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susonobito No.7

　８月25日㈰、兵庫県でWRO（World Robot 
Olympiad）Japan2019決勝大会in西宮が行われま
した。この大会は、小・中学生、高校生による国際ロ
ボット競技会です。富岡第二小学校６年生の荻野さん
と東小学校３年生の芹澤さんは、長泉小学校５年生の
今井理

り
人
ひと

さんと共にエレメンタリー部門で沼津予選会
を突破し、決勝大会に出場。３位の成績を収め、11
月にハンガリーで行われる国際大会への進出を決めま

した。
　大会では、その場
で組み立てた車型の
ロボットで人型のオ
ブジェクトを指定さ
れたとおりに移動さ

せます。コントローラーで操作するのではなく、プロ
グラミングで色判別などを行い、自動制御します。
「練習でセンサーがうまく動きませんでしたが、本番
はうまく動いたので良かったです」と荻野さん。芹澤
さんは「練習していたので、ロボットをスムーズに組
み立てられました」と決勝大会を振り返ります。
　２人は、平成29年に開校したロボ団裾野光明寺校
の第１期生です。月に２回、大会同様にロボットの組
み立てからプログラミングまで学
んでいます。国際大会に向けて
「スピードを付ける練習を頑張り
たいです」と意気込む２人。「１
桁の順位を目指します」と目標を
語ってくれました。
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　９月７日㈯にすその駅前中央
商店街周辺で、富士山すその阿
波おどり大会が開催されました。
市内外から20の連が参加し、
訪れた人々は華麗な踊りを楽し
みました。最後は大迫力の乱舞
が披露され、裾野の夏を締めく
くりました。

華麗な踊りで観客を圧倒

ロボ団裾野光明寺校
左：荻野 壮

そ う

さん（12歳・呼子）
右：芹澤 楓

ふ う

磨
ま

さん（９歳・中丸中）

WRO Japan2019で３位
国際大会に進出

結核検診を市内各地で実施／平和の
想いを胸に広島へ／裾野吹奏楽フェ
スティバル／電池類は資源の日に収
集／市民無料相談を開催／里親にな
りませんか／優良広告景観賞／コ
ミュニティまつりを開催
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2019市民のふれあいフェスタすその・
第38回消費生活展

産業振興課　995-1857

　市民のふれあいフェスタすそのと消費生活展を
開催します。ご家族そろってお出かけください。

と　き／10月19日㈯・20日㈰　10時〜16時
　　　　※㈰は15時まで
ところ／市民文化センター

【イベント内容】
●ミニロボサッカーゲーム対戦
●新たなすそのブランド品10品目の認定式
●ハロウィンマルシェ▶︎ステージ、ゲーム、ワーク

ショップ、癒やし、カフェの５つのブース
●すその餃子祭り▶︎すそのギョーザ倶楽部ほか５店が

出店
●福島県相馬市の梨「新高」の販売（特産品相互取扱

協定締結市）
●親子工作教室（20日㈰のみ）
　▶︎建設業組合の指導を受けて、多目的踏み台を作製

市内に住んでいる小学生以下の人とその保護者
　 50組（先着順）
　 産業振興課へお申し込みください。
●すそのん、ファイゴンとのふれあいや記念撮影（裾

野高等学校、不二聖心女子学院）
●ダンス演技（M.I.A. Dance Factory）
●地震の揺れ体験（起震車）
●プレゼントがもらえるスタンプラリーやお菓子の無

料配布、仮装パレードなど
●幼稚園・保育園児が作ったガーランド展示

【イベント内容】
●おもちゃ病院▶︎子どもたちのおもちゃの修理と簡単

な手作りおもちゃの製作
　 壊れてしまったおもちゃ
　 修理できない場合や費用がかかる場合があります。
●フリーマーケット
●オリンピック・パラリンピックに関する展示（19

日㈯のみ）　
●クイズラリー▶︎先着順に地場産品をプレゼント
【パネルの展示】

団体名 テーマ（内容）
消費者団体協議会 協議会この１年

消費生活研究会
食パンやハムに使われて
いる食品添加物
保険の見直し 情報

ライフプラネット 油
あぶら

と脂
あぶら

のはてな？
沼津友の会裾野最寄 家計簿をつけましょう
明るい社会づくり運動
静岡県裾野地区協議会

市役所駐車場での上質古
紙回収：毎月第二㈯９時～

県地球温暖化防止活動
推進センター（19日㈯のみ）

県民運動『クルポ』で
COOL CHOICE

㈶関東電気保安協会 電気安全と省エネルギー
東京電力パワーグリッド㈱
静岡総支社（19日㈯のみ） 賢い電気の使い方

静岡ガス㈱
くらし事業本部

天然ガスおよび家庭用燃
料電池（エネファーム）
の紹介

生活環境課 身近な「ごみ」について
考えよう

消費生活センター あなたは狙われている!!
悪質商法にご用心

2019市民のふれあいフェスタすその
“令和だ！フェスタだ！すそのブランドとハロウィンで”

第38回消費生活展
“くらしサンサンフェスタ”
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市民芸術祭
裾 野 に 広 が る 文 化 の 輪特集

と　き／10月30日㈬〜11月３日㈰、11月６日㈬〜10日㈰
ところ／市民文化センター
開会式／10月30日㈬　10時〜

　毎年秋に開催している、市民が主役の
文化の祭典。今年のテーマは「実感・響
き」。展覧会（書道・文芸・華道・手芸
工芸・絵画）や囲碁大会、茶会、音楽祭、
吟道祭、芸能祭などが行われます。
　また、製作実演や生け花、楽器演奏な
ど、さまざまな分野の芸術・文化を体験
する日もあります。人物、作品、技術を
通して文化に触れてみませんか。

生涯学習課　994-0145

第１部
部 　門 と 　き 内 　容

展覧会 10月30日㈬～11月3日㈰
９時～17時（最終日は16時まで）

書道展（篆
て ん こ く

刻・染織を含む）、華道展（生け花・フラワーデザ
イン）、文芸展（短歌・俳句・連句）、ジュニア展（幼児、
小・中学生による書道・生け花・親守詩）

囲碁大会 11月２日㈯
９時30分～17時

囲碁愛好会員と市民の公開対局など
（エントランスホール）

音楽祭

11月２日㈯
13時～16時30分

混声合唱、女声合唱、児童合唱、マンドリン、ハーモニカ、二
胡、大合唱「With You Smile」・「歓喜の歌」

11月３日㈰
16時15分～17時 弦楽合奏、吹奏楽

吟道祭 11月３日㈰
13時～16時 詩吟、詩吟体験、詩舞（詩吟と舞踊の共演）、大合吟「神州」
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市民芸術祭
裾 野 に 広 が る 文 化 の 輪特集

日時／11月３日㈰　11時～14時
〔実演パフォーマンス〕
　ハーモニカ合奏・歌、詩吟（合吟・連吟実

演）、阿波踊り実演・体験、演歌歌謡バン
ド、アカペラコーラス、ポピュラーソング
デュオ、弦楽演奏、二胡の説明・名曲実演、
日本舞踊は健康体操

〔体験・実演ブース〕
　生け花（小・中学生、大人）、七宝焼、市

民参加による連句実作会、色紙作り、彫刻、
バイオリン演奏、タイル画作成、茶道、
篆
てんこく

刻作り実演、羊の毛手紡ぎ実演

　11月３日㈰は「芸術に触れる文化の日」として、
皆さんが実演・体験できる催しを多数用意しています。

第２部
部 　門 と 　き 内 　容

展覧会 11月６日㈬～10日㈰
９時～17時（最終日は16時まで）

手芸・工芸展（七宝焼・彫刻・陶芸・絵手紙など）、写真展、
絵画展（油彩画・水彩画・日本画・墨画・タイル画など）

茶会

11月９日㈯
10時～15時 表千家茶道教室

11月10日㈰
10時～15時 北児童館茶道教室（裏千家）

芸能祭
日舞・邦楽の部

11月９日㈯
13時～16時 日本舞踊、民謡、剣舞、箏曲

芸能祭
洋舞・音楽の部

11月10日㈰
12時30分～17時

童謡（童唄）、大正琴、ロックバンド、バレエ、フラダン
ス、手話ダンス、チアダンス、一輪車ダンスなど

11/3
㈰は 芸術に触れる文化の日
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市内に住んでいる、昭和30年３月31日までに生ま
れた人
結核健康診断通知書、がん検診等受診表（個別通
知）

　※対象者で通知が届かない人や、紛失した人は直接
会場にお越しください。
次の人は、通知が届いても検診の必要はありません。

　・勤務先で検診を受ける人
　・３カ月以内に胸部レントゲン撮影を受けた人
　・胸の疾患で通院している人
　・本年度、肺がん検診を受けた人または受ける人
　・脳ドックを受ける人
　※過去に肺や心臓の病気をしている人は、結核検診

　の受診について主治医と相談してください。

結核は今でも日本最大級の感染症です
結核検診を11/１㈮から11/11㈪まで、市内各地で実施 WEBBB

　結核は過去の病気ではありません。平成29年に、国内で新たに結核患者として登録
された人数は16,789人です。欧米先進国の結核罹

り
患
かん

率が人口10万人あたり10人以下
で低まん延国となっているのに対し、日本は人口10万人あたり13.3人と中まん延国と
なっていて、欧米先進国より高い数値が報告されています。
　結核への罹

り
患
かん

を減らすために、今年も結核検診を実施します。対象者には、10月下
旬に結核健康診断通知書を送付します。必ず検診を受け、結核を早期発見しましょう。

健康推進課
　992-5711

日にち 会場 時間

11月６日㈬
田場沢区集会所 13:40～14:00
中里地区集会所 14:10～14:30
上ケ田集会所 14:40～15:00

11月７日㈭

市民体育館 9:00～9:40
安全タクシー 9:50～10:10

西中学校 10:20～10:50
桃園公民館 11:00～11:30
葛山集会所 13:40～14:00

富岡地区コミュニティセンター 14:10～14:50

11月８日㈮

千福が丘小学校 9:00～9:30
千福公民館 9:50～10:10
石脇公民館 10:20～10:40

福祉保健会館 10:50～11:30
久根公民館 13:10～13:30

町震地区コミュニティセンター 13:40～14:00
深良地区コミュニティセンター 14:10～14:30
切遠地区コミュニティセンター 14:40～15:00

11月11日㈪

クリエイトエス・ディー
　裾野茶畑店 9:00～9:30

本茶公民館 9:40～10:00
中丸公民館 10:10～10:30
天理教教会 10:40～11:00
富士見台公園

（雨天時、富士見台公民館前） 11:10～11:30

市役所 13:15～14:30
中丸上公民館 14:40～15:00

　・どの会場でも受診できます。
　・受診は１人１回のみです。

日にち 会場 時間

11月１日㈮

かつ榮 9:00～9:30
富沢公民館 9:40～10:00
南町公民館 10:10～10:30
南児童館 10:50～11:10

麦塚公民館 11:20～11:40
㈱スソノ物流

※旧中山運送（茶畑） 13:15～13:30

市民体育館 13:45～15:00

11月３日㈰ 市役所（一般受付） 9:00～11:00
市役所（車いす対応） 11:10～11:30

11月５日㈫

南堀地区集会所 9:00～9:20
原区集会所 9:30～9:50
岩波公民館 10:00～10:20

御宿新田地区
コミュニティセンター 10:30～10:50

深良新田公民館 11:00～11:20
杉山幸雄様宅（市の瀬） 13:15～13:30
髙田泰幸様宅（峰下） 13:40～14:00

向田小学校体育館 14:10～14:30
青葉台中公園

（雨天時、青葉台公民館前） 14:40～15:00

11月６日㈬

十里木高原集会所 9:00～9:20
須山地区研修センター 9:40～10:00

須山二区集会所（田向集会所） 10:10～10:30
下和田地区集会所 10:40～11:00

呼子公民館 11:10～11:30
今里本村集会所 11:45～12:00

金沢公民館 13:10～13:30

♦︎結核健康診断日程表♦︎
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　音楽活動を通した青少年の健全育成と、市内の音楽
文化の振興のため、市内の小・中学校、高等学校の吹
奏楽部が一堂に会する演奏会を開催します。各校ごと
に特色ある演奏をお楽しみください。

10月12日㈯　13時～　
　※開場▶︎12時

市民文化センター大ホール

出演団体／深良小学校、東小学校、富岡中学校、東中
学校、西中学校、不二聖心女子学院、裾野高等学校

演目
学校名 曲名

深良小学校 はずむ心のマーチ、世界に一つだ
けの花、フィナーレ

東小学校 東小校歌、錨
いかり

を上げて、星条旗よ
永遠なれ、HANABIほか

富岡中学校 世にも奇妙な物語、さんぽ・とな
りのトトロ、アラジンメドレー

東中学校 ルパン三世のテーマ、アラジンメ
ドレー、ファンタズミック

西中学校 令和、ＴＴ、彼こそが海賊、アラ
ジンセレクション

不二聖心女子学院 ぼ よ よ ん 行 進 曲 、 星 野 源 メ ド
レー、パプリカ

裾野高等学校 ライオンキングメドレー、小さな
恋の歌

生涯学習課　994-0145

　市は、平成27年12月９日「平和都市」を宣言し、
平和都市実現のための事業を展開しています。その一
環で、平成28年度から市内の中学生代表を広島市に
派遣しています。この事業は、裾野の将来を担う中学
生が戦争の悲惨さや平和の尊さについて、現地で体験
したことや再認識した思いを広く伝え、平和への想い
を共有することを目的としています。

市内の中学生10人が広島を訪問
　７月25日㈭から27日㈯まで、市内５つの中学校の
代表生徒10人が、広島平和記念資料館で平和学習講
座を受講し、本川小学校などの平和学習施設を訪れま
した。各施設では、ボランティアガイドの解説を受け
ながら学習し、被爆者の体験講話を聴講するなど貴重
な経験をしました。
平和な世界のために 〜今私たちにできることは〜
　８月７日㈬、広島市に派遣された生徒の報告会を鈴
木図書館で行いました。平和学習で見たこと、聞いた

こと、感じたことなど、生徒一人ひとりが平和に対す
る思いを報告しました。また、同館で開催された「あ
いとへいわ展」と市役所庁舎１階に、平和についての
作文を折り鶴や写真と共に展示しました。
　参加した生徒のうち代表２人が、８月15日㈭に市
民文化センターで行われた戦没者追悼式で作文を朗読
しました。

行政課　995-1807

平和の想いを胸に広島へ
次世代へ伝える戦争の悲惨さ、平和の尊さ 広島市に派遣された市内の

中学生10人の作文を掲載中
WEBBB

裾野吹奏楽フェスティバル2019を開催
市内小・中学校、高校の吹奏楽部が一堂に参加 WEBBB
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　各分野の専門家が相談に応じます。申し込みは不要
です。直接会場へお越しください。

10月21日㈪　※受付▶︎終了時刻の20分前まで
市役所４階会議室

行政相談　10/７㈪〜10/13㈰は行政相談週間
　市内には、２人の行政相談委員がいます。皆さんか
ら行政への要望などを聴き、アドバイスをしたり、そ
こで明らかになった問題を関係する行政機関へ通知し
たりします。気軽に相談してください。

10時～12時、13時～15時
行政相談委員

湯山貴志子さん（御宿）　　芹澤隆伸さん（茶畑）

人権相談
　子どもの人権、女性の人権、その他差別待遇などの
人権問題の相談。人権擁護委員が応じます。

10時～12時、13時～15時
資格団体相談
　土地、家屋（空き家、マンション含む）、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。司法書士、行政書士、社会保
険労務士、宅地建物取引士、土地家屋調査士、建築士、
マンション管理士が応じます。

10時～12時

戦略広報課　995-1802

　電池類の中でもリチウムイオン電池は、破損・変形
によって、発熱や発火する危険性があります。不要に
なった電池は、正しく処分してください。

火災事故が発生しています
　燃えるごみや粗大ごみ、プラスチック製容器包装に
混入したリチウムイオン電池が原因の火災事故が報告
されています。リチウムイオン電池は中に燃えやすい

液体が入っていること
もあり、発火の危険性
が特に高いといわれて
います。

◀︎発火した
　リチウムイオン電池

適正な分別を
　リチウムイオン電池を含む充電式電池類は、携帯電
話やスマートフォン、デジタルカメラ、モバイルバッ
テリー、加熱式たばこ、コードレスタイプの掃除機な

ど、多くの家庭用小型電気機器に使用されています。
充電池やボタン電池、コイン電池は、端子部分を透明
なセロハンテープで絶縁し、資源ごみの収集日に「電
池類」のボックスに出してください。

生活環境課　995-1816
　美化センター　992-3210

電池類は資源の日に収集
不要になった電池は適切な処分を WEBBB

市民無料相談を開催
行政相談、人権相談、資格団体相談 WEBBB

屋外焼却はやめましょう！

　市には年間を通じて、煙や臭いなど屋外焼却に
関する苦情が多く寄せられています。これからの
時期、切り落とした枝や刈った草、落ち葉などの
屋外焼却を行う例が多く見受けられますが、屋外
焼却は原則禁止です。
　例外として、屋外焼却が認められる場合もあり
ますが、周囲に住んでいる人の健康を害したり、
洗濯物を汚したりすることがないよう配慮が必要
です。

弁護士による法律相談
11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）
11月１日㈮　８時30分～
戦略広報課へ電話でお申し込みください。
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　地域の子どもからお年寄りまでの交流を深め、地域
住民のコミュニティの推進を図るとともに、住みよい
地域づくりを目的としてコミュニティまつりを開催し
ます。
　楽器演奏、乗り物や遊びの体験コーナー、防犯・交
通安全の啓発など、地域の人々による工夫を凝らした
さまざまな催し物を用意しています。

西地区
11月３日㈰　８時50分～13時
西小学校
和太鼓・吹奏楽・ギターの演奏、ミニ新幹線、遊び
と体験コーナー（竹馬、射的）、工作コーナー（石
の飾り、竹細工）、
園児絵画展、じゃん
けん大会、飲食物販
売など

東地区
11月３日㈰　９時～13時
向田小学校
鼓笛・金管バンドなどの演奏、老人クラブ輪投げ大
会、バザー・クラフト、防犯・防災・交通安全コー
ナー、福引、飲食物販売など
市民課地区振興係　995-1874

コミュニティまつりを開催
地域の交流を深める WEBBB

　10月は里親月間です。さまざまな事情によって
家庭で養育されることが難しい子どもを、自分の家
庭に迎え入れ、愛情と正しい理解をもって養育する
人のことを「里親」といいます。子どもたちは、温
かい家庭生活を提供してくれる里親を求めています。
里親になるには／●経済的に困窮していない家庭で、

子どもの養育について理解と熱意をもっているこ
とが求められます。●県が実施する研修を修了す
ることなどが必要です。

里親になったら／●児童相談所が面会や交流を繰り
返し、養育をお願いする子どもを決定します。

　●子どもの養育をお願いしている間は、定められ
た養育に必要な経費が公費で支給されます。●子
育ての悩みや不安には、児童相談所などが相談に
応じます。
子育て支援課　995-1841

　東部児童相談所　920-2085

里親になりませんか
10月は里親月間 WEBBB

　富士山などの自然景観に調和したデザインの広告
物や、まち並みと調和したデザインの広告物を募集
しています。
募集部門／●優良デザイン部門▶︎良好な景観形成に

寄与し、まち並みに合わせ、規模や色彩などを創
意工夫したもの●景観協力部門▶︎市屋外広告物条
例施行後（平成25年３月25日以降）に既存不適
格となった広告物で、許可基準を満たし新たに設
置されたもの

表彰／●優良デザイン部門▶︎最優秀賞、優秀賞、奨
励賞を授与●景観協力部門▶︎感謝状を授与
まちづくり課にある応募用紙に必要事項を記入し、
写真を添えて、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できます。
10月31日㈭
まちづくり課　995-1829

第２回優良広告景観賞
の募集 WEBBB
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Photograph

光の不思議を体験しよう （８月７日）

　オーストラリア小・中学生夏休み短期派遣事業の報
告のため、派遣された児童・生徒10人が市役所を訪
れました。フランクストン市で11日間のホームステ
イを行った生徒たちは「現地の学校で授業を受け、教
育や文化の違いを学びました。帰る時は、涙を流して
別れを惜しみました」などと話しました。

現地の生徒と異文化交流 （８月19日）

　第３回エコマルシェが市民文化センターで行われま
した。古着の販売やリメイクのワークショップなどの
ブースが出展し、多くの家族連れでにぎわいました。
中でも子どもたちに人気だったのは、使わなくなった
おもちゃを持ち寄り、別のおもちゃと交換する「おも
ちゃ交換会」。リユースの精神を学ぶ良い機会となり
ました。 特派員：鈴木 敬盛

　第46回富岡地区夏祭り大会が、富岡第一小学校グ
ラウンドで開催されました。金魚すくいやビンゴ大会
を皮切りに、各種模擬店が祭りの雰囲気を盛り上げま
した。盆踊り大会と花火大会で会場は最高潮に。大勢
の参加者で真夏の祭典を楽しみました。

特派員：中村 隆司

令和とみおか 和になっておどろう！

リメイク・リサイクルの楽しさを体験（８月22日）

（８月10日）

　工作や体験学習を通して科学について理解を深める
「夏休み子ども体験講座」が、東西公民館で開催され
ました。小学生16人が参加し、沼津工業高等専門学
校の野毛悟さんの指導で、プリズムや偏光板、回析格
子を用いた実験を通し、光の3原色や光の性質につい
て学びました。

特派員：渡邊 英機
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フォトグラフ

　パノラマ遊花の里でコスモス畑の草刈・草取りイベ
ントが約110人のボランティアによって行われました。
汗ばむような陽気の中、参加者の手際の良い作業で、
きれいな畑になりました。蝶やトンボがたくさん飛ん
でいて秋の気配が少しずつ感じられる１日でした。

特派員：中村 隆司

富士山とコスモスの共演を
たくさんの人へ （８月31日）

　６歳以下の子どもを対象にした「JFAキッズサッ
カーフェスティバル静岡 裾野＆御殿場」が、運動公
園陸上競技場で開催されました。参加した約200人の
子どもたちは19チームに分かれ、サッカーを楽しみ
ました。サッカー日和の爽やかな陽気の中、サムライ
ブルーのように元気にピッチを駆け回りました。

サムライブルーのように
ピッチを駆ける （９月７日）

　第44回裾野牧水祭が市民文化センターで開催され
ました。裾野牧水を語る会会長の藤岡武雄さんが関東
大震災時の牧水について「酒を飲んで寝ていて、全く
気付かなかったそうです」などとエピソードを紹介し、
会場は和やかな雰囲気に。出席した約70人の関係者
らは、在りし日の牧水をしのんでいました。

特派員：杉本 武滿、鈴木 敬盛

牧水の遺徳をしのぶ （９月８日）

　ベルシティ裾野店前で、下水道の日啓発キャンペー
ンが行われました。９月10日は下水道の役割りや下
水道設備の重要性について関心を深めるための記念日
です。上下水道経営課・工務課の職員が、小型ライト
やウェットティッシュなどが入った啓発グッズを買い
物客に手渡し、下水道の普及を呼び掛けました。

下水道の日に啓発活動 （９月10日）
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Information

おしらせ
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。

11月28日㈭　10時～13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）
11月14日㈭

国保年金課　995-1813
平松地区ふれあいサロン勉強会
『生活ごみとマイクロプラスチッ
ク』
　市民活動センターのサポート企
画として、勉強会を開催します。
申し込みは不要です。直接会場へ
お越しください。

10月19日㈯　10時～12時
　※開場▶︎９時30分

平松公民館（佐野原神社境内）
海洋に流出したプラスチックご
みは、自然分解されず、海の生
態系や人体に影響を与えている
といわれています。生活から出
るごみが地球環境に与えている
影響とその対策を学び、家庭や
地域でできることを実践するた
めの勉強会です。
生活ごみとマイクロプラスチック
五
ごみょう

明玲子さん（環境カウンセ
ラー）
100円（お茶代）
筆記用具
●ふれあいサロンプログラムと
して、歌や筋トレ、茶話会など
も行います。

　●駐車場に限りがあります。車
で来る場合は、市役所に停め、
徒歩で会場へお越しください。
市民活動センター　950-8875 

Ｊアラート緊急地震速報全国訓練
　Ｊアラートを活用した「緊急地
震速報全国訓練」が行われます。

11月５日㈫　10時ごろ
自動起動で広報無線の屋外ス
ピーカーや戸別受信機から訓練
放送を流します。
気象状況などによっては、訓練
用の緊急地震速報発表を急きょ
中止することがあります。
危機管理課　995-1817

空き家の無料相談会
　空き家に関する悩み事（管理、
活用、処分、相続、トラブル、住
み替え、税制など）について、司
法書士や税理士、建築士、宅地建
物取引士などが無料で相談に応じ
ます。

11月23日㈯　10時～15時
御殿場市民会館（御殿場市萩原）
10月９日㈬～11月22日㈮

静岡不動産流通活性化協議会
事務局　054-247-3823

税務署の面接相談は事前予約制
　税務署へ資料をお持ちになって
相談する場合や申告書の作成など
で面接相談を実施しています。希
望する人は、事前に予約をお願い
します。

沼津税務署に電話をかけ、自動
音声案内で「２」を選択後、担
当者に氏名・住所・相談内容・
希望日時を伝えてください。

予約受付時間／月～金曜日の８時
30分～17時　※祝日と年末年
始を除く
制度や法令などの解釈・適用、
手続き案内など一般的な相談は、
沼津税務署に電話し、音声案内
で「１」を選択してください。
沼津税務署　922-1560

にこにこキャラバン“東地区の巻”
　民生委員児童委員（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。

10月29日㈫　10時～12時
東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
10月は食品ロス削減月間
　市は全国おいしい食べきり運動
ネットワーク協議会に加盟し、
10月を食品ロス削減月間と定め、
全国共同キャンペーンに参加しま
す。買い物に出かけるときや料理
を作るときに以下のことに気を付
けましょう。
・買い物に出かける前に、冷蔵庫

を確認する。
・ばら売り、量り売りを利用して

必要な分だけ購入する。
・週に１回は「冷蔵庫一掃デー」

（消費期限が近い食材を使い切
る日）を設定する。

・自分が食べ切れる量（適量）を
見つける。

・家族の予定を把握し、必要分だ
け料理を作る。

・いつも捨てていた部分を工夫し
て、食材を使い切る。

・使い切り、食べ切りを意識して
食材の保存方法を工夫する。
生活環境課　995-1816
http://info.pref.fukui.lg.jp/
junkan/tabekiri/network/
（全国おいしい食べきり運動
ネットワーク協議会）
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お知らせ

国保高齢受給者証交付会
　11月１日㈮から対象となる人
に、受給者証を交付します。

10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10月２日～11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

インフルエンザ予防接種
（65歳以上）
　実施医療機関に接種券をお持ち
になり、接種を受けてください。

裾野市、沼津市、長泉町、清水
町の医療機関▶︎10月１日㈫～
令和２年３月31日㈫

　三島市、御殿場市、小山町の医
療機関▶︎10月１日㈫～令和２
年１月31日㈮
市に住民登録がある、次のいず
れかに該当する人

　①予防接種を受ける日に満65
歳以上の人

　②予防接種を受ける日に満60歳
以上65歳未満で、心臓、腎臓、
呼吸器、免疫機能に障がいがあ
る人の内、身体障害者手帳１級
または同程度の障がいがある人

接種券の送付・発行／生年月日が
昭和30年１月31日までの人に
は、接種券を順次送付します。
1,200円（個人負担金）

　※生活保護を受給している世帯
の人は、費用を免除します。接
種前に健康推進課または社会福
祉課に交付された接種券とはん
こをお持ちになり、申請してく
ださい。
健康推進課　992-5711

富士山資料館「もみじ観察会」
11月10日㈰　９時30分～12時

　※雨天時は９時30分～11時
富士山遊歩道

　集合場所▶︎富士山資料館
小学４年生以上
富士山遊歩道で見られる紅葉を
観察します。　※雨天時は館内
で学習会を開催します。
大森紀行さん
300円
防寒着、飲み物、カメラ（お持
ちの人のみ）など
車でお越しの人は第２駐車場を
ご利用ください。
富士山資料館　998-1325

三世代同居支援事業（住宅新築・
購入・改修補助）

新たに市内で三世代同居を始め
る中学生以下の子どもがいる世
帯で、引き続き５年間三世代同
居をする意思のある人
商工会会員事業者が請け負う、
三世代同居のための新築または
住宅の購入費用やリフォーム費
用を補助します。

補助率／新築または住宅の購入費
用▶︎10％（最大100万円）

　リフォーム費用▶︎10％（最大
50万円）　※50万円以上の工
事に限る
事業着手前に、三世代であるこ
とが確認できる証明書などをお
持ちの上、商工会に申請してく
ださい。
この事業は予算の範囲内で行い
ます。
商工会　992-0057

　産業振興課　995-1857
https://www.susonoshi-sci.
com/（商工会）

自然環境などと再生可能エネル
ギー発電事業との調和に関する条
例制定に係る説明会
　当市の美しい景観や眺望を守り
つつ、再生可能エネルギー発電事
業との調和を図るため、事業の規
模や区域に応じ、必要な事項を定
める条例の制定に関する説明会を
開催します。申し込みは不要です。
直接会場へお越しください。

10月18日㈮　19時～
市役所地下会議室
条例の原案に関して説明します。
まちづくり課　995-1828

10月１日は「浄化槽の日」
浄化槽は適切に管理を
　浄化槽使用者は、次のとおり浄
化槽法で義務づけられています。
●県の登録業者に委託して保守点

検の実施（年３～４回以上）
●市の許可業者に委託して清掃の

実施（年に１回以上）
　西・東・深良地区／山水総業
　TEL 992-1561
　富岡・須山地区／富士クリーン

サービス　TEL 997-6100
　※希望する日時がある場合は、

早めの予約が必要です。
●県の指定検査機関へ依頼して法

定検査の受検（年に１回）
　県生活科学検査センター
　TEL 054-621-5030

トイレの排水だけを処理する単
独処理浄化槽の場合、生活雑排
水は処理されません。合併処理
浄化槽は生活雑排水も処理する
ため、放流する汚れが８分の１
になり、環境に配慮されます。付
け替えには補助の上乗せを行っ
ています。水環境を守るために
積極的な転換に努めましょう。
生活環境課　995-1816
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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 !!

おしらせ
もののふの里葛山城まつり〜葛山
城下御前試合・国盗り合戦〜

11月３日㈰　10時～13時45分
仙年寺駐車場　※雨天時は富岡
第一小学校体育館
チャンバラ合戦、手裏剣体験、
甲
かっちゅう

冑武者による寸劇、飲食物の
出店など
もののふの里葛山城まつり

　実行委員会　997-1035
企業・事業者向けメールマガジン
　国や県、市が実施している補助
事業や雇用に関する研修会などの
情報を月２回配信しています。

市内に事業所・工場・店舗など
がある企業や商店、事業主の人
登録・配信は無料ですが、通信
料は負担してください。
件名を「メールマガジン配信希
望」とし、本文に①企業名（事
業主名）②業種③業務内容④住
所⑤電話番号⑥担当部署名を入
力して、以下のメールアドレス
に送信してください。
過去の配信内容は、市公式ウェ
ブサイトで閲覧できます。
産業振興課　995-1857
shoukou_magazine@city.sus
ono.shizuoka.jp

こども医療費受給者証
10/１から新しく
　10月１日㈫からこども医療費
受給者証が新しくなります。受給
対象者の市内の小・中学生と高校
生相当年齢の人には、新しい受給
者証を郵送しました。今後は新し
い受給者証をご利用ください。古
い受給者証は破棄してください。

９月30日㈪以前に受給者証を　
提示しないで医療機関を受診し　
た人は、子育て支援課で医療費　
助成の手続き時に古い受給者証　
をお持ちください。
子育て支援課　995-1841

児童手当の支給
　認定請求をした月の翌月分から
支給事由の消滅した月分まで支給
されます。
支給額（月額）／●３歳未満▶︎

15,000円●３歳～小学生(第
１・２子)▶︎10,000円(第３子以
降 ) ▶︎1 5 , 0 0 0 円 ● 中 学 生 ▶︎
10,000円●所得が制限額を超
えている人の児童▶︎5,000円

支給日／10月10日㈭　※６月、10
月、２月の10日が基本支給日

支給方法／指定口座に振込
当市に転入した人や子どもが生
まれた人は、転入・出生の手続
きと同時に児童手当の申請を
行ってください。
子育て支援課　995-1841

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。
●静岡ガスリビング株式会社東部

営業所
沼津市岡一色809

TEL927-2825
上下水道工務課　995-1834

依存相談
　経験豊富な専門相談員が薬物や
アルコール、ギャンブルなどの依
存症に関する相談に応じます。秘
密は厳守します。

11月６日㈬　10時～12時
東部健康福祉センター福祉課

　（沼津市高島本町）
11月５日㈫

県精神保健福祉センター
　054-286-9245
温水プール利用助成券利用施設の
追加
　10月１日㈫から以下の施設で
も温水プール利用助成券が利用で
きるようになりました。利用する
場合は、市民体育館で利用助成券
の交付を受け、利用施設にお持ち
ください。
追加施設／ふれあいプール玉穂

（御殿場市茱萸沢）
利用料金（助成後）／大人300円、

子ども・高齢者（70歳以上）・
　障がい者大人200円、障がい者

子ども100円
生涯学習課　992-6900
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お知らせ

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。

10月30日㈬
美化センター　992-3210

すみれ相談
　大切な人を自死で亡くした人の
相談に応じます。

11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

教室・講座
ペットの災害対策研修会

11月７日㈭　10時～12時
市民体育館多目的ルーム
市内に住んでいて、犬や猫を
飼っている人またはこれから飼
おうとしている人
20人（先着順）
ペットの災害対策として重要と
なるペットの同行避難、日頃か
らのしつけ（模範犬の実演）、
健康管理、必要な物資などにつ
いて学びます。
10月30日㈬
ペットを連れての参加はできま
せん。

生活環境課　995-1816

市民まちづくり講座
まち新聞発行編
　市民まちづくり講座は、やりた
いことや興味のあることから、市
民一人ひとりが楽しみながら社会
やまちと関わりを持ってもらうこ
とを目指し、開催しています。
「まち新聞発行編」の第２回目と
して、情報発信をテーマに基調講
演を行います。

10月27日㈰　10時～12時
生涯学習センター２階学習室１
50人（先着順）
30年以上雑誌を発行し続けて
いる講師が「雑誌発行人」とし
て、全国を股に掛けて地域に光
を当て、伝えてきたからこそ見
えている地域の可能性と情報発
信の楽しさを伝えます。
地域は面白いことに満ちている
「伝える・つながる情報発信」
菅原歓一さん（雑誌「かがり
火」発行人）
市民活動センターに、名前、住
所、電話番号、メールアドレス
またはファクス番号を連絡して
ください。
市民活動センター　950-8875
992-4047
scenter@machitera.jp

募　集
ドライビングシミュレータ実験
　トヨタ自動車㈱は、交通事故死
傷者ゼロの実現に貢献するため、
運転支援・自動運転車の開発に取
り組んでいます。運転支援・自動
運転車の運転データや操作データ
を計測するドライビングシミュ
レータ実験の参加者を募集します。

11月11日㈪～令和２年３月31
日㈫　９時30分～20時の内約
２時間
トヨタ自動車㈱東富士研究所内
ドライビングシミュレータ施設
市内または近隣に住んでいる普
通自動車運転免許のある人（週
１回以上の運転頻度）
160人（男性80人、女性80人）
㈱カーテックフジに氏名・性
別・年齢・連絡先を連絡してく
ださい。
令和２年１月31日㈮
●参加日時は申し込み受け付け
後、個別に調整します。●簡易
運転診断結果と謝礼（約３千
円）を支給します。
㈱カーテックフジ　飯塚

　997-2633（受付９時～17時）
997-2344
ds-cartec@galaxy.ocn.ne.jp
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Information

人口 51,690人
男性 26,253人　女性 25,437人

納付期限：10月31日㈭
市県民税	 第３期分
国民健康保険税	 第４期分
介護保険料	 第４期分
水道料金・下水道使用料	 第４期分
後期高齢者医療保険料	 第３期分

５日㈯ ㈱中川商店
☎993-1555

６日㈰ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

12日㈯ 鈴木住宅設備
☎993-3901

13日㈰ 工管設
☎993-1603

14日㈪ ㈲富士設備
☎997-1507

19日㈯ 小川設備工事店
☎993-2074

20日㈰ 田央設備㈲
☎997-5175

22日㈫ 山崎設備
☎997-6766

26日㈯ ㈲M・Kアクアサービス
☎992-6599

27日㈰ ㈱西島工業
☎993-1070

10 月の税金・料金

10月の水道工事当番店

人口統計　９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
サイパン交流40周年記念『サイ
パン体験ホームステイ』無料招待

12月27日㈮～１月２日㈭
サイパン島
小学３年生～高校３年生
クリスマス体験、地域見学など
10月18日㈮　※当日消印有効

(公財)国際青少年研修協会
　03-6417-9721 
鈴木図書館ぬいぐるみお泊まり会
　ぬいぐるみが図書館に泊まり、
探検する様子を写真撮影し、アル
バムにして参加者にプレゼントし
ます。
持ち込み期間／11月７日㈭９時

～10日㈰17時
返却日時／11月16日㈯　10時50

分～　※同日11時から行うお
はなしフェスティバルにぬいぐ
るみと一緒に参加してください。
鈴木図書館２階視聴覚室
市内に住んでいる幼児から小学
生まで
15人（先着順）
ぬいぐるみ（１家族につき１
体）
10月26日㈯　９時～

鈴木図書館　992-2342

動物愛護ボランティア意見交換会
11月５日㈫　13時30分～
東部総合庁舎別館２階婦人セン
ター集会室（沼津市高島本町）
動物愛護ボランティアに興味の
ある人、動物愛護ボランティア
活動を行っている人
県動物愛護管理推進計画の進捗
状況の説明、地域活動の充実な
どに関する意見交換
10月25日㈮

生活環境課　995-1816
ファミリーサポート事業
まかせて会員
　ファミリーサポート事業は、子
育てを応援したい人「まかせて会
員」と子育てを応援してほしい人
「おねがい会員」、どちらも活用
したい人「どっちも会員」が、育
児を助け合うボランティア活動で
す。子育てをしながら働く人や急
な用事で一時的に子どもを預かっ
てほしい人が安心して子育てでき
るようサポートします。
　「まかせて会員」を募集してい
ます。資格や経験は特にいりませ
ん。
まかせて会員報酬／１時間当たり

600円
子育て支援課　995-1841
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ドラえもん海底大探検 
出版社：小学館

　海底に関するさまざまな謎や不思議につい
て、ドラえもんが答えてくれる、楽しくて、
勉強にもなる本です。 図書館利用者

國
くにひろ

弘 慎
しんいちろう

一郎さん
（８歳・伊豆島田）

海の中や
大陸の話が

ハラハラドキドキで、
道具を使っていて

面白いです。

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

７日㈪・15日㈫・21日㈪
24日㈭・28日㈪休館日

10月

行事予定

一般書
	 ●無実の君が裁かれる理由
 著：友井羊　祥伝社

	 ●伊勢佐木町探偵ブルース
	 　ISEZAKICHO	DETECTIVE	BLUES 
 著：東川篤哉　祥伝社

	 ●ラッコの家
 著：古川真人　文藝春秋

	 ●昭和天皇の声
 著：中路啓太　文藝春秋

	 ●五つ数えれば三日月が
 著：李琴峰　文藝春秋

児童書
	 ●かわにくまがおっこちた
 絵：レウィン・ファム　著：リチャード・T.モリス　岩崎書店

	 ●スノーウィとウッディ
 さく：ロジャー・デュボアザン　やく：石津ちひろ　好学社

	 ●ふみきりかんかんくん
 絵：武田美穂　作：斉藤洋　講談社

	 ●コリンのお店びらき
 絵：山西ゲンイチ　文：ひこ・田中　BL出版

	 ●じゃない！
 作：チョーヒカル　フレーベル館

親子おはなし広場
 １日㈫ 10時30分～ 本館２階展示室

おはなしの会
 ５日㈯ 11時～ 本館１階おはなしのへや
 12日㈯ 11時～ 文化センター図書室

ファーストブック・セカンドブック
 16日㈬ ９時～12時 本館２階展示室・
   文化センター図書室
 23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
 ９日㈬ 10時～17時 本館２階展示室
 17日㈭ 10時～17時 本館２階展示室
 25日㈮ 10時～17時 本館２階展示室

絵本とおしゃべりのへや
 ８日㈫ 10時～12時 本館２階展示室

新刊紹介

おすすめ本の紹介開館時間の
お知らせ

　毎週、木曜日と金曜
日は９時から19時ま
で開館しています。
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救急協力医 October10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 ㈫ 大沢医院 931-1019 御幸町 東医院 921-5520 高沢町 スキップ

こどもクリニック 992-6303 茶畑

2 ㈬ 村岡内科クリニック 954-2000 大岡 鈴木医院 993-0430 佐野 よざ小児科医院 967-5722 原

3 ㈭ 南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

4 ㈮ つかだ医院 983-1577 堂庭 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

5 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 池田病院 986-1212 本宿 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

6 ㈰

杉山医院 992-0028 平松 西方外科医院 921-1333 共栄町

白石医院 951-4593 市道町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

旭医院 966-0031 原 白石医院 951-4593 市道町

7 ㈪ 大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 田沢医院 962-1205 大手町 田中医院 921-2053 高島町

8 ㈫ やぐち内科・循環
器科クリニック 973-3811 伏見 青木整形外科医院 922-0521 高島町 よざ小児科医院 967-5722 原

9 ㈬ 小林医院 966-7700 今沢 沼津大山クリニック 954-2274 大手町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

10 ㈭ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

11 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 スキップ

こどもクリニック 992-6303 茶畑

12 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 聖隷沼津病院 952-1000 松下 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

13 ㈰

いずみ
内科クリニック 993-4760 茶畑 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

杉山医院 972-3223 伏見 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

山谷内科医院 966-5333 青野 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

14 ㈪

清水館医院 993-2323 茶畑 遠藤クリニック 975-8801 久米田

あめみや内科 935-1159 吉田町 田中医院 921-2053 高島町

薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

15 ㈫ 東名裾野病院 997-0200 御宿 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

16 ㈬ べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 ふじわらクリニック 924-8777 寿町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

17 ㈭ あそうクリニック 929-7575 筒井町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

18 ㈮ おおい神経内科 922-8886 北高島町 えがわ医院 921-5148 高島本町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

19 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 よざ小児科医院 967-5722 原

20 ㈰

遠藤医院 997-0533 葛山 遠藤医院 997-0533 葛山

髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

岩渕内科医院 951-4579 添地町 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

21 ㈪ さはこ
内科クリニック 999-3850 中土狩 清水館医院 993-2323 茶畑 坂小児科医院 931-3233 下香貫

前原
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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 ㈫

おぐち医院 992-6611 深良 東医院 921-5520 高沢町

柿田川医院 973-3601 柿田 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

さとやまクリニック 939-8031 東原 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田

23 ㈬ 新井内科クリニック 992-0811 久根 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 西村医院 971-6510 下土狩

24 ㈭ 武藤医院 931-0088 三園町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

25 ㈮ 森医院 966-2017 石川 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

26 ㈯ 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 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

27 ㈰

大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 守重医院 931-2511 我入道

江川

28 ㈪ 境医院 975-8021 竹原 香貫医院 931-2465 本郷町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

29 ㈫ 小林内科医院 921-2165 米山町 田中クリニック 992-1881 伊豆島
田 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

30 ㈬ 福士内科クリニック 932-3553 下香貫
藤井原

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

31 ㈭ 森岡医院 962-1084 大岡 池田病院 986-1212 本宿 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

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

６㈰ 長谷川耳鼻咽喉科医院
0545-30-8733 浅間本町

聖隷沼津病院
952-1000 松下

こまきウィメンズクリニック
972-1057 西若町

秋山歯科医院
986-1390 下土狩

13 ㈰ 芹沢耳鼻咽喉科クリニック
993-8000 茶畑

瀬尾眼科医院
933-9900 市場町

沼津市立病院
924-5100 東椎路

飯塚歯科医院
993-1077 茶畑

14 ㈪ たかひろ耳鼻咽喉科医院
0545-66-5100 宮島

関眼科胃腸科医院
975-2381 東本町

かぬき岩端医院
932-8189 前原

MI総合歯科クリニック
988-1185 下土狩

20 ㈰ アミクリニック耳鼻咽喉科
981-3341 長沢

本多眼科医院
931-1519 御幸町

聖隷沼津病院
952-1000 松下

メイヨ歯科医院
972-3846 長沢

22 ㈫ 内藤耳鼻咽喉科クリニック
987-1717 桜堤

木村眼科
967-4611 原

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波

中原歯科医院
993-3300 佐野

27 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町

中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘

島田産婦人科医院
972-6100 伏見

小川歯科医院
993-3200 佐野

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町
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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
　 ７日㈪・28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
　 28日㈪　13時～15時
　 妊産婦・乳幼児
●パパママスクール
　 ４日㈮　18時30分～20時30分
　 初妊婦・夫・家族
●成人健康相談
　 21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
　 ７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
　 25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
　 ３日㈭・28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
　 29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
　 ９日㈬　９時30分～11時
　 平成31年４月生まれの人
★１歳６か月児健康診査
　 15日㈫　13時～
　 平成30年３月生まれの人
●２歳６か月児歯科教室
　 10日㈭　13時30分～15時
　 平成29年４月生まれの人
★３歳児健康診査
　 17日㈭　13時～
　 平成28年９月生まれの人

★すそのウォーキング

11月３日㈰　９時～12時
　※受付▶︎８時30分～８時50分

福祉保健会館駐車場
市に住民登録がある人
150人（先着順）
福祉保健会館をスタート・ゴー
ル地点として、富岡地区内の
コースを約６kmウォーキング
します。同日開催されるものの
ふの里まつりを経由するコース
です。
運動のできる服装、汗拭きタオ
ル、飲み物、帽子、すその健康
マイレージカード（持っている
人）
●すその健康マイレージ対象で
す。●小雨決行です。

●こころの健康づくり講演会

11月13日㈬　13時30分～15 
時
生涯学習センター３階学習ホー　
ル
160人
令和を生き抜く人間力 ～夫源
病、妻源病を知っていますか～
石蔵文信さん（大阪大学人間科
学研究科未来共創センター招へ
い教授）
すその健康マイレージカード
（持っている人）
●すその健康マイレージ対象で
す。●定員に達しない場合は、
当日も受け付けます。

●健
けんこう

幸アンバサダー養成講座

　自ら健康について学び、身近な
周りの人へ口コミで広める“健幸
アンバサダー”を養成します。

11月29日㈮　13時30分～16
時30分
福祉保健会館
市に住民登録のある人で、講座
終了後に健幸アンバサダーとし
て活動できる人
50人（先着順）
健幸アンバサダーに期待される
役割や生活習慣病予防の知識や
技術を身に付けます。手軽にで
きる筋力アップトレーニングに
ついての講話や実技を行います。
11月15日㈮
動きやすい服装、筆記用具


