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特集▶▶▶ 教室・講座の受講生募集
※今号は、「区長会だより」がとじ込みされています。



susonobito No.12

 　３月19日㈭に開幕する第92回選抜高等学校野球大
会に念願の初出場を決めた加藤学園高校野球部。一塁
手の勝又さんは、チームの主将として大会に臨みます。
現在の部員はマネージャーを含め37人。授業終了後
16時30分から20時30分までほぼ毎日、共に練習に励
んでいます。地元・県内出身の部員が多く、裾野出身
の仲間もいます。「選抜校が発表されるまでの方がド
キドキしていました。出場が
決定したときは正直ほっとし
ましたが、これで闘志に火が
つきました」という勝又さん。
当日だけでも50人以上の友
人、知人からお祝いや応援の
メッセージをもらい、嬉し
かったそうです。
　「強豪校と対戦し、まだまだ彼らと渡り合うだけの
体ができていないことを痛感しました。毎日良く食べ
鍛えた結果、この冬で７㎏ほど体重が増え、体格も良
くなりました」と自身の成長を振り返ります。
　主戦の肥

こいぬま
沼竣投手を中心にしたテンポの良い守りと、

機動力を絡め、好機を逃さない攻撃がチームの特長。
「『一戦必勝』をチームの目標に掲げ、一丸となって
全力で戦います。甲子園で勝って
校歌を歌いたいです。応援し、支
えてくれた皆さんに恩返しができ
るよう頑張ります」と力強く語っ
てくれました。

加藤学園高等学校野球部 主将
勝又 友則さん（17歳・公文名一）

「一戦必勝」を掲げ春の甲子園に臨む

　２月３日㈪は節分。市内の保育
園や幼稚園などで豆まきが行われ
ました。東保育園、いずみ幼稚園、
さくら保育園には、東地区青少年
育成連絡会が連れてきた3人の鬼
が登場。児童は「鬼は外～！」と
大きな声をかけながら豆をまいて
いました。

保育園や幼稚園で鬼退治
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令和２年度 教室・講座の受講生募集
　４月以降に開講する教室や講座の受講生を募集します。
　健康づくりや教養などの多彩な講座を通して、いきいきした日々を送りま
しょう。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。

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

スポーツ教室
西会場

４月17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18日～　㈯
13:30～15:30

月１～２回
東小体育館
グラウンド

小学生以上
（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９日～　㈯
13:30～15:30

月１回
５月20日～　㈬
19:00～21:00

月１回

深良小体育館 小学生以上 20人 ストレッチ
リズム体操

富岡地区軽スポーツ・
レクリエーションダンス

４月25日～　㈯
13:00～15:00

月２回
富一小体育館 小学生以上 20人

ペタボード、
レクリエーション

ダンスなど
ファミリー

バドミントン教室
須山会場

４月17日～　㈮
19:00～21:00

月１～３回
須山中体育館

小学生以上
(小学３年生まで
は保護者同伴)

30人 ファミリー
バドミントン

市民スポーツ教室 生涯学習課　992-6900
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スポーツ少年団
　スポーツ少年団は、子どもたちが自主的にメン
バーとして参加し、「自由時間に、地域社会でス
ポーツを中心としたグループ活動を行う団体」です。
申込期間／随時

市スポーツ協会　993-8484
●裾野柔道　●裾野剣道　●裾野東サッカー
●裾野西サッカー　●富岡JSC（サッカー）
●深良（陸上・一輪車）　●裾野空手
●須山野球　●裾野イーグルス（野球）
●深良ガッツ（野球）　●裾野市少林寺拳法
●裾野ラグビー
●ベストファイターズ（ミニバスケットボール）
●裾野ブレイク（ミニバスケットボール）

生涯学習センター 教養講座
　主に初心者向けの講座です。
対象／原則として全回出席できる人　※応募者多数で

抽選となった場合、市内に住んでいるか通勤・通学
している人が優先になります。

申込期間／３月26日㈭～４月26日㈰
生涯学習センター　992-3800

●誰でもできるトータルエクササイズ　●エアロビク
ス　●ピラティス　●ズンバゴールド　●KIDS 
DANCE　●着付け　●筆ペン　●お菓子作り　●パ
ン作り　●裾野の歴史　●健康麻雀　●ホリスティッ
クアロマセラピー　●笑って笑って脳リフレッシュ

市民による市民のための講座
ゆうあいクラブ
　さまざまな分野で「技」をお持ちの皆さんによる
25講座です。気軽に教え、学び合う学習の場です。
詳しくは、生涯学習センターへお問い合わせください。

生涯学習センター　992-3800
●健康７講座 (健康体操、ヨガ、太極拳など)
●ダンス２講座(ズンバインストラクター講座など)
●教養５講座(お片付け、マジック、己書など)
●手工芸４講座(フェイクスイーツ、トールペイント

など)
●音楽１講座(二胡入門)
●伝統文化３講座(いけばな、帯結びなど)
●料理講座３講座(お菓子、料理など)

4
2020.3
広報すその



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。

　主に初心者向けの講座です。
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人
申し込み／受講料を添えて東西公民館へ申し込み
申込期間／３月21日㈯９時～４月12日㈰17時（休館日を除く）

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９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。 1,800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９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。 900円  ー

華道Ⅰ（昼） 第４㈮
13:30～全12回 一般 20人

生花、現代華の生け花の技
術を習得します。

2,400円 花代1,000円
／1回

華道Ⅱ（夜） 第４㈮
19:30～全12回 一般 20人 2,400円 花代1,000円

／1回

トールペイント 第２㈫
９時30～全９回 一般 20人 木工製品にペイントし、作

品を作ります。 1,800円 材料費2,000円
～3,000円

彫刻（鎌倉彫） 第２㈯
9:30～全９回 一般 24人 彫刻を学び作品を作ります。 1,800円

練習板950円～、
塗代～10,000円、
彫刻刀4,200円

書道A 第２㈭
9:30～全９回 一般 24人

かな文字、楷書、草書の技
術を習得します。

1,800円
年間教材費

7,200円（半期
払）、半紙代

書道B 第３㈭
9:30～全９回 一般 24人 1,800円

年間教材費
7,200円（半期
払）、半紙代

英会話　初級 5月～11月　㈬
19:30～全20回 一般 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
現を身に着けます。

4,000円 ー

ビーズクラフト 第４㈯
9:30～全９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。 1,800円 材料費1,000円
程度／1回

あすなろ囲碁 ㈯（月２回）
10:00～全20回 ５歳以上 30人 子どもから大人まで囲碁を

楽しみます。

高校生以下
2,000円

大人4,000円
ー

鈴木図書館講座

東西公民館講座

鈴木図書館　992-2342

東西公民館　992-6677
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国民年金保険料の納付を忘れずに
納付が難しい場合は免除などの申請をしてください WEBBB

保険料
　令和２年度の国民年金保険料は月々16,540円です。
納付期限である翌月末までに納めてください。
保険料の納付
納付書で納付
　日本年金機構から送られる納付書を使って、金融機
関、コンビニなどで納めてください。手元に納付書が
ない場合は、年金事務所へご連絡ください。
口座振替・クレジットカードで納付
　希望する人は、年金事務所または市役所で手続きが
必要となります。
保険料の納付が困難なとき
　保険料を納めるのが難しい場合、下記の通り保険料
の免除や納付猶予の申請ができます。
①免除申請
　申請することで、保険料の納付が全額または一部免

除となる制度です。60歳未満の人で、本人・配偶
者・世帯主それぞれの申請年度の前年の所得が一定
額以下の場合や、失業など一定の理由がある人が対
象です。失業したり災害に遭ったりした場合に適用
される特例免除は、失業・災害などがあった日の前
月からその年の翌々年６月までの期間で申請ができ
ます。

②納付猶予申請
　申請することで、保険料の納付が猶予される制度で

す。50歳未満の人で本人・配偶者それぞれの前年
の所得が一定額以下の人が対象です。

③学生納付特例
　学生の人で保険料の納付が困難なときは、学生納付

特例を申請してください。承認を受けると、学校を
卒業するまでに納付しなければならない保険料の納
付が猶予される制度です。申請は毎年必要です。

申請方法
①②の申請をする人
　年金手帳、はんこ（本人署名の場合は不要）、免許
証などの身分証明書をお持ちの上、国保年金課または
年金事務所へ申請してください。
③を初めて申請する人
　年金手帳、はんこ（本人署名の場合は不要）、学生
証（写しの場合は両面）、免許証などの身分証明書を
お持ちの上、国保年金課または年金事務所へ申請して
ください。
③を申請する２年目以降の人
　令和２年度も引き続き学生である場合は、３月下旬
に日本年金機構からはがき形式の申請書が届きます。
必要事項を記入し、返送してください。
※①②③いずれの申請も、申請期間に対応する前年所

得に基づき、審査を行います。申請が遅くなると、
障害年金などを受け取れない場合がありますのでご
注意ください。

免除・納付猶予・学生納付特例期間の保険料は後から
納付が可能

　各制度で承認された免除・納付猶予・学生納付特例
期間の保険料は、後から納めることができます（追
納）。追納した月数に応じて、将来の受給額が増額さ
れます。
追納期間／10年以内
申請／国保年金課または年金事務所で行ってください。

国保年金課
　995-1813
　沼津年金事務所
　921-2201

　国民年金は、国が運営する公的年金制度で、全ての国民に共通の基礎年金を支給
する制度です。
　20歳以上60歳未満で日本に住んでいる人は、この年金制度に加入することが義
務付けられています。自営業・無職・学生などの人は、国民年金に加入し、保険料
を納めなければなりません。所得が少ないときや失業などで保険料を納付すること
が難しい場合、保険料の免除や納付猶予を申請することができます。免除申請日か
ら遡って２年１カ月前の月分まで申請できます。手続きに必要な持ち物などについ
ては、国保年金課または年金事務所へお問い合わせください。

納付
書

年金事務所
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富士山南東消防本部 令和元年火災・救急・救助統計
市内では救急・救助は減少、火災は増加

管内件数
（　）内は前年比

全体 裾野消防署
火災 43件（+２） 19件（+５）
救急 8,546件（−280） 2,104件（−53）
救助 97件（+12） 27件（−１）

　令和元年中に出動した火災・救急・救助統計を公表します。管内で発生し
た火災の半数以上は建物火災です。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

●事故種別出動件数
急　　病 1,212件（−21）
一般負傷 318件（−３）
交　　通 119件（−28）
そ の 他 455件（−１）

●搬送人員　1,928人(-50)
死　亡 26人（−６）
重　症 214人（−５）
中等症 938人（+９）
軽　症 750人（−48）

●搬送者内訳
新生児※ １人（±０）
乳幼児※ 100人（−19）
少　年※ 98人（+６）
成　人※ 654人（−１）
高齢者※ 1,075人（−36）

裾野市の火災統計
●火災種別件数

建物火災 ８件（+２）
林野火災 １件（+１）
車両火災 ７件（+２）

その他の火災 ３件（±０）

裾野消防署伊豆島田分署

　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
１つとして、消防自動車と救急車を配備し、４月の運用
開始を予定しています。

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
エスポット
裾野店

裾野市の救急統計

※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

火の取り扱いに
は十分注意して
ください。

建設中の伊豆島田分署建設中の伊豆島田分署
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　３月31日㈫から、桃園・佐野・富沢・岩波の一部
で、公共下水道を使用できるようになります。

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
域に該当する人は、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、排水設備接続工事を行ってください。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。

上下水道工務課　995-1835
下水道使用料は水道使用料に応じる
　下水道の使用料がかかるのは、排水設備工事が完了
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、公共下水道の使用料を
決めます。

上下水道経営課　995-1836

休日窓口開庁
春の異動シーズンに合わせて実施 WEBBB

下水道供用開始区域拡大
３/31㈫から桃園・佐野・富沢・岩波の一部で WEBBB

　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28日㈯・29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。

市民課
☎︎995-1812

●転入、転出、転居などの住民異動事務
●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。

●国民年金の手帳再交付申請（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、高齢任意加入事務など、年金事務所に照会を要する事務は
取り扱いできません。

●後期高齢者医療保険の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

●市立幼稚園児の転入、転出に係る事務
●保育園児の入園、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

西中学校西中学校

東
名
高
速
道
路

東
名
高
速
道
路

西小学校西小学校

東小学校東小学校市役所市役所

警察署警察署

南小学校南小学校

市民体育館市民体育館
郵便局郵便局

裾野駅裾野駅

394

246

石脇～伊豆島田 凡例
今回供用開始区域
既供用開始区域

246

岩
波
駅

岩
波
駅

郵便局郵便局

岩波
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中小企業支援事業をリニューアル
裾野市中小企業連携相談事業　Suso-biz（スソビズ）での支援体制は終了 WEBBB

　令和２年度から、下記の取り組みを通して中小企業
や創業希望者の支援事業を実施します。

Suso-biz（スソビズ）体制の終了
　平成28年度から裾野市中小企業相談事業として実
施してきたSuso-biz（スソビズ）としての支援体制
は、南富士山産業連携研究会　FCRUM（フクラム）
の設立や創業支援等相談のリニューアルに伴い終了と
なります。ご利用ありがとうございました。
相談窓口の設置と関連団体との連携強化
　市産業振興課と、創業支援等事業計画の認定連携事
業者として認定されている一般社団法人南富士シティ
を、創業支援・中小企業支援相談の一次窓口とします。
一本化された窓口では、市商工会や各種専門の団体と
連携して支援します。

南富士山産業連携研究会　FCRUM（フクラム）
　フクラムは、産、官、学、金などのさまざまな産業
の連携の場として設立した研究会です。産業連携（物
販・販路拡大、事業連携などの促進）を推進する場と
して活用できます。今後は定期的な開催を予定してい
ます。

▲FCRUMキックオフイベント（２月12日）
産業振興課　995-1857

　いわなみキッチン（（一社）南富士山シティ）
　939-5800

岩波249-1

　市では、東富士演習場の演習通報や市からのお知ら
せ、災害時の緊急情報などを無線放送でお知らせする
ため、戸別受信機を
貸し出しています。
災害発生時に備え、
受信機を借りていな
い世帯主は貸与を受
けてください。

放送内容
時間 内容
6:30 演習通報、市の行事予定・お知らせ
9:00 時報

12:00 時報
17:00 時報
19:30 演習通報、市の行事予定・お知らせ

緊急時 火災の発生、災害への注意、警報の
発令、行方不明者のおたずねなど

世帯主に無償で貸し出し
　市に住民登録されている世帯主に、無償で１台貸し
出しています。戦略広報課にはんこをお持ちになり手
続きを行ってください。
転出・転居する場合は
　市外に引っ越すときは、建物内に置いたままにせず
に、戦略広報課または各支所へ返却してください。建
物の建て替え時に処分してしまわないよう注意してく
ださい。同地区内に転居する場合は戦略広報課で住所
変更の手続きを行ってください。
故障かなと思ったら
　雑音がしたり、放送が入らないときがあったりする
場合は、電波の状況が悪くなった可能性があります。
次のことを試し、放送を聞いてみて、状況が変わらな
ければ受信機を戦略広報課へお持ちください。
●アンテナを真上または真下に立てる
●コンセントを挿す場所を変え、置き場所を変える

戦略広報課　995-1802

無線放送戸別受信機の貸与
演習通報や市からのお知らせを放送 WEBBB
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Photograph

　剣道スポーツ少年団級別大会が市民体育館で開催さ
れました。少年団に加入している25人が出場。無級
の部から3～6級の部までは、2人ずつ正面打ちや小手
打ち、小手・面打ちなどを順に行い、判定されました。
１・２級の部は、2分間の3本勝負。「えい！」
「やー！」「メーン！」と大きな声が体育館に響き渡
り、迫力ある戦いが繰り広げられました。

　北京オリンピックの４×100mリレー銀メダリスト
の髙平慎士さんが、運動公園陸上競技場で陸上教室を
行いました。市内外の中学生と高校生約100人が参加。
参加者は、トレーニングをゲーム感覚で楽しみながら
も真剣に取り組んでいました。髙平さんは「自分自身
を理解し、考えながら練習すると次の練習に生かせま
す」とアドバイスしました。　　特派員：權田 孝一

　すそのロケフェスタ2020が市役所で行われました。
映画やドラマのロケ支援「フィルムコミッション」事
業を市民に知ってもらう催しで、芸能事務所社長の木
谷真規さんが映画の作られる過程やプロデューサーの
役割を解説。交流会では、市民エキストラによる体験
談発表や映画『キングダム』裾野ロケでも提供された
ケータリングの試食も行われました。

　谷口浩美さんの特別講演会が市民文化センターで開
催されました。バルセロナオリンピック男子マラソン
で途中転倒するも８位に入賞するなど活躍した谷口さ
ん。自らの陸上人生を振り返りながら「練習、睡眠、
食事など、当たり前のことをいかに当たり前にできる
かで勝負は決まります」と講演しました。講演後は、
参加者からの質問に丁寧に応じてくれました。

こけたって、立ち上がれ （１月17日）

フィルムコミッションの魅力を知る（１月25日）

掛け声響き、熱戦繰り広げる （２月２日）

メダリストから走り方を学ぶ （２月２日）
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フォトグラフ

　英語スピーチコンテスト・日本語スピーチが生涯学
習センターで開催され、市内中学生15人と外国人５
人がそれぞれの思いをスピーチしました。中学生は手
振りを交え、部活動で頑張っていることや将来の夢を
流ちょうな英語で、外国人は日本での生活などについ
て丁寧な日本語で発表しました。コンテストの最優秀
賞は、西中学校２年の剛力茉央さんが受賞しました。

　災害時における学習活動に関する支援協定を駿沼学
校生活協同組合と締結しました。この協定に基づき、
大規模災害発生時には、学用品や衛生管理用品、体育
衣料などが無償で提供されます。心のケアとして演奏
会などを催すことにも応じてくれます。市長は「災害
時に学習面と共に心のケアまで支援していただけるの
は、大変ありがたく思います」と述べました。

　株式会社カーテックフジ、トヨタ部品静岡共販株式会
社、静岡トヨペット株式会社の代表が市役所を訪れ、踏
み間違い加速抑制システム１台を市に寄付しました。こ
のシステムは、自動車に外付けで装着するもの。ブレー
キとアクセルを踏み間違えたときなどに加速を抑制しま
す。今後、公用車にモデルとして取り付け、高齢者運転
による事故の抑止施策のＰＲなどに活用します。

　環境学習フェスティバル「竹炭電池づくり」が南児
童館で行われました。小学生21人が、高温で焼いた
竹炭と缶から切り出したアルミ板を電極に使い、リサ
イクル電池を作りました。最初は本当に電球が光るの
かと半信半疑でしたが、竹炭を入れた容器に塩水を注
いでみると、電球が赤く光り、驚きと達成感の笑みを
浮かべて喜んでいました。 特派員：中村 隆司

踏み間違い加速抑制システムを寄付（２月５日）

竹の炭で電池ができるか （２月９日）

それぞれの思いを堂々と発表 （２月８日）

被災時の学習支援で協力 （２月13日）
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Information

おしらせ
男性介護者交流会

３月14日㈯　13時30分～15時
30分
福祉保健会館３階会議室
男性介護者
介護仲間との情報交換、介護に
ついての相談など

介護家族の会（杉山）
　090-1984-9977
年金相談
　年金事務所の派遣職員が、諸届
け出の受け付けや手続きの相談に
応じます。

４月23日㈭　10時～13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）
４月９日㈭

国保年金課　995-1813
し尿くみ取り料金据え置き
　市内でのし尿のくみ取り料金は、
３年ごとに見直しをしています。
市衛生処理料金審議会の答申を受
け、４月から令和５年３月までの
料金は据え置かれます。
料金／１ゲージ18ℓあたり269.5

円（税抜き245円）
生活環境課　995-1816
国保高齢受給者証交付会
　４月１日㈬から対象となる人に、
受給者証を交付します。

３月26日㈭　10時20分～11時
30分
昭和25年３月２日～４月１日
に生まれた人
保険証、筆記用具など
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
通知のない人はご相談ください。
国保年金課　995-1814

3/22㈰　栄橋が開通
　石脇・千福地区で進めている県
道富士裾野線の栄橋架け替え工事
が完了し、３月22日㈰に開通し
ます。本事業は黄瀬川の洪水被害
の防止と栄橋の地震対策・老朽化
対策のため、現在の栄橋を約150
ｍ下流に架け替えて黄瀬川を広げ
るものです。開通後は現在の栄橋
は通行止めとなります。来年度か
らは、橋の撤去と黄瀬川の拡幅工
事を行う予定です。

開通する道路

東
名
高
速

千福

深良

久根

24 246東
名
高
速

24 246

沼津土木事務所工事第１課
　920-2215
防衛省採用試験
自衛官候補生採用試験

３月７日㈯・25日㈬
18歳以上33歳未満の人
随時受け付けしています。

予備自衛官補採用試験
４月18日㈯～22日㈬

　※いずれか1日
一般公募▶18歳以上34歳未満
の人

　技能公募▶18歳以上で国家免
許資格などを有する人　※保有
する資格によって年齢制限あり
４月10日㈮

自衛隊三島募集案内所
　989-9111

ひとり親家庭入学児童祝金
　母子・父子家庭などの児童が
小・中学校新１年生に就学する際
に祝金を支給します。

子育て支援課、各支所、社会福
祉協議会で配布する申請書に必
要事項を記入し、期間内に提出
してください。
３月16日㈪～４月10日㈮
子育て支援課　995-1841

　社会福祉協議会　992-5750
学校開放調整会議
　５月から６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 ４月７日㈫ 須山コミセン
東 ４月８日㈬

生涯学習セン
ター

富岡 ４月９日㈭
深良 ４月10日㈮
西 4月15日㈬

時間はいずれも19時～
生涯学習課　992-6900
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
手続きに来る前に仮申請できます。
市民課または各支所での手続きす
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
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お知らせ

自衛隊一般幹部候補生採用試験
５月９日㈯・10日㈰
①大卒程度試験（一般要員、飛
行要員）▶20歳以上26歳未満
の人（22歳未満は大卒見込み
を含む）②院卒者試験▶20歳
以上28歳未満の人（修士課程
修了者など）
５月１日㈮
入隊後約１年で３等陸・海・空
尉（院卒試験合格者は２等陸・
海・空尉）になります。
自衛隊三島募集案内所

　989-9111
裾野都市計画変更（原案）説明会
　大規模な工場の移転に伴い発生
する工場跡地で、未来型都市の実
証実験を行う研究開発拠点として
の土地利用誘導を図るため、都市
計画の変更を予定しています。こ
れに係る下記の変更について、説
明会を開催します。

①３月25日㈬　19時～
　②３月28日㈯　13時～

市役所４階401会議室
都市計画用途地域の変更、都市
計画特別用途地区の決定、都市
計画地区計画の決定
まちづくり課　995-1829
歴史講演会

３月29日㈰　13時30分～15時
葛山地区集会所（仙年寺下）

裾野３城（葛山城・千福城・大
畑城）と北条・武田の抗争
望月保宏さん（県立裾野高等学校
校長・静岡県古城研究会会長）
葛山城址保存会事務局

　997-1035
市立小・中学校の給食費改定
　令和２年４月から、市立小・中
学校の学校給食費が改定されます。

現行 改定後

小学校
月額 4,400円 4,900円
１食

当たり 268.88円 299.44円

中学校
月額 5,300円 5,900円
１食

当たり 323.88円 360.55円

学校給食センター　992-6868
市民無料相談

３月23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。

　●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

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、顔写真の撮影を行う
など申請の補助を行っています。
希望する人は、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

市役所１階市民課
交付申請時に補助を希望する人
通知カード、本人確認のできる
身分証明書、自身で撮影できる
人は最近６カ月以内に撮った顔
写真（縦4.5cm×横3.5cm）
市民課　995-1812
４月から敬老祝品の温泉施設利用
券の利用先変更
　御殿場市温泉会館が老朽化など
のため３月31日㈫で休館するこ
とに伴い、77歳・88歳の敬老祝
品として配布した温泉施設利用券
の御殿場市の利用先が下記の通り
変更となります。
●３月31日㈫まで▶御殿場市温泉

会館（御殿場市深沢）
●４月１日㈬から▶御胎内温泉健

康センター（御殿場市印野）
社会福祉課　995-1819
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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 !!自宅にいながら手軽にカット !!

おしらせ
固定資産価格等縦覧帳簿の縦覧

４月１日㈬～30日㈭　８時30
分～17時15分　※土・日曜日、
祝日を除く
市役所1階税務課資産税係
①土地または家屋の固定資産税
の納税者とその同一世帯の親族
②納税管理人③納税者からの委
任状を持つ人④相続人
●土地価格等縦覧帳簿（所在、
地番、地目、地積、価格）の縦
覧●家屋価格等縦覧帳簿（所在、
家屋番号、種類、構造、床面積、
価格）　※自分の所有する資産
と同じ種類のものに限る（例：
宅地と宅地）
①～④運転免許証などの身分証
明書③法人の場合は、社印のあ
る委任状④相続が分かる除籍の
謄本など
税務課　995-1809
固定資産課税台帳の閲覧
　令和２年度の課税内容を確認で
きます。

４月１日㈬～
　８時30分～17時15分　※土・

日曜日、祝日・年末年始を除く
市役所１階税務課資産税係
①固定資産の所有者とその同一
世帯の親族②納税管理人③所有
者からの委任状を持つ人④相続

人⑤借地人・借家人（対価を支
払っている人に限る）
自己所有または借地・借家の固
定資産の課税台帳の閲覧
１回300円　※①～④の人は４
月１日㈬～30日㈭は無料
①～⑤運転免許証などの身分証
明書③法人の場合は社印のある
委任状④相続が分かる除籍の謄
本など⑤賃貸契約書または対価
の領収書
税務課　995-1809
児童手当の請求
　受給者や児童が住所変更や退職
により公務員で亡くなった場合は、
発生日の翌日から数えて15日以
内に手続きが必要となります。手
続きされなかった場合は、手当て
をもらえない期間が発生しますの
で、子育て支援課窓口で児童手当
の手続きをお願いします。

子育て支援課　995-1841
歓送迎会ではおいしく残さず食べ
切ろう（3010運動）
　市は、３～４月の歓送迎会シー
ズンに合わせ、宴会での食べ切り
を呼びかけるキャンペーンを展開
します。開始30分、終了10分は
席を立たずにしっかり食べる「食
べ切りタイム」です。食べ物を無
駄にせず食品ロスを減らすために、
一人一人ができることから始めま
しょう。

生活環境課　995-1816
裾野赤十字病院でカード支払いが
できるようになります
　裾野赤十字病院では、会計窓口
での利便向上のため、３月２日㈪
から、カードでの支払いができる
ようになります。

裾野赤十字病院　992-0008
こども医療費助成制度
　小学１年生から高校３年生（そ
の相当年齢）までの子どもの医療
費を助成します。
助成対象／健康保険が適用される

医療費と入院時の食事代
助成方法／医療機関窓口で「こど

も医療費受給者証」と保険証を
提示してください。

自己負担金／通院のみ１回500円
（月２回まで）　※入院・薬局
は自己負担がありません。
●県外医療機関では受給者証が
使用できません。県外で受診し
たときは、子育て支援課窓口で
払い戻しの手続きが必要です。

　●４月から小学１年生になる子
どもへ３月下旬に新たな受給者
証を郵送します。３月31日㈫
までは現在の乳幼児医療費受給
者証を使用し、４月以降は新た
な受給者証を使用してください。
子育て支援課　995-1841

14
2020.3
広報すその



お知らせ

susonoさくらマルシェ・
ミュージックワークス
　桜が咲く時期に楽しむ、音楽と
笑顔がいっぱいのマルシェです。
親子で楽しむクラシックコンサー
トも同時開催します。

３月28日㈯　10時～15時
市民文化センター
コンサートは有料です。
市民文化センター　993-9300
はかりの定期検査
　取引や証明に計量器を使用して
いる場合、計量法の規定で定期検
査を受ける必要があります。対象
者には、計量協会から検査日の約
１週間前までに「計量器定期検査
通知書（はがき）」が届きます。
必ず受検してください。
検査日程

検査日 時間 会場
４月６日㈪ 11時～16時

市役所
駐車場

４月７日㈫ 10時～16時
４月８日㈬ 10時～16時
４月９日㈭ 10時～12時

商店や学校などで取引に使うは
かり、学校や病院などで健康診
断書の作成のために使うはかり、
薬局などで薬剤調合用に使うは
かり、荷物運送業などで荷物の
料金を決めるために使うはかり
など
計量器、計量器検査通知書（は
がき）、検査手数料（通知書に

記載の額）
産業振興課　995-1857

教室・講座
手話講座
　手話奉仕者養成講座として令和
２年度に入門編、令和３年度に基
礎編の講座を行います。

５月19日～９月29日までの毎
週㈫19時～21時、および８月
30日㈰10時～16時　※８月11
日㈫・９月22日㈫は除く
市役所地下会議室他
市内に住んでいるか通勤してい
る18歳以上の人
20人　※申込者多数の場合は
抽選
3,300円（入門編・基礎DVD
付きテキスト代）
３月16日㈪～４月20日㈪
スケジュールなどは別途通知し
ます。

障がい福祉課　995-1820
外国人材活用セミナー

３月11日㈬　14時～16時
生涯学習センター学習室２
外国人材の活用を考えている事
業所の担当者
30人（先着順）
①外国人雇用の現状と基本的な
ルール、注意点など②参加者同
士による情報交換会
外国人材と働くための基礎講

座・情報交換会
生
いくしま

嶋仁さん（SIBA無料職業紹
介事業担当、シニアコーディ
ネーター）
参加申込書を県国際経済振興会
（SIBA）にファクスで送付す
るかSIBAホームページからお
申し込みください。
３月９日㈪
県国際経済振興会（SIBA）
054-254-5161
054-251-1918

募　集
暮らしのガイドブック掲載広告
　市役所での各種手続きや地域情
報を掲載する「暮らしのガイド
ブック2020」を、民間業者の㈱
サイネックスと協働発行します。
この冊子は、市内事業者の皆さん
の広告掲載料をもとに発行します。
　広告の掲載を希望する人は、㈱
サイネックスへお問い合わせくだ
さい。
募集期間／3月下旬～５月ごろ
冊子配布日／７月下旬以降(市内

全世帯に配布)
㈱サイネックス静岡支店

　053-452-8753
　戦略広報課　995-1802
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Information

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
JAなんすん「なるほど農業塾」
農業機械実演講習会
　ほ場での作業体験で野菜作りの
スキルアップを目指しませんか。
【開催日・内容】

開催日 内容

４月14日㈫
8:30～

土づくり（耕運機の
使い方・肥料の種
類・施肥方法）

5月26日㈫
8:30～

病害虫防除（噴霧器
の使い方・農薬の種
類と混用）

6月23日㈫
8:30～

夏野菜の管理（整
枝・誘引・切り戻し
のコツ）

JAなんすん管内ほ場（沼津市
大平など）
農機具を使用する人
各10人　※申し込み多数の場
合は抽選
１回あたり500円（各回開始時
に徴収します）
JAなんすん各店舗またはホー
ムページにある所定の用紙に記
入しお申し込みください。
JAなんすん営農支援課

　933-7008
普通救命講習会
　AEDを使った心肺蘇生法を習
得しませんか。

３月21日㈯　９時～12時

裾野消防署３階災害対策室
中学生以上の人
裾野消防署に電話で申し込むか、
裾野消防署、茶畑分遣所、須山
分遣所に直接お申し込みくださ
い。
３月20日㈮
富士山南東消防本部裾野消防署
救急係　995-0119
富士山周辺のパワースポット情報
　「富士山周辺パワースポットガ
イド」を作成するにあたり、皆さ
んから富士山周辺のパワースポッ
ト情報を募集しています。
募集内容／①富士山周辺にあるパ

ワースポットについて②そのパ
ワースポットにあるご利益につ
いて③そこに行った経験、ご利
益の有無について

応募方法／はがきに上記①～③と、
住所、郵便番号、氏名、年齢、
電話番号を記載してお送りくだ
さい。※１人で何枚も応募でき
ますが、はがき１枚につき１件
を記載してください。
３月31日㈫
抽選で100人に富士山クオカー
ド（500円）を進呈します。
日本富士山協会パワースポット
係　0555-22-5175

〒403-0017　山梨県富士吉田
市新西原5-2-1

人口 51,515人
男性 26,170人　女性 25,345人

納付期限：３月31日㈫
後期高齢者医療保険料	 第８期分

受付時間：8時30分〜17時

１日㈰ ㈲Ｍ・Ｋアクアサービス
☎992-6599

７日㈯ ㈱中川商店
☎993-1555

８日㈰ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

14日㈯ 髙橋設備
☎993-1336

15日㈰ ㈲杉本住宅設備機器
☎997-0983

20日㈮ パイピング横山
☎992-3329

21日㈯ 小川設備工事店
☎993-2074

22日㈰ ㈱植松水道
☎992-4644

28日㈯ 田央設備㈲
☎993-5175

29日㈰ ㈱西島工業
☎993-1070

３月の税金・料金

３月の水道工事当番店

人口統計　２月１日現在
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わんぱくだんのにんじゃごっこ
著者：ゆきのゆみこ、上野与志　出版社：ひさかたチャイルド
　大好きなわんぱくだんシリーズの中の一冊です。仲良し3人
組「わんぱくだん」が、現実の世界から夢の世界へ、気が付く
とまた現実へ戻る。そんな不思議な冒険物語です。細かい絵の
中に発見がいっぱいで、最後まで楽しめる絵本です。

図書館利用者
大津 慧

けい

さん
（５歳・本茶）

おすすめ本の紹介おすすめ本の紹介

図図書書館館だだよよりり 市立鈴木図書館　☎ 992-2342
文化センター図書室　☎ 993-9305

２日㈪・９日㈪・16日㈪
23日㈪・30㈪・31日㈫休館日

3月

行事予定
一般書
	 ●山岳捜査	Mountain	Investigation
 著：笹本稜平　小学館

	 ●今日もお疲れさま
 著：群ようこ　角川春樹事務所
	 ●池上彰と現代の名著を読む
	 　東工大・白熱読書教室
 著：池上彰　筑摩書房
	 ●西田幾多郎の哲学＝絶対無の場所とは何か
 著：中村昇　講談社

児童書
	 ●知ってた？	世界のスポーツルールと歴史
  文：アダム・スキナー　絵：マーク・ロング　徳間書店

	 ●じぶんではなをかめるかな
  さく・え：深見春夫　かんしゅう：守本倫子
  岩崎書店（えほんのぼうけん　99）

	 ●ラブレターをもらったら
  文：アニカ・アルダムイ・デニス　BL出版
  絵：ルーシー・ルース・カミンズ

	 ●はじまりはたき火
　	 火とくらしてきたわたしたち
  作：まつむらゆりこ　絵：小林マキ　福音館書店

親子おはなし広場
 ３日㈫ 10時30分～ 本館２階視聴覚室

おはなし会
 ７日㈯ 11時～ 本館１階おはなしのへや
 14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
 11日㈬ ９時～12時 本館２階展示室・
   文化センター図書室
 18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
 ４日㈬ 10時～17時 本館２階視聴覚室
 12日㈭ 10時～17時 本館２階視聴覚室
 20日㈮ 10時～17時 本館２階視聴覚室

児童文学講演会
 22日㈰ 13時30分～15時 東西公民館会議室

新刊紹介
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救急協力医 March3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 ㈰

鈴木医院 993-0430 佐野 鈴木医院 993-0430 佐野

清流クリニック 941-8688 堂庭 田中医院 921-2053 高島町

望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

2 ㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 よざ小児科医院 967-5722 原

3 ㈫ べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 東医院 921-5520 高沢町 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

4 ㈬ 本村クリニック 969-0001 大塚 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 ㈭ 旭医院 966-0031 原 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

6 ㈮ なおきクリニック 929-8555 東椎路 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

7 ㈯ ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 池田病院 986-1212 本宿 よざ小児科医院 967-5722 原

8 ㈰

高桑医院岩波診療所 997-0486 岩波 山本整形外科・循
環器科 989-8111 南一色

御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

さとやまクリニック 939-8031 東原 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

9 ㈪ おおい神経内科 922-8886 北高島町 こんどうクリニック 925-2420 岡宮 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

10 ㈫ 大沢医院 931-1019 御幸町 大沢ハート
クリニック 929-1313 若葉町 坂小児科医院 931-3233 下香貫

前原

11 ㈬ 森岡医院 962-1084 大岡 遠藤クリニック 975-8801 久米田 田中医院 921-2053 高島町

12 ㈭ 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

13 ㈮ 武藤医院 931-0088 三園町 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 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 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

15 ㈰

遠藤医院 997-0533 葛山 遠藤医院 997-0533 葛山

青沼胃腸科クリニック 929-6205 大岡 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

南一色
セントラル内科 980-5777 南一色 守重医院 931-2511 我入道

江川

16 ㈪ 柿田川医院 973-3601 柿田 五十嵐クリニック 934-6700 志下 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

17 ㈫ 大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 ひがしおか

メディケアクリニック 941-8269 柿田 よざ小児科医院 967-5722 原

18 ㈬ 薬袋内科クリニック 933-0148 徳倉 鈴木医院 993-0430 佐野 田中医院 921-2053 高島町

19 ㈭ 沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

20 ㈮

新井内科クリニック 992-0811 久根 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

つかだ医院 983-1577 堂庭 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 大沢医院 931-1019 御幸町
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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
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

22 ㈰

杉山医院 992-0028 平松 西方外科医院 921-1333 共栄町

こんどうクリニック 925-2420 岡宮 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

福士内科クリニック 932-3553 下香貫
　藤井原 こんどうクリニック 925-2420 岡宮

23 ㈪ おぐち医院 992-6611 深良 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 西村医院 971-6510 下土狩

24 ㈫ 高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 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

25 ㈬ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 白石医院 951-4593 市道町 坂小児科医院 931-3233 下香貫

前原

26 ㈭ 鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 池田病院 986-1212 本宿 大橋内科・小児科

医院 992-2800 佐野

27 ㈮ 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 田中医院 921-2053 高島町

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 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

29 ㈰

大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 遠藤クリニック 975-8801 久米田

あそうクリニック 929-7575 筒井町 よざ小児科医院 967-5722 原

林医院 931-1120 住吉町 五十嵐クリニック 934-6700 志下

30 ㈪ 岩渕内科医院 951-4579 添地町 香貫医院 931-2465 本郷町 西村医院 971-6510 下土狩

31 ㈫ 村岡内科クリニック 954-2000 大岡 酒井医院 966-1755 今沢 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

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 ㈰ アミクリニック耳鼻咽喉科
981-3341 長沢

中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘

関谷レディースクリニック
968-6611 西椎路

瀬川歯科医院
988-8904 桜堤

8 ㈰ しんふじ耳鼻咽喉科クリニック
0545-65-0600 川成新町

永井眼科
980-1777 萩

沼津市立病院
924-5100 東椎路

せき歯科クリニック
981-2633 的場

15 ㈫ 耳鼻咽喉科崎川医院
975-9131 伏見

吉村眼科内科医院
984-1333 長伏

かやま産科婦人科医院
997-3551 岩波

タケダ歯科医院
989-3638 本宿

20 ㈮ 本橋耳鼻咽喉科医院
972-1133 東本町

本田さくら眼科医院
951-1365 大手町

こまきウィメンズクリニック
972-1057 西若町

大藤歯科新宿医院
972-5101 新宿

22 ㈰ なめり竹山耳鼻咽喉科クリニック
980-4133 納米里

小野眼科クリニック
929-1881 高島町

前川産婦人科クリニック
999-0300 下長窪

なかがわ歯科
973-7777 長沢

29 ㈪ つちや耳鼻咽喉科医院
0545-30-8003 厚原

矢田眼科クリニック
962-2006 三枚橋町

ウスイクリニック
980-5580 下土狩

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
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すこやかタウン33月月

裾野っ子
すくすく
成長中！

　市内に住んでいる３歳０カ
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。 窪田 茉

ま つ り
璃さん

（２歳９カ月・久根）

島田 紗
さ き

希さん
（2歳11カ月・堰原）

田中 琥
こ た ろ う

太郎さん
（２歳８カ月・佐野二）

細川 愛
ま な み

海さん
（２歳８カ月・今里上）

2020
年

 3
月

号
N

O
.13

85

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㈪・23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
　 23日㈪　13時～15時
　 妊産婦・乳幼児
●成人健康相談
　 16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
　 26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
　 10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
　 令和元年９月生まれの人
★１歳６か月児健康診査
　 17日㈫　13時～
　 平成30年８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９月生まれの人
★３歳児健康診査
　 19日㈭　13時～
　 平成29年２月生まれの人


