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氏　名

平成30年度 ヘルシーパーク裾野
市 民 無 料 利 用 券
３時間券 有効期限 平成31年３月31日（日）

①�本券の使用は裾野市民に限り
ます。

②�本券はお風呂または、バーデ
プールの３時間券としてご
利用いただけます。

③�本券は１枚につき１人１回ご
利用いただけます。

うるおいすその
働くことに喜びをもち、明るく健康なまちをつくります

4 月 16 日　400 万人目は勝又きく江さん
ヘルシーパーク裾野　来場者 400 万人達成
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ヘルシーパーク裾野
源泉100％の温泉で疲労回復！ 美容効果も

特集１

ヘルシーパーク裾野
965-1126
健康推進課

992-5711

　ヘルシーパーク裾野の温泉は、加水を行わな
い自家源泉100％の温泉です。富士山を眺めな
がら入る“ほうえいの湯”や愛鷹山側にある
“ふじの湯”などの露天風呂があります。バー
デプールには、歩行が主体の運動プールや流水
プールがあり、目的に合わせて利用できます。

疲労回復、美容効果の高い成分が豊富な
ヘルシーパーク裾野の温泉

源泉名／すその美人の湯　裾野３号
泉　質／等張性温泉（成分が多く浸透圧が高い）
　カルシウム・ナトリウム-塩化物温泉
泉　温／41.3度
水素イオン濃度（Ph）／7.7（弱アルカリ性）
湧出量／毎分170リットル
適応症／神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、

関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、
痔疾、冷え性、疲労回復など
禁忌症／急性疾患（特に熱がある場合）、活動性の結

核、悪性腫瘍、心臓病、呼吸不全、出血性疾患、貧
血、動脈硬化症、高血圧症、目に見える出血、その
他一般に病勢進行中の疾患など

利 用 案 内

営業時間
　10時～21時（受付▶20時30分まで）
バーデプールの利用時間
　●３月～11月▶10時～19時（受付▶17時まで）
　●12月～２月▶10時～17時（受付▶15時まで）
休館日
　●毎週木曜日 ※祝日の場合は営業。その他お盆期

間などは、営業する場合があります。
　●６月18日㈪～21日㈭、12月31日㈪～１月１日㈫
利用料金

風呂
３時間   520 円
１日 1,000 円

バーデプール
３時間   520 円
１日 1,000 円

風呂＋バーデプール
３時間   800 円
１日 1,300 円

家族風呂 １回 上記料金＋
1,000 円

その他
　●家族風呂は予約が必要です。
　●木曜日と日曜、祝日以外は、ヘルシーパーク裾野

までの市内無料送迎バスが運行しています。
　●おむつ、トレーニングパンツなどを使用している

方は、大浴場・バーデプールは利用できません。
家族風呂は利用できます。

　●館内に飲食物は持ち込めません。
　●障がい者の方には、割引制度があります。手帳を

お持ちください。
　●有資格者によるボディマッサージを行っています。
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ヘルシーパーク裾野　営業時間・休館日

営 業 時 間 10時～21時
（受付は20時30分まで）

休 館 日
毎週木曜日
（木曜日が祝日の場合は営業）
●６月18日㈪～21日㈭
●年末年始（12月31日㈪～１月１日㈫）

広報すその平成30年５月15日号

▼切り取ってお使いください

見本



特集 2

　健康はあなたの財産です。年１回の健康診査
で、病気を早期に発見しましょう。４月１日時
点で、市に住民登録がある方（御殿場市神山の
一部の方を含む）で（表１）の対象年齢の方へ
受診票を送付します。受診票が届かない方は、
健康推進課へご連絡ください。

●がん検診など 
とき／６月11日㈪～10月31日㈬
※期間中、各健康診査の受診はそれぞれ１回のみ
受診方法／受診票をお持ちになり、実施医療機関で受

診してください。　※実施医療機関は、受診票に同
封されている一覧表をご確認ください。沼津市・長
泉町・清水町でも受診できます。
個人負担金／（表１）のとおりです。ただし、次の方

は無料です。
①今年度、70歳以上の方
②後期高齢者医療被保険者の方
③生活保護を受けている方
④今年度、市民税非課税世帯の方（同居家族も非課税）
⑤今年度、無料クーポン券をお持ちの方

健康診査種別 対象年齢
子宮頸

けい
がん検診 今年度21歳の方

乳がん検診 今年度41歳の方

⑥肝炎ウイルス検診の過去に受診していない41歳、
46歳、51歳、56歳、61歳の方

※①、②に該当する方は、有料で胃がん内視鏡検査を
選択することができます。

※③、④に該当する方が受診する際には、事前に健康
推進課で手続きが必要です。
その他／他市町村に転出した場合は、その時点から当

市の受診票は使用できません。転出先の市町村にお
問い合わせください。
すその健康マイレージ
　成人健康診査（がん検診など）と成人歯周疾患検診
を受けると、マイルが獲得できます。
無料事後相談
　検診後の歯科相談や成人健康相談などを行っていま
す。健康推進課に予約してください。

●成人歯周疾患検診 
とき／６月11日㈪～11月30日㈮
受診方法／実施医療機関を予約し、受診票をお持ちに

なって受診してください。　※実施医療機関は、受
診票に同封されている一覧表をご確認ください。６
月11日㈪～10月31日㈬は、長泉町・清水町でも受
診ができます。
個人負担金／（表１）のとおりです。ただし、次の方

は無料です。
①生活保護を受けている方
②今年度、市民税非課税世帯の方（同居家族も非課税）
③後期高齢者医療被保険者の方
※①、②に該当する方が受診する際には、事前に健康

推進課で手続きが必要です。
（表１）成人健康診査の詳細

健康診査種別 対象者 個人負担金

肝炎ウイルス 40歳以上
（過去に未受診の方）

400円※1
600円

前立腺がん検診 50歳以上 600円
大腸がん検診 40歳以上 500円
肺がん検診 40歳以上 800円
胃がんバリウム検査 35歳以上 1,400円
胃がん内視鏡検査 55歳以上※2 1,800円

乳がん検診
①エコー
②マンモグラフィ
※3　

①30歳～39歳 ①700円
①か②の選択制

40歳～49歳 ②900円※4
②1,000円※5②50歳以上

子宮頸
けい

がん検診 20歳以上

700円
（頸部のみ）

1,100円
（頸部＋体部）

成人歯周疾患検診

70歳 無料
36歳・38歳・40歳・
42歳・44歳・46歳・
48歳・50歳・55歳・
60歳・65歳

500円

※１　特定健診と同時受診▶400円
　　　単独受診▶600円
※２　55歳以上の方は、バリウム検査か内視鏡検査

の選択ができます。
※３　前年度受診していない方に限ります。クーポン

対象者はマンモグラフィを受診できます。
※４　60歳以上の方（１方向撮影）
※５　40歳～59歳の方（２方向撮影）

健康推進課
992-5711
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健康診査を受けましょう！
がん検診と成人歯周病疾患検診



特集 3

　６月の歯と口の健康週間に合わせ“健康と歯のフェスティバル
第40回よい歯をつくる親子のつどい”を開催します。今回は40
回記念大会で日曜日の開催となります。口のことや体のことなど
自分の健康と向き合いましょう。

イベント概要

とき／６月10日(日)
　式典▶10時～10時30分
　催し物▶10時45分～14時30分
ところ／市民文化センター
内容

●歯科医師による無料相談
●レーダーチャート（お口の総合評価）
●親子で工作～お口によいおもちゃ作り～
●歯科衛生士による歯みがき指導
●フッ素の入った液でブクブクうがい
●お口の細菌を見てみよう、お口の酸性度を調べよう
●むし歯のできやすさチェック（唾液検査）

　●健康機器での測定（骨密度・体組成・血管年齢・
足裏チェック・肌の健康）

●健康くらぶ 簡易体力測定
●みんなで楽しくエクササイズ
●薬の相談（沼津薬剤師会）
●すそのん・ファイゴン・よ防さんの共演
●５歳児（年長児）むし歯のない児・治療完了児の表彰
　　対象／市内通園先の幼稚園・保育園の歯科検診で

むし歯がなかった年長児、または検診後から６
月５日㈫までに治療が完了した年長児

　　　※市内に住んでいて、市外の幼稚園・保育園に通
園している子どもも対象です。表彰を希望する方
は、６月５日(火)までに健康推進課へご連絡くだ
さい。

　　内容／健康と歯のフェスティバルの「5歳児賞状
コーナー」で、賞状と記念品を進呈します。記
念抽選会もあります。

●３歳児認定証交換
　　対象／平成29年度３歳児健診で、むし歯のなかった児
　　内容／平成29年度３歳児健診でむし歯のなかっ

た児に渡している認定証（はがき大）を大きな
認定証に交換し、記念品を進呈します。

コンクールの募集とポスター展示

○噛むカムケア８
はちまるにいまる
０２０コンクール

対象／市内に住んでいる80歳以上の方で20本以上自
分の歯がある方（生年月日が昭和13年４月１日以
前の方）
内容／式典で賞状と記念品を進呈します。
○７

ななまるにいまる
０２０認定

対象／市内に住んでいる70歳以上の方で20本以上自
分の歯がある方（生年月日が昭和13年４月２日～
昭和23年４月１日の方）
内容／式典で認定証と記念品を進呈します。

8020コンクール・7020認定
　●市内の歯科診療所で事前歯科検診が必要です。

５月26日㈯までに検診を受けてください。対象
になった方には、検診を実施した歯科診療所から
フェスティバル当日の案内をお渡しします。

　●５月31日㈭までに式典への出欠を健康推進課
へご連絡ください。

○歯と口の健康週間にちなんだ図画・ポスター・標語
　市内の保育園、幼稚園、小・中学校、高校へ募集し
た、歯と口の健康週間にちなんだ作品を展示します。
展示期間／６月２日㈯～７日㈭　９時～15時
　６月10日㈰　10時45分～14時30分
　※６月４日㈪は休館日です。８日㈮・９日㈯の展示

はありません。
展示場所／市民文化センター２階展示室

健康と歯のフェスティバル
第40回よい歯をつくる親子のつどい

健康推進課
992-5711
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特集 3

わたなべ歯列矯正クリニック　渡邉　哲平　先生

子どもの頃の歯並び・噛
か

み合わせが
8020達成に関係する？

　「80歳になっても20本以上自分の歯を保とう！」
　これは“生涯自分の歯で食べる楽しみを味わえるよ
うに”と日本歯科医師会が中心となって推進している
運動です。
　歯を失う主な原因は、ご存知「むし歯」と「歯周
病」です。これは歯の喪失“２大原因”とも呼ばれて
いるものです。8020達成のためには、まず、むし歯
と歯周病に罹

り か ん
患しないこと、罹患してしまった際には

速やかに治療し、再発を防ぐことが大事ということに
なります。
　では、逆にむし歯と歯周病さえ気を付けていれば
8020を達成できるのでしょうか？実は必ずしもそう
とは限らないのです。

8020を達成した方の歯並び・噛み合わせは？

　過去に、8020を達成された方300人の歯並び・噛
み合わせには“何か共通点がないだろうか？”という
ことを調べる研究が行われたことがありました。
（8020達成者の歯列・咬合の観察：日本歯科医師会
雑誌1999,52茂木悦子ら）すると、300人の噛み合わ
せを調査すれば、10人ほどは含まれていてもおかし
くない不正咬

こうごう
合である「反対咬合」や「開

かいこう
咬」が、

8020達成者の中には見受けられなかったという結果
が得られたのです。
　ちなみに、反対咬合とは、上の前歯よりも下の前歯
が前方に位置する噛み合わせであり、開咬とはカチン
と噛んでも奥歯しか噛み合わさらない噛み合わせのこ
とを指します。どちらも前歯が噛み合わないタイプの
不正咬合です。つまり、反対咬合や開咬といった“前
歯が噛み合わない”噛み合わせだと、8020の達成率
が低くなる、逆に言えば奥歯だけに咬

か
む力を負担させ

るのではない、前歯もしっ
かり噛み合う噛み合わせこ
そが、全ての歯の“持ち”
をよくさせる要因でもある
ということを、この研究結
果は示

し さ
唆しているのです。

　さらに8020達成者の下あ
ごの骨は、20代のそれと比
較して遜

そんしょく
色ない厚みのある骨

であったことも、同研究から
分かっています。歯があるた
めに歯の存在により厚みのあ
るあごが保たれ、厚みのあるあごが歯を守るという相
互関係が成り立っているのです。8020達成者が若々
しく見えるのはその骨格にあるとも言えるでしょう。
　一方で当然ではありますが、よく知られた不正咬合
である並びの凸

でこぼこ
凹（叢

そうせい
生）が8020達成には影響を及

ぼさない不正咬合かというと、決してそうではありま
せん。歯同士の重なりが大きい部分は歯磨きがとても
しにくくなります。歯磨きがしにくくなればその部分
のむし歯や歯周病のリスクは高まりますから、叢生も
やはり8020達成に影響を与える不正咬合の一つと言
えるでしょう。

8020をもっと身近なものにするには？

　反対咬合や開咬も、成人してから初めて発症すると
いうことは特別な場合を除きありません。成人で反対
咬合や開咬の方は、小学生のころから既に反対咬合や
開咬である場合がほとんどです。
　叢生も成人以降でその程度が増すことはあっても、
歯の重なりが経年的になくなることはごくまれです。
やはり小学生の頃からある歯列の凸凹はずっと残るの
です。これら不正咬合は8020達成をはばかる因子で
す。逆に、不正咬合の改善は8020達成をより身近な
ところへ引き寄せる方法の一つでもあると言えるで
しょう。そして、その因子は小学生の頃からすでに存
在しています。ですから、80歳で20本の歯を残そう
と思うと、ご本人のその試みは、歯並び・噛み合わせ
という見地からも小学生の頃からすでに始まっている
と言っても過言ではないのです。
　歯並び・噛み合わせを良くして、生涯自分の歯で食
べる楽しみを味わいましょう！

平成30年度 歯と口の健康週間標語 のばそうよ 健康寿命 歯みがきで

© ©
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特集 4

地域の活性化などに取り組む団体を募集
パートナーシップ事業補助金 最大50万円

　地域の活性化や課題解決に向けた自主的な活
動に補助金を交付します。金額は最大50万円
です。市民協働によるまちづくり推進協議会で
審査し補助する事業を決定します。

補助対象事業は市民協働の推進
まちづくりに必要な事業など

　次のいずれかに該当する事業が対象です。
①市民の方の提案によるもので、市民協働の推進とま

ちづくりに必要と認める事業
②課題解決のために市民の方の協力が必要なもので、

行政と協働して実施する事業
※次のいずれかに該当する事業は、補助の対象外です。
・市の類似する補助制度の適用を受けているもの
・他の団体を補助する事業
・事業の効果が特定の個人や団体のみに及ぶもの
・団体の管理する施設や設備などの修繕、改造など
・団体の組織運営のためのもの
・宗教的または政治的宣伝の意図のあるもの
・補助することが適当でないと市長が認めるもの

補助対象団体は市内の団体

　次のいずれにも該当する団体が対象です。
①構成員が５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
②市内に活動拠点があり、市内で活動している団体

補助対象経費は事業実施に
直接必要な経費

　補助対象の事業を実施するのに直接必要な経費を補
助します。次の経費は補助の対象となりません。
①団体の経常的な運営維持管理費
②団体の構成員に対する人件費、謝礼、会食費（活動

中の水分補給と軽食の費用は除く）、交通費、宿泊
費

③単価が５万円を超える備品購入費
補助期間は１年間
　補助期間は、毎年４月１日から翌年の３月31日ま
でです。ただし、継続が必要な場合は、３年を限度と
して補助を継続できます。審査は毎年行われます。

補助対象経費 補助率 補助限度額
12万5千円未満 10/10以内 10万円
12万5千円以上 4/5以内 50万円

申請は随時
　補助金の交付を希望する団体の方は、生涯学習課に
ある申請書や概要書などに必要事項を記入し、お申し
込みください。申請のあった事業を、市民協働による
まちづくり推進協議会で審査します。申請や相談は随
時受け付けています。
昨年度に行われた事業
●深良用水まつり
●みんなで話そう！女性にやさしい避難所ライフ
●親子のキラキラタイム
●おやこでたのしいじかん
●偕楽園不動の滝ライトアップイベント
●エコマルシェ
●市内の小学生および中学生と裾野市出身のアスリー

トとの交流会

市民恊働室
992-6900

みんなで話そう！女性にやさしい避難所ライフ

エコマルシェ
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危機管理課
995-1817

　梅雨の長雨の時期は大量の水分が土にしみ込み、土砂災害が発生する危険性
が高くなります。災害から身を守るためには、いつどこで災害が起きても対応
できるように、防災に対する意識を高めていくことが大切です。

土砂災害とは

　崖崩れや地滑り、土石流などの土砂災害は、すさま
じい破壊力をもつ土砂が、一瞬にして多くの人命や住
宅などの財産を奪ってしまう恐ろしい災害です。台風
や大雨などの多い傾斜が急な山がある地域では、その
地形的・気象的な条件によって、土砂災害が発生しや
すい環境となります。
　土砂災害が発生する前には、崖に亀裂ができたり、
地鳴りがしたりするなど、さまざまな前兆現象が現れ
ることがあります。前兆現象に気づいたら、周囲の人
にも伝え、すぐに避難することが大切です。

自宅周辺に
「土砂災害危険箇所」があるか確認を！

　自分の住んでいる周辺がどんなところか確認するこ
とが重要です。土砂災害の恐れのある地区は「土砂災
害警戒区域（イエロー）」や「土砂災害特別警戒区域
（レッド）」に指定されています。自宅周辺に危険箇
所があるかどうかは「防災マップ」「土砂災害ハザー
ドマップ」で確認してください。また市公式ウェブサ
イトからも確認できます。

http://www.city.susono.shizuoka.jp/kuras
hi/6/4/2793.html

 
　◀スマートフォンなどでの閲覧は
　　こちらから

雨が降り続いたら土砂災害警戒情報に注意
～早めの避難行動！！安全な場所で危険を回避～

　土砂災害警戒情報は、大雨による土砂災害発生の危
険が高まったときに発表される防災情報です。まも
メールや防災行政無線放送、テレビなどで確認できま
す。
　身の危険を感じたら、自らの判断で安全な場所に積
極的に避難しましょう。
　○区の避難場所に避難（集会所など）
　○市指定避難所に避難
　○近くの堅固な建物に避難
　○自宅の２階以上の崖から離れた部屋に避難

～市内の地形の特徴は～

　市内は山に囲まれ急勾配な川が流れています。
避難を効率的に行うため、日ごろから自分の生活
する場所がどのような地形か確認しておきましょ
う。
●山地に囲まれている
　富士山麓、愛鷹山麓、箱根山麓に面し、標高

78.5ｍから2,169ｍまでの広範囲にわたる地形
●川の流れが急勾配である
【黄瀬川】岩上橋（深良）から富二平橋（二ツ屋）まで
　　　　　距離▶約7.3ｋｍ、高低差▶約170ｍ
【佐野川】田向橋(須山)から千福橋(千福)まで
　　　　　距離▶約12.2ｋｍ、高低差▶約420ｍ
【大場川】市ノ瀬配水場下から中野橋（伊豆島田）まで
　　　　　距離▶約6.5ｋｍ、高低差▶約200ｍ

大場川

佐野川

黄瀬川
富士山

愛鷹山

土砂災害警戒区域（イエロー）

土砂災害特別警戒区域（レッド）

箱根山

崖崩れ・土石流の

土砂が到達する可

能性がある区域

到達した土砂で家屋が倒

壊する可能性がある区域

大場川

佐野川

黄瀬川
富士山

愛鷹山

土砂災害警戒区域（イエロー）

土砂災害特別警戒区域（レッド）

箱根山

崖崩れ・土石流の

土砂が到達する可

能性がある区域

到達した土砂で家屋が倒

壊する可能性がある区域
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大雨による土砂災害・水害に備える
土砂災害から身を守るために



フォトグラフ

今月の一枚 This month's best shot
撮影／小柄沢公園

川辺の涼風に揺れる紫のシャワー

マスコットに交通事故防止の願いをこめて ４月４日歌で新入園児童を歓迎 ４月３日

市役所東側にある小柄沢公園の藤棚が 4 月末から見頃を迎えま
した。藤棚の下にはベンチが置かれてあり、連休には家族連れやカッ
プルが紫色のシャワーを浴びながらお弁当を広げたり、さわやかな
風を感じながら語り合ったりしていました。

交通安全協会裾野分会から交通安全マスコット約 500 個が小学
新 1 年生に寄贈されました。毎年、女性部の皆さんが交通安全の
願いをこめ、手作りしています。今年はすそのんをかたどったデザ
インで、「右・左・よくみてわたろう」の言葉が添えられています。

市立保育園で入園式が行われました。西保育園では、先輩児童の
皆さんが「チューリップ」などを歌って迎えました。新入園児童は
お父さんやお母さんと一緒に園長先生の話しをしっかり聞き、先生
たちの「たくさん遊ぼうね」という言葉に笑顔になっていました。

Photograph ４月
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Photograph 2018.4

新入学おめでとうキャンペーン ４月５日

　春の全国交通安全運動の一環として、新入学児童に向けた交通安
全キャンペーンが市内小学校入学式に合わせ、今年は富岡第一小学
校で行われました。新１年生たちへ「車に気をつけてね」などと交
通安全を呼びかけ、啓発グッズをプレゼントしました。

富士山型のかわいいようかん ４月13日

古民家でJazzNight ４月14日 先人の偉業を地域で発信 ４月20日

　富士山資料館のイベントなどに役立ててほしいと、明治食品工業
㈱から「富士山羊かん」が300袋寄贈されました。保存が利くよう
かんは非常食としても活用できると話しました。ようかんは５月
13日㈰の富士山資料館開館40周年記念日に来館者へ配られました。

　市内の若手経営者など６人が一般社団法人南富士山シティを立ち
上げ、立ち上げ記念イベント「ふじやまJazzNight」が旧植松家住
宅で行われました。しっとりとしたジャズの音楽に包まれ、参加者
はグラスを傾けながら大人の時間を楽しみました。

　通水した日を記念し、第５回深良用水まつりが深良小学校グラウ
ンドを会場に行われました。通水時のいでたちでの仮装行列や早乙
女たちによるお田植え初め、ステージイベントなどで、世界かんが
い施設遺産「深良用水」を全国へ発信しました。

色とりどりの風船が青空へ ４月８日

　長泉町との住民交流イベント「サクラサクまつり」が、南部公園
ほか４会場開催されました。来場者はフードコートやステージイベ
ントを楽しみました。イベント終盤ではフラワーバルーンリリース
が行われ、たくさんの風船が青空へ吸い込まれていきました。

すそのんがとち介の誕生祭でPR ４月14日

　ゆるキャラユニット〝つぶらな瞳OST〟のメンバー〝とち介〟
の誕生祭「きゃわふぇすin栃木市」に、すそのんが出席しました。
ステージで多勢の家族連れ来場者を前に、富士山麓に広がる裾野の
観光スポットや魅力を紹介しました。
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相談件数は40件増加 ～架空請求相談が急増～

　昨年度の消費生活相談件数は、架空請求に関する相
談の大幅な増加で475件でした。
　最も多かった相談は、はがきやメールで身に覚えの
ない代金を請求されたという架空請求の相談でした。
消費料金などの未納があると書かれているはがきが、
公的機関のような名前で送られてきたという商品一般
の相談が124件、心あたりのないインターネット通販
会社やアダルトサイトから動画や利用料の支払いを求
められたという放送コンテンツの相談が63件ありま
した。その他には、健康食品、光回線の変更、多重債
務、LPガスの勧誘などいろいろな相談が寄せられま
した。

通信トラブル多発！
～「お試し」のつもりが解約できず～

　購入形態別にみると、通信販売が219件ととび抜け
て多くなっています。スマートフォンやタブレット端
末が身近になり、インターネットで趣味や、ショッピ
ングを楽しむという人が増加しているということがあ
ります。ネットで１回だけの「お試し購入」を申し込
んだつもりが定期購入だったとか、ネットオークショ
ンで商品を落札したが思っていたのと違ったが返品で
きない、サイトで購入し代金を払ったのに商品が届か
ないなどのトラブルが目立ちます。通信販売はクーリ
ング・オフ（無条件解約）がありません。契約条件な
どを慎重に確認してから契約してください。

60歳以上の相談が全体の60％

　年齢別をみると60歳代が138人、70歳以上が145
人で60歳以上の相談が全体の60％を占めています。
　架空請求の相談以外に、高齢者世代では、安くなる
と言われ光回線を変更したが安くならない、健康食品
が送り付けられた、布団の購入をきっかけに次々に勧
誘してくるなどの相談が多く寄せられました。契約し
たけれど解約したいという相談が298件ありますので、
セールストークにまどわされず冷静に判断してくださ
い。

トラブルにあわないために！！

　皆さんの周囲には、たくさんの情報があふれていま
す。消費者トラブルに巻き込まれないためには情報に
振り回されず、正しく判断する力が必要になります。
消費者トラブルにあわないために悪質商法の手口や契
約などに関する知識を身につけましょう。迷った時に
は、一人で判断しないで家族や
友人、消費生活センターなどに
相談してください。

平成29年度 販売購入形態別相談件数

0 50 100 150 200 250

店舗販売
通信販売
訪問販売
電話勧誘
訪問購入
マルチ関係

ネガティブオプション
無店舗・その他
不明・無関係

85

219
51

28

85

3

2
1

1

平成29年度 契約当事者の年齢別件数

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

不明・その他

9

18

28

36

43

58

138

145

　消費者の心理を巧みについた悪質商法やネットでのトラブルが次々と
おきています。どんなに用心していても日々の生活の中で、消費者トラ
ブルに巻き込まれる恐れがあります。消費者トラブルから身を守るため
に、不審なときはすぐに消費生活センターに相談して下さい。

消費生活センター
995-1854
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「自分だけは大丈夫」と思っていませんか
悪質商法はあなたを狙っています！！



防護柵の補助

　市では、有害獣から農作物を自己防衛する農家を支
援するため、防護柵を設置した場合、予算の範囲内で
補助金を交付しています。対象となる柵の種類は決め
られていません。農地の環境や対象となる有害獣にあ
わせて選択してください。ただし、鳥類用防護柵は除
きます。
●補助対象となる方
　次の全ての条件に該当している方です。
①市農地台帳に登録されている土地を耕作している方
②農家資格のある方
●補助金の額　～原材料費の1/2～
　柵設置にかかる原材料費の２分の１で、45,000円
が上限です。
※補助金の交付は１世帯同一年度につき１回限りです。
●申請方法　～申請は材料の購入前に～
　補助金の交付を希望する場合は、必ず防護柵を購入
する前に農林振興課へ申請が必要です。設置後に申請
しても補助金は交付されませんのでご注意ください。
　申請時に必要な添付書類など、詳しくは市公式ウェ
ブサイトをご覧ください。

餌場の放置や耕作放棄地が一因に

　鳥獣被害の拡大の要因として、野生動物の生息区域
が拡大していることがあります。人間がエサを放置す
ると、動物を集落に引き寄せ、被害を激化させる原因
となります。そのため、収穫しないと決めた野菜など
は、埋めるかコンポストを活用し、すぐに処分しま
しょう。
　また、耕作放棄地は草木が生い茂り、野生動物に
とって格好の隠れ家となっています。集落に野生動物
を近づけないためにも、地域ぐるみで声を掛け合い、
耕作放棄地を作らないようにすることが大切です。

人里に慣れさせないことが大切

　里に下りてきた野生動物を見て、「かわいい」「め
ずらしい」と見過ごし、追い払わずにいると、人馴れ
して、次々と人里に足を踏み入れてきます。そのよう
な事態を防ぐために、次のことに留意してください。
①野生動物を見かけたら、被害に直接関係ない人も含

め、すぐに追い払いましょう。
②野生動物の餌付けは絶対にやめましょう。

　野生鳥獣による被害が全国的に深刻化していま
す。市内でもシカ、イノシシ、サル、ハクビシン
などによる農作物の被害が多く報告されています。
市では、有害獣から農作物を守るため、防護柵を
設置する農家に補助金を交付しています。

農林振興課
995-1823

電気柵の安全確保　～電気柵には触れない、適切な設置を！～
　市内では、シカやイノシシなどの有害鳥獣対策のため、田んぼや畑に電気柵を
設置している場合があります。安全確保のため田んぼや畑に設置されている電気
柵には触れないようにお願いします。また、電気柵を設置している方は、電気柵
を安全に設置しているか、次のことを確認してください。
①人が容易に確認できるよう危険表示が行われているか
　※危険表示の札を紛失した方は、農林振興課で無料配布しています。
②電気柵用電源装置を使用しているか
③家庭用コンセントなど30V以上の電源から電気を供給しているときは、電流を弱める電源装置や漏電遮

断器を設置しているか
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田畑の防護柵に上限45,000円を補助
餌場の排除や、防護柵の設置などの自己防衛も大切です
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　６月１日㈮から７日㈭までは、全国統一の水道週間です。皆さんに
水道についてもっと知ってもらおうと始められました。
当市の水道水は、富士山の恵みの地下水を利用し、各家庭の蛇口へ給
水しています。水道水は、飲料水をはじめお風呂や炊事など私たちの
生活になくてはならない重要な役割を果たしています。この機会に、
水の大切さを考え直してみましょう。 上下水道経営課 995-1836

 水道の使用開始・中止のときには連絡を

　転入・転居などで、水道の使用を開始したり中止し
たりする場合は、次の内容を水道料金お客さまセン
ターへご連絡ください。
①住所、建物名称、部屋番号など
②使用者氏名
③引っ越し日（予定日）、引っ越し先
④連絡先
⑤料金の支払い方法など
※給水装置所有者に変更があったときは、名義変更の

届け出（要押印）が必要です。

水道料金お客様センター
995-1831

営業時間／８時30分～17時15分
　※土・日曜日、祝日を除く

深良215-22（水道庁舎１階）
 

※工事関係（申請などを含む）の業務は１階の上
下水道工務課、経営管理部門は２階の上下水道
経営課です。

使用開始・中止の申し込みは
インターネットで24時間いつでも

　水道・下水道の使用開始・中止の申し込みは、電話
の他にインターネットでもできます。インターネット
では、24時間いつでも申し込めます。
　インターネットでの開始・中止の申し込み受け付け
は、申し込み後、３営業日以内に内容を確認して成立
します。手続きの詳細は、市公式ウェブサイトをご覧
になり、ページから外部サイトにアクセスしてお申し
込みください。
※お急ぎの方は、水道料金お客さまセンターの営業時

間内に電話でお申し込みください。
http://www.city.susono.shizuoka.jp/kuras
hi/7/6/2525.html
◆携帯端末でも申し込み可能！
　市公式ウェブサイトから携帯電話専用のページ（外
部サイト）にアクセスしてください。二次元コードの
読み取り機能がある携帯端末などをお
持ちの方は、右記の二次元コードを読
み込むと、携帯電話専用のページに接
続できます。

 ｢裾野市の水」を販売中
販売は223箱限定！

　「裾野市の水」は富士山の恵みの水を
活用し、製造しています。販売機での販
売の他、箱単位でも販売しています。
容量／１本350ml
採水地／御宿北部配水場
販売数量／223箱
販売価格／１本100円、１箱2,400円（24本入り）
販売場所／水道庁舎、富士山資料館、鈴木図書館（自

動販売機）、市役所（自動販売機）　※箱売りは水
道庁舎のみです。
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6/1～6/7は水道週間
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インフォメーション

Information
日時　 会場　 対象　 定員　 内容　 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　

裾野駅西土地区画整理事業
計画の変更（案）の縦覧

　裾野駅西土地区画整理事業計画
の変更（案）の縦覧を行います。
事業の利害関係者は、意見書を提
出することもできます。

６月１日㈮～14日㈭
　８時30分～17時15分

区画整理課（駅西整備事務所）
区画整理課　994-1274

市認知症初期集中
支援チームを設置

　専門職がチームとなって、認知
症サポート医の協力を得ながら認
知症の方への早期対応に向けて、
相談を受けたりサポートしたりし
ます。

自宅で生活している40歳以上
の認知症が疑われる方で、次の
いずれかに該当する方

　●認知症の診断を受けていない方
または治療を中断している方

　●医療サービスや介護保険サー
ビスを利用していない方

　●何らかのサービスは受けてい
るが、認知症の症状が強く、対
応に困っている方
対象以外の方の認知症の相談も
受けています。
介護保険課　995-1821
　西・東地区：地域包括支援セン
ター　995-1288
　深良・富岡・須山地区：北部地
域包括支援センター　930-5800

JFAアカデミー福島女子チーム
ホームゲームを開催

　JFAアカデミー福島は、東日本
大震災後に福島県から県内に一時
避難し、当市の帝人アカデミー富
士で活動している女子サッカー
チームです。市内でホームゲーム
が行われます。応援にお越しくだ
さい。
●2018プレナスチャレンジリー
グ
時之栖スポーツセンター裾野グ
ラウンド天然芝

とき 対戦相手
６月３日㈰
14時

NGUラブリッジ
名古屋

６月17日㈰
11時

セレッソ大阪堺
ガールズ

運動公園陸上競技場

とき 対戦相手
７月１日㈰
11時

コノミヤ・スペラ
ンツァ大阪高槻

７月15日㈰
11時

吉備国際大学
Charme岡山高梁

●U-15プレナスなでしこアカデ
ミーカップ2018
帝人アカデミー富士グラウンド

とき 対戦相手
６月24日㈰
14時

伊賀フットボール
クラブくノー

９月17日㈪
10時

アルビレックス新
潟レディース
U-15

※時間はキックオフの時間です。
JFAアカデミー福島
　965-0155

東部わかちあい すみれ会

　大切な人を自死で亡くした方の
集いです。匿名や仮名での参加も
できます。

６月16日㈯
　13時30分～15時30分

ぬまづ健康福祉プラザ〔サンウェ
ルぬまづ〕（沼津市日の出町）
思いを語り合い、支え合います。
県精神保健福祉センター
　054-286-9245

認知症を語る会

　申し込みは不要です。直接会場
へお越しください。

６月１日㈮
　13時30分～15時

市民文化センター31会議室
認知症の方を介護している家族
の方など
介護家族の会（杉山）
　090-1984-9977
　社会福祉協議会　992-5750

「がん情報ギフト」展示

　「届けるを贈る 届けるを支え
る『がん情報ギフト』プロジェク
ト」で提供されたがんに関する冊
子のセットを展示します。

５月16日㈬～６月20日㈬
鈴木図書館１階展示コーナー
展示する冊子は、科学的根拠に
基づく確かな情報です。図書館
で信頼できるがん情報を得られ
るように展示します。
鈴木図書館　992-2342
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インフォメーション

Information

外国人相談

毎週水曜日　９時～12時
　※祝日、年末年始を除く

市役所１階市民相談室
スペイン語やポルトガル語で、
日本での生活に関する相談など
を受け付けています。
シビックプライド推進室
　995-1803

学校開放調整会議

　７月から８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

深良 ６月１日㈮ 生涯学習セ
ンター

須山 ６月５日㈫ 須山コミセン
東 ６月６日㈬

生涯学習セ
ンター西 ６月13日㈬

富岡 ６月14日㈭

時間はいずれも19時～
生涯学習課　992-6900

すみれ相談

　大切な方を自死で亡くした方の
相談に応じます。秘密は厳守しま
す。

とき 内容

６月６日㈬
県精神保健福祉セ
ンター（静岡市駿
河区有明町）

６月20日㈬
富士市健康福祉セ
ンター（富士市本
市場）

時間はいずれも13時～16時
県精神保健福祉センター

　054-286-9245

無線放送戸別受信機の貸し出し

　市では、無線放送で東富士演習場の演習通報や
市の行事予定、災害時の緊急情報などをお知らせ
しています。無線放送を聞くためには、戸別受信
機が必要です。希望する世帯主の方に、無償で１
台貸し出しています。

市に住民登録のある世帯主の方 ※１世帯１台
新規の貸し出し▶はんこ（認め印可）

　転出・転居▶戸別受信機
転入などで新たな貸し出しを希望する方や、市
外へ転出する方、市内で転居する方は、戦略広
報課で手続きをしてください。 

■故障かなと思ったら確認を

●電源を入れ直す▶本体右側面にある、スイッチ
を入れ直してください。

●アンテナを垂直に立てる▶ロッドアンテナは、
垂直にいっぱいまで延ばしてください。

●置き場所を変える▶家屋の構造上、屋内に電波
届きにくい場合があります。他の電化製品（テ
レビ、LED電球、無線LANなど）の電波の影
響の少ない所で、市役所がある方角の窓の近く
に設置してください。

●電池が液漏れしていないか確認▶長期間電池を
入れたままにしていると、液漏れして故障する
ことがあります。コンセントを使用する場合は、
電池は入れないでください。

●天気や大気の状況が受信に影響します。天気が
悪いときや季節によって、電波が届きにくくな
り、雑音が多くなったり、音声が途切れ受信で
きなくなったりする場合があります。

●放送時間以外のときに「電源／受信」のランプ
がオレンジ色の場合、電化製品などの影響を受
けているか故障している可能性があります。

●改善しない場合は戦略広報課へご連絡ください。
戦略広報課　995-1802

アンテナは
垂直に立てる

電源 / 受信
ランプ

◀スイッチ
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お知らせ

わたしの主張裾野市大会

　市内の小・中学校、高校の代表
者が、日常生活で考えていること
を発表します。入場は自由です。

６月３日㈰
　９時30分～12時30分

市民文化センター多目的ホール
生涯学習課　994-0145

伊豆中央高校吹奏楽部
定期演奏会

５月27日㈰　14時～
　※開場▶13時20分

三島市民文化会館大ホール
指揮／藤田光介さん
曲目／アルセナール他

前売り券300円、当日券500円
伊豆中央高校　949-4771

受動喫煙の害を防ぎましょう

　５月31日は世界禁煙デー、５
月31日から６月６日までは禁煙
週間です。
　喫煙は、歯周病や心筋梗塞、が
んのリスクを高めます。また、た
ばこの煙を自分の意志とは関係な
く吸い込んでしまうことを「受動
喫煙」といいます。受動喫煙は、
空気清浄器やマスクで防ぐことが
できません。ベランダで喫煙して
も、室内に煙が入り込みます。電
子たばこも煙は目に見えにくいで
すが、害は同じです。
　自分や周りの方の健康を守るた
め、喫煙を控えたり、喫煙機会や
場所を考え、周りの方に配慮しま
しょう。禁煙を考えている方は、
一人で悩まず。医療機関に相談し
ましょう。
健康推進課　992-5711

年金相談

　年金事務所の職員が、諸届け出
の受け付けや手続きの相談に応じ
ます。

６月28日㈭　10時～13時
市役所１階市民相談室
14人程度（先着順）
６月14日㈭
国保年金課　995-1813

電波のルールを守りましょう

　電波の利用にはルールがありま
す。原則、免許が必要です。無線
機器を使用するときは、必ず「技
適マーク」が付いているか確認し
てください。外国規格の無線機器
は、防災行政用無線やテレビ放送
などに妨害を与える恐れがあり、
国内では使用できません。
総務省東海総合通信局
　不法無線局の相談：052-971-
9107
　テレビなどの受信障害の相談：
052-971-9648

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。

とき ところ

６月６日㈬
東部健康福祉セン
ター福祉課（沼津
市高島本町）

６月７日㈭・
14日㈭・25日
㈪

県精神保健福祉セ
ンター（静岡市駿
河区有明町）

時間はいずれも13時～16時
相談日の前日
県精神保健福祉センター

　054-286-9245

ひきこもり家族教室
（基礎講座）

　ひきこもりについて、家族に学
習の機会と話し合いや情報交換が
できる場を提供し、家族が問題解
決の方法を見出すきっかけにしま
す。

とき 内容

７月24日㈫

ひきこもりの基礎
知 識 、 グ ル ー プ
ワーク
講師：精神保健福
祉センター職員

８月28日㈫

具体的な家族の対
応、グループワー
ク
講師：NPO法人
職員

９月25日㈫
支援窓口について、
グループワーク
講師：就労支援機
関職員

時間はいずれも13時30分～16時
東部総合庁舎（沼津市高島本町）
ひきこもりの状況にある18歳
以上の方がいる家族で、初めて
この教室に参加する方　※過去
に統合失調症などの治療が有効
な精神疾患を診断された方を除
く
事前に保健師や精神保健福祉士
が家族と個別面談を行います。
面談の日時は申し込み時に決定
します。
県東部健康福祉センター

　福祉課　920-2087
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富士山すその阿波おどり大会
実行委員

　９月１日㈯にすその駅前商店街
などで開催される、富士山すその
阿波おどり大会を盛り上げる実行
委員を募集します。

実行委員会へ電話またはメール
でご連絡ください。
７月31日㈫
富士山すその阿波おどり
　大会実行委員会（木村）
　090-1476-5659
fuji_susono_awa@yahoo.
co.jp

精神保健福祉総合相談

　精神科医師による個別相談を行
います。精神疾患と精神障害の早
期発見、早期治療、再発予防、社
会復帰を促進し、精神的健康の保
持増進を図ります。

５月23日㈬
三島市保健センター（三島市南
二日町）
対応者／委嘱を受けた非常勤の精

神科医師、東部保健所福祉課の
保健師や精神保健福祉士など
県東部健康福祉センター

　福祉課　920-2087

JAなんすん「なるほど農業塾」
農業基礎講習会の受講者

とき 内容

６月20日㈬ 病害虫対策と管
理作業

８月22日㈬ 秋冬野菜の播種
と定植後の管理

９月19日㈬ 病害虫対策と管
理社業

11月21日㈬ 農産物の流通と
販売

時間はいずれも９時30分～
プラサヴェルデ（沼津市大手町）
新規就農者、定年帰農者、これ
から農業を始めたい方など
JAなんすん各店舗で所定の申
込書に記入し、提出してくださ
い。
駐車場を利用する場合の駐車料
金は、自己負担です。
JAなんすん営農生活部
　営農支援課　933-7008

富士山の写真を自慢
「投稿フォトギャラリー」

　市公式ウェブサイトの富士山ラ
イブカメラサイトに「自慢の富士
山投稿フォトギャラリー」が設置
されています。市内から撮影した
富士山の写真を投稿し、裾野の魅
力、富士山の魅力を伝えませんか。
投稿できる作品／市内で撮影され

た富士山の写真
投稿情報／撮影日、撮影場所、投

稿者名（ニックネーム可）、コ
メント　※サイト上に公開され
ます。
投稿方法／市公式ウェブサイト内

の富士山ライブカメラサイトの
「自慢の富士山 投稿フォト
ギャラリー」にある専用フォー
ムから投稿してください。
注意／●応募者以外が所有する権

利を侵害するものや法律・公序
良俗に反するもの、一般的に立
ち入り禁止に指定されている場
所で撮影されたもの、著しく加
工した写真は応募できません。
●写真に人物が含まれる場合、
その肖像権は応募者の責任で承
諾を得られたものとし、肖像権
侵害などの問題には、主催者は
一切の責任を負いません。●写
真の著作権は応募者に帰属しま
すが、裾野市のPRのための媒
体に活用することを許諾するも
のとします。●投稿写真は、応
募状況、内容を市が確認の上、
掲載の可否を決定します。●写
真が投稿された時点で、記載の
注意事項全てについて承諾され
たものとみなします。
●写真は、スマートフォンで撮
影したもので構いません。
戦略広報課　995-1802

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 !!
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お知らせ

しずおか市町対抗駅伝
合同強化練習

　12月のしずおか市町対抗駅伝
に向けて、陸上長距離の合同練習
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。

５月20日㈰９時～11時、６月
９日㈯・７月14日㈯・８月12
日㈰17時～19時
運動公園陸上競技場
市内に住んでいるか通勤・通学
している小学生以上の方
裾野市チームのコーチが陸上競
技（中・長距離）を指導します。
９月以降も開催します。
生涯学習課　992-6900

駿東地域職業訓練センター
７月講座

●特別教育・安全衛生教育▶職
長・安全衛生責任者（建設業対
応）、伐木作業の安全衛生講習
（中小径木対応）、刈払機取扱
作業者安全衛生教育、クレーン
運転特別教育（５t未満）●パソ
コンコース▶パソコン入門、ワー
ド基礎・活用、エクセル基礎・活
用、パワーポイント基礎、アクセ
ス基礎、夜間パソコン入門、夜間
ワード・活用、夜間エクセル基
礎・活用、夜間パソコン財務会計
（奉行i10使用）●カルチャー

コース▶アロマ教室、手作り木綿
ぞうり教室、フラワーアレンジメ
ント、絵画教室、書道教室
駿東地域職業訓練センター　
0550-87-3322

福祉サービス第三者評価調査者
養成研修受講者

８月20日㈪～９月28日㈮のう
ち６日間

県総合社会福祉会館（静岡市葵
区駿府町）ほか
●組織運営管理業務３年以上の
経験者●福祉、医療、保健分野
の有資格者または学識経験者で
当該業務の３年以上の経験者
３万円
６月29日㈮
県福祉指導課

　054-221-2325

６月　水道工事当番店
※工事、修理は有料です。

２日㈯ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

３日㈰ ㈲北住設機器
☎993-1250

９日㈯ 工管設
☎993-1603

10日㈰ ㈲井上設備工業
☎997-4578

16日㈯ ㈲アサヒ住設
☎997-3933

17日㈰ 杉山産業
☎992-1131

23日㈯ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

24日㈰ 山崎設備
☎997-6766

30日㈯ ㈱小島屋商会
☎998-0019

データバンク
５月１日現在

３日㈰ わたしの主張裾野市大会
10日㈰ 健康と歯のフェスティバル

11日㈪～
28㈭ 市議会６月定例会

26日㈫ 富士山資料館入館料無料

６月　カレンダー

人　口　52,389人	 （＋57人）
　男　　26,615人	 （＋41人）
　女　　25,774人	 （＋16人）
世　帯　21,767世帯（＋77世帯）
内、外国人	 811人	469世帯

６月　税金・料金
納付期限：７月２日㈪

市県民税� 第１期分

水道料金・下水道使用料� 第２期分
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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

６月前期の救急協力医

日 内 科 外 科 小 児 科

1 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 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

2 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 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

3 ㈰

つかだ医院 983-1577 堂庭 西方外科医院 921-1333 共栄町

なおきクリニック 929-8555 東椎路 よざ小児科医院 967-5722 原

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

4 ㈪ 清流クリニック 941-8688 堂庭 田沢医院 962-1205 大手町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

5 ㈫ 杉山医院 972-3223 伏見 香貫医院 931-2465 本郷町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

6 ㈬ 小林医院 966-7700 今沢 白石医院 951-4593 市道町 田中医院 921-2053 高島町

7 ㈭ 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

8 ㈮ 高桑医院
岩波診療所 997-0486 岩波 萩野クリニック 966-7111 根古屋 まるやま

小児科医院 981-8577 堂庭

9 ㈯ 沼津リハビリ
テーション病院 931-1911 上香貫

　蔓陀ヶ原 聖隷沼津病院 952-1000 松下 坂小児科医院 931-3233 下香貫
前原

10 ㈰

森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 守重医院 931-2511 我入道

江川

本村クリニック 969-0001 大塚 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

新井内科
クリニック 992-0811 久根 御成橋栄クリニック 952-2525 八幡町

11 ㈪ 髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町 よざ小児科医院 967-5722 原

12 ㈫ 柿田川医院 973-3601 柿田 青木整形外科医院 922-0521 高島町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩
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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

６月前期

13 ㈬ 森岡医院 962-1084 大岡 松原医院 962-1496 白銀町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

14 ㈭ 南一色セントラル
内科 980-5777 南一色 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

15 ㈮ 大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 ふじわら

クリニック 924-8777 寿町 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

3 ㈰ 里和耳鼻咽喉科医院
0545-23-1133 伝法

小野眼科クリニック
929-1881 高島町

岩端医院
962-1368 大手町

しぶやデンタルクリニック
995-4618 平松

10 ㈰ なめり竹山耳鼻咽喉科
980-4133 納米里

矢田眼科クリニック
962-2006 三枚橋町

沼津市立病院
924-5100 東椎路

さいとう歯科医院
933-3918 徳倉

清水町　 長泉町　 沼津市　 裾野市　 富士市
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市立鈴木図書館
992-2342

2018
年

 
N
o.1355

5
月15

日
号

佐々木　奏
か な と
斗くん

（２歳４カ月・中丸中） 神谷　ゆいちゃん
（２歳９カ月・今里上）

石塚　紗
さ ら
良ちゃん

（２歳６カ月・トヨタ）

勝間田　啓
けいしょう
翔くん

（２歳５カ月・千福が丘）

三上　睦
あ つ と
人くん

（２歳５カ月・矢崎）

市内に住んでいる３歳
０カ月までの子ども
氏名、住所、電話番号、生
年月日を明記し、メール
でお申し込みください。
wagaya-star@city.
susono.shizuoka.jp
掲載枠に限りがありま
す。応募者多数の場合は
先着順に掲載します。

掲載写真募集

●友達以上探偵未満
著：麻耶雄嵩　KADOKAWA

●風は西から
著：村山由佳　幻冬舎

●ふたりみち
著：山本幸久　KADOKAWA

●凶犬の眼
著：柚月裕子　KADOKAWA

●乗客ナンバー 23の消失
著：セバスチャン・フィツェック　訳：酒寄進一　文藝春秋

●世界一おもしろい国旗の本
絵・文：ロバート・G. フレッソン　訳：小林玲子　河出書房新社

●さとやまさん
写真：今森光彦　文：工藤直子　アリス館

●たぬきの花よめ道中
絵：町田尚子　作：最上一平　岩崎書店

●じてんしゃがしゃがしゃ
絵：山本久美子　文：かさいまり　絵本塾出版

●そらからぼふ～ん
作：高畠那生　くもん出版

一般書

児童書

６月の休館日

●６月の行事予定
おはなしの会
 ２日㈯ 14時30分～ 本館1階おはなしのへや
 ９日㈯ 11時～ 文化センター図書室

親子おはなし広場
 ５日㈫ 10時30分～ 本館２階展示室

親子おはなしの会
 19日㈫ 10時30分～ 文化センター図書室

ファーストブック・セカンドブック
 13日㈬ ９時～12時 本館２階展示室
 20日㈬ 13時～16時 本館２階展示室

親子ふれあいデー
 ６日㈬ 10時～17時 本館２階展示室
 14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

４日㈪・11日㈪・18日㈪
21日㈭～29日㈮

新刊おすすめ本

●臨時休館のお知らせ
　鈴木図書館と文化センター図書室で、蔵書点検を行いま
す。次の期間は休館します。
と　き／６月21日㈭～29日㈮




