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　市民の方をはじめとする、地域・ＮＰＯ・企業などのまちづくりの
担い手と共に「住みたいまち裾野」の実現に向けて、みらい会議を開
催します。
　データを利活用して市の現状を分析し、共通認識を持った上で、
10年後の未来の裾野市を共に考えるワークショップを行います。

企画政策課
995-1804

kikaku@city.susono.
shizuoka.jp

みらい会議

　市政報告として、平成31年度の市政方針について
説明する他、昨年８月のみらい会議の提案（あるもの
磨き）に対する成果発表、データの利活用で10年後
の裾野市を考えるワークショップを行います。当市の
まちづくりに興味のある方なら、どなたでも参加でき
ます。申し込みは不要です。当日直接会場へお越しく
ださい。

３月24日㈰　13時～17時30分
生涯学習センター２階学習室１
●市政報告▶︎裾野市長 髙村謙二

　●あるもの磨きの成果発表▶︎みらい会議実行委員
　●ワークショップ「データを利活用して10年後の

裾野市を考えよう」▶︎講師：市川博之さん（一般社
団法人コード・フォー・ジャパン）
子どもを預かる遊びスペースがあります。小さな子
どもと一緒の参加も大歓迎です。

みらい会議パートナーを募集中！！

　市では、これからのまちづくりに関わりを持つ人を
１人でも増やすため、みらい会議パートナーを随時募
集しています。裾野市の未来を共に創りましょう。
　パートナーの登録は、企画政策課へ登録カードを提
出するか、メールに必要事項を入力の上、送信してく
ださい。
http://www.city.susono.shizuoka.
jp/shisei/11/2/7146.html

グラフィックレコーディング講座を開催！
　みらい会議と同日に「グラフィックレコーディ
ング」を学ぶ講座を併せて開催します。

３月24日㈰　10時～12時
生涯学習センター２階学習室１
市内に住んでいる中学生以上の方または市内に
通勤している方
15人
会議の流れや内容をグラフィックにして記録す
ることで分かりやすく見える化し、参加者と共
有するのに効果的な手法「グラフィックレコー
ディング」を実践的に学びます。
市川希美さん（市川電産）
企画政策課に電話またはメールで、住所と氏名、
電話番号またはメールアドレスを連絡してくだ
さい。
３月20日㈬
今回のみらい会議でもグラフィックレコーディ
ングを行い、情報共有します。

グラフィックレコーディングの様子
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10年後の未来を創造する“みらい会議”
データを利活用して10年後の裾野市を考えよう



忘れてない？　サイフにスマホに　火の確認
(平成30年度全国統一防火標語)

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

　３月１日㈮から７日㈭までの７日間、春の全
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呼びかけ、逃げ遅れな
どによる死者の減少と、財産の損失を防ぐこと
を目的としています。

住宅用火災警報器を設置しましょう

　平成30年中に富士山南東消防本部管内で発生した
火災件数は41件で、うち建物火災は25件でした。住
宅用火災警報器の設置が義務付けられている住宅火災
は14件ありましたが、７件が未設置でした。尊い命
を守るため、まだ設置されていない場合は早急に設置
をお願いします。また、既に設置されている自宅でも、
本体から下がっているひもを引く、本体のボタンを押
すなどして定期的に点検をお願いします。正常な場合
はメッセージや警報音が鳴ります。

住宅用火災警報器の取り付け支援

　富士山南東消防本部では、裾野市と三島市、長泉町
に住んでいる方に対し、住宅用火災警報器の取り付け
支援を行っています。住宅用火災警報器を購入したも
のの、自ら取り付けることが困難な高齢者や、障がい
者の世帯を対象に消防署員が設置を手伝います。
　住宅用火災警報器の販売・あっせんなどは行ってい
ません。取り付け支援を希望する方は住宅用火災警報
器をご購入の上、お近くの消防署へお問い合わせくだ
さい。

設置していてよかった！住宅用火災警報器
～管内住宅用火災警報器奏功事例～

事例１（三島市）
　ガステーブルの操作方法を誤り、ガステーブル
付近から出火したが、住宅用火災警報器が鳴動し
たため、就寝中の家族が火災に気付き消火した。

事例２（裾野市）
　ＩＨクッキングヒーターグリルで料理を温めな
がらリビングでテレビを見ていたところ、台所の
住宅用火災警報器が鳴り、台所を見ると炎が見え
たため、火災に気付き消火した。

事例３（長泉町）
　フライパンに天ぷら油を入れて火をかけたまま
２階で寝入ってしまい放置。住宅用火災警報器が
鳴り、１階の台所に行くとフライパンから炎が上
がっていたため、フライパンをシンクに移動して
消火した。

全ての住宅で

住宅用火災警報器の

設置が義務付け

られています！
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春の全国火災予防運動
3/1㈮～７日㈭までの７日間
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フォトグラフ

今月の一枚 This month's best shot
撮影／市役所駐車場

新春の青空にカラフル放水で防火防災の誓い

元旦マラソンで地域が一つに� １月１日健康に感謝し幸せを祈る� １月１日

　新春を飾る恒例行事として、多くの市民の皆さんから親しまれて
いる消防出初式が１月13日㈰に市役所で行われました。一斉放水
では、ホースからカラフルな水が噴き出し青空に大きな弧を描き、
観客から歓声が上がりました。年頭にあたり消防職団員の士気の高
揚と、市民の皆さんの防火防災意識の向上を図りました。

　元旦マラソン・駅伝大会が深良地区で行われました。マラソンと
４人制の駅伝が行われ、約130人が参加しました。選手が通過する
たびに、沿道の区民や応援団が大きな声援を送りました。健康増進
だけでなく親睦も深まり、よい新年のスタートとなりました。

特派員：小林 建次・勝又 しんじ

　午前０時を越えると、近所の神社まで初詣に出かける人の姿が市
内のあちらこちらで見られました。訪れた神社では大きな焚き火を
囲み、振る舞われた甘酒やお神酒を味わいながら新年の抱負を語っ
ていました。新たな年に向け健康と幸せに手を合わせていました。

特派員：杉本 武滿・原 久子

Photograph １月
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思いやりの心を育てます�� １月10〜16日

　子どもたちの人権に関する思いを広く地域の皆さんに伝えるため
「小学校人権ポスター・人権の花パネル展」が行われました。人権
をテーマに児童が作成したポスターと、花の栽培をもとに作成した
花パネルで、命の大切さや思いやりの心を感じ取りました。

三者負担制度を使い橋の撤去� １月30日

　中日本高速道路株式会社との間で「東名千福橋の撤去に係る基本
協定」の締結式が行われました。この協定は国、市、中日本高速道
路株式会社の三者が費用を負担して橋を撤去するという内容で、東
名高速道路上では初めての事業です。工事は来年度以降に進められ
ます。

新成人を祝いタスキをつなぐ� １月13日

　晴れ渡る冬の空に号砲が鳴り響き、第62回新成人祝賀駅伝大会
が須山小学校をスタートに行われました。市内全地区を回る
21.7kmのコースで101チームが競い合いました。沿道から多くの
応援を受け、優勝したのは小粋なダイニング旬チームでした。

輝く女性の新たなチャレンジ� �１月24日

　生涯学習センターで女性起業家・経営者プレゼン大会が行われまし
た。新しいことにチャレンジしてみたい女性など約60人が参加。10
組の女性起業家による柔軟な発想からの起業やビジネスマッチング
などの事例発表に参加者はうなずきながらメモを取っていました。

特派員：渡邊 英機

Photograph 2019.1

ロケの魅力を丸ごと実感� １月26日

　市役所地下多目的ホールですそのロケフェスタ2019が行われ約
120人が参加しました。トークイベントや試写会で市のフィルムコ
ミッション活動を紹介した後、参加者は実際に撮影現場でふるまわれ
る食事（ケイタリング）を試食。ロケ現場の雰囲気を満喫しました。

特派員：鈴木 敬盛

作品はいずれも秀作ぞろい� ��１月26・27日

　公民館講座作品展示会が東西公民館で行われました。展示された
のは絵手紙、華道、彫刻、書道の講座生100人が各講座で作成した
作品156点。来場者は趣味とは思えないほどの出来ばえと驚きなが
ら近くから遠くから、また角度を変えて作品に見入っていました。
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インフォメーション

Information

沼津・駿東地域
合同就職面接会

　沼津・駿東地域の事業所が正社
員雇用を行うため、面接会を開催
します。

３月８日㈮　13時30分～15時
30分
プラサヴェルデコンベンション
ホールA（沼津市大手町）
平成31年３月に高校・専門学
校・短期大学・大学を卒業予定
の方、ハローワークに求職登録
している一般求職者の方
ハローワーク沼津事業所部門
　931-0146

順天堂大学公開講座

　申し込みは不要です。直接会場
にお越しください。

３月２日㈯　13時30分～15時
50分　※開場▶︎13時
順天堂大学保健看護学部三島
キャンパス（三島市大宮町）
講演１

見逃されやすい股関節の病気と
治療法
諸橋達さん（順天堂大学医学部
附属静岡病院整形外科准教授）
講演２

股関節の手術前と手術後の日常
生活支援
栞子嘉美さん（順天堂大学保健
看護学部成人看護学教授）
順天堂大学保健看護学部
　991-3111

すみれ相談

　大切な方を自死で亡くした方の
相談に応じます。秘密は厳守しま
す。

３月６日㈬　13時～16時
県精神保健福祉センター（静岡
市駿河区有明町）
県精神保健福祉センター

　054-286-9245

生涯学習フェスティバル
「ゆうあいプラザ祭」

　生涯学習センター教養講座の受
講生と利用団体が日頃の成果を発
表します。詳細は生涯学習センタ
ーのホームページをご覧ください。

３月３日㈰　９時30分～15時
30分
生涯学習センター
ダンスや演奏の発表、プラモデ
ルや写真の展示など
生涯学習センター　992-3800
https://www.susono-yuuai

　plaza.jp/event/13392/

福祉の就職＆進学フェア
in 静岡 2019

　採用担当者との面接相談や福
祉・介護未経験者などへの就職相
談、学校情報の提供を行います。

３月16日㈯　13時～16時
　※受付▶︎12時30分～

キラメッセぬまづコンベンショ
ンホールA（沼津市大手町）
福祉職場に就職を希望する方や
福祉系学校に進学を希望する方
県社会福祉人材センター
　054-271-2110

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。

３月28日㈭　10時～13時
市役所1階市民相談室
14人程度（先着順）
３月14日㈭
国保年金課　995-1813

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。

３月１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

防衛省採用試験

自衛官候補生採用試験
２月24日㈰、３月７日㈭・25
日㈪
18歳以上33歳未満の方
随時受け付けています。
予備自衛官補採用試験

４月20日㈯～24日㈬
　※いずれか１日
一般公募／18歳以上34歳未満
の方

　技能公募／18歳以上の方　※保
有する技能に応じて上限年齢あ
り 
４月12日㈮　
自衛隊三島募集案内所

　989-9111

日時　 会場　 対象　 定員　 内容　 演題・テーマ　 講師　 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　
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お知らせ

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。匿名で参加できます。

３月16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

県立静岡中央高等学校通信制
新入生の出願

３月18日㈪～28日㈭　※出願
区分によって指定された日
中学校を卒業または卒業見込み
の方や高等学校転入学を希望す
る方など
出願書類は各キャンパスか郵送
で入手してください。
静岡中央高校東部キャンパス　
928-5757
〒411-8502　三島市文教町一
丁目３番93号

弁護士による法律相談

　弁護士が各種法律の相談に応じ
ます。相談は予約制です。

３月20日㈬　10時～12時
　※１組20分以内

市役所４階401会議室
６組（先着順）
３月１日㈮　８時30分～
相談内容によっては、他の相談
で対応する場合があります。
戦略広報課　995-1802

市スポーツ推進審議会委員

　市内のスポーツ振興に関するさ
まざまな施策を審議します。
任期／４月１日㈪～2021年３月

31日㈬
スポーツ施策に関心がある方
若干名
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。　※申込用紙は市公
式ウェブサイトからダウンロー
ド可
２月20日㈬～３月８日㈮
選考方法／書類選考、面接
生涯学習課　992-6900

認知動作型トレーニングマシン
無料体験

３月24日㈰～30日㈯の月曜日
を除く各日
県総合健康センター（三島市谷
田）
各５人
中学生以上の方
県総合健康センター

　973-7000

市社会教育委員

　市内の社会教育に関することを
審議します。
任期／４月１日㈪～2021年３月

31日㈬
市内に住んでいるか通勤してい
る方
若干名
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。　※申込用紙は市公
式ウェブサイトからダウンロー
ド可
２月20日㈬～３月８日㈮
選考方法／書類選考、面接
生涯学習課　994-0145

市民協働によるまちづくり推進協議会委員と
男女共同参画推進市民委員会委員を募集

業務内容／●市民協働によるまちづくり推進協議
会▶︎市民協働によるまちづくりを推進するため、
計画の実施に関する審議や市民協働のあり方の
見直しをします。

　●男女共同参画推進市民委員会▶︎男女共同参画
についての学習、研究、市民への啓発などさま
ざまな課題を検討し、男女共同参画社会の形成
を推進します。

任期／４月１日㈪～2021年３月31日㈬

市内に住んでいるか通勤している方
若干名
２月28日㈭
生涯学習センターにある申込用紙に必要事項を
記入し、直接または郵送かメールで提出してく
ださい。　※申込用紙は市公式ウェブサイトか
らダウンロード可
市民協働室　992-6900
syakyo@city.susono.shizuoka.jp
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Information

青年国際交流事業

　内閣府では、国際社会・地域社
会で活躍する次世代グローバル
リーダーの育成を目指し、船と航
空機を用いた６つの事業を実施し
ています。

●東南アジア青年の船事業●世
界青年の船事業●国際社会青年
育成事業●日本・中国青年親善
交流事業●日本・韓国青年親善
交流事業●地域コアリーダープ
ログラム
申込用紙に必要事項を記入し、
作文などを添えて県社会教育課
に郵送してください。　※申込
用紙は県社会教育課または内閣
府青年国際交流のホームページ
からダウンロード可
３月20日㈬
内閣府青年国際交流担当室　
　03-6257-1434
http://www.cao.go.jp/kor
yu/
県教育委員会社会教育課
　054-221-3305
〒420-8601　静岡市葵区追手
町９番６号
http://www.pref.shizuoka.
jp/kyouiku/kk-080

ちびっこ探険学校
ヨロン島

３月27日㈬～４月２日㈫
　６泊７日

鹿児島県大島郡与論島
小学２年生～６年生
日本人・在日外国人300人
海水浴、イカダ作りと海への漕
ぎだし、さとうきび刈りなどの
野外交流
14万７千円（富士山静岡空港

出発の場合）
(公財)国際青少年研修協会へ資
料を請求し、申込書に必要事項
を記入して提出してください。
３月５日㈫
(公財)国際青少年研修協会　
03-6417-9721
info@kskk.or.jp
〒141-0031　東京都品川区西
五反田7-15-4第三花田ビル４F
http://www.kskk.or.jp

ワーク・ライフ・バランスセミナー開催

インフォメーション

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 !!

３月９日㈯　14時～16時
生涯学習センター２階学習室１
40人（先着順）
キャリアコンサルタントによる
家庭と働き方のバランスの取り
方や、家事代行サービス専門家
による家事時短テクニックの実
例紹介などを行います。
杉山知子さん（キャリアコンサ
ルタント）

　山田紘子さん（C
コ ン シ ェ ル ジ ュ

oncierge㈱、
整理収納アドバイザー）
市民協働室に電話またはメール、
ファクスでお申し込みください。

　※メール、ファクスでお申し込

みの方はの場合は件名を「ワー
ク・ライフ・バランスセミナー
申込」とし、氏名・住所・電話
番号・託児の有無・託児する児
童数、氏名、年齢を明記してく
ださい。
３月６日㈬
生涯学習センター１階和室で託
児があります。車でお越しの方
は、裾野消防署の駐車場に駐車
してください。
市民協働室　992-6900
992-4047
syakyo@city.susono.shizuo
ka.jp
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お知らせ

「富士山カレンダーバッグ
作り」ワークショップ

３月８日㈮　
　第一部▶︎14時～15時30分
　第二部▶︎19時～20時30分

市役所地下多目的ルーム
各６人（先着順）

　※小学生の参加は保護者同伴
使用済みの市政カレンダーを
使ってバッグを作ります。
多賀正恵さん（日本文化発信隊
伝道師）　
シビックプライド推進室

　995-1803

ジュニア・ロースクール
2019 春�in 沼津

３月28日㈭　９時30分～16時
30分
県東部法律会館４階（沼津市御
幸町）
県内に住んでいる中学生の方
32人（先着順）
刑事裁判傍聴または法廷見学な
ど
３月14日㈭
県弁護士会沼津支部

　931-1848

卓球交流会

３月17日㈰　９時～12時
　※受付▶︎８時30分

市民体育館
中学生以上で卓球初心者の方
42人（先着順）
卓球シングルスマッチのリーグ
戦（男女混合で各ブロック６人

を原則とし、相互審判）
500円（保険料を含む）
市民体育館にある申込用紙に必
要事項を記入し、直接または
ファクスでお申し込みください。
３月10日㈰
市民体育館
　993-0303
993-8543

３月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

２日㈯ 工管設
☎︎993-1603

３日㈰ ㈲富士設備
☎︎997-1507

９日㈯ 小川設備工事店
☎︎993-2074

10日㈰ ㈲杉本住宅設備機器
☎︎997-0983

16日㈯ 田央設備㈲
☎︎997-5175

17日㈰ ㈱西島工業
☎︎993-1070

21日㈭ ㈲アサヒ住設
☎︎997-3933

23日㈯ ㈲北住設機器
☎︎993-1250

24日㈰ 杉山産業
☎︎992-1131

30日㈯ 植松水道
☎︎992-4644

31日㈰ ㈲杉山設備工業
☎︎993-3030

データバンク
２月１日現在

3日㈰ 生涯学習フェスティバル
ゆうあいプラザ祭

10日㈰ 東地区戦没者慰霊祭

18日㈪ 市立幼稚園修了式

19日㈫ 市立幼稚園卒園式

20日㈬ 市立小・中学校終了式・
卒業式

21日㈭ 富岡地区戦没者春季慰霊祭

25日㈪ 市立保育園卒園式

３月　カレンダー

人　口　51,965人	 （−36人）
　男　　26,374人	 （−５人）
　女　　25,591人	 （−31人）
世　帯　21,639世帯	 （11世帯）
内、外国人	 753人	410世帯

３月　税金・料金
納付期限：４月１日㈪

後期高齢者医療保険料 第８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

３月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

１㈮ 高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 金元整形外科医院 924-0112 松長 田中医院 921-2053 高島町

2 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 池田病院 986-1212 本宿 スキップこども
クリニック 992-6303 茶畑

3 ㈰

大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

つかだ医院 983-1577 堂庭 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田

4 ㈪ なおきクリニック 929-8555 東椎路 田沢医院 962-1205 大手町 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

5 ㈫ さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 酒井医院 966-1755 今沢 スキップこども

クリニック 992-6303 茶畑

6 ㈬ 旭医院 966-0031 原 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

7 ㈭ 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

8 ㈮ べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 五十嵐クリニック 934-6700 志下 よざ小児科医院 967-5722 原

9 ㈯ さとやまクリニック 939-8031 東原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

10 ㈰

田中クリニック 992-1881 伊豆島田 田中クリニック 992-1881 伊豆島田

森岡医院 962-1084 大岡 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

今井医院 921-3211 五月町 西方外科医院 921-1333 共栄町

11 ㈪ 森医院 966-2017 石川 守重医院 931-2511 我入道
江川

すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

10
2019.2.15



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 ㈫ 福士内科クリニック 932-3553 下香貫
　藤井原 東医院 921-5520 高沢町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

13 ㈬ 柿田川医院 973-3601 柿田 さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

14 ㈭ 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

15 ㈮ かとう内科医院 946-5562 大岡 清水館医院 993-2323 茶畑 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

３月前期

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

3 ㈰ わたなべ耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787 松岡

あいあい眼科クリニック
967-7715 原

岩端医院
962-1368 大手町

木の花歯科医院
972-0097 堂庭

10 ㈰ 耳鼻科サイラクリニック
935-1133 市場町

聖隷沼津病院
952-1000 松下

沼津市立病院
924-5100 東椎路

さいとう歯科医院
933-3918 徳倉

裾野市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町
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一般書

●火星を知る！
構成・文：三品隆司　監修：吉川真
岩崎書店（調べる学習百科）

●ハニーのためにできること
作：楠章子　絵：松成真理子
童心社

●そらのうえのそうでんせん
作：鎌田歩　アリス館

●「いたいっ！」がうん
だ大発明　ばんそうこう
たんじょうものがたり
絵：クリス・スー
文：バリー・ウィッテンシュタイン
　　光村教育図書

●歯のえほん
作：エドワード・ミラー
訳：千葉茂樹　光村教育図書

●帰去来
著：大沢在昌　朝日新聞出版

●テレビ探偵
著：小路幸也　KADOKAWA

●ピーク　PEAK
著：堂場瞬一　朝日新聞出版

●ゴールデン街コーリング
　Golden gai Calling

著：馳星周　KADOKAWA

●ミッテランの帽子
著：アントワーヌ・ローラン
訳：吉田洋之　新潮社

児童書

●３月の行事予定
おはなしの会
 ２日㈯ 14時30分〜 本館１階おはなしのへや
 ９日㈯ 11時〜 文化センター図書室

親子おはなし広場
 ５日㈫ 10時30分〜 本館２階展示室

ファーストブック・セカンドブック
 13日㈬  ９時〜12時 本館２階展示室・文化センター図書室
 20日㈬ 13時〜16時 本館２階展示室・文化センター図書室
 ※平成30年４月から今年２月までにファーストブック・セ

カンドブックの通知はがきが届き、参加しなかった方も
参加できます。通知はがきか母子手帳をお持ちになり、
お越しください。参加できない場合はご連絡ください。

親子ふれあいデー
 ６日㈬ 10時〜17時 本館２階展示室
 14日㈭ 10時〜17時 本館２階展示室
 22日㈮ 10時〜17時 本館２階展示室

●図書館映画会
と　　き／３月９日㈯　14時〜　
と こ ろ／本館２階視聴覚室
上映作品／おしりたんてい２
定　　員／60人
申し込み／整理券を３月２日㈯９時から図書館カウン

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

３月の休館日 ４日㈪・11日㈪・18日㈪・25日㈪
31日㈰

稲村 詩
し

月
づく

ちゃん
（３歳・水窪）

梶田 源
げん

士
じ

くん
（１歳９カ月・本村上中）

伊東 蓮
れん

くん
（３歳・上町）

上村 花
はな

ちゃん
（２歳７カ月・矢崎）

小野寺 彩
あや

人
と

くん
（２歳７カ月・南堀）


