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　「新たな出会いがあることが、イベントを開催する
ことの醍

だ い ご み
醐味です」と話すのは、中川 泰子さん。

　市内の活性化に取り組む中川さんは「丘の上マー
ケットin千福が丘」の実行委員長、「つながる映画」
や「一箱古本市」の主催など、さまざまなイベントを
手掛けています。これらのイベントを最初に開催した
際は、反省点が多かったそうですが、お客さんとして
多くのイベントに足を運び、ノウハウを学びました。
出店者は市内外を問わず自分で探して声を掛け、自ら
が開催するイベントに出てもらうことが多いそうです。

　現在は、「丘の上
マーケットin千福が
丘」の準備をしてい
ます。今年で５回目
を迎えるこのイベン
トは、地域の交流を

深めるため、中川さんを始めとする町内有志の人たち
が企画したものです。アクセサリーなどのハンドメイ
ド作品や採れたての野菜などを販売するこのイベント
は、回を重ねるごとに反響を呼び、毎年数百人が訪れ
ます。今年は新型コロナウイルスの影響から、出店数
を例年の半分の20店舗ほどにし、検温やアルコール
消毒を実施して開催します。「悩
みましたが、楽しみにしてくれて
いる人のことを思い、開催を決め
ました」と明るく前向きな中川さ
ん。イベントの開催は、11月14
日㈯です。ぜひお越しください。

丘の上マーケット in 千福が丘実行委員長
中川 泰子さん（52歳・千福が丘）

新たな出会いが魅力

　９月３日㈭、ラグビー体験教
室が西小学校で行われました。
ラグビートップリーグで活躍す
る選手にリフティングを体験さ
せてもらった児童は、持ち上げ
げられると高さにびっくり。バ
ランスを崩しながらもボールを
キャッチすることができました。

結核検診を市内各地で実施
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市内に住んでいる、昭和31年３月31日までに生ま
れた人
結核健康診断通知書、がん検診等受診票

　※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●胸の疾患で通院してい
る人●３カ月以内に胸部レントゲン撮影を受けた人
●脳ドックを受ける人●本年度、肺がん検診を受け
た人または受ける人

　※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
結核検診を11/4㈬から11/11㈬まで、市内各地で実施

　結核への罹
りか ん
患を減らすために、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㈮ 中里地区集会所 14:10～14:30
上ケ田集会所 14:40～15:00

11月８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９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

11月10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 10:20～10:50
福祉保健会館 11:00～11:40
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４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 12:45～13:00
金沢公民館 13:10～13:30
田場沢区集会所 13:40～14:00

♦︎結核健康診断日程表♦︎

次の条件に当てはまる人は、
今回の受診を見送ってください。

●発熱（体温37.5℃以上を目安）や息苦しさ、強
いだるさ、嗅覚障害などの症状がある人

●過去２週間以内に発熱があった人
●過去２週間以内に、法務省か厚生労働省が定める

諸外国への渡航歴がある人や、それらの人と家庭
や職場内などで接触歴がある人

●過去２週間以内に、新型コロナウイルス感染症の
患者やその疑いがある患者との接触歴がある人
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特　集

安心、安全

　新型コロナウイルス感染症の影響で、
家で過ごす時間や片付けをする機会が増
え、家庭ごみの排出が増えています。と
ころで、家庭ごみを出すときに気になる
ことはありませんか？事故やけがを防止
するため、この機会に家庭ごみの出し方
を再確認しましょう。

感染症への対応
家庭でのマスクなどの捨て方
　感染症を予防するために、鼻水などが付着したマス
クやティッシュなどのごみを捨てるときは、「ごみに
直接触れない」「ごみ袋はしっかりしばって封をす
る」「ごみを捨てた後は手を洗う」ことを心掛けま
しょう。（右上図参照）

資源ごみ当番で注意してほしいこと
　資源ごみの収集に立ち会う際は、次のことに気を付
けてください。
●必ずマスクをつけましょう。
●収集前と収集後に当番が折り畳みコンテナなどの回

収容器や分別名札を収納倉庫から出し入れするとき、
分別作業時に資源ごみに触れるときは手袋などを着
用し、作業終了後は手洗い、うがいをしましょう。

●当番が複数で立つときは、相互の距離に配慮しま
しょう。区民が資源ごみを搬入するときは、過密に
ならないよう、人と人の距離に配慮してください。
（最低１ｍ。可能であれば２m以上確保）

ごみの持ち込み、最大で２時間待ちも
　新型コロナウイルス感染症の影響で、家庭で過ごす
時間や片付けをする機会が増えたため、美化センター
へのごみの持ち込みが増えています。３連休明けの８
月11日㈫には、１日に自動車240台でのごみの持ち
込みがあり、受け付けまでに約２時間かかる程多くの

持ち込みがありました。引っ越しなどで大量に発生し
たごみ以外は、できるだけごみステーションを利用し
てください。

持ち込みの受付時に消毒や間隔を
　美化センターでは、新型コロナウイルス感染症対策
の一環として、新しい生活様式に合わせ、受付時に間
隔をあけるようお願いしたり、筆記用具を１本ずつ消
毒したりするなど慎重な対応を心掛けています。

家庭でのマスクなどの捨て方
①ごみ箱にごみ袋をかぶせま
す。いっぱいになる前に早め
に②のとおりごみ袋をしばっ
て封をしましょう。

②マスクなどのごみに直接
触れることがないようしっ
かりしばります。

※万一、ごみが袋の外に触
れた場合は、二重にごみ袋
に入れてください。

③ごみを捨てた後はせっけ
んを使って、流水で手をよ
く洗いましょう。

出典：環境省「ご家庭でのマスク等の捨て方」

美化センターへごみを持ち込む前に
●受付時間を確認
　平日／９時～11時、13時～15時
　土曜日／９時～11時
　※土曜日午後、日曜日、祝日、第5水曜日は休館
●受付時にマスクの着用、手の消毒を忘れずにし

ましょう。住所を確認するため、運転免許証な
どの身分証の提示をお願いします。

●燃えるごみ、プラスチック製容器包装、燃えな
いごみは指定ごみ袋に入れ、古紙類は白い紙ひ
もでしばってください。

●搬入路が狭いため、譲り合い運転をお願いしま
す。また、車のライト点灯に協力をお願いしま
す。

●美化センターへのごみの持ち込みは、時間に余
裕をもってお越しください。土曜日や連休明け
は特に混雑しますので、比較的空いている平日
の午後の持ち込みをお勧めします。

check

家庭ごみ家庭ごみのの出し方出し方
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プラスチック容器の分け方・出し方

生活環境課　995-1816

上記のうち汚れが落ちないもの、
その他プラスチック製品（バケ
ツ、ハンガー、CD、スプー
ン・フォーク、おもちゃ、くし、
下敷き、食品ラップなど）

爆発火災事故やけがを防ぐために

穴開けは不要　～スプレー缶～
　過去に発生した爆発火災事故を受け、住民の皆さん
が穴を開けることによる火災発生などのリスクを避け
るため、穴を開けない方法に変更しました。安全第一
の徹底を図っています。スプレー缶は中身を出し切っ
てから、資源ごみの日にスプレー缶専用コンテナに出
してください。　※穴を開けたものでも回収します。

セロハンテープで絶縁処理を
～充電式電池類やボタン電池～
　使用済みのリチウムイオン電池やモバイルバッテ
リーなどの充電式電池類が、燃えるごみ袋やプラス
チック製容器包装用袋に誤って混入したため、収集車

や処理施設で火災を招いた事例が全国的に発生してい
ます。使用済み充電式電池類やボタン電池は、種類が
判別できるように端子部に透明なセロハンテープを
貼って絶縁し、資源ごみの日に電池類のコーナーに出
してください。　※乾電池は絶縁不要です。

プラマークが目印

ポリ袋・ラベル類

発泡スチロール・緩衝材・ネット類

カップ・トレイ類
プラスチック製プラスチック製
容器包装用袋容器包装用袋
に入れて出すに入れて出す

ボトル類（中を洗う）

左記のものは左記のものは
燃えるごみ袋燃えるごみ袋
に入れて出すに入れて出す

45ℓサイズも

販売開始しました！
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　令和３年度（2021年度）中の運営開始に向けて整
備を進めている新火葬施設が、心穏やかに故人を見送
ることができる安らぎの場として、住民になじみやす
い施設となるよう愛称を募集します。

募集の内容
裾野市または長泉町に住んでいるか通勤・通学して
いる人
生活環境課窓口または、市公式ウェブサイトにある
応募用紙に次の事項を記入し、生活環境課に直接お
持ちになるか郵送またはファクス、メールでお送り
ください。　※はがき可

　●氏名（ふりがな）、年齢、性別、職業（通勤の場
合は勤務先名、通学の場合は学校名）、電話番号、
住所

　●愛称（ふりがな）、愛称の説明（理由・由来など）
11月30日㈪　※消印有効
●応募は１人５点までで、応募用紙１枚につき１点

で応募してください。
　●建設現場の進捗状況は市公式ウェブサイトでご覧

になれます。

生活環境課　995-1816
992-4447
kankyou@city.susono.shizuoka.jp

  各家庭・事業所などに取り付けられた水道メーター
は、計量法に基づき８年に一度無料で交換しています。
該当する人には事前に通知し、市の委託水道業者が交
換に伺います。
　交換作業中は、断水することがあります。ご理解と
ご協力をお願いします。

交換の内容
10月19日㈪～11月２日㈪
●交換手数料を請求することはありません。

　●メーターが屋外にある場合は、不在でも敷地内に
立ち入り、交換します。

　●立ち会いの必要はありません。
　●交換は、メーターの有効期限によるため、周りの

お宅と交換時期が異なることがあります。
　●メーターボックスの上に荷物などを置いたり、車

を停めたりしないようにお願いします。
　●11月検針分の使用水量は、交換前のメーターと

新しいメーターの合算になります。新しいメー
ターは、出庫時に各種テストを実施しているため、
数値が若干ゼロを上回っていますが、その分の料
金は発生しません。

上下水道工務課　995-1833

水道メーターを定期交換
８年に一度の水道メーター更新

11/30㈪まで裾野長泉新火葬施設の愛称募集
心穏やかに故人を見送る安らぎの場
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  毎年秋に、市民文化センターを会場に開催している
市民が主役の文化の祭典。本年は、新型コロナウイル
ス感染症の影響で、展覧会に限定して開催します。

開会式
10月28日㈬　14時～
テープカット、バイオリン演奏
第１部

10月28日㈬～11月１日㈰
　平日▶︎13時～17時、土・日曜日▶︎９時～17時
　※最終日は16時まで

書道展（漢字・かな・現代書・臨書・篆
てんこく

刻）、文芸
展（短歌・俳句・連
句・詩）、ジュニア
展（幼児や小・中学
生の習字・生け花・
親守詩）

第２部
11月３日㈫～８日㈰

　※華道展は11月６日㈮～８日㈰
　平日▶︎13時～17時、土・日曜日▶︎９時～17時
　※初日は13時から、最終日は16時まで

手芸・工芸展（陶
芸・彫刻・紙バン
ド 手 芸 ・ 押 絵 ・
パッチワーク・ク
レイフラワー）、
写 真 展 、 華 道 展
（ 生 け 花 ・ フ ラ
ワーデザイン）、
絵画展（油彩画・
水彩画・墨画・タ
イル画・切り絵）
生涯学習課

　994-0145

　市内にある中小規模の対象加盟店の誘客と売り上げ
向上、市が進めるキャッシュレス決済利用の促進のた
め、キャンペーンを実施します。

キャンペーンの内容
11月１日㈰０時～30日㈪23時59分
キャンペーン開催期間中に対象の店舗でPayPayで
支払うと、決済金額の最大20％のPayPayボーナス
を付与します。

キャンペーン対象店舗／市内のPayPay加盟店のうち、
市とPayPayが対象として
指定した中小規模加盟店

付与上限／●１回の決済あた
りの付与上限▶︎1,000円相
当●期間中の付与上限▶︎
10,000円相当

付与予定日／支払日の翌日か
ら起算して30日後

事業所向けの説明会など
PayPay未加盟事業所などへの説明会・導入支援会

10月７日㈬　①11時～②14時～
①市役所402会議室②市商工会
未加盟店へ制度説明とPayPayの導入支援をします。

PayPay加盟事業所などへの説明会・運営支援会
10月27日㈫　14時～15時30分
市役所402会議室
加盟店へ制度説明とPayPayの運営支援をします。

キャンペーン開始！
はじめてのキャッシュレスセミナー

11月１日㈰　13時30分～15時
市役所地下多目的ルーム
●キャッシュレスの現状・社会動向

　●はじめてPayPayを利用する人向けの使い方
産業振興課へ電話で申し込むか市公式ウェブサイト
からお申し込みください。
産業振興課　995-1857

第48回市民芸術祭
裾野に広がる文化の輪〜しなやかに思いを伝えよう！〜

PayPayと連携したキャンペーンの実施
がんばる富士山の裾野市！PayPay対象店舗で最大20%戻ってくるキャンペーン！

ポスター原画　遠藤叶
かなた
多さん

題字　鈴木真
しんがん
眼さん
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　全国から465点の応募があった市制施行50周年シ
ンボルマークは、審査を経て以下に決定しました。

市制施行50周年記念シンボルマーク（最優秀作品）

作者
小澤彩佳さん（東京都港区）

作品の説明
　当市が未来に向け、ますます発展する都市になって
欲しいという作者の思いが込められています。大きな
シンボルである富士山の力強さ、富士山から流れる美
しい川の流れが当市の頭文字「S」で描かれています。
優秀作品

作者
渡邉康秀さん（東京都新宿区）

作者
梅村元彦さん（愛知県春日井市）

シンボルマークは、2021年に実施する事業や発行
物などに広く使用されます。
戦略広報課　995-1802
市制施行50周年を記念した事業や行事を募集
　2021年１月１日㈮から12月31日㈮までの期間で、市
制50周年の冠をつけて行う事業や行事を募集します。
冠事業に承認されるとできること／●裾野市制施行50

周年などの冠がつけられます。●シンボルマークが使
用できます。●市公式ウェブサイトなどに事業の掲載
ができます。●PR物品を借りることができます。
秘書課にある申請書に必要事項を記入し、申請して
ください。　※申請書は、市公式ウェブサイトから
ダウンロードできます。
秘書課　995-1800

2021年は市制施行50周年
記念シンボルマークの決定と冠事業の募集

　市は空き家の相談体制を強化するため11の専門
家団体と協定を締結しました。空き家の草刈りや売
却、法律相談などで困っていることを専門家団体に
相談し、提案を受けることができます。

まちづくり課にある申請書と同意書に必要事項を
記入の上、まちづくり課へ提出してください。

　※申請書と同意書は市公式ウェブサイトからダウ
ンロードできます。
専門家団体が提案する事業内容によっては、専門
家団体会員から見積書が出されます。
まちづくり課　995-1856

空き家の困りごとを相談
専門家団体と協定を締結

伊豆縦貫道夜間通行止め
10/19㈪から10/23㈮まで実施

　道路の修繕等の工事のため、伊豆縦貫道で夜間通
行止めを行います。ご理解とご協力をよろしくお願
いします。

10月19日㈪～23日㈮　各日21時～翌６時
　※予備日▶︎10月26日㈪～30日㈮

伊豆縦貫道 長泉IC～沼津岡宮IC上下線
　※東名沼津ICと新東名長泉沼津ICからは伊豆縦

貫道に入れません。
規制時間以外は通常
どおり通行できます。
国土交通省

　沼津河川国道事務所
　道路管理課
　934-2017
　沼津国道維持出張所
　986-1122 
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　市内郵便局の局長が、フレーム切手セット「富士山
の風景」を寄贈するため市役所を訪れました。
　フレーム切手セット「富士山の風景」は、切手・ポ
ストカードが５枚ずつと台紙がセットになったもので、
裾野市・御殿場市・沼津市・富士市・富士宮市・小山
町から見える富士山の写真が使用されています。

　鈴木図書館で折り紙教室が開催され、午前の部に8
組、午後の部に６組の親子が参加して折り紙を楽しみ
ました。折り紙研究家の森千代子さんが講師を務め、
バッタ、クワガタ、チョウ、カエルなどの生き物や万
華鏡、花のボウルといった難しい作品にも挑戦しまし
た。子どもから大人まで真剣に折り紙を折ってとても
楽しい教室になりました。

　市内の飲食店を応援するイベント「＃すそのんエー
ル飯ドライブスルー弁当市場」が行われました。参加
した飲食店は11店舗で、それぞれ特製の弁当などを
持ち寄り、全て1,000円で販売しました。多くの人が
訪れ、用意された約500食の商品は終了時間を待たず
に完売しました。

　偕楽園付近の側溝のふたが、ペイントされたものに
交換されました。この取り組みは今年16回目で、東
地区商工振興会の呼びかけで、東中学校の美術部員が
ふたにペイントしました。ふたには世界の国旗とその
国のイメージを描いたものや、かき氷やラーメンなど
の食べ物を３枚にわたり描かれています。

裾野市から見える富士山が切手に （８月18日）

折り紙で親子の絆を深める （８月27日）

市内の飲食店が弁当などを販売 （８月22日）

東中学校美術部員が側溝の
ふたにペイント （９月６日）

Photograph
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おしらせ
労使間のトラブルの相談
　県では、労使間のトラブルに関
する相談を受け付けています。

平日▶︎９時～12時、13時～16
時　※土・日曜日、祝日、年末
年始を除く
ぬまづ商連会館ビル2階（沼津
市大手町）
東部県民生活センター労働相
談窓口　951-9144
富士山資料館「もみじ観察会」

11月８日㈰　９時30分～12時
　※雨天時は９時30分～11時

富士山資料館
小学４年生以上の人
富士山資料館周辺で紅葉を観察
します。　※雨天時は館内で学
習会を行います。
大森紀行さん
300円
防寒着、飲み物、カメラ（お持
ちの人のみ）
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
児童手当の支給
　10月９日㈮は児童手当の支給
日です。児童手当は認定請求した
翌月分から支給されます。
支給額（月額）／●３歳未満▶︎

15,000円●3歳～小学生（第1
子・2子）▶︎10,000円（第3子
以降）▶︎15,000円●中学生▶︎
10,000円●所得が制限を超え
ている人の児童▶︎5,000円

支給日／６月、10月、２月の10日
支給方法／指定口座へ振り込み

現況届が未提出・書類不備の場
合は支払いが保留されます。
子育て支援課　995-1841

こども医療費受給者証の更新
　10月１日㈭からこども医療費
受給者証が新しくなります。更新
に伴い、受給対象の市内の小・中
学生と高校生相当年齢の人に新し
い受給者証を郵送しました。今後
は新しい受給者証を利用し、古い
受給者証は破棄するか子育て支援
課へ返却してください。

９月30日㈬以前に受給者証を
出さずに医療機関を受診した人
は、子育て支援課で受給の申請
をするときに古い受給者証をお
持ちください。
子育て支援課　995-1841
予防接種の接種間隔の変更
　10月１日㈭から異なる種類の
ワクチンを接種する場合の間隔が
一部変更になります。同一ワクチ
ンの接種間隔に変更はありません。
接種する際はかかりつけ医と十分
相談してください。
生ワクチン（注射）から異なる生
ワクチン（注射）を打つ場合／

27日以上間隔を空けてくださ
い（変更なし）。

生ワクチン（経口）、不活化ワクチ
ンから異なる生ワクチン（注射・経
口）、不活化ワクチンを打つ場合／
　間隔は制限がありません（変更）。
ワクチンの種類／●生ワクチン（注

射）▶︎ＢＣＧ・風疹・麻疹・水痘
（水ぼうそう）・おたふくかぜ・
黄熱●生ワクチン（経口）▶︎ロタ
ウイルス●不活性化ワクチン▶︎Ｂ
型肝炎・ヒブ・小児肺炎球菌・4
種混合・３種混合・２種混合・ポ
リオ・日本脳炎・ヒトパピローマ
ウイルス感染症・髄膜炎菌感染
症・Ａ型肝炎・狂犬病・破傷風・
季節性インフルエンザ
健康推進課　992-5711

すそのんプレミアム付商品券の
有効期限
　８月から利用を開始している
「すそのんプレミアム付商品券」
の有効期限は10月31日㈯までで
す。有効期限を過ぎた商品券は無
効となり、返金ができないのでご
注意ください。

すそのんプレミアム付商品券専
用ダイヤル　080-2807-9932

10月１日は「浄化槽の日」
　浄化槽使用者は、次のような保
守点検などを行うことが浄化槽法
で義務付けられています。浄化槽
の適切な管理をお願いします。
●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１回）
　西・東・深良地区▶︎山水総業

TEL992-1561
　富岡・須山地区▶︎富士クリーン

サービス　TEL997-6100
●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
　TEL054-621-5030

トイレの排水だけを処理する単
独浄化槽の場合、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。浄化槽の
付け替えに補助金の上乗せを
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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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４日㈬　10時～12時
東部健康福祉センター

　（沼津市高島本町）
11月３日㈫

静岡県精神保健福祉センター
054-286-9245
弁護士による無料法律相談
　弁護士が各種法律の相談に応じ
ます。相談は予約制です。

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２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
ロタウイルスワクチン予防接種の
定期予防接種化
　10月１日㈭からロタウイルス
ワクチン予防接種が定期接種にな
ります。ロタウイルスが原因の胃
腸炎は、感染力が非常に強く、激
しい下痢や嘔

お う と
吐を起こします。ワ

クチンを接種することで発症と重
症化の多くを予防できます。対象
者には、接種券を送付するので実
施医療機関で接種してください。

市に住民登録がある令和２年８
月１日以降に生まれた人　
●２回もしくは３回（ワクチン
の種類で回数が変わる）の接種
が必要です。●標準接種期間は
生後２カ月からで、初回は生後
14週６日後までに行うことが
推奨されています。
健康推進課　992-5711

第21回児童生徒アイデア展
発明くふう部門・自由研究部門
　市内の小・中学生が作った想像
力豊かなアイデア作品を展示しま
す。

10月９日㈮～21日㈬
　９時～21時　※生涯学習セン

ター休館日は除く。最終日は
16時まで
生涯学習センター１階展示コー
ナー
生涯学習課　994-0145
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22日㈭
　10時20分～11時30分

福祉保健会館３階研修室
昭和25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
里親になりませんか
10月は里親月間
　里親とは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、
温かい愛情と正しい理解をもって
養育する人のことをいいます。

県が実施する研修を終了し、経
済的に困窮していないなどの要
件を満たす人
子育て支援課で直接お申し込み
ください。
子育て支援課　995-1841

　県こども家庭課
　054-221-2922
　東部児童相談所　920-2085　

静岡恵明学園児童家庭支援セン
タースマイル　983-0555

市文化財展
　市内の文化財をパネル展示で紹
介します。

10月30日㈮～11月８日㈰
　９時～21時　※生涯学習セン

ター休館日は除く
生涯学習センター１階展示コー
ナー
生涯学習課　994-0145
唯
ゆいねんしょうにん
念上人掛軸展

　幕末から明治にかけ市内で念仏
信仰を普及した、唯

ゆいねんしょうにん
念上人の掛軸

を展示します。
11月27日㈮～12月10日㈭

　９時～21時　※生涯学習セン
ター休館日は除く
生涯学習センター1階展示コー
ナー
生涯学習課　994-0145
市民無料相談

10月20日㈫　※受付▶︎9時30
分から終了時刻の20分前
市役所４階会議室
●資格団体相談（10時～12
時）▶︎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
する相談に司法書士、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、建築士が
応じます。

　●人権相談（10時～12時、13
時～15時）▶︎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に人権擁護
委員が応じます。

　●行政相談（10時～12時、13
時～15時）▶︎行政に対する苦
情・要望・問い合わせなどの相
談に行政相談委員が応じます。
戦略広報課　995-1802
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インフルエンザ予防接種
（65歳以上）
　昭和31年１月31日以前生まれ
の人に順次接種券を送付します。
接種券をお持ちになり実施医療機
関で接種をしてください。

●裾野市・沼津市・長泉町・清
水町の医療機関▶︎令和３年３月
31日㈬まで●三島市・御殿場
市・小山町の医療機関▶︎令和３
年１月30日㈯まで
市に住民登録のある次のいずれ
かに当てはまる人

　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、肝臓、
呼吸器、免疫機能に障害がある
人のうち、身体障害者手帳１級ま
たは同程度の障がいがある人

　※昭和31年２月、３月生まれ
の人と②の人で、接種を希望す
る人は健康推進課へお問い合わ
せください。
1,200円　※生活保護法による
被保護世帯の人は、費用を免除
します。交付された接種券とは
んこを持って接種前に健康推進
課か社会福祉課で申請してくだ
さい。
今冬はインフルエンザワクチン

をより必要な人に届けるため
10月25日㈰までは本制度の対
象の人が優先して接種できるよ
うご協力ください。
健康推進課　992-5711
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26日㈭　10時～15時
市役所403会議室
16人程度（先着順）
11月12日㈭

国保年金課　995-1813
裾野都市計画事業裾野市御宿土地
区画整理事業の施行地区及び設計
の概要を表示する図書（変更）の
縦覧

土地区画整理法第13条第４項、
第103条第４項又は第124条第
３項にある広告をする日まで

　８時30分～17時15分　※土・
日曜日、祝日、年末年始を除く
市役所３階みらい政策課
みらい政策課　995-1804

Jアラートの全国一斉情報伝達試験
10月７日㈬　11時ごろ
広報無線の戸別受信機と屋外ス
ピーカーからチャイム音と試験
音声が流れます。
気象状況などによっては、試験
放送を急きょ中止することがあ
ります。

危機管理課　995-1817
すそのウオーキング大会

10月25日㈰　９時～12時
　受付▶︎9時～9時30分　※少雨

決行
福祉保健会館駐車場
市に住民登録のある人
150人（先着順）
福祉保健会館をスタートとゴー
ル地点とし、６km程度（約60分）
の富岡地内コースをウオーキン
グします。コース途中の景ヶ
島では史跡の案内があります。
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（お持ちの人）
参加者を対象に血管年齢測定を
実施します。
健康推進課　992-5711

教室・講座
東西公民館講座陶芸講座

10月31㈯、11月１日㈰
　いずれも９時30分～11時30分

東西公民館実習室
市内に住んでいるか通勤・通学
している、２日間受講できる人
10人
約300グラムの粘土で湯飲みや
皿など、作りたいものを自由に
作ります。
村上昇さん（深良窯）
参加費▶︎400円、材料費▶︎3,000円
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10月10日㈯９時～24日㈯17時
新型コロナウイルス感染症の状
況によっては中止します。

東西公民館　992-6677
市民体育館スポーツ教室
　市民体育館では、11月から12
月にかけて開催するスポーツ教室
の参加者を募集しています。
教室一覧／●ママと一緒にエクサ

サイズ●いきいき健康体操●エ
ンジョイリズム●はつらつキッ
ズ体操●ジュニアダンス（初
級・中級）●初心者テニス
体育館窓口へ直接お申し込みく
ださい。
10月１日㈭～20日㈫
詳しくは、市民体育館ウェブサ
イトをご覧になるか、電話でお
問い合わせください。
市民体育館　993-0303
介護の仕事復職応援セミナー
　介護の仕事を離職した人の仕事
への復帰や就労を支援するセミ
ナーを行います。

10月23日㈮　13時～15時
プラサヴェルデ４階401会議室
（沼津市大手町）
介護の仕事に関心のある人
県社会福祉協議会に電話または
ファクス、メールのいずれかで
お申し込みください。
10月９日㈮
県社会福祉協議会県社会福祉人

材センター　054-271-2110
054-272-8831
jinzai@shizuoka-wel.jp
クラフト講座ハロウィンピニャー
タ作り

10月31日㈯  10時30分～12時
生涯学習センター２階学習室２
子が３歳以上の親子
パーティで 使 えるくす玉「ピ
ニャータ」作りや絵本読み聞か
せ、パーティゲームなどをします。
仮装をしての参加も歓迎します。
参加費▶︎１組500円、材料費▶︎800円
10組（先着順）
生涯学習センターに直接または
電話、応募フォームからお申し
込みください。
生涯学習センター　992-3800
https://ws.formzu.net/fgen/
S42474478/
静岡がんセンター公開講座2020
「がんと感染症の最新情報」

10月17日㈯、11月1日㈰・29
日㈰、12月12日㈯、１月11日
㈪、２月７日㈰、３月27日㈯

　いずれも13時～
受講方法／YouTubeで生配信さ

れる動画を視聴
静岡新聞社・静岡放送東部総局
へ、郵便またはファクス、メー
ルで、郵便番号、住所、氏名、
生年月日、年齢、性別、職業、
電話番号、ファクス、メールア

ドレス、動画視聴方法をお知ら
せください。
各開催日の１週間前まで
静岡新聞社・静岡放送東部総局
事務局　055-962-6520
055-962-6752
410-8560　静岡新聞社・静岡
放送東部総局事業部「静岡がん
センター公開講座」係　※住所
の記入は不要
toubugyoumu@shizuokaonli
ne.com

募　集
ぬいぐるみお泊り会
　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11日㈬９時

～15日㈰17時
返却日／11月21日㈯10時50分～

鈴木図書館２階展示室
市内に住んでいる幼児から小学
生までの人（１家族につき１体）
12人（先着順）
鈴木図書館１階受付に直接また
は電話でお申し込みください。
10月31日㈯　９時～
11月21日㈯11時から行うおは
なしフェスティバルに参加して
ください。
鈴木図書館　992-2342
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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
申込方法　 申込期限・申込期間　 その他　 問い合わせ　 FAX　 住所　 Mail　 Web　

納付期限：11月２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

10月の税金・料金

受付時間：8時30分〜17時

３日㈯ 田央設備㈲
☎997-5175

４日㈰ ㈱小島屋商会
☎998-0019

10日㈯ 髙橋設備
☎993-1336

11日㈰ ㈱中川商店
☎993-1555

17日㈯ ㈲Ｍ・Ｋアクアサービス
☎992-6599

18日㈰ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

24日㈯ 山崎設備
☎993-6766

25日㈰ 小川設備工事店
☎993-2074

31日㈯ ㈲北住設機器
☎993-1250

※工事・修理は有料

10月の水道工事当番店

人口 51,373人
男性 26,133人　女性 25,240人

人口統計　９月１日現在募　集
第19回「裾野の農業」
フォトコンテスト
　市内で撮影された農業に関する
写真を募集します。
募集写真／令和元年10月１日㈫

以降に撮影したカラーの2L判
かキャビネサイズの写真
農林振興課にある応募用紙に必
要事項を記入し、作品の裏面に
貼り付け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。
11月２日㈪（必着）
●肖像権は応募者が了解を得て
いるものと判断します。●１人
３点まで応募できます。●応募
作品は返却しません。●入賞・
入選作品は後日原版の提出をお
願いします。

賞／●１等▶︎１点（賞金１万円）
●２等▶︎２点（賞金５千円）

　●３等▶︎５点（賞金３千円）
　●入選▶︎若干数（記念品）

農林振興課　995-1824

第10回「富士山パノラマ菜の花
＆コスモス」フォトコンテスト
　パノラマロードを花でいっぱい
にする会が栽培管理する菜の花・
コスモス畑と富士山を撮影した写
真を募集します。
募集写真／平成31年１月１日㈫

以降に撮影した、カラーの２Ｌ
判かキャビネサイズの写真
農林振興課にある応募用紙に必
要事項を記入し、作品の裏面に
貼り付け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。
11月30日㈪（必着）
●肖像権は応募者が了解を得て
いるものと判断します。●１人３
点まで応募できます。●応募作
品は返却しません。●入賞・入選
作品は後日原版の提出をお願い
します。●版権は撮影者に帰属
しますが、パノラマロードを花で
いっぱいにする会や市などが発
行する印刷物に利用することに
同意したものとみなします。

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）
農林振興課　995-1823
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図書館利用者

畠山 美
み お

緒さん
（10歳・御宿台）

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

5日㈪・12日㈪・19日㈪・
22日㈭・26日㈪休館日

10月

一般書
	 ●風を結う　針と剣　縫箔屋事件帖
  著：あさのあつこ　実業之日本社

	 ●赤い砂を蹴る　著：石原燃　文藝春秋
	 ●破局　著：遠野遙　河出書房新社

	 ●ちょこっと仕込みで即ウマごはん
  味つけも食べ方もアレンジ自在！
  著：堀江ひろ子・ほりえさわこ　主婦の友社

	 ●あまり布で作れる手ぬいの布こもの
  お気に入りの布を使い切るアイデアがいっぱい！　 
  新装版　ブティック社（Boutiquebooks）

児童書
	 ●ジュニアサイエンス大図鑑
　　この世界のしくみがすべてわかる
  DK社編　スミソニアン協会監修　河出書房新社

	 ●世界の植物大図鑑
  著：サラ・ホゼ　スミソニアン博物館監修　河出書房新社

	 ●きみの声がききたくて
  作：オーウェン・コルファー　絵：P.J.リンチ　文研出版

	 ●4さいのこどもって、なにがすき？
  え：トミー・ウンゲラー　さく：ウィリアム・コール　好学社

	 ●こんにちは！	わたしのえ
  作：はたこうしろう　ほるぷ出版 

新刊紹介

おすすめ本の紹介おすすめ本の紹介
ドリトル先生アフリカゆき
作者：ヒュー・ロフティング 　出版社：岩波書店
　ドリトル先生は、動物語を話すことができる動物のお医者さんで
す。あるときアフリカにいるサルから手紙がきて、動物たちと出か
けることになり……。
　１冊読むと全てのシリーズを読みたくなる本でおすすめです。

●特集展示
 「ラストスパートまで駆け抜けて！
 歴代本屋大賞受賞作品と候補作品展」
　書店員さんが本当におすすめする本というコンセプト
で始まった本屋大賞の歴代大賞作品と候補作品を展示し
ます。

23日㈮～11月14日㈯　
本館１階展示コーナー
展示期間中でも貸し出しできます。
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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 ㈭ あきやまクリニック 986-6000 下土狩 池田病院 986-1212 本宿 スキップ

こどもクリニック 992-6303 茶畑

2 ㈮ 髙遠内科クリニック 926-8739 東椎路 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

3 ㈯ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 池田病院 986-1212 本宿 光ヶ丘小児科 987-2200 光ヶ丘

4 ㈰

東名裾野病院 997-0200 御宿 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

おおい神経内科 922-8886 北高島町

沼津リハビリテー
ション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 沼津大山クリニック 954-2274 大手町

5 ㈪ 本村クリニック 969-0001 大塚 田沢医院 962-1205 大手町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

6 ㈫ かとう内科医院 946-5562 大岡 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 クボタ小児科 975-7984 泉町

7 ㈬ 高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 松原医院 962-1496 白銀町 田中医院 921-2053 高島町

8 ㈭ 森岡医院 962-1084 大岡 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

9 ㈮ なおきクリニック 929-8555 東椎路 清水館医院 993-2323 茶畑 よざ小児科医院 967-5722 原

10 ㈯ さとやま整形外科
内科 939-8031 東原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 スキップ

こどもクリニック 992-6303 茶畑

11 ㈰

大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 大沢

ハートクリニック 929-1313 若葉町

福士内科クリニック 932-3553 下香貫
藤井原

すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

清流クリニック 941-8688 堂庭 えがわ医院 921-5148 高島本町

12 ㈪ 鬼頭
ハートクリニック 999-4810 本宿 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

13 ㈫ 青沼胃腸科
クリニック 929-6205 大岡 守重医院 931-2511 我入道

江川
大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

14 ㈬ 望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇 遠藤クリニック 975-8801 久米田 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

15 ㈭ 今井医院 921-3211 五月町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

16 ㈮ 武藤医院 931-0088 三園町 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 よざ小児科医院 967-5722 原

17 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 函南平出ｸﾘﾆｯｸ 978-1366 函塚本

18 ㈰

さくら胃腸科・外科 994-1008 御宿 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

あそうクリニック 929-7575 筒井町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田 五十嵐クリニック 934-6700 志下

19 ㈪ 森医院 966-2017 石川 酒井医院 966-1755 今沢 スキップ
こどもクリニック 992-6303 茶畑

20 ㈫ 南一色
セントラル内科 980-5777 南一色 青木整形外科医院 922-0521 高島町 ※三島メディカル

センター 972-0711 南本町

21 ㈬ つかだ医院 983-1577 堂庭 鈴木医院 993-0430 佐野 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭
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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 ㈭ 旭医院 966-0031 原 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

23 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 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

24 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 よざ小児科医院 967-5722 原

25 ㈰

大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 山本整形外科・

循環器科 989-8111 南一色

小林内科医院 921-2165 米山町 田中医院 921-2053 高島町

村岡内科クリニック 954-2000 大岡 西方外科医院 921-1333 共栄町

26 ㈪ あきやまクリニック 986-6000 下土狩 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

27 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 こんどうクリニック 925-2420 岡宮 ※三島メディカル
センター 972-0711 南本町

28 ㈬ 杉山医院 992-0028 平松 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

29 ㈭ 林医院 931-1120 住吉町 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

30 ㈮ いずみ
内科クリニック 993-4760 茶畑 萩野クリニック 966-7111 根古屋 大橋内科・小児科

医院 992-2800 佐野

31 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 瀬尾記念慶友病院 935-1511 下香貫
島郷

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

4 ㈰ かみで耳鼻咽喉科クリニック
0545-53-3321 伝法

むらまつ眼科医院
993-8855 深良

かぬき岩端医院
932-8189 前原

会田歯科医院
972-0418 卸団地

11 ㈰ わかばやし耳鼻咽喉科
933-3311 御幸町

中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘

沼津市立病院
924-5100 東椎路

栗田歯科医院
986-1667 下土狩

18 ㈰ 長谷川耳鼻咽喉科医院
0545-30-8733 浅間本町

永井眼科
980-1777 萩

聖隷沼津病院
952-1000 松下

木の花歯科医院
972-0097 堂庭

25 ㈰ なめり竹山耳鼻咽喉科
980-4133 納米里

吉村眼科内科医院
984-1333 長伏

ごとうレディースクリニック
992-7111 伊豆島田

渡辺歯科医院
931-1236 徳倉

裾野市　 三島市　 沼津市　 富士市　 長泉町　 清水町　函 函南町

※三島メディカルセンターの診療開始時間
　10月20日㈫・27日㈫▶18時～
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裾野っ子
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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。 鈴木 梨

り お
央さん

（３歳・南町）

土屋 日
ひ な

菜さん
（３歳・石脇）

髙橋 空
あ れ ん

蓮さん
（２歳11カ月・公文名一）

福井 彩
あ か り

香梨さん
（２歳11カ月・佐野上宿）
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●乳幼児健康相談
　 12日㈪・26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
　 26日㈪　13時～15時
　 妊産婦・乳幼児
●パパママスクール
　 ２日㈮　18時30分～20時15分
　 初妊婦・夫・家族
●成人健康相談
　 19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
　 ５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
　 23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
　 ７日㈬・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
●６か月児育児教室
　 14日㈬　９時30分～11時
　 令和２年４月生まれの人
●１歳６か月児健康診査
　 20日㈫　12時30分～
　 平成30年12月16日～平成31年１月31日生ま

れの人
●３歳児健康診査
　 22日㈭　12時30分～
　 平成29年６月16日～７月31日生まれの人

福祉保健会館　 健康推進課　992-5711全て事前予約制になります。
　参加を希望する人は、健康推進課へお申し込みください。

※新型コロナウイルス感染拡大状況によって中止および変更になる場合があります。


