校給食センターや市内小学校
が発注する給食用物資の納入業者
の登録申請を受け付けます。

学校給食センターにある申請書
類に必要事項を記入し、提出し
てください。 ※申請書は市公
式ウェブサイトからダウンロー
ドできます。
１月７日㈪～21日㈪

　９時～16時　※土・日曜日、
祝日を除く。郵送の場合は最終
日の消印有効
学校給食センター　992-6868
〒410-1102　深良2363
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お知らせ

応急手当指導員講習

３月２日・９日・16日の土曜日
　８時30分～17時30分

富士山南東消防本部三島消防署
３階消防センター（三島市南田
町）
３日間合計24時間全てのカリ
キュラムを受講できる方
10人
三角巾法、搬送法、心肺蘇生法、
AED取り扱い、指導技法など
筆記用具、昼食（外食可）、動
きやすい服装
２月１日㈮～22日㈮
最終日に認定試験を行います。

富士山南東消防本部
　警防救急課　972-5803

駿東地域職業訓練センター
２月講座

●技能講習▶︎玉掛け技能講習、
足場の組立て等作業主任者技能
講習、ガス溶接技能講習●パソ
コンコース▶︎パソコン入門（ビ
ギナーズコース）、ワード基礎、
エクセル基礎、ワード活用、エ
クセル活用、イラストレーター
基礎、デジタルカメラ、夜間パ
ソコン入門（ビギナーズコー
ス）、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、書道教室

駿東地域職業訓練センター
　0550-87-3322

すそのんびりさんぽ
～裾野駅開業と商店街～

　明治22年２月１日に旧東海道
線の国府津駅～沼津駅間が開通し、
佐野駅（現裾野駅）が開業しまし
た。裾野駅開業130周年を記念し、
裾野駅や駅前商店街が辿ってきた
裾野の歴史をガイドを交えて巡り
ます。

２月２日㈯　13時30分～15時

30分　※受付▶︎13時～
コース／佐野原神社から裾野駅ま

での３キロメートル
集合場所／佐野原神社

20人
講師／田口建一さん（市文化財保

護審議委員）
350円（保険料を含む）
市役所駐車場をご利用ください。

生涯学習センター
　992-3800

いのち支える自殺総合対策計画（案）と
空家等対策計画（案）に対する意見を募集
　市では、自殺の防止対策について定めるいのち支える自殺総合対
策計画と、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため
の空家等対策計画を策定します。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／いのち支える自殺総合対策計画（案）、空家等対

策計画（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、各担当課
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、ファクスで各担当課に提出してください。市役所１
階情報公開コーナーの意見提出箱への投函や各支所への提出もで
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。

◆いのち支える自殺総合対策計画（案）
１月18日㈮　※郵送の場合は、最終日の消印有効
計画（案）は、市役所２階学校教育課でも公表しています。
健康推進課　992-5711　 992-5733
〒410-1117　石脇524-1

◆空家等対策計画（案）
１月７日㈪～２月６日㈬　※郵送の場合は、最終日の消印有効
まちづくり課　995-1856　 994-0272
〒410-1192　佐野1059

パブリックコメント
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インフォメーション

Information

暮らしキラキラ
楽しい節約術セミナー

　スマートで楽しい節約術を学ぶ
セミナーです。

２月３日㈰　14時～15時45分
　※開場▶︎13時20分

生涯学習センター３階学習ホー
ル
190人（先着順）
日頃見落としがちな節約術や節

約レシピの紹介、消費増税に向
けた対策など、暮らしに役立つ
知識を得ます。

講師／和田由貴さん（テレビの情
報バラエティ番組など各種メ
ディアで活躍）
500円（高校生以下無料）
筆記用具
電話またはファクスで申し込む
か、メールで件名を「節約セミ
ナー申込」とし、受講者の氏
名・住所・電話番号を明記し、
生涯学習課へ送信してください。
生涯学習課　994-0145

992-4047
syakyo@city.susono.shizuo
ka.jp

消費者相談室 くらしのダイヤルCounseling Room

Q 10回分の回数券を購入するとスポーツクラ
ブが割安になるというので購入した。その後、

引っ越すことになったので、未使用の回数券を払い
戻してもらおうとしたら、社内規定で払い戻しでき
ないと言われた。未使用分のお金を返してほしい。

Ａ 「割安になる」「特典が付く」などでお得感
のある回数券ですが、未使用でも払い戻しさ

れない場合があります。回数券の使用方法や払い戻
しなどについては、各事業者が定めた約款などに従
うことになります。事業者が倒産した場合でも、払
い戻しができるとは限りません。使用期間が決まっ
ているものもありますので、期間内に使い切れるか
よく考えて購入しましょう。健康状態や引っ越しな
どさまざまな事情で通うことができなくなることも
あるので、購入前に決まりをしっかり確認してくだ
さい。

食品添加物の表示
　団子や大福が賞味期限を過ぎても柔らかいことが
不思議ではありませんか？ それらの表示を見ると、
触媒作用で食品の品質を改善する酵素やデンプンの
変化により固くなるのを防ぐトレハロースなどの食
品添加物が使われています。原料はデンプンや麦芽
で、安全性については厳しく試験されています。食
品添加物は、原材料名の中に原材料と区分されて表
示され、それぞれ重量の多い順に記載されます。原
材料と食品添加物を記号「/」や改行などで区分し
て表示するものもあります。
　スイスの毒性学の父と呼ばれるパラケルサスは、
「全てのものは毒である！ そして、その毒は量で
決まる！」とどんなものも食べすぎはよくないこと
を述べています。表示を確認し、バランスの良い食
生活を心掛けることが大切です。

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

消費生活研究会

データバンク
12 月１日現在

人　口　52,167人（−37人）
　男　　26,505人（− 7 人）
　女　　25,662人（−30人）
世　帯　21,730世帯

（+14世帯）　
内、外国人  773人431世帯
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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

９日㈬
９:00～９:15

平成30年７月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

15日㈫
13:00～13:30

平成29年６月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

10日㈭
13:00～13:15

平成28年７月
生まれの方

３歳児
健康診査

17日㈭
13:00～13:30

平成27年12月
生まれの方

日（曜日） 時　間
　８日㈫　 17:00 ～ 19:45
15日㈫※  9:00 ～ 11:30
23日㈬　 13:00 ～ 15:30
29日㈫※  9:00 ～ 11:30

※は C 型肝炎検査もできます。

１月の健康コーナー

日 月 火 水 木 金 土

内科 外科 内科 内科 内科

整形 内科 内科 外科 整形 内科 整形

外科 内科 内科 外科 内科 整形 内科

整形/内科 整形 内科 外科 内科 整形 内科

整形 整形 内科 内科 内科
※20日㈰は、16時55分まで整形、16時55分から内科

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

5

12

19

26

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
21・28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

28日㈪
13:00～15:00 妊産婦・乳幼児

パパママ
スクール

９日㈬
9:15～9:30 初妊婦・夫・家族

成人
健康相談

21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

７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

9日㈬・25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

16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※

22日㈫
10:00～11:00

野菜摂取や減塩メ
ニューを知りたい方

15
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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

１月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

16 ㈬ 村岡内科クリニック 954-2000 大岡 遠藤クリニック 975-8801 久米田 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

17 ㈭ 今井医院 921-3211 五月町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

18 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

19 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

20 ㈰

いずみ内科
クリニック 993-4760 茶畑 五十嵐クリニック 934-6700 志下

武藤医院 931-0088 三園町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

南一色
セントラル内科 980-5777 南一色 東医院 921-5520 高沢町

21 ㈪ おおい神経内科 922-8886 北高島町 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 よざ小児科医院 967-5722 原

22 ㈫ べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 大沢ハート

クリニック 929-1313 若葉町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

23 ㈬ 本村クリニック 969-0001 大塚 松原医院 962-1496 白銀町 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

24 ㈭ あそうクリニック 929-7575 筒井町 池田病院 986-1212 本宿 さくま小児科
クリニック 992-6303 茶畑

25 ㈮ 杉山医院 972-3223 伏見 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

26 ㈯ 沼津リハビリ
テーション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原
おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 田中医院 921-2053 高島町

27 ㈰

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

大沢医院 931-1019 御幸町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色
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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

１月後期

28 ㈪ 薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 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

29 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 東医院 921-5520 高沢町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

30 ㈬ 森医院 966-2017 石川 白石医院 951-4593 市道町 よざ小児科医院 967-5722 原

31 ㈭ 清流クリニック 941-8688 堂庭 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

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

20 ㈰ たかひろ耳鼻咽喉科医院
0545-66-5100 宮島

矢田眼科クリニック
962-2006 三枚橋町

かまたクリニック
988-2488 文教町

梶歯科医院
994-1344 石脇

27 ㈰ つちや耳鼻咽喉科医院
0545-30-8003 厚原

本多眼科医院
931-1519 御幸町

ごとうレディースクリニック
992-7111 伊豆島田

なかじま歯科医院
995-1000 伊豆島田

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町

●１月13日㈰の救急協力医が変更になりました。
　外　　科　変更前：関外科胃腸科医院▶︎変更後：駿東整形外科医院（922-8855　 高沢町）
　産婦人科　変更前：沼津市立病院▶︎変更後：いながきレディースクリニック（926-1709　 宮前町）
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　手話サークル虹の会は、耳の不自由な方が活動で
きる場を作ろうと平成元年に設立されました。耳の
不自由な方６人を含め31人が活動しています。
　毎週木曜日のサークル活動での会員同士の交流の
他、夏休み手話教室や講習会を通じた手話の普及な
どを行っています。「サークル活動は、耳の不自由

な方が手話で会話できる“居場所”になっていま
す」と代表の市川由美子さん。会員の佐藤正樹さん
は「病院や会社など手話が通じる場所があまりあり
ません。身振りや手振り、口の動きで言葉を読み
取っています」と話します。手話言語法の制定に向
けた動きがあるなど、手話の普及が進んできていま
すが、生活の中で耳の不自由な方が手話で会話でき
る場所が少ないのが現状です。会員の皆さんは、会
話ができるサークル活動を楽しみにしているそうで
す。
　会の設立当初から活動している鈴木三枝子さんは
「この受賞をきっかけに、多くの人に手話を理解し
てもらい、普及していきたいです」と期待します。
市川さんは「手話は難しいものではないので、健常
者の方も手話に興味を持ってほしいです」と笑顔で
話していました。手話に興味がある方は、気軽に
サークル活動をのぞいてみてください。
●サークル活動
　参加を希望する方は、社会福祉協議会（☎992-
5750）へご連絡ください。

毎週木曜日19時～　 福祉保健会館

厚生労働大臣表彰を受賞
手話サークル虹の会（左から市川由美子さん、

佐藤正樹さん、鈴木三枝子さん、市長、村山祐三子さん）

江戸時代の規制と許可

　江戸時代は身分制社会で、庶民には苗字・家作・
服装などさまざまな規制がありました。特に年貢を
納める農民には、1649年に出された「慶安の御触
書」で「朝から晩まで油断なく働くこと、酒や茶を
買って飲んではいけない、木綿以外のものを着ては
いけない」などと定められ、領主が干渉していまし
た。
　特殊な場合は、領主から特別の許可が与えられる
こともありました。下の文書は1867年、小田原藩
から須山村名主隼人へ出された許可状です。主な内
容は「多くの冥

みょうがきん
加金と小前の百姓よりも多分の金子

を献上したことは奇特なことで、お殿様の耳にも入
りました。そこで脇

わきざし
指と袴の着用を許し、真

ま お か も め ん
岡木綿

と吸い物を下されることになりました」です。

石井好子メモリアル音楽祭2019
ポピュラー音楽の祭典 

　シャンソンやジャズ、出演者オリジナルヒット曲
などの「ポピュラーコンサート」です。
と　き／３月16日㈯　17時～　※開場▶︎16時30分
ところ／大ホール
料　金／全席指定（税込）
　一　般▶︎6,500円、当日券▶︎7,500円
　※未就学児の入場はご遠慮ください。
チケット販売／１月26日㈯　９時～　
　初日の受付：特設電話992-2820のみ
　27日㈰以降の受付：文化センター窓口と電話
出　演／美川憲一、伊東ゆかり、岩崎宏美、
　国府弘子ほか　【ゲスト】川中美幸

１日㈫～３日㈭・７日㈪・21日㈪
１月の休館日

（渡邉家文書）

許可状

美川憲一岩崎宏美伊東ゆかり 川中美幸
Special Guest

国府弘子


