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　すその夏まつり大会が８月３
日㈯に運動公園で開催されまし
た。一番の見どころは、富士山
すその大花火大会。今年のテー
マ「富士山戦国絵巻　～令和の
夜明け～」にふさわしい、大迫
力の１万発の花火が裾野の夜空
を鮮やかに彩りました。

　「悔しさを忘れず、来年を見据えて練習を開始しま
した」と話すのは、８月１日㈭から九州で行われたイ
ンターハイで、レスリング女子個人戦62キロ級に出
場した惣﨑さん。惣﨑さんは、県大会優勝、東海大会
３位という好成績を残し、インターハイに出場。結果
は１回戦敗退となり、悔しい思いをしました。「他の
選手の実力が高く、理想のプレーができませんでした。
ただ、課題も見えたので、今後の練習で修正していき
ます」と振り返りました。

　惣﨑さんは３人姉妹の長女で、
２人の妹もレスリングをしてい
ます。「普段は学校の部活動で
週６日間練習しています。練習

が休みの日は、クラブチームで小・中学生の妹の相手
をします」と、レスリング漬けの毎日を送っています。
　惣﨑さんが所属している沼津城北高校レスリング部
の部員は４人。女子は惣﨑さんのみです。「練習相手
が男子なので、力やスピードで負けないように頑張っ
ています。男子にどうしたら勝てるかを考えて練習し
たことで、タイミングよく相手にタックルできるよう
になりました」と話します。
　「10月にある全日本女子オープン選手権に備えま
す。日々、手を抜くことなく練習し、技術を高めます。
来年はインターハイに出場するこ
とはもちろんですが、３年生で最
後の大会になるので自分自身が納
得いく成績を収めたいです」と、
熱い瞳で今後の目標を語ってくれ
ました。

県立沼津城北高等学校 ２年生
惣﨑 優音さん（和泉・17歳）
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　市北部（須山地区）では、９月中旬から下旬に
かけて３つの花畑が見頃を迎え「コスモスまつ
り」「そばの花まつり」「シルバニアビレッジ　
フラワーフェスタ」と３つの花まつりが開催され
ます。壮大な富士山のロケーションを背に広がる
花畑です。
　３カ所の花まつりを巡るスタンプラリーも開催
し、抽選ですてきな賞品が当たります。

コスモスまつり
９月14日㈯・15日㈰　９時～15時

スタンプラリー期間▶︎９月14日㈯～23日㈪
パノラマ遊花の里（梅の里・ヘルシーパーク裾
野入り口周辺）

スタンプ押印場所▶︎本部受付（９月14日㈯・15
㈰）、会場店舗（９月16日㈪～23日㈪）
（一社）観光協会　992-5005

産業振興課　995-1825
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私たちが育てました
　パノラマ遊花の里の菜の花やコスモスは、パ
ノラマロードを花でいっぱいにする会を中心に、
市民の皆さんや企業と一緒に種まきや草取りな
どを行いながら育てています。
　コスモスまつりに向けた種まきや草取り作業
には、たくさんの人が参加しました。ぜひ、皆
さんお越しください。

　パノラマロードを花でいっぱいにする会が管理す
る畑に咲く花と富士山の写真をご応募ください。
撮影対象／パノラマロードを花でいっぱいにする会

が管理する菜の花畑・コスモス畑と富士山
応募作品／平成30年１月１日以降に撮影されたも

の。未発表作品で、他に発表予定のないもの。カ
ラーの２L・キャビネプリントで単写真。

応募方法／所定の応募用紙に必要事項を記入し、作
品の裏側に貼り付けて、直接または郵送でパノラ
マロードを花でいっぱいにする会事務局（農林振
興課）に提出してください。

応募締切／11月29日㈮　必着
賞／●最優秀賞１点（賞金１万円）●優秀賞２点

（賞金５千円）●入選５点以内（賞品）
その他／人物の肖像権などについては、応募時に応

募者が了解を得ているものと判断します。詳しい
応募方法は市公式ウェブサイトをご覧ください。
農林振興課　995-1823

そばの花まつり
９月14日㈯・15日㈰　９時～14時

スタンプラリー期間▶︎９月14日㈯～23日㈪
須山十里木そば畑（富士山資料館近く）

スタンプ押印場所▶︎総合案内（９月14日㈯・15
日㈰）、五竜庵（火曜日定休）（９月16日㈪
～23日㈪）
ＪAなんすん（富岡支店） 997-1226

シルバニアビレッジ フラワーフェスタ
10月６日㈰まで　９時～17時

　※平日は９時30分～
遊園地ぐりんぱ

スタンプ押印場所▶︎入園口売店
入園料が必要となります。
遊園地ぐりんぱ　998-1111

お誘い合わせの上、

ぜひご来場ください
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　来年度の保育園（市立・私立）・小規模保育所
の入園児を募集します。入園を希望する児童の保
護者は、お申し込みください。

保育課　995-1822

入園できる児童
　保護者などが以下の保育を必要とする事由のいずれ
かに該当し、子どもを家庭で保育できない、来年度中
に入園を希望する児童
保育を必要とする事由
・就労している（フルタイム、パートタイム、居宅内

外労働など）
・妊娠している（出産月を含む３カ月間）
・保護者が病気にかかっている、障がいがある
・親族などを介護・看護している
・求職活動をしている（起業準備を含む）
・学校に通っている（職業訓練校を含む）
・その他、特に必要と認める場合
※詳しい基準は、申込書類をご覧ください。保護者の

他、令和２年４月１日現在で65歳未満の人（児
童・生徒・学生を除く）も保育の必要性を確認する
ための書類を提出してください。

※利用にあたっては保育の必要性の認定（２号・３
号）手続きが必要となります。

申し込み
　10月１日㈫から保育課や保育園、小規模保育所で
配布している申込書に必要事項を記入し、第一希望園
の受付期間に提出してください。本年度入園待ちの人
で、来年度も入園を希望する場合は改めて申し込んで
ください。
受付期間
富岡保育園、東保育園、西保育園、御宿台保育園、富
岳キッズセンターあい、富岳南保育園、市外園▶︎10
月15日㈫～18日㈮
深良保育園、富岳台保育園、さくら保育園、さくら小
柄沢分園、にこにこ園保育所、ひだまり保育園hagu、
佐野かがやき保育園▶︎10月21日㈪・23日㈬～25日㈮
受付時間／９時～16時
提出場所／市役所地下
　会議室B

入園面接
　入園を申し込んだ人は、第一希望の園で入園面接を
受けてください。予約は不要です。受付時間内に児童
と一緒にお越しください。都合がつかない場合は、必
ずご連絡ください。
入園面接の日程

園名 日時
富岡保育園 11月６日㈬ ９:30～11:30
東保育園 11月７日㈭ ９:30～11:30
西保育園 11月８日㈮ ９:30～11:30
富岳キッズセンター
あい 11月８日㈮ 13:30～15:30

富岳南保育園 11月11日㈪ 13:30～15:30

御宿台保育園 11月13日㈬

【０・１歳】
９:30～11:30
【２～５歳】
13:30～15:00

富岳台保育園 11月14日㈭ ９:30～11:30
にこにこ園保育所

11月15日㈮ ９:30～11:30ひだまり保育園
hagu
佐野かがやき保育園

11月15日㈮ 13:00～14:30
市外園
深良保育園 11月19日㈫ 13:30～15:30
さくら保育園

11月20日㈬ ９:15～11:45
さくら小柄沢分園

面接会場／各保育園
※さくら小柄沢分園を希望する人はさくら保育園で、

小規模保育所（にこにこ園保育所・ひだまり保育園
hagu・佐野かがやき保育園）または市外園を希望
する人は市役所地下会議室Bで行います。

受付時間／終了時刻の30分前
※御宿台保育園は終了時刻の15分前まで
その他／御宿台保育園で兄弟同時に申し込んだ場合は、

一緒に面接を受けることができます。午前、午後の
いずれかで受けてください。

入園の決定
　１月下旬から２月上旬に、書面で通知します。
※令和２年５月～令和３年３月の間に入園を希望する

人は、入園希望月の前月15日まで申し込みを受け
付け、選考後、前月25日ごろまでに電話で連絡し
ます。

令和２年度　保育園の入園児を募集
申込書配布：10/１㈫～ WEBBB

2019.9
広報すその6



約25のプログラムで裾野の魅力を体験
　毎回人気のプログラムに加え、第５回の開催を記念
して特別企画「大人の社会見学」を行います。
プログラム／ブラタグチ（まちあるき）、芋掘り＆炊

飯体験、自転車ツアー、東京2020オリパラ関連企
画、はしご酒企画、笑いヨガやウォーキングなど

　※産業振興課、市民活動センター、生涯学習セン
ター、市民文化センター、鈴木図書館、市内商店な
どで配布しているおんぱくパンフレットをご覧くだ
さい。市公式ウェブサイトやすそのおんぱくフェイ
スブックページでも情報発信します。

開催期間／10月５日㈯～11月３日㈰
申し込み／すそのおんぱくフェイスブックページやパ

ンフレットをご覧になり、各プログラムの申し込み
先に電話などでお申し込みください。

♦︎前回プログラムの様子♦

申込期間／９月５日㈭～11月３日㈰

第５回すそのおんぱくを開催
裾野の魅力を体験しませんか WEBBB

　地域に埋もれている「宝物」を掘り起こし、体験プロ
グラムとして磨き上げ、多くの人に知ってもらう取り組
み「おんぱく＝温故知新博覧会」。約25のプログラム
を市内各地で開催します。

すそのおんぱく事務局（志田）
　080-2615-0841

https://www.facebook.com/sus
onoonpaku4/?modal=admin_todo_tour

　 特別プログラム
「大人だって知りたい、すその社会見学ツアー」

　第５回目を記念した特別プログラム「大人だっ
て知りたい、すその社会見学ツアー」を開催しま
す。このツアーでは、意外と知られていない「す
その」をバスで巡ります。
　市役所を初めに、市内唯一の製麺所の渡邊製麺
を訪ね、世界遺産富士山の構成資産の須山浅間神
社で歴史に触れ、このツアーが最後の工場見学に
なるかもしれない工場を見学します。矢崎総業株
式会社の工場や社宅、厚生施設などがあり職と住
が調和された場所“Y-CITY”を見学し、職住近
接の「まち」を案内します。
　限定15人の１日だけのプログラムです。

注目

SPAC　リーディング・カフェ ブラタグチ（まちあるき）

日本酒＆ソファーのコラボ企画 笑いヨガ＆ウォーキング

7
2019.9

広報すその



　深良用水は、来年通水から350年を迎えます。これ
を記念し、深良用水弁当コンテストを開催します。深
良用水にちなんだ手作り弁当を応募してください。

弁当の条件
●深良用水への愛が盛り込まれていること
●市内の農産物や加工品を使用していること
●材料費などの製造原価が500円以内であること
●入賞の際にレシピを提供すること　※提供されたレ

シピの著作権は、深良用水350感謝祭実行委員会に
帰属します。

申し込み
市内に住んでいるか通勤・通学している人
深良支所にある申込用紙に、氏名、電話番号、住所、
写真、こだわったポイントを明記し、深良支所に直
接提出してください。写真の大きさは問いませんが、
印刷したものの提出をお願いします。
９月２日㈪～10月15日㈫

審査の流れ
　申込期間終了後、申込用紙と写真を基に審査を行い、
上位５作品を決めます。上位５作品に選ばれた人は、
11月10日㈰に開催する深良地区コミュニティまつり
に制作した弁当をお持ちください。ステージイベント
内で決勝審査を行います。
　決勝審査で優勝した人には、米10㎏を進呈します。
優勝作品は、令和２年４月26日㈰に開催する深良用
水350感謝祭でお披露目を予定しています。
入賞賞品
優勝▶︎米10㎏
準優勝▶︎米５㎏
3位▶︎米３㎏
4位▶︎米２㎏
5位▶︎米２㎏
参加賞▶︎米１㎏
　※申込時に進呈

深良支所　992-0400

　令和２年４月採用の保健師を募集します。公務員試
験のための特別な準備は必要ありません。公務員志望
の人はもちろん、公務員試験の勉強をしていない民間
企業志望の人も受験できます。

採用人数／若干名
受験資格／昭和60年４月２日以降に生まれた人で、

保健師の免許を有する人または令和２年３月末日ま
でに取得する見込みの人

試験案内・申込書の配布
９月25日㈬まで
人事課（市役所３階）

郵送請求／封筒の表面に朱書きで「試験案内希望」と
明記し、A4サイズの用紙が折らずに入る返信用封
筒を同封してお送りください。返信用封筒には、送
付先を明記し、普通郵便の場合は140円切手を、速
達郵便の場合は420円切手を貼ってください。

申し込み
　申込書と受験票に必要事項を記入し、人事課に提出
してください。

９月25日㈬17時必着　※受付▶︎８時30分～17時
（土・日曜日、祝日を除く）

試験日程
第１次試験▶︎ 10月20日㈰　９時～15時（終了予定）
　　　　　　 市役所
第２次試験▶︎ 11月中旬
第３次試験▶︎ 11月下旬

人事課　995-1806

令和２年４月採用保健師を募集
申し込みは９/25㈬まで WEBBB

深良用水弁当コンテスト写真予選大会
深良用水への愛を弁当で表現してください WEBBB
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　国民健康保険は、加入者が納めた国民健康保険税
（国保税）で病気やけがをしたときに助け合う公的健
康保険制度です。新しい保険証は９月30日㈪までに
対象の世帯に郵送します。

保険証
　保険証の色が藤色からうぐいす色に変更となります。
古い保険証は、市に返却する必要はありませんが、確
実に破棄してください。
有効期限／令和２年度から保険証の更新が８月１日に

なるため、保険証の有効期限は令和２年７月31日
㈮となります。

郵送方法／普通郵便で郵送します。特定記録郵便また
は簡易書留での郵送を希望する世帯は、９月６日㈮
までにご連絡ください。

※10月になっても新しい保険証が届かない場合はご
連絡ください。

国保税滞納世帯には短期者証、資格証明書を交付
国民健康保険短期被保険者証

特別な理由がなく、前年度の国保税を滞納している
世帯

有効期限／３カ月（一部６カ月）
国民健康保険被保険者資格証明書

特別な理由がなく、国保税を１年分以上滞納してい
る世帯

国保年金課　995-1814

　魅力あるまちづくりを推進するため、地域の活性化
や課題解決に向けた市民の自主的な活動に対し、補助
金を交付します。

補助金の概要
補助金の額／最大40万円
対象となる事業／次のいずれかに該当する事業
・市民の提案で実施する、市民協働の推進とまちづく

りに必要と認める事業
・課題解決のために市民の協力が必要なもので、行政

と協働して実施する事業
非該当の事業／次のいずれかに該当する事業
・市の類似する補助制度の適用を受けているか、他の

団体を補助する事業
・効果が特定の個人や団体のみに及ぶ事業
・団体が管理する施設などの修繕などが目的の事業
・団体が組織を運営するための事業
・宗教的または政治的宣伝の意図が認められる事業

・補助することが適当でないと市長が認める事業
対象となる団体／次の全てに該当する団体
・構成員が３人以上で、その過半数が市内に住んでい

るか、通勤・通学している団体
・市内に活動拠点があり、市内で活動している団体
対象となる経費／備品費や消耗品費、広告費、貸借料

など
※市公式ウェブサイトに一覧表を掲載していますので、

確認してください。
補助金の申請から決定まで
　補助金の交付を希望する団体は、申請書に必要事項
を記入し、シビックプライド推進室に提出してくださ
い。受け付けた申請は、審査を行い決定の可否を通知
します。

シビックプライド推進室　995-1803

地域の活性化などに取り組む団体募集
パートナーシップ事業補助金を最大40万円交付します WEBBB

国民健康保険証を更新
10月１日㈫から保険証がうぐいす色になります　 WEBBB

国保税の納付に困ったときは相談を

　税金の納付に困ったら、市役所１階税務課へご
相談ください。毎月第１・３水曜日は19時まで
夜間納税相談を行っています。

税務課　995-1811
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Photograph

　社会へ出て行くための経験を深めるため、県立裾野
高等学校でトークフォークダンスが開催されました。
さまざまな世代の大人と対話することで、地域と触れ
合うことを目的としています。大半が初めて会う人同
士ですが、自分の考えや経験談などを話している内に、
自然と笑顔があふれていました。

生徒と地域住民が率直な意見交換 （７月12日）

　東小学校教諭の永倉一将さんがJICA海外協力隊と
して派遣されるため、市長に報告に訪れました。派遣
期間は、７月24日㈬から１年９カ月。赴任先は、南
太平洋のバヌアツ共和国です。教育体制を構築中のバ
ヌアツの未来の発展のために、決意を新たにしていま
した。

海外協力隊で派遣教諭が
市長を表敬訪問 （７月11日）

　黄花コスモスの種まきイベントが、パノラマ遊花の
里で行われました。このイベントは今年で10年目を
迎え、パノラマロードを花でいっぱいにする会の会員
や市民ら約110人が参加しました。三角ホーと呼ばれ
る先のとがったくわのような道具を使い、1.2メート
ル間隔でコスモスの種をまきました。

特派員：渡邊 英機

黄花コスモスの種まきイベント （７月13日）

　富士山資料館で「富士山と万葉集を中心とした文
学」と題した特別展が始まりました。万葉の時代に生
きた人々が富士山に何を感じ、何を表現したのかが紹
介されています。展示では新元号の令和の名称が、万
葉集巻５「梅花の宴」の序文から引用されていること
も分かります。この特別展は12月１日㈰まで開催し
ています。 特派員：鈴木 敬盛

富士山に関わる文学展 （７月13日）
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フォトグラフ

　裾野市を学習する日が市役所で開催されました。市
内の小・中学生が裾野市に関する質問をし、市の担当
者が答えることで、市について理解を深めてもらうの
が狙いです。市内の観光や産業、特に今年は、オリン
ピックに関心を持つ生徒が多く、たくさんの質問が飛
んでいました。参加した生徒は、熱心にメモを取って
いました。

市内小・中学生の
裾野についての勉強会 （８月１日）

　上須区と深良新田区の区民や有志の人々が集まり、
深良川の護岸などの雑草の除去を行いました。
　第三発電所から黄瀬川合流口までの約900メートル
の河川に入り、草刈り機を使って背丈ほどの雑草を刈
り、下流で待機する人たちが流れてきた雑草を側道に
上げ、深良川と周囲をきれいにしました。

特派員：小林 建次

深良川クリーンアップ作戦を実施 （８月３日）

　東京2020オリンピック競技大会の開催まで、あと
１年となりました。市では、大会前１年を記念して、
自転車競技ロードレースコース沿いの須山地区の２カ
所と運動公園管理棟付近に看板を整備しました。これ
らの看板は、裾野市のレガシーとして、オリンピック
開催後も継続設置していきます。

オリンピック仕様の看板設置 （７月24日）

　富士山チャレンジライド2019in御殿場・裾野が行
われました。海外選手や国内のトッププロ選手などが
裾野市と御殿場市のオリンピック自転車競技ロード
レースコースを走行しました。須山地区研修センター
ではプロのサイクルロードレースチーム「チーム右
京」の３選手などと市民の交流会が行われました。

特派員：杉本 武滿

プロ選手との交流で五輪機運醸成 （７月22日）
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Information

おしらせ
学校開放調整会議
　11月から12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 10月１日㈫ 須山コミセン

東 10月２日㈬

生涯学習
センター

深良 10月４日㈮

西 10月９日㈬

富岡 10月10日㈭

時間はいずれも19時～
生涯学習課　992-6900

事業者は消費税の軽減税率制度へ
の対応が必要
　10月１日㈫から、消費税・地
方消費税の税率が８％から10％
に引き上げられるのと同時に、消
費税の軽減税率制度が実施されま
す。軽減税率制度の実施に伴い、
消費税の税率は、軽減税率（８％）
と標準税率（10％）の複数税率に
なります。事業者の皆さんは早め
の準備をお願いします。

沼津税務署　922-1560
浄化槽パトロール実施
　市は、家庭からの生活雑排水に
よる河川への負荷を軽減するため、
合併浄化槽の整備・普及を進めて
います。
　浄化槽の適切な維持管理がされ
ているか確認するため、浄化槽パ
トロールを行います。身分証明書
を携帯した浄化槽協会会員または、
市長許可清掃業者が住宅を訪問し
ます。在宅である必要はありませ
んが、敷地内に立ち入る場合があ
りますのでご協力をお願いします。

生活環境課　995-1816

ひきこもりに関する相談
　ひきこもりに関する相談に電
話で応じます。

月曜日～金曜日　10時～12時、
13時～15時（祝日・年末年始
を除く）
県ひきこもり支援センター

　054-286-9219　　
依存相談
　経験豊富な専門相談員が薬物や
アルコール、ギャンブル依存に関
する相談に応じます。秘密は厳守
します。

10月２日㈬　10時～12時
東部健康福祉センター（沼津市
高島本町）
県精神保健福祉センター

　054-286-9245
停電情報を確認するには
　災害や設備事故などで停電が発
生したときは、東京電力パワーグ
リッドのホームページ、または
TEPCO公式スマートフォンアプ
リ「TEPCO速報」で、停電地域
や復旧時間の見込みなどをお知ら
せしています。

東京電力パワーグリッド
　0120-995-007

http：//teideninfo.tepco.co.
jp

9/10は「下水道の日」
　９月10日㈫の「下水道の日」
にちなみ、啓発キャンペーンを実
施します。

９月10日㈫　16時～17時
マックスバリュベルシティ裾野
店
下水道に関する啓発グッズなど
の配布
市内で下水道が使用できる区域
に住んでいる人で下水道への接
続が完了していない人は、早急

に下水道への切り替えをお願い
します。接続工事は各家庭で市
が指定した排水設備指定工事店
に依頼してください。
上下水道経営課　995-1836

市指定給水装置工事事業者の指定
　次の業者を新たに指定しました。
●㈱朝倉工業

沼津市大岡2391-34　
TEL963-3888
●㈱水宝

御殿場市川島田600-2　
TEL0550-77-4695

上下水道工務課　995-1834
2019年全国家計構造調査
　全国家計構造調査は、家計の実
態を明らかにすることを目的にす
る調査です。家計における収支や
貯蓄・負債、就業状況、住居に関
する事項などを調査します。調査
員証を携行した調査員が訪問した
際は回答にご協力をお願いします。

佐野・深良の一部地区
10月～11月
企画政策課　995-1804

未婚の児童扶養手当受給者臨時給
付金
　令和元年度臨時・特別の措置と
して、児童扶養手当の受給者で
未婚のひとり親の人に対し、給付
金を支給します。
支給額／17,500円

令和元年度11月分の児童扶養
手当の支給を受ける父または母
の内、令和元年10月31日まで
に婚姻（法律婚）をしたことが
ない人
申請書に必要事項を記入し、戸
籍謄本（抄本）を添えて子育て
支援課に提出してください。
12月２日㈪
子育て支援課　995-1841
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お知らせ

にこにこキャラバン
“深良地区の巻”
　民生児童委員（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。直
接会場へお越しください。

９月17日㈫　10時～12時
町震地区コミュニティセンター
未就園児とその保護者
歌、手遊び、リズム体操、親子
で工作、主任児童委員を交えた
フリートークなど
民生児童委員協議会（土屋）　

　997-2031
国保高齢受給者証交付会
　10月１日㈫から対象となる人
に、受給者証を交付します。

９月25日㈬
　10時20分～11時30分 

福祉保健会館３階研修室
昭和24年９月２日～10月１日
に生まれた人
対象者には事前にはがきでお知
らせします。転入してきた人や
通知のない人はご連絡ください。
国保年金課　995-1814

令和元年度
就学児童健康診断

とき ところ

10月３日㈭
東小・深良小・富
岡第一小・富岡第
二小

10月10日㈭
西小・南小・須
山小・向田小・
千福が丘小

※時間はいずれも13時20分～
市民文化センター
令和２年度に小学校に入学する
児童
対象者には事前にはがきでお知
らせします。転入してきた人や
通知のない人はご連絡ください。
学校教育課　995-1838

市民無料相談
９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。
●弁護士相談▶︎各種法律の相談。
弁護士が応じます。戦略広報課
へ電話で予約してください。
戦略広報課　995-1802

年金相談
　年金事務所の派遣相談員が、諸
届け出の受け付けや手続きの相談
に応じます。

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

国保年金課　995-1813
児童生徒アイデア展
　市内小・中学校の児童生徒が
作った想像力豊かなアイデア作品
を展示します。

発明くふう部門／９月27日㈮
～10月７日㈪

　自由研究部門／10月９日㈬～
20日㈰　※15日㈫は休館日
生涯学習センター
生涯学習課　994-0145

北駿公立高校合同説明会
　裾野高校、御殿場高校、御殿場
南高校、小山高校の４校が、教育
内容や入試などについて合同説明
会を行います。個別説明会も開催
します。事前申し込みは不要です。

10月４日㈮　18時45分～
市民文化センター３階会議室

中学生、保護者、教育関係者
御殿場高校　0550-82-0111

教室・講座
市民まちづくり講座　まち新聞発
発行編

９月28日㈯　10時～
福祉保健会館
50人（先着順）
「生きる」を支える地域の情報
～ひとりで始めた情報発信　岩
手県大槌新聞～
菊池由貴子さん（大槌新聞社代
表・記者）
市民活動センターへ氏名・住
所・電話番号・メールアドレス
またはファクス番号をお知らせ
ください。
市民活動センター　950-8875
scenter@machitera.jp

認知症予防講演会
「認知症耳より情報」

９月28日㈯
　①②13時15分～14時15分、③

14時45分～16時
生涯学習センター
①認知症疾患医療センター相談
員による相談会　②スクリーン
を用いて行う脳の健康チェック
（ファイブコグ検査）　③認知
症予防講演会（講師／淺野理恵
さん〔わかばやし耳鼻咽喉科ク
リニック医師〕）
①③どなたでも　②65歳～84
歳の市民
①数人　②③各100人
電話で介護保険課にお申し込み
ください。
①②はどちらかの選択となりま
す。
介護保険課　995-1821
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Information

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 !!

教室・講座
あすなろ囲碁教室（後期）
　子どもから大人までみんなで囲
碁を楽しみましょう。初心者の人
も気軽に参加してください。

10月５日～令和２年１月25日
までの毎週土曜日（11月23日、
12月28日を除く）　全15回　
10時～11時30分
東西公民館
市内に住んでいるか通勤してい
る５歳以上の人
25人（先着順）
大人▶︎3,000円

　高校生以下▶︎1,500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。
９月７日㈯～22日㈰　17時
東西公民館　992-6677

歯から始まる健康ライフ講座
　8020運動を啓発・普及する
「8020推進員」を養成する講座
です。講座終了後は、8020推進
員としてボランティア活動をお願
いします。

10月24日㈭　13時30分～15
時30分

　受付▶︎13時～13時20分
福祉保健会館３階研修室
市に住民登録がある20歳以上
の人

30人
歯科医師による歯・口の基礎知
識、歯周病と全身の健康の関係
などについての講義、歯科衛生
士によるブラッシング方法、歯
間清掃用具の使い方などの実技
10月18日㈮

健康推進課　992-5711
第１回陶芸講座

９月28日㈯・29日㈰　２日間
　９時30分～11時30分

東西公民館
市内に住んでいるか通勤してい
る人で２日間受講できる人
10人（先着順）
食器や小物などを作ります。
受講料400円、材料費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。
９月５日㈭～16日㈪　17時
東西公民館　992-6677

ゲートキーパー養成講座
　身近な人の心の不調を示すサイ
ンに気づき、声を掛けたり話を傾
聴することができる人「ゲート
キーパー」を養成します。

９月26日㈭　13時30分～15時
30分
福祉保健会館３階研修室
市に住民登録がある人
40人
●精神科医師によるうつ・自殺

予防についての講話
　●保健師による声のかけ方や聞

き方のポイントの講話、傾聴の
実践を含めたロールプレイ
寺田誠史さん（てらだ医院院長）
９月13日㈮

健康推進課　992-5711

募　集
市壮年男女混合バレーボール大会
出場チーム

11月３日㈰　９時30分～
市民体育館他
市内に住んでいる次の要件を満
たす人で構成した行政区単位の
チーム

　●男性▶︎35歳以上（昭和60年
４月１日以前生まれ）の人

　●女性▶︎年齢に関わらず社会人
の人（学生は不可）
１チーム2,000円
市民体育館にある申込書に必要
事項を記入し、参加費を添えて
提出してください。
９月20日㈮～10月20日㈰
10月25日㈮19時から市民体育
館多目的ルームで抽選会、大会
の注意事項を説明します。
市スポーツ祭運営委員会　

　993-0303
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お知らせ

ベネフィ駿東会員拡大キャンペー
ン（～11/30）
　ベネフィ駿東は、裾野市、御殿
場市、長泉町、小山町で働く人に
福利厚生を提供する公益財団法人
です。
　11月30日㈯までは会員拡大
キャンペーン中のため、入会金が
半額になります。

●事業所入会▶︎２市２町の中小
企業、医療機関、自営業の事業
主の人●個人入会▶︎２市2町に
居住し、中小企業に勤務する人
（企業の所在地は２市２町内外
を問いません）
●提携施設サービス▶︎商店や遊
園地など約170施設の利用料金
の割引、補助券の発行●イベン
ト事業▶︎日帰りバスツアーやゴ
ルフ大会などのイベントへの会
員料金での参加●給付事業▶︎慶
弔金支給や人間ドック費用の助
成
入会金▶︎１人につき500円（キャ
ンペーン期間以降は1,000円）

　会費▶︎１人につき月額1,000円
　※入会金の全額、会費の半額以

上が事業主負担です。事業主が
負担した入会金・会費は、税法
上損金または必要経費として処
理できます。
ベネフィ駿東　0550-87-7575

なんすんレディ
　JAなんすんの顔として２年間
各種イベントに参加し、地元農畜
産物をＰＲしてくれる女性を募集
します。
任期／令和２年１月１日㈬～令和

３年12月31日㈮
次の要件を全て満たしている人

　●農業・JA事業に関心があり、
原則として県東部地区に住んで
いるか勤務・通学する平成31
年４月１日現在で18歳以上の
明朗な女性（高校生不可）●普
通自動車免許がある人●髪の色
や身だしなみなどJAの基準に
沿える人●勤務している場合、
勤務先の承諾が得られる人
若干名

待遇／制服や活動報酬のほか、１
年間につき10万円を支給
履歴書に「ＪＡの印象・農業へ
の思い」を併記し、６か月以内
に撮影した全身写真と顔写真を
添付して、JAなんすん総合企
画部企画課へ郵送するか直接提
出してください。
11月１日㈮
紹介者には、採用された場合に
限り３万円の謝礼があります。
ＪＡなんすん総合企画部企画課
なんすんレディ係　931-4977
〒410-0822　沼津市下香貫上
障子415-1

市環境審議会の公募委員
　市では、市環境基本条例に基づ
き総合的な施策の方針などを定め
ている「第２次環境基本計画」の
進捗状況を点検・評価するため、
公募委員を募集します。

市内に住んでいるか通勤してい
る20歳以上の人
若干名
生活環境課にある応募用紙に
必要事項を記入し、本人が直接
提出してください。
９月３日㈫～27日㈮
応募用紙の内容で選考します。
生活環境課　995-1816

市民ソフトボール大会
参加チーム

10月13日㈰　８時30分～
市総合グラウンド他
市内の１行政区単位の一般男女
のチーム（学生を除く）　※同
じ地区体育委員会内の複数行政
区でチーム編成可
１チーム2,000円
市民体育館にある所定の申込書
に必要事項を記入し、参加費を
添えて提出してください。
９月29日㈰
10月４日㈮19時から市民体育
館多目的ルームで抽選会、大会
の注意事項説明を行います。
市スポーツ祭運営委員会

　993-0303

15
2019.9

広報すその



Information

人口 51,688人
男性 26,261人　女性 25,427人

納付期限：９月30日㈪
国民健康保険税	 第３期分

介護保険料	 第３期分

後期高齢者医療保険料	 第２期分

１日㈰ ㈱駿東管工
☎992-5728

７日㈯ 工管設
☎993-1603

８日㈰ ㈲井上設備工業
☎997-4578

14日㈯ 髙橋設備
☎993-1336

15日㈰ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

16日㈪ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

21日㈯ パイピング横山
☎992-3329

22日㈰ ㈱小島屋商会
☎998-0019

23日㈪ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

28日㈯ ㈲北住設機器
☎993-1250

29日㈰ 杉山産業
☎992-1131

９月の税金・料金

９月の水道工事当番店

人口統計　８月１日現在

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　

募　集
2020農林業センサス調査員
　農林業などに関する基礎資料の
整備を目的に、５年に１度「農林
業センサス」が全国一斉に実施さ
れます。市内の各調査区を担当す
る調査員を募集します。

税務・警察・選挙・暴力団に直
接関係のない満20歳以上の人

調査員任命期間▶︎令和２年１月７
日㈫～３月６日㈮
企画政策課にある申込書に必要
事項を記入し、提出してくださ
い。申込書は市公式ウェブサイ
トからもダウンロードできます。
９月13日㈮
企画政策課　995-1804

市衛生処理料金審議会委員
　し尿汲み取り料金は３年をめど
に料金の改定を行っています。し
尿汲み取り料金をより適正化する
ため、衛生処理料金審議会委員を
募集します。
任期／諮問事項の審議終了まで

市内に住んでいる人（下水道利
用者を除く）
若干名
９月13日㈮～30日㈪
生活環境課にある応募用紙に必

要事項を記入し、本人が直接提
出してください。
応募用紙の内容で選考します。
生活環境課　995-1816

小学生チャレンジ広場
図書館謎解きクエスト
　図書館内にある謎解きポイント
を探して謎を解き、全問正解を目
指しましょう。

９月28日㈯　10時～16時
鈴木図書館
市内に住んでいる小学生
筆記用具
鈴木図書館にある申込用紙に必
要事項を記入し提出してくださ
い。当日の参加もできます。
９月７日㈯　９時～
鈴木図書館　992-2342

岡村健康フェスタ参加者
10月26日㈯　13時～15時
岡村記念病院（駿東郡清水町柿
田）
院長講演、心臓リハビリ体験、
管理栄養士が作る健康食試食、
院内ツアーなど
大公開！新しい岡村記念病院　
治し支える医療の実現に向けて
９月10日㈫　10時～
当日参加もできます。

岡村記念病院　973-3221　
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どこどこ？ セブン（７）　いろんなくに 
出版社：㈱キッズレーベル

　左右のページから、７つの違いを探す絵本です。それぞ
れきれいでかわいいページには探し物クイズがあり、巻末
には間違い探しの「ヒント」もあります。親子で楽しめる
人気のシリーズ絵本の１冊です。

図書館利用者
長谷川 知

ち か

花さん
（５歳・佐野上宿）

おすすめ本の紹介

図書館だより 市立鈴木図書館　☎ 992-2342
文化センター図書館　☎ 993-9305

２日㈪・９日㈪・17日㈫
24日㈫・26日㈭・30㈪休館日

９月

行事予定

一般書
	 ●おじさんのトランク　幻燈小劇場
 著：芦辺拓　光文社

	 ●八本目の槍
 著：今村翔吾　新潮社

	 ●下北沢インディーズ
	 　SIMOKITAZAWA
	 　INDIES
 著：岡崎琢磨　実業之日本社

	 ●緋い川
 著：大村友貴美　光文社

	 ●将軍の子
 著：佐藤巖太郎　文藝春秋

児童書
	 ●わたしはみんなのおばあちゃん
	 　はじめての進化のはなし
 絵：カレン・ルイス　文：ジョナサン・トゥイート　岩波書店

	 ●ロージーのひよこはどこ？
 さく：パット・ハッチンス　やく：こみやゆう　好学社

	 ●きんぎょすくいめいじん
 作：松成真理子　講談社（講談社の創作絵本）

	 ●すごいたいじゅうでうごきません。
 絵：平田景　作：平田昌広　国土社

	 ●めをとじてみえるのは
 え：イザベル・アルスノー　ぶん：マック・バーネット
 評論社（評論社の児童図書館・絵本の部屋）

親子おはなし広場
 ３日㈫ 10時30分～ 本館２階展示室

おはなしの会
 ７日㈯ 11時～ 本館１階おはなしのへや
 21日㈯ 11時～ 文化センター図書室

第44回裾野牧水祭
 ８日㈰ 10時～ 文化センター歌碑前

ファーストブック・セカンドブック
 18日㈬ ９時～12時 本館２階展示室・
   文化センター図書室
 25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
 11日㈬ 10時～17時 本館２階展示室
 19日㈭ 10時～17時 本館２階展示室
 27日㈮ 10時～17時 本館２階展示室

新刊紹介
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救急協力医 September９月
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時救急協力医

日 内 科 外 科 小児科

1 ㈰

裾野赤十字病院 992-0008 佐野 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

稲玉内科クリニック 991-5111 伏見 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

小林内科医院 921-2165 米山町 こんどうクリニック 925-2420 岡宮

2 ㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 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

3 ㈫ かとう内科医院 946-5562 大岡 酒井医院 966-1755 今沢 西村医院 971-6510 下土狩

4 ㈬ 福士内科クリニック 932-3553 下香貫
藤井原 さくら胃腸科・外科 994-1008 御宿 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

5 ㈭ 清流クリニック 941-8688 堂庭 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

6 ㈮ 森医院 966-2017 石川 守重医院 931-2511 我入道
江川 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

7 ㈯ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 池田病院 986-1212 本宿 田中医院 921-2053 高島町

8 ㈰

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

本村クリニック 969-0001 大塚 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

境医院 975-8021 竹原 えがわ医院 921-5148 高島本町

9 ㈪ 望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇 こんどうクリニック 925-2420 岡宮 よざ小児科医院 967-5722 原

10 ㈫ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 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

11 ㈬ やぐち内科・循環器科
クリニック 973-3811 伏見 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

12 ㈭ あそうクリニック 929-7575 筒井町 池田病院 986-1212 本宿 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

13 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 金元整形外科医院 924-0112 松長 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

14 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

15 ㈰

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

森岡医院 962-1084 大岡 西村医院 971-6510 下土狩

なおきクリニック 929-8555 東椎路 西方外科医院 921-1333 共栄町

16 ㈪

大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 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 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

小林医院 966-7700 今沢 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

17 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 田中医院 921-2053 高島町

18 ㈬ 林医院 931-1120 住吉町 白石医院 951-4593 市道町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

19 ㈭ 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

20 ㈮ 杉山医院 972-3223 伏見 山本整形外科・循
環器科 989-8111 南一色 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

21 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野
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 沼津夜間救急医療センター
沼津市日の出町1-15 926-8699
平 日　20時30分～翌朝７時
土・日曜日、祝日　18時～翌朝７時

 三島メディカルセンター
三島市南本町4-31 972-0711
平 日　18時～22時
土曜日　14時～21時
日曜日、祝日　9時～21時

医療ネットしずおか
https://www.qq.pref.shizu
oka.jp/qq22/qqport/

救急協力医テレホンサービス　 983-0115
救急協力医は変更になる場合があります。事前にお問い合わせください。

日 内 科 外 科 小児科

22 ㈰

鈴木医院 993-0430 佐野 鈴木医院 993-0430 佐野

おおい神経内科 922-8886 北高島町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

23 ㈪

高桑医院岩波診療所 997-0486 岩波

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 よざ小児科医院 967-5722 原

ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田

24 ㈫ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 大沢医院 931-1019 御幸町 スキップ

こどもクリニック 992-6303 茶畑

25 ㈬ 薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 松原医院 962-1496 白銀町 田中医院 921-2053 高島町

26 ㈭ あめみや内科 935-1159 吉田町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

27 ㈮ 高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

28 ㈯ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

29 ㈰

新井内科クリニック 992-0811 久根 守重医院 931-2511 我入道
江川

さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

岡田医院 921-5321 新宿町 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田

30 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 御宿 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

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

1 ㈰ さわだの森耳鼻咽喉科クリニック
929-8787 西沢田

いとう眼科クリニック
946-6666 佐野

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波

ひだまり歯科クリニック
955-7827 佐野

8 ㈰ わたなべ耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787 松岡

みつい眼科クリニック
992-5555 茶畑

沼津市立病院
924-5100 東椎路

歯科クリニックみよし
994-1900 佐野

15 ㈰ こだま耳鼻咽喉科クリニック
926-1333 庄栄町

山秋眼科医院
924-4680 筒井町

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪

米山歯科医院
988-8211 南一色

16 ㈪ かみで耳鼻咽喉科クリニック
0545-53-3321 伝法

山内眼科クリニック
975-8338 中田町

ごとうレディースクリニック
992-7111 伊豆島田

米山歯科クリニック
988-0880 下土狩

22 ㈰ わかばやし耳鼻咽喉科
933-3311 御幸町

むらまつ眼科医院
993-8855 深良

ウスイクリニック
980-5580 下土狩

スルガ平デンタルクリニック
988-0120 東野

23 ㈪ 田中耳鼻咽喉科医院
975-0226 中央町

桑名眼科クリニック
987-5575 下土狩

岩端医院
962-1368 大手町

渡辺歯科医院
931-1236 徳倉

29 ㈰ なめり竹山耳鼻咽喉科
980-4133 納米里

あいあい眼科クリニック
967-7715 原

関谷レディースクリニック
968-6611 西椎路

森島デンタルクリニック
934-4618 徳倉

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町
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９月

裾野っ子
すくすく
成長中！

　市内に住んでいる３歳０ヵ
月までの子どもを紹介！
　掲載を希望する人は、戦略
広報課へお申し込みください。 望月 太

たい
智
ち

さん
（２歳・滝頭）

笠井 紬
つむ

生
ぎ

さん
（２歳７カ月・久根）

松岡 咲
さき

さん
（３歳・上町）

白井 航
わたる

さん
（２歳11カ月・本茶）
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福祉保健会館　 健康推進課　992-5711★は申し込み不要です。
●は健康推進課へお申し込みください。

★乳幼児健康相談
　 ９日㈪・30日㈪　９時～10時30分
　 身体測定や育児などの相談を希望する人
●母子食事健康相談
　 30日㈪　13時～15時
　 妊産婦・乳幼児
●パパママスクール
　 11日㈬　９時30分～11時15分
　 初妊婦・夫・家族
●成人健康相談
　 ９日㈪　13時～15時  
　 生活改善に関する相談を希望する人
●成人食事健康相談
　 ２日㈪　13時～15時
　 生活習慣病予防の食事指導を希望する人
●歯や口の健康相談
　 11日㈬・27日㈮　13時～15時
　 歯や口に関する相談を希望する人

●こころの健康相談
　 18日㈬　13時30分～15時30分
　 こころの悩みに関する相談を希望する人
●寄り道試食会
　 24日㈫　10時～11時
　 野菜摂取や減塩メニューを知りたい人
●６か月児育児教室
　 11日㈬　９時30分～11時
　 平成31年３月生まれの人
★１歳６か月児健康診査
　 17日㈫　13時～
　 平成30年２月生まれの人
●２歳６か月児歯科教室
　 12日㈭　13時30分～15時
　 平成29年３月生まれの人
★３歳児健康診査
　 19日㈭　13時～
　 平成28年８月生まれの人


