
No.1372

3.1
2019

うるおいすその
秩序をまもり、平和で安全なまちをつくります

み
ん
な
の
輝
き
、

つ
な
げ
て
い
こ
う
。

Contents
p02 “すそのーる”運行ルートのリニューアル
p04 下水道供用開始区域が拡大します
p05 富士山南東消防本部 火災・救急・救助統計
p06 平成31年度教室・講座の受講生募集
p10 お知らせ

2 月 3 日　節分祭　豆まき
佐野八幡宮



　 新ルートで運行開始

　 
～目的地までの時間短縮～

　自主運行路線“すそのーる”の新しいルート
は、中心拠点であるJR岩波駅とJR裾野駅を結
び、新たにJR長泉なめり駅に接続します。各
拠点間の移動をスムーズにする他、地域拠点で
ある深良地区コミュニティセンター、富岡地区
コミュニティセンターへのアクセスも容易にな
ります。運行方法も従来の循環型の運行から直
線的な往復型の運行へ見直すことで、目的地ま
での乗車時間が大幅に短縮します。今まで以上
に便利に利用できます。
運賃／１人１回の乗車につき100円～300円
　●未就学児は無料。小学生、障がい者手帳を

お持ちの方とその介護人は半額（10円未
満切り上げ）です。

　●交通系ICカードも利用できます。割引を
受ける場合には現金でお支払いください。

運行日／平日のみの運行
　●土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月

29日～１月３日）は運休します。
　※運行ルート変更の準備のため、３月30日

㈯、31日㈰は終日運休します。

　 バスに乗って出かけしましょう！
　 ～大切な公共交通機関を残すために～

　市内を運行する路線バスは、車社会の影響を
受け、年々利用者が減少しています。これに伴
い、運行便数も大幅に減少しています。市民の
皆さんが利用することで、将来にわたり利便性
の良い公共交通機関を残すことができます。

　裾野・岩波線

　このルートは、JR岩波駅、深良地区コミュニティセン
ター、JR裾野駅を結ぶルートです。今までの“すそのー
る”は、JR岩波駅へは接続していませんでした。今回の
ルート変更でJR裾野駅からJR岩波駅と富士見橋付近の岩波
駅転回広場へ接続し、JR岩波駅へのアクセスが容易になり
ます。

富岡コミセン 深良コミセン

矢崎総業

裾野消防署

企画政策課
995-1804

　４月１日㈪から市内を運行している自主
運行路線“すそのーる”の運行ルートが変
わります。

❶富士見橋
❷岩波駅
❸岩波下
❹深良橋
❺上須
❻上原
❼深良支所
❽切久保
❾切久保下
�深良グランド前
�和市
�南堀下
�町田東
�町田
�町田下
�久根
�公文名
�裾野市民体育館前
�裾野赤十字病院
�市立鈴木図書館入口
�平松上
�峰下入口
�裾野駅
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路線バス“すそのーる”運行ルートのリニューアル
循環型の運行から直線的な往復型の運行へ



　青葉台・長泉なめり線

　このルートは、青葉台団地から
JR裾野駅を経由してJR長泉なめり
駅を結ぶルートです。今回の変更で
新たにJR長泉なめり駅へ接続し、
富沢方面からJR長泉なめり駅への
移動も可能となります。新たに商業
施設のある佐野茶畑線（東小学校の
前）を通るため、青葉台団地や県営
茶畑団地方面からの買い物も、より
近く、より便利になります。

　裾野・富岡線

　このルートは、JR裾野駅から富
岡地区を経由して市民文化センター
を結ぶルートです。今までの「富
岡・深良循環」を補完する路線とな
ります。今回の変更では、景ケ島橋、
下条区を新たに経由します。市民文
化センターや生涯学習センター、富
岡地区コミュニティセンターなどの
アクセスに便利な路線です。

富岡コミセン
深良コミセン

裾野消防署

三
菱
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
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復

往
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❶青葉台団地 �裾野駅
❷青葉台団地中 （裾野駅入口）
❸青葉台団地入口 �裾野二本松
❹県営茶畑団地 �二ツ屋上
❺県営茶畑団地西 �二ツ屋
❻鈴原 �二ツ屋下
❼鈴原入口 �富沢
❽向田小学校前 �富沢南
❾滝頭 �新愛鷹橋
�中丸 �水窪
�平松上 �長泉なめり駅
�峰下入口

❶裾野市民文化センター �千福
❷柳端 �千福下
❸御宿八幡宮前 �中央公園前
❹御宿上谷 �大畑橋
❺御宿 �佐野
❻葛山 �裾野高校入口
❼葛山下 �裾野郵便局前
❽景ケ島橋 �裾野赤十字病院
❾御宿宮原 �市立鈴木図書館入口
�富岡中学校グランド入口 �平松上
�御宿平山湧水 �峰下入口
�御宿下 �裾野駅
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　家庭や工場からの汚水をそのまま川に流すと、
川や海が汚れてしまいます。下水道は、私たち
が使った水をきれいな水にして自然界に戻す貴
重な施設です。新たに、3月31日㈰から、桃
園・佐野の一部で、公共下水道を使用できるよ
うになります。使用できる区域に該当した方は、
各家庭で排水設備工事を行ってください。

下水道への接続工事は６カ月以内に

　新たに公共下水道が使用できるようになると、市で
供用開始の公示をします。公共下水道を使用できる区
域に該当する方は、その区域の使用開始の日（３月
31日）から６カ月以内に、市が指定した排水設備指
定工事店に依頼し、各家庭で排水設備接続工事を行っ
てください。排水設備工事は、市が指定した排水設備
指定工事店でなければ行うことができません。市指定
の排水設備指定工事店は、市公式ウェブサイトをご覧
になるか、上下水道工務課へお問い合わせください。
くみ取り式トイレを使用している家庭では、使用開始
工事日から３年以内に水洗トイレに切り替え、公共下
水道へ接続してください。

公共下水道の使用料は水道使用料に応じる

　公共下水道の使用料がかかるのは、排水設備接続工
事が完了し、実際に下水道の使用を開始してからです。
使用した水道の量を汚水の量として、公共下水道の使
用量を決めます。水道料金と一緒に２カ月ごとお支払
いください。支払いには、便利な口座振替をご利用く
ださい。

上下水道工務課
995-1835

今回供用開始区域
既供用開始区域
平成31年度工事予定箇所

工事予定区域は、お
およその目安です。
工事をする前に対象
の方々に別途説明会
のご案内をします。

３月31日㈰
公共下水道供用開始区域
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下水道供用開始区域が拡大します
3/31㈰から桃園・佐野の一部で



　平成30年中の災害統計を公表します。建物火災の主な発生原因
は「配線器具」からの出火で、建物火災の50％を占めています。
火の取り扱いには十分注意してください。

富士山南東消防本部　総務課
972-5801

火災 救急 救助
管内（裾野/三島/長泉） 41件(−17) 8,826件(+135) 85件(−14)

裾野市 14件(−５) 2,157件(＋11) 28件(＋３)

事故種別出動件数

急　　病 1,233件(＋68)

一般負傷 321件(＋10)

交　　通 147件(−54)

そ の 他 456件(−13)

搬送人員　1,978人（−15）

死　亡 32人(−３)

重　症 219人(−１)

中等症 929人(＋22)

軽　症 798人(−33)

新生児※ １人(−１)

乳幼児※ 119人(−２)

少　年※ 92人(＋４)

成　人※ 655人(−54)

高齢者※ 1,111人(＋38)

裾野市の救急統計（前年比）

※新生児　生後28日以内
　乳幼児　生後29日以上７歳未満
　少　年　満７歳以上満18歳未満
　成　人　満18歳以上満65歳未満
　高齢者　満65歳以上

火災種別件数

建物火災 ６件（＋２）

車両火災  ５件（±０）

林野火災  ０件（−１）

その他火災 ３件（−６）

裾野市の火災統計

新消防庁舎の建設

　新たな消防庁舎の建設を進めています。裾野市
と三島市、長泉町の消防広域化に伴う消防力の適
正配置を図ります。また、市町住民の皆さんに等
しく消防・救急サービスを提供し、地域間格差を
是正します。

　この消防庁舎は、富士山南東消防組合管内のほぼ中央
（伊豆島田地先）に位置しています。重要な拠点施設の
一つとして、消防自動車や救急車の配備を予定し、
2020年から運用開始を目指しています。

伊豆島田北

新消防庁舎の
建設地

ドミノ・ピザ裾野
伊豆島田店

三菱
アルミニウム

21

エスポット
裾野店

※写真はイメージです。
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4 月以降に開講する教室や講座の受講生を募集します。教室・講座の
申し込み方法や詳しい内容などは、各施設にお問い合わせください。

鈴木図書館講座 鈴木図書館　 992-2342

申込期間／随時

講座名 とき 対象 内容
俳句会 第１㈰　13:00～

16歳以上

四季の生活、風物を俳句に詠みます。
短歌会 第２㈰　13:00～ 自然の情景、生活、心の感動を短歌に詠みます。

古文書を読む会 第２㈮　13:30～ 古文書を読むとともに歴史を学びます。
茶道教室Ⅰ（裏千家） 第１㈭　13:00～ 和

わけいせいじゃく
敬清寂の精神を探求します。

茶道教室Ⅱ（裏千家） 第１㈮　19:00～ 和
わけいせいじゃく

敬清寂の精神を探求します。
美術教室 第２㈯　10:00～ 水彩画、油彩画などの画法を学びます。

東西公民館講座 東西公民館　 992-6677

対象／市内に住んでいるか通勤・通学していて、原則として全回出席できる方
申し込み／３月23日㈯９時～４月14日㈰17時（休館日を除く）に受講料を添えて申し込み

講座名 とき 対象 定員 内容 費用 その他費用
ちょこっと

楽がき
第４㈭

13:30～全11回 一般 20人 絵手紙など気軽に楽し
みながら絵を描きます。 2,200円 必要に応じて顔彩、 

絵手紙用筆などの費用

英語遊び 第１㈯
13:30～全10回

小学
１～３年生 30人 ゲームをしながら英語

に親しみます。 1,000円 −

華道Ⅰ
（昼）

第３㈮
13:30～全15回 一般 20人 生花、現代華の生け花

の技術を習得します。 3,000円 花代1,000円
／1回華道Ⅱ

（夜）
第３㈮

19:30～全15回
トール

ペイント
第２㈫

9:30～全11回 一般 20人 木工製品にペイントし、
作品を作ります。 2,200円 初心者2,000円～

3,000円

彫刻
（鎌倉彫）

第２㈯
9:30～全11回 一般 24人

初心者向けの彫刻を学
び作品を作ります。（11
月に鎌倉市芸術祭を見
学の予定）

2,200円
練習板950円～、
塗代～10,000円、
彫刻刀4,200円

糸と布遊び 第２㈬
13:30～全10回 一般 24人 手芸で幅広い作品作り

に挑戦します。 2,000円 材料費10,000円

書道A 第２㈭
9:30～全11回 一般 24人 かな文字、楷書、草書

の技術を習得します。 2,200円
年間教材費

7,200円（半期払）、
半紙代書道B 第３㈭

9:30～全11回

英会話
初級

５月～11月　㈬
19:30～全21回 初心者 20人

海外旅行や交流イベン
トなどで使える簡単な
英語の表現を身に付け
ます。

4,200円 −

英会話
中級

５月～11月　㈭
19:30～全21回

基礎的な
日常英会話が

できる方
15人

英語で物事を説明した
り、意見を伝えたりする
ことを身に付けます。

4,200円 −

ビーズ
クラフト

第４㈯
9:30～全11回 一般 24人 ビーズを使ってアクセ

サリーなどを作ります。 2,200円 1,000円程度
／1回
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平成31年度教室・講座の受講生募集
各施設で教室や講座を開講



生涯学習センター教養講座 生涯学習センター　 992-3800

対象／講座の内容に対して初心者であり、原則として全回出席できる方
申込期間／３月26日㈫～４月26日㈮　費用／半期ごとの支払いとなります。

講座名 とき 定員 内容 費用（半期） その他費用

エアロビクス ５月～　毎週㈫
夜間　全35回 30人 簡単なステップから始め、楽しくシェイ

プアップしましょう。 7,200円 −

誰でもできる
トータル

エクササイズ
５月～　第１・３㈬

夜間　全18回 30人 ヨガ・ピラティス・フラフープなどの
フィットネスエクササイズを行います。 3,600円 −

ピラティス ５月～　第１・３㈫
午前　全18回 30人 日常の姿勢や動作に隠れている不調を探

り、強く元気な体を作ります。 3,600円 −

ズンバ
ゴールド

５月～　第１・３㈭
午前　全18回 30人 ラテン系中心の音楽に合わせて楽しく踊

る有酸素運動です。 3,600円 −

KIDS
DANCE

５月～　第１・３㈪
夜間　全18回 30人

【小学 3 年生～中学生】ダンスを通して、
体で表現すること、自由に感情を開放す
ること、基本の動きを学びます。

3,600円
ゆうあいプラ
ザ祭の衣装代
が別途必要

着付け ５月～　第１・３・４㈫
午前　全18回 10人 浴衣・着物の着付けの練習をします。各

種帯の結び方を学びます。 3,600円 −

筆ペン ５月～　第１・３㈭
午前　全18回 20人 手軽に使える筆ペンで、基本の点画とひ

らがなや金封の書き方も学びます。 3,600円 約800円
(教材費)

お菓子作り ５月～　第２㈯
午前　全10回 24人 お菓子作りの基本から本格的な作り方ま

でを楽しく学びます。 2,000円 約8,000円
（材料費）

パン作り ５月～　第４㈯
午前　全10回 20人 国産小麦を使い、パン作りの基本から応

用を学びます。 2,000円 約6,000円
（材料費）

おとこの料理 ５月～　第３㈪
午前　全10回 20人 家庭で生かせる、簡単で美味しい料理の

基本を学びます。 2,000円 約9,500円
（材料費）

子育て
enjoy！

５月～　第３㈪
午前　全11回 10組

【生後 2 ～ 7 カ月の初めての子どもと母】
ベビーマッサージ・ハワイアンリトミッ
ク・ママ向けリフレッシュ講座を行います。

前期
2,400円

後期
2,000円

約5,000円
（教材費）

笑って笑って
脳リフレッシュ

５月～　第４㈫
午前　全10回 40人

笑いヨガやタッピングタッチ、認知症予
防脳活性化ゲームなどを複合的に組み入
れた講座です。

2,000円 −

詩吟 ５月～　第３㈬
午後　全12回 20人

漢詩や和歌などの作品に触れながら詩吟
を楽しみます。腹式呼吸を意識するため、
健康増進にもつながります。

2,400円 −

健康麻雀 ５月～　第２・４㈮
午前　全18回 24人 認知症予防や脳年齢を若く保てます。 3,600円 約5,040円

（教材費など）

裾野の歴史
６月～

第２㈰　午前
第２㈬　夜間

全７回
20人

【初級学習者】裾野の歴史の一般的な概要
から、少しマニアックな歴史までを学び
ます。（現地見学あり）

前期
1,600円

後期
1,200円

−

ホリスティック
アロマセラピー

６月～　第４㈬
午後　全９回 15人

天然の香りは心と体に優しく働きかけ認
知症にも効果があります。癒しのひと時
を体験しましょう。

前期
2,000円

後期
1,600円

約5,000円
（教材費）
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南児童館・北児童館　2・3歳児のための教室 南児童館　 993-1881　北児童館　 997-8400

教室名 とき 対象 定員 内容 費用（年間） 申込期間

南
児
童
館

２・３歳
児教室

㈬　10:00～11:00
原則月2回 市内に住んでい

る平成27年４月
２日～平成29年
４月１日に生ま
れた子どもとそ
の保護者

20組
2クラス
（抽選）

集団遊び、リトミック、
読み聞かせ、制作など
を行います。

1,500円 ４月２日㈫～６日㈯
9:00～16:30

リズム運
動と楽し
い音楽

５月～2020年３月
㈭　10:00～11:00

月1回　全10回

20組
（先着順）

手・指・足の運動機能
を鍛え、脳の発達や
根気、思いやりなどの
情操面を育成します。

500円
4月17日㈬～23日㈫

9:00～16:30
休館日を除く

北
児
童
館

読み聞か
せ&わら
べうた

第１・３㈬
10:00～10:30

市内外の未就園児
とその保護者 −

絵本に親しみ親子の
ふれあいを楽しみます。

−

−

リズム運
動&リト
ミック

第2・4㈮
10:00～10:30

ピアノのリズムに合わ
せて体を動かし心身
の発達を促します。 事前申込みが必要な

講座があります。
つくって
あそぼう

5月～2020年３月
第２㈫

10:00～11:00

親子で制作を楽しみ
ます。

スポーツ少年団 市スポーツ協会　 993-8484

申込期間／随時

団体名 とき ところ 対象
裾野柔道 毎週㈭・㈯　19:00 ～ 市内武道場他 幼保年長以上

裾野剣道 毎週㈰　  9:00 ～
毎週㈬　19:00 ～

市民体育館
富中体育館 幼保年長以上

裾野東サッカー 毎週㈮　17:30 ～
毎週㈯　15:00 ～ 東小グラウンド 幼保年長以上

裾野西サッカー 毎週㈯または㈰　9:00 ～
毎週㈫・㈭　18:30 ～

西小グラウンド
南小グラウンド 幼保年長以上

富岡JSC（サッカー） 毎週㈯・㈰　9:00 ～ 富一小グラウンド 幼保年長以上

深良
陸上 毎週㈯　  9:00 ～ 深良小グラウンド 小学１年生以上

一輪車 毎週㈰　13:30 ～ 深良小体育館 幼保年長以上

裾野空手 毎週㈬・㈯　17:30 ～ 富一小体育館
上ケ田公民館 小学１年生以上

須山野球 毎週㈯・㈰　9:00 ～
毎週㈫・㈬・㈮　16:30 ～ 須山小グラウンド 小学３年生以上

裾野スラッガーズ（野球） 毎週㈯・㈰・㈷　9:00 ～ 向田小グラウンド 小学１年生以上
裾野イーグルス（野球） 毎週㈯・㈰・㈷　9:00 ～ 向田小 ・ 東小・西小グラウンド他 小学１年生以上

深良ガッツ（野球） 毎週㈯　12:45 ～
毎週㈰・㈷　9:00 ～ 深良小グラウンド 小学１年生以上

裾野市少林寺拳法 毎週㈬・㈮　19:00 ～ 市民体育館 小学１年生以上

裾野ラグビー 毎週㈯　  9:00 ～
毎週㈭　19:00 ～

やすらぎ広場・総合グラウンド
西小体育館 幼保年少以上

ベストファイターズ
（ミニバスケットボール）

毎週㈯　9:00 ～
毎週㈬・㈮　19:00 ～ 東小体育館他 小学１年生以上

裾野ブレイク
（ミニバスケットボール）

毎週㈯　9:00 ～または 13:00 ～
毎週㈬・㈮　19:00 ～ 向田小体育館他 小学１年生以上

8
2019.3.1

特集４



市民スポーツ教室 生涯学習課　 992-6900

対象／市内に住んでいるか通勤・通学している方
教室名 とき ところ 対象 定員 内容 申込開始 費用

スポーツ教室
西会場

４月19日～　㈮
19:00～21:00　月１～３回 西小体育館 中学生以上 20人 レクリエーション

スポーツ

４月２日㈫
9:00～

（先着順）

中学生
以下 

800円 

高校生
以上 

1,850円 

65歳
以上 

1,200円 

※別途
手数料
10円

東地区エンジョイ
スポーツ教室

４月20日～　㈯
13:30～15:30　月１～２回

東小体育館
グラウンド

中学生以上
(小学生は

保護者同伴)
30人 ニュースポーツ各種

ウォーキング

深良地区エンジョイ
スポーツ教室

５月11日～　㈯
13:30～15:30　月１回

５月22日～　㈬
19:00～21:00　月１回

深良小体育館
グラウンド 小学生以上 20人 ストレッチ

リズム体操

富岡地区ペタボード・
グラウンドゴルフ教室

４月20日～　㈯
13:00～15:00　月２回

富一小体育館
グラウンド 小学生以上 20人 ペタボード

グラウンドゴルフ

ファミリー
バドミントン教室

須山会場
４月19日～　㈮

19:00～21:00　月２～５回
須山中
体育館

小学生以上
(低学年は

保護者同伴)
30人 ファミリー

バドミントン

市スポーツ施設教室 市民体育館　 993-0303　運動公園　 997-7277

申込期間／運動公園は 4 月 1 日㈪まで、体育館は 4 月 7 日㈰まで

教室名・対象 とき（４月～７月） 対象 定員 費用

市
民
体
育
館

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

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

中学生卓球 ㈪　19:30～20:45　全10回 中学生 15人 7,500円

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

生き生き健康体操 ㈪　11:00～12:00　全10回 40歳以上の一般男女 30人 4,000円

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

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

エンジョイリズム ㈭　  9:30～11:00　全12回 18歳以上（高校生を除く） 100人 4,800円

硬式テニス教室（初級） ㈬  　9:30～11:00　全10回 18歳以上（高校生を除く） 20人 9,000円

硬式テニス教室（初中級） ㈮　13:00～14:30　全10回 18歳以上（高校生を除く） 12人 9,000円

硬式キッズテニス ㈬　15:15～16:15　全10回 ４歳以上の未就学児 12人 7,000円

硬式ジュニアテニス① ㈬　16:30～18:00　全10回 小学生 20人 7,500円

硬式ジュニアテニス② ㈮　16:30～18:00　全10回 小学生 12人 7,500円

親子健康体操 ㈫　10:00～11:00　全12回 １歳半～未就園児までの子どもと保護者 20組 6,000円

すこやかキッズ体操 ㈬　15:00～16:00　全12回 年少～小学１年生 30人 6,000円

キッズダンス ㈭　16:15～17:15　全12回 ４歳以上の未就学児 15人 7,800円

ジュニアダンス ㈭　17:30～18:30　全12回 小学生 15人 7,800円

運
動
公
園

硬式テニス ㈫・㈭　10:00～11:30　全10回 18歳以上の一般男女 15人 9,000円

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

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

キッズサッカー教室※1 ㈬　15:20～16:20　全12回 年中・年長 20人 8,400円

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

※１　会場は総合グラウンド
9
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インフォメーション

Information

住所変更の手続きを
インターネットで仮申請

　転居や転入、転出の住所変更の
手続きに来庁する前に仮申請でき
ます。市民課または各支所で手続
きする３営業日前までに仮申請す
ると、手続き当日の待ち時間を短
縮できます。
　仮申請は、スマートフォンまた
はパソコンで、市公
式ウェブサイトから
行ってください。

住所変更の手続きは、仮申請だ
けでは完了しませんので、仮申
請後は必ず市民課または各支所
へお越しください。
市民課　995-1812

マイナンバーカードの
申請補助

　マイナンバーカードの交付申請
は、郵便やスマートフォン、パソ
コンなどで行うことができます。
市民課では、顔写真の撮影を無料
で行うなど申請の補助を行ってい
ます。希望する方は、市民課へお
越しください。

平日８時30分～17時15分
　※水曜日は19時まで

市民課
スマートフォンなどをお持ちで
ない方など交付申請に際して補
助が必要な方
通知カード、本人確認のできる
身分証明書、最近６カ月以内に
撮った顔写真（縦4.5cm×横
3.5cm）※自身で撮影できる方
市民課　995-1812

国保高齢受給者証交付会

　４月１日㈪から対象となる方に、
受給者証を交付します。

３月20日㈬
　10時20分～11時30分 

福祉保健会館３階研修室

昭和24年３月２日～４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

Information

休日窓口開庁
　市民課、国保年金課、保育課、
学校教育課、子育て支援課では、
春の異動時期に合わせて、休日
の窓口事務を行います。

３月23日㈯・24日㈰
　８時30分～12時

●他の官公庁などに確認が必要な事務は、原則として取り扱いで
きません。　●各支所では行いません。

ところ 取り扱い事務

市民課
℡995-1812

●転入、転出、転居などの住所異動事務　※仮申
請サービスを利用する場合は届出日を３月22日
㈮に設定し、３月18日㈪までに仮申請してくだ
さい。

●戸籍証明、住民票の写し、印鑑証明書などの発
行、印鑑登録、旅券の交付　※旅券の申請は取
り扱いできません。

●マイナンバーカード交付事務

国保年金課
国保係
℡995-1814
年金後期高齢者
医療係
℡995-1813

●国民健康保険の加入、脱退の事務　※健康保険
などの加入・脱退連絡票がない場合は取り扱い
できません。

●国民年金手帳再交付申請（１号被保険者のみ）、
取得届、喪失届、免除、納付猶予、学生納付特
例の受け付けなどの事務　※健康保険などの加
入 ･ 脱退連絡票のない取得届 ･ 喪失届、裁定請求、
未支給請求、高齢任意加入事務、年金事務所に
照会を要する事務は取り扱いできません。

●後期高齢者医療に係る原則として全ての事務　
※保険証などは後日郵送します。

保育課
℡995-1822

●市立幼稚園の転入、転出に係る事務
●保育園の入園、退園、転園に係る事務

学校教育課
℡995-1838 ●小 ･ 中学生の転入、転出に係る事務

子育て支援課
℡995-1841

●児童手当の申請と消滅などに係る事務
●乳幼児、こども医療費に係る事務
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お知らせ

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　

ヘルシーパーク裾野
市民無料利用券の使用

　広報すその５月15日号に添付
されていたヘルシーパーク裾野の
市民無料利用券の使用期限は、３
月31日㈰です。使用していない
方は期限までに使用してください。

ヘルシーパーク裾野は、風呂の
天井改修工事のため、３月７日
㈭まで休館しています。
ヘルシーパーク裾野
　965-1126

市民無料相談

３月20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

チャイルドシート
購入補助金の終了

　６歳未満の乳幼児が２人以上い
る世帯で、２子目以降の乳幼児が
使用するためにチャイルドシート
を購入する方に対して交付する補
助金は、今年度で終了します。
　交付を希望する方は、平成31
年３月29日㈮17時15分までに申
請してください。それ以降の申請
は受け付けできません。
子育て支援課　995-1841

はり・灸無料治療券を進呈

　県内の治療院で利用できるは
り・灸無料治療券を進呈します。

子育て支援課
母子家庭や父子家庭の父・母
10人（先着順）
有効期限／３月20日㈬
子育て支援課　995-1841

ヘルシーパーク裾野送迎
バス往路最終便運行停止

　ヘルシーパーク裾野の無料送迎
バスの往路最終便（第３便）は、
東回り、西回り共に３月８日㈮か
ら運行を停止します。

４月から無料送迎バスの運行時
間や経路を一部変更します。
ヘルシーパーク裾野
　965-1126

一般幹部候補生採用試験

一般要員▶︎５月11日㈯
　飛行要員▶︎５月11日㈯・12日㈰

大卒程度試験▶︎20歳以上26歳
未満の方（22歳未満は大卒見
込み含む）

　院卒者程度試験▶︎修士課程修了
者などで、20歳以上28歳未満
の方
５月１日㈬
大卒程度試験と院卒者程度試験
は、併願ができます。
自衛隊三島募集案内所

　989-9111

普通救命講習会

３月16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

あすなろ囲碁教室
（前期）受講者

　子どもから大人までみんなで囲
碁を楽しみます。初心者の方も気
軽に参加してください。

４月６日・13日・20日・27日、
５月11日・18日、25日、７月
６日・20日・27日、８月３
日・10日・17日・24日、９月
７日の土曜日（全15回）

　※時間はいずれも10時～11時
30分
東西公民館
市内に住んでいるか通勤・通学
している５歳以上の方
25人（先着順）
高校生以下1,500円

　大人3,000円
東西公民館にある申込用紙に必
要事項を記入し、受講料を添え
てお申し込みください。
３月９日㈯９時～17日㈰17時
東西公民館　992-6677
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インフォメーション

Information

総合計画策定協議会公募委員

　来年度から、今後10年間のま
ちづくりの総合的な指針となる総
合計画の策定に着手します。市民
の皆さんからの意見を計画に取り
入れるため、委員を募集します。
任期／委嘱日～2020年３月31日㈫

●市に住民登録がある平成31
年４月１日現在18歳以上の方

　●まちづくりに関心のある方

　●平日の昼間または夜間に開催
する会議に出席できる方
３人程度
企画政策課にある応募用紙に必
要事項を記入し、メールまたは
ファクス、郵送で提出してくだ
さい。　※応募用紙は市公式ウ
ェブサイトからダウンロード可
３月20日㈬（必着）
公募委員は、応募用紙の内容を
審査して選考します。選考結果
は、３月31日㈰までに通知し
ます。
企画政策課　995-1804

男性介護者交流会

３月23日㈯　13時30分～15時
30分
福祉保健会館３階会議室１・２
家族などを介護している男性の
方
介護仲間との情報交換や介護に
ついての相談など
家族などを同伴する方のための
ミニデイサービスがあります。
希望する方は相談してください。
介護家族の会（杉山）

　090-1984-9977

消費者相談室 消費生活センター便りCounseling Room

Q SNSで知り合った大学の先輩から「簡単に儲
かる話がある」と誘われた。入会金を払って会

員になれば投資の方法を教えてくれるという。さらに
友人を誘えば報酬が入るらしい。消費者金融でお金
を借りて投資したが、儲からない。やめたい。

Ａ 楽をして簡単に大金が儲かることはあり得ませ
ん。大学の先輩や良い人を装い近づいてくる人

もいます。うまい話に飛び付くのは危険です。「お金が
なくても借金して分割で払えばいい」と言われ契約し
たが、儲からず多額の借金だけが残ったというケース
もあります。借金をしてまで契約をするのはやめましょ
う。友人を勧誘すると、自分の勧誘が原因で被害者を
増やすことになります。契約するときは必ず契約内容
の分かる書面をもらいましょう。
　困ったときは、消費生活センターに相談してくだ
さい。

洗剤類の表示が「安全図記号」になりました
　昨年１月から、石けん・洗剤・洗浄剤に加え、漂
白剤などの分野で、絵表示を使った「安全図記号」
が順次表示されています。
　塩素系漂白剤に酸性タイプの洗浄剤を混ぜると有
毒ガスが発生するなど危険な場合があります。使用
前に表示されている「安全図記号」を必ず確認しま
しょう。消費生活センターに詳しいパンフレットが
ありますので、ご利用ください。

やってはいけません［禁止］

必ずこうしてください［指示］

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

６日㈬
９:00〜９:15

平成30年９月
生まれの方

１歳６か月児
健康診査

12日㈫
13:00〜13:30

平成29年８月
生まれの方

２歳６か月児
歯科教室

７日㈭
13:00〜13:15

平成28年９月
生まれの方

３歳児
健康診査

14日㈭
13:00〜13:30

平成28年２月
生まれの方

日（曜日） 時　間
　5日㈫　 17:00 〜 19:45
12日㈫※  9:00 〜 11:30
19日㈫　 13:00 〜 15:30

※は C 型肝炎検査もできます。

３月の健康コーナー

日 月 火 水 木 金 土

内科 整形

内科 内科 内科 外科 内科 整形 内科

内科 整形 内科 内科 整形 内科 内科

整形/内科 整形 内科 外科 整形 内科 内科

外科 整形 内科 外科 内科 整形 整形

内科
※17日㈰は、16時55分まで整形、16時55分から内科

3

10

17

24

31

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

事業名 日・受付時間 対象者
乳幼児

健康相談※
４・11・18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

11日㈪
13:00〜15:00 妊産婦・乳幼児

成人
健康相談

18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

４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

13日㈬・22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

28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※

19日㈫
10:00〜11:00

野菜摂取や減塩メ
ニューを知りたい方
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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月後期の救急協力医

日 内 科 外 科 小 児 科

16 ㈯ 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

17 ㈰

大庭内科・消化器
科クリニック 995-1123 佐野 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

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

清流クリニック 941-8688 堂庭 遠藤クリニック 975-8801 久米田

18 ㈪ 新井内科クリニック 992-0811 久根 こんどうクリニック 925-2420 岡宮 よざ小児科医院 967-5722 原

19 ㈫ 南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 大沢ハート

クリニック 929-1313 若葉町 田中医院 921-2053 高島町

20 ㈬ 杉山医院 992-0028 平松 松原医院 962-1496 白銀町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

21 ㈭

さくら胃腸科・
外科 994-1008 御宿 東医院 921-5520 高沢町

村岡内科クリニック 954-2000 大岡 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

杉山病院 963-4114 錦町 五十嵐クリニック 934-6700 志下

22 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 西方外科医院 921-1333 共栄町 スキップこども

クリニック 992-6303 茶畑

23 ㈯ 沼津リハビリ
テーション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 瀬尾記念慶友病院 935-1511 下香貫
島郷 西村医院 971-6510 下土狩

24 ㈰

東名裾野病院 997-0200 御宿 守重医院 931-2511 我入道
江川

小林内科医院 921-2165 米山町 田中医院 921-2053 高島町

やぐち内科・
循環器科クリニック 973-3811 伏見 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色

25 ㈪ おぐち医院 992-6611 深良 田中クリニック 992-1881 伊豆島田 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

26 ㈫ 境医院 975-8021 竹原 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 大橋内科・小児科

医院 992-2800 佐野

27 ㈬ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

28 ㈭ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場
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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

３月後期

29 ㈮ おおい神経内科 922-8886 北高島町 遠藤クリニック 975-8801 久米田 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

30 ㈯ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

31 ㈰

裾野赤十字病院 992-0008 佐野 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

本村クリニック 969-0001 大塚 よざ小児科医院 967-5722 原

御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

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

17 ㈰ 本橋耳鼻咽喉科医院
972-1133 東本町

木村眼科
967-4611 原

小島レディースクリニック　
952-1133 大岡

ゆきひこ歯科医院
973-6841 玉川

21 ㈭ つりた耳鼻咽喉科クリニック
927-3387 宮前町

関眼科胃腸科医院
975-2381 東本町

小島レディースクリニック　
952-1133 大岡

しおみ歯科医院
992-0202 平松

24 ㈰ 里和耳鼻咽喉科医院
0545-23-1133 伝法

はとり眼科
987-6789 中土狩

安達産婦人科クリニック
976-0341 寿町

スマイル歯科医院
997-1610 深良

31 ㈰ さわだの森耳鼻咽喉科クリニック
929-8787 西沢田

瀬尾眼科医院
933-9900 市場町

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波

ベルの木歯科
992-7777 深良

裾野市　 三島市　 沼津市　 長泉町　 清水町　 富士市

●救急協力医の変更／３月３日㈰の産婦人科の救急協力医が変更になりました。
　　　　　　　　　　変更前：前川産婦人科クリニック▶変更後：小島レディースクリニック（952-1133  大岡）
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慶応４年の動き

　江戸時代、幕府からの法令である「触書」や、領
主が出す通達にあたる「廻状・配付」というものが
ありました。これらは村から順を追って回す方法が
とられ、左下の写真はその上書きにあたるものです。
名主は触書や廻状・配付がくると「御用留」という
冊子に書き写しました。また社会の動きを知るため
に、各種の情報も記録に残しました。
　右下の「写書」は、東海道大総督府の参謀から出
された文書で、1868年の徳川家への対応のことが
書かれています。主な内容は、「徳川慶喜は服罪の
ため、水戸表で謹慎する。徳川の家名は、一族の田
安亀之助(後の徳川家達)に継がせる。田安亀之助に
は、駿河国府中の城主として70万石を与える」で
す。この動きの中で、市内の村々の多くが駿府領と
なりました。

susonoさくらマルシェ×ミュージックワークス
おやこで楽しむ！トランペットコンサートvol.3

　満開の桜と、ハンドメイドやフードを楽しむ癒し
のマルシェ！　今年はトランペットコンサートを同
時開催します。会場で楽器を手作りして、プロと一
緒に楽しく演奏しましょう。
　すそのんも登場します。

と　き／３月31日㈰　12時30分～　※開場▶︎13時
ところ／大ホール
料　金／全席自由（税込）　おとな▶︎1,500円、
　こども（３歳～高校生）▶︎500円　※３歳未満は

おとな券１枚につき１人無料
発売日/好評発売中

４日㈪・18日㈪
３月の休館日

「配付の上書き」

（須山区有文書）

「写書」

（渡邉家文書）

　「自分のデザインは、アーティストの作品とは違
い、クライアントの思いに沿った作品を気持ちを合
わせながら作っていきます。そのプロセスが楽しく
モチベーションとなっています」と語る齋藤智仁さ
んは、プロモーション用トートバッグをデザインし
てくれました。ウルトラトレイル・マウントフジの

ロゴも齋藤さんが前職で手掛けた作品です。
　ご両親は、病弱だった齋藤さんを自然の中で育て
たいと、５歳の時に千葉県から須山への移住を決意
しました。子どもの頃から絵を書くのが大好きだっ
た齋藤さんは小学校を卒業するまで須山で過ごし、
オーストラリアへ留学しました。
　学生時代はバンド活動するほど音楽が好きで、
CDのジャケットやブックレットなどのトータルデ
ザインに興味を持ったことが、デザインの道に入る
きっかけでした。美術大学を卒業後、東京のデザイ
ン集団「グルーヴィジョンズ」に所属し11年。上
司や同僚、クライアントにも恵まれた環境でしたが、
裾野での生活に戻りたい思いや、須山で蕎麦屋を営
む両親の技術を継ぎたい思いが大きくなり、故郷の
裾野へ戻ることを決意しました。現在は、そば打ち
の修行をしながらデザインの仕事を続けています。
　「これまでを振り返ると自分のデザインは、生ま
れ育った山や森、裾野の自然がモチーフになってい
ました。デザインには人やまちを元気にする力があ
る。デザインで裾野市を元気にしたいです」と夢を
語りました。

デザインで未来を明るく
齋藤　智仁さん（佐野上宿・35歳）


