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すこやかタウン

　市内に住む清川さんは、８月１日㈰まで行われた、
全国高等学校総合体育大会陸上競技大会のやり投げ部
門で、自己新記録となる67.69メートルの記録を出し
優勝しました。
　清川さんがやり投げを始めた
のは、高校に入ってからです。
当時の顧問の先生の誘いで陸上
部に入りました。「やりの飛ん
でいく様子が面白そうでしたし、幼稚園から中学まで
やっていた野球に投げ方が似ていると思いやり投げを
選びました」と当時を振り返ります。
　やり投げは、ただ肩の力で投げるだけではうまく飛
ばず、走る力や跳躍力など、いろいろな要素の能力が
必要な種目です。清川さんは、分からないところを先
生に聞いたり、図書館でスポーツ科学などの本を読ん
で調べて理論を裏付けたりしながら練習のメニューを
自分で考えます。自分の中で見つけた課題を解決し、
試行錯誤を繰り返して記録を伸ばしてきました。今回
の大会では、直前の合宿で新しい知識と技術を自分の
ものにできたことが優勝の決め手になったそうです。
　「試合中に一番に考えることは、楽しんでやること
です。楽しんでいる時こそ、いい記録が出ます」と、
語る清川さん。練習も試合も、やり投げの全てを楽し
んでいるようでした。
　これからは、自己ベストを越え
る70メートル、そしてさらに先
の記録を目指して、高校卒業後も
大学でやり投げを続けていくそう
です。「日の丸を背負ってみたい
です」と大きな目標を語りました。

県立小山高等学校　３年生
清川　裕

ひ ろ や
哉さん（18歳・須山六）

susonobito No.30

表紙　Front cover

　７月24日㈯、東京2020オリ
ンピック自転車競技ロードレー
ス（男子）が行われました。市
内では須山地区内がコースの一
部となっていて、各国の選手の
集団が厳しい上り坂を駆けあ
がっていきました。

各国の代表が須山を走る
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　７月23日㈮に開幕し、８月８日㈰に閉幕した東京
2020オリンピック競技大会。当市では、６月25日㈮
に聖火リレー、７月24日㈯に自転車競技ロードレー
ス（男子）が行われました。コロナ禍でのオリンピッ
クとなりましたが、当市の歴史に新たな１ページが刻
まれました。

東京2020オリンピックの歩み
H25.９.７ 東京2020オリンピックの開催決定
H30.８.９ 自転車競技ロードレース（男子）の

コース決定（市内19.2kmがコースに含
まれる）

R元.12.17 聖火リレーの日程とコースが決定
R２. ３.20 東京2020オリンピックの延期が決定
R３. ３. １ 聖火リレートーチを市役所に展示
R３. ６.25 聖火リレー
R３. ７.24 自転車競技ロードレース（男子）

産業振興課
　オリンピック・パラリンピック推進室
　995-1825オリンピック

やってきた！！

TOKYO 2020

が
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　国内では、3月25日㈭に福島県から始まった東京
2020オリンピック聖火リレー。市内でも6月25日㈮
に行われました。
　14時38分に運動公園陸上競技場をスタートした聖
火は、12人のランナーによってゴールとなったトヨ
タ自動車㈱東富士研究所第２駐車場までつながれまし

た。桜をモチーフにして作られた全長71cm、重さ
1.2kgのトーチを持って走ったランナーの皆さんは、
緊張しながらも楽しめたようです。第１走者を務めた
西中学校３年の益田紗華さんは「たくさんの方々の思
いが伝わってきました。聖火ランナーをやったことは、
一生自慢できます」と笑顔で話してくれました。

それぞれの想いを胸に聖火を運んだ12人のランナー

◀︎第１走者を務め
た西中学校３年の
益田紗華さん

▶︎第１走者から第
２走者へのトーチ
キス
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　男子ロードレースには130人がエントリー。
11時00分に東京都府中市の武蔵野の森公園を
スタートした選手たちは、14時30分ころ須山
にやってきました。先頭集団の５人が通過して
から約15分後にやってきたのは、約120人の
大集団。チームカーなども続き臨場感あふれる
迫力満点の光景でした。五輪史上屈指の山岳
コースといわれたレースを制したのは、エクア
ドルのリチャード・カラパス選手で、タイムは
６時間５分26秒でした。

◀︎日本からは、新城
幸也選手と増田成幸
選手が出場。新城選
手は、６時間15分38
秒で35位、増田選手
は６時間25分16秒で
84位でした。

▲選手にはチームカーが随行していました。 ▲上空にヘリコプターが飛行し、レースの様子を中継していました。

▲公式ライブサイト会場の須山地区研修センターでは、オ
リンピアンなどによるレースの競技ガイドが行われました。

▲富士裾野ビクトリーロードを走行する選手たち。残念
ながら富士山は見えませんでした。
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　来年度の保育園（市立・私立）・こども園・小規模保育所の入園児を募集します。
入園を希望する児童の保護者は、お申し込みください。

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

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

他、令和４年４月１日現在で65歳未満の同居の家
族等（児童・生徒・学生を除く）も保育の必要性を
確認するための書類を提出してください。

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

申し込み
　９月27日㈪からこども未来課、保育園、こども園、
小規模保育所で配布する申込書に必要事項を記入し、
第一希望園の受付期間に提出してください。本年度入
園待ちの人で、来年度も入園を希望する場合は改めて
お申し込みください。
受付期間
御宿台こども園、深良保育園、富岳台保育園、富岳
キッズセンターあい、さくら保育園、さくら保育園分
園、市外の保育園▶10月25日㈪～29日㈮
東保育園、西保育園、富岡保育園、富岳南保育園、に
こにこ園保育所、ひだまり保育園hagu、佐野かがや
き保育園▶11月１日㈪～８日㈪、（土日祝日除く）
受付時間／９時～12時、13時～17時
受付場所／市役所４階　402会議室

入園面接
　入園の申し込みをした人は、第一希望の園で入園面
接を受けてください。面接の時間は、申込書受付時に
決定します。決定した時間内に児童と一緒にお越しく
ださい。都合が悪くなった場合は、必ずこども未来課
へご連絡ください。
入園面接の日程

園名 日時

御宿台こども園 11月13日㈯ ９:30～11:30
13:30～15:30

深良保育園 11月16日㈫ ９:30～11:30

富岳台保育園 11月17日㈬ ９:30～11:30

富岳キッズセンターあい 11月19日㈮ ９:30～11:30

さくら保育園
さくら保育園分園※

11月20日㈯ ９:30～11:30
13:30～15:30

東保育園 11月22日㈪ ９:30～11:30

西保育園 11月24日㈬ ９:30～11:30
13:30～15:30

にこにこ園保育所※
11月26日㈮ ９:30～11:30

ひだまり保育園hagu※

佐野かがやき保育園※
11月26日㈮ 13:30～15:30

市外園※

富岡保育園 11月27日㈯ ９:30～11:30

富岳南保育園 11月27日㈯ ９:30～11:30

面接会場／各保育園・こども園
※さくら保育園分園を希望する人はさくら保育園で、

小規模保育所（にこにこ園保育所・ひだまり保育園
hagu・佐野かがやき保育園）または市外の保育園
を希望する人は市役所４階401会議室で行います。

受付時間／決定した時間の15分前まで
入園の決定
　２月上旬から中旬に、書面で通知します。
※令和４年５月～令和５年３月の間に入園を希望する

人は、入園希望月の前月25日ごろまでに電話で連
絡します。

令和４年度　保育園・認定こども園などの入園児を募集
申込書配布期間：９/27㈪～11/８㈪、申込書受付期間：10/25㈪～11/８㈪

こども未来課
　995-1822
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救急車の適正利用にご協力を
　富士山南東消防本部管内の令和２年中の救急搬送件
数は、7,652件(１日平均20.9件)でした。119番通報
で救急要請を受けると、対応可能な最も近くの救急隊
を出場させますが、出場件数が増加すると、遠くから
救急車が現場へ向かうため、本当に救急車が必要な人
のところへ到着するまでに時間がかかります。不要不
急の救急要請は、救急車が間に合わず、救える命が救
えなくなる危険性が高まるので、救急車の適正な利用
をお願いします。

予防救急で事故予防
　転倒や転落などの事故のけがなどで救急車で搬送さ
れてくる事例の中には、ほんの少しの注意や事前の対
策などの日頃からの心がけや環境づくりを取り組むこ
とで予防できることがあります。
　救急車が必要になるけがなどを、少しの注意や対策
で未然に防ぐことを、予防救急といいます。事故は、
身近で安全と思われがちな住宅で多く起きています。
普段の暮らしの中で、予防救急に取り組み、身近なと
ころから事故防止に取り組みましょう。一人一人が予
防救急に取り組むことで、救急要請件数が減少し、本
当に救急車が必要な人のもとにすぐ駆けつけることが
できるようになります。

家庭での事故原因と予防救急

転　倒

■段差につまずかないよう気をつけましょう
■転倒を防ぐために整理整頓を心がけましょう
■階段、廊下、玄関、浴室など滑り止め対策を
　しましょう

段差、玄関、廊下など

転　落

■階段などには手すりを配置しましょう
■ベッドにも転落防止の柵をつけましょう
■脚立などを使用して作業するときは補助者に
　支えてもらいましょう

階段、ベッド、椅子など

窒　息

■細かく調理。ゆっくりよく噛むことで窒息予防
■お茶などの水分を取りながら食事をしましょう
■急に話しかけて、あわてさせないように気を
　つけましょう

食物、薬等の包装など

ぶつかる

■慌てず、周りをよく見て行動しましょう
■通路などに物を置かないようにしましょう
■暗いところは十分な明るさを確保しましょう

家具、人、柱、ドアなど

　救急の日は、救急医療関係者の意識を高めるとともに、救急医療や救急業
務への国民の正しい理解と認識を深めることが目的と定められています。救
急搬送件数は、全国的に増加傾向です。救える命を救うために、私たち一人
一人ができることを考えてみましょう。

予防救急で防ぐ重大事故
９/９㈭は救急の日

富士山南東消防本部
　警防救急課
　972-5803

　救急テレホンサービスでは、自動音声通話

で、その日の外科、内科、小児科などの救急協

力医を案内しています。

　119番は、火災や救急などを要請するための

緊急通報用の電話回線です。救急協力医の問い

合わせは119番ではなく救急テレホンサービス

へお願いします。

救急テレホンサービス
　983-0115

救急テレホンサービスの活用を
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Photograph

　中央公園の佐野川で親子水生生物調査が行われまし
た。小学生11人、保護者、市内の企業関係者の総勢
31人が５班に分かれ、講師の指導の下、石の裏側に
いる水生生物を捕まえ調査しました。きれいな水に住
むヒラタカゲロウやサワガニが多く見つかりました。
これからも、きれいな川の水を保っていきたいです。

特派員：中村 隆司

きれいな水に住む生物を探そう （７月25日）

　コズミックカレッジ2021 in 裾野が市民文化セン
ターで開催され、25人の小・中学生が参加しました。宇
宙教育リーダーの指導のもと、ロケットの仕組みや打ち
上げ方法を学びながら、本物と同じ仕組みのモデルロ
ケット作りに挑戦しました。完成したモデルロケットが、
屋外の発射台から次々と打ち上げられると、子どもたち
から大きな歓声が上がりました。

コズミックカレッジ 2021 （７月22日）

2020-2021 NJCAAD1MEN'S SOCCER CHANPIONSHIP
(全米短期大学体育協会　１部リーグ　全米サッカー大
会)で準優勝したアイオワ・ウェスタン・コミュニ
ティ・カレッジに所属している三枝新汰選手が、市長
に成績などの報告を行いました。三枝選手は、昨年８
月にサッカー留学のため渡米しました。大会では、18
試合に出場、３ゴール７アシストで準優勝に貢献しま
した。これからの活躍が楽しみです。

三枝新
あ ら た

汰選手が表敬訪問 （７月20日）

　市制施行50周年記念事業すその子ども議会が、市
役所５階議場で行われました。議員となったのは、市
内の小学６年生９人。先生や保護者、友だちなど約
30人が傍聴する中、学習施設や公園などの整備、人
口減少対策、防災・交通安全対策など、市政全般にわ
たって提案や質問を行い、市長などが答弁しました。

すその子ども議会を開催 （７月28日）
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フォトグラフ

　市長会・町村会の依頼に基づき、大規模土石流で被
災した熱海市に、市税務課職員２人を派遣しました。
派遣期間は７月27日㈫から８月３日㈫までの８日間
で、被災した家屋の被害を調べ、全壊・半壊・一部損
壊などの程度を判定する住家被害認定調査などに従事
しました。派遣を終えた２人は現地での経験や、熱海
市内の様子などを市長に報告しました。

熱海市へ職員２人を派遣 （８月10日）

子どもたちが図書館の仕事を体験 （８月４日）

　鈴木図書館でなつやすみこども一日図書館員が開催
され、市内に住む小学生22人が参加しました。子ど
もたちは、午前の部、午後の部に分かれて図書館や公
民館内の見学をしたり、カウンターに入って本の消毒
や来館者からの本の返却・貸出業務を体験したりしま
した。今回の子どもたちは全員初参加で、貴重な体験
に目を輝せていました。

特派員：小林 建次

　裾野市、三島市、長泉町の２市１町で、富士山南東
スマートフロンティア推進協議会を発足し、発足会議
が富士山南東消防本部（三島市）で行われました。協
議会では、市町が連携し共に少子高齢化や行政のデジ
タル化などの地域課題の解決を図るため、首都圏から
の移住の促進やテレワークの推進、先端技術の活用な
どを検討します。これからの、よりよい地域づくりが
期待されます。

「ふじさんの火」をパラリンピックの聖火に（８月17日）

　東京2020パラリンピック聖火フェスティバル裾野
市採火式が、市庁舎前で開催されました。セレモニー
では、江森甲二さん（佐野）が2010年に採火し保管
していた『ふじさんの火』を、手をつなぐ育成会、身
体障がい者福祉会の会員、東中学校文化総合部の生徒
ら20人が手渡しリレーしました。『ふじさんの火』
は県内各地の火と合わせ『静岡県の火』として、聖火
リレーに使用されました。

2市１町で
新たな広域連携の取り組みがスタート（８月18日）
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　静岡がんセンターで開催する、公開講座の参加者を
募集します。がん医療の現状と展望を同センターの医
師らが解説します。講義は、インターネットの動画配
信で行います。

申し込み方法
メール、ハガキ、またはファクスに必要事項を記入

し、次の送り先へ提出してください。
必 要 事 項 ／ ①郵便番号・住所②氏名③生年月日

（西暦）④年齢⑤性別⑥職業(学校名)⑦電話番
号⑧ファクス番号⑨メールアドレス⑩視聴方法
※受付後、９月以降に随時、動画視聴URLなど
をメールか郵送で送ります。

送り先
410-8560　静岡新聞社・静岡放送東部総局「静岡
がんセンター公開講座」係
962-6752
toubugyoumu@shizuokaonline.com

講座日程と内容
開催日 テーマ 講師

1
10月

16日㈯

がん医療の最前線～治し、支えるために～ 山口 建 氏

新型コロナの最新の話 後藤 幹生 氏

2
11月

13日㈯

大腸がんの検診と内視鏡治療 堀田 欣一 氏

がん体験者の悩みＱ＆Ａの紹介 石川 睦弓 氏

3
11月

27日㈯

肺がん薬物療法の最新治療 村上 晴泰 氏

医療情報を得て活用するために
～患者向けがん薬物療法説明書の紹介～ 北村 有子 氏

4
12月

11日㈯

乳がん～検診と治療～ 高橋 かおる 氏

がんのリハビリテーション治療 伏屋 洋志 氏

5
12月

25日㈯

前立腺がんの最新治療 庭川 要 氏

造血器悪性腫瘍～最新治療の概要～ 池田 宇次 氏

6
1月

8日㈯

脳腫瘍の最新治療
～転移性脳腫瘍・グリオーマ～ 三矢 幸一 氏

最新のがん放射線治療 西村 哲夫 氏

7
1月

29日㈯

進歩する膵がん治療最前線 上坂 克彦 氏

がんの支持療法と緩和ケア 篠田 亜由美 氏

静岡新聞社・静岡放送東部総局　962-6520

静岡がんセンター公開講座
―知っておきたいがん医療最前線―

　新型コロナウイルスワクチンの集団接種と医療機関
での個別接種を行っています。接種を希望する人は、
予約してください。
ワクチン接種の対象年齢
集団接種／今年度16歳以上になる人（平成18年

４月１日以前に生まれた人）
医療機関での個別接種／今年度12歳以上になる人
（平成22年４月１日以前に生まれた人。12歳の人は
誕生日からおおむね２週間程度経過していること）

※１回目接種時に未成年の人は、集団接種では接
種時に保護者の同伴が必要です。個別接種でも
保護者の同伴が必要な場合がありますので、予
約時に連絡事項を確認してください。

※広報すその８月号８ページで、接種券送付の対
象年齢を「平成21年４月１日以前に生まれた
人」と記載しましたが、正しくは「平成22年４
月１日以前に生まれた人」です。おわびして訂
正します。

接種当日
　食事・水分をとるなど体調管理を行ったうえでお越
しください。
接種までの流れ
①受付▶書類・予約を確認します。
②予診▶体調や飲んでいる薬などを確認します。

心配なことがある人はこの時に相談してください。
③接種▶医師または看護師などが接種します。
④健康観察▶15分～30分待機をお願いします。

健康推進課　992-5711
　予約相談センター　0570-075673（ナビダイヤル）

※通話料がかかります。

新型コロナワクチン接種12歳以上を対象に予約受付
体調を整えて接種を

感染対策
ワクチン接種を行っても感染対策は引き続き必

要です。接種完了後も気を緩めることなく、混雑
した場所を避け、身体的距離の確保、手洗い・う
がいを行うなど対策を徹底してください。
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Information

おしらせ
美化センターへのごみの直接持ち
込み休止
　施設の設備点検のため、ごみの
直接持ち込みができません。

９月29日㈬
美化センター　992-3210

学校開放調整会議の中止
　緊急事態宣言の発令を受けて、
学校開放事業での学校施設の貸し
出しを、当面の間中止します。ま
た、新規の利用受付も併せて中止
します。
　再開が決まり次第、市公式ウェ
ブサイトなどでお知らせします。

生涯学習課　992-6900
屋外広告物適正化旬間
　屋外広告物の設置者に適正な安
全管理の啓発を行います。
屋外広告物設置の際の注意／●店

舗や事務所の看板などの広告物
の表示は、一部を除き事前に許
可が必要です。●広告物は地域
ごとに定めた面積・高さ・色彩
などに関する基準に適合させて
ください。●広告表示者は、広
告物の安全確保に努め、適正な
維持管理を行ってください。
９月１日㈬～10日㈮
まちづくり課　995-1829

国保高齢受給者証の交付
　10月１日㈮から対象となる人
に、９月中旬に国民健康保険被保
険者証兼高齢受給者証を郵送しま
す。

昭和26年９月２日～10月１日
に生まれた人
国保年金課　995-1814

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

10月28日㈭　10時～15時
市役所地下会議室Ｂ
16人程度（要予約・先着順）
10月14日㈭

国保年金課　995-1813
浄化槽パトロール
　市では、家庭からの生活雑排水
による河川の水質汚染を防ぐため、
下水道と合併浄化槽の整備・普及
を進めています。浄化槽（合併・
単独）が適切に維持管理されてい
るか確認するため、パトロールを
行います。身分証明書を携帯した
浄化槽協会会員の施工業者や市長
許可清掃業者が住宅を訪問します。
在宅である必要はありませんが、
敷地内に立ち入る場合もあります
ので、ご協力をお願いします。

令和４年２月28日㈪まで
生活環境課　995-1816

市民無料相談
９月21日㈫　10時～12時　

　受付▶９時30分～11時40分
市役所４階401会議室
●司法書士相談▶遺言、相続、
各種登記、成年後見業務などに
関する相談に司法書士が応じま
す。

　●法律相談▶各種法律の相談に
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。
行政相談は中止します。新型コ
ロナウイルス感染症拡大状況に
より、他の相談も中止する場合
があります。
戦略広報課　995-1802

北駿公立高校合同説明会
　裾野高校、御殿場高校、御殿場
南高校、小山高校の４校の合同説
明会です。事前の申し込みは不要
です。直接会場へお越しください。

９月27日㈪　18時45分～
市民文化センター34～36会議
室
中学３年生、保護者
①全体会▶校長代表挨拶、学校
概要説明②学校別説明会▶高校
生活、入学者選抜などに関する
個別説明会
御殿場南高校　0550-82-1272

9月10日は下水道の日
－下水道の適正な利用と接続を－
　家庭などから下水道に異物を流
してしまい、下水道施設の修繕が
必要となる場合があります。昨年
度はタオルや靴下などの布類が下
水道施設に絡まる事例がありまし
た。下水道施設の故障によりマン
ホールから汚水があふれ出す場合
もあります。下水道の適切な利用
をお願いします。
　市内で下水道が使用できる区域
に住んでいる人で下水道への接続
が完了していない人は、早急に公
共下水道への切り替えをお願いし
ます。接続工事は、各家庭で市が
指定した排水設備指定工事店に依
頼してください。

本年度は新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、街頭啓発活
動は行いません。
上下水道経営課　995-1836

　新型コロナウイルス感染症
対策のため、掲載したイベン
トや講座などを中止・延期す
る場合があります。
　詳しくは、市公式ウェブサ
イトをご覧になるか、問い合
わせ先に確認してください。
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おしらせ
就学児童の健康診断
　令和４年度に小学校に入学する
児童の健康診断を行います。

①10月７日㈭　②10月14日㈭
対象校区／①東小、富岡第一小、

富岡第二小、向田小、須山小
　②西小、深良小、千福が丘小、

南小
市民文化センター
令和４年度に小学校に入学する
児童
●対象者には事前にハガキでお
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。●感染症対策のため、受付
を就学先の小学校別に時間差で
行います。
学校教育課　995-1838

教室・講座
認知動作型トレーニングマシン教
室
コースと日程／●初心者教室㈫▶

10月５日㈫～12月14日㈫　10
時30分～●初心者教室㈭▶10
月７日㈭～12月９日㈭　13時
30分～●初心者教室㈮▶10月
8日㈮～12月10日㈮　19時～
●スキルアップ教室㈫▶10月
５日㈫～12月14日㈫　９時～
　※いずれも全10回

市民体育館健康増進ルーム
中学生以上で医師による運動制
限がなく、自力で歩行動作がで
きる人
各コース5,000円
市民体育館にある申込用紙に必
要事項を記入し、参加費を添え
てお申し込みください。
10月１日㈮
市民体育館　993-0303

募　集
市環境審議会公募委員
　市環境基本条例に基づき総合的
な施策の方針などを定めている第
２次環境基本計画の進捗状況を点
検・評価するため、公募委員を募
集します。

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

ベネフィ駿東会員
　ベネフィ駿東は、裾野市、御殿
場市、長泉町、小山町で働く人に
福利厚生を提供する公益財団法人
です。11月25日㈭までは会員拡
大キャンペーン中のため、入会金

が半額になります。
●事業所入会▶２市２町の中小
企業に勤務する人と事業主●個
人入会▶２市２町に住んでいて、
中小企業に勤務する人と事業主
（企業の所在地は２市２町内外
を問いません）
●提携施設サービス▶商店や遊
園地など約220施設の利用料金
の割引、補助券の発行●イベン
ト事業▶日帰りバスツアーやゴ
ルフ大会などのイベントへの会
員料金での参加●給付事業▶慶
弔金支給や宿泊費、人間ドック
費用の助成
●入会金▶１人につき500円
（キャンペーン期間外は1,000
円）●会費▶１人につき月額
1,000円
ベネフィ駿東　0550-87-7575
産業振興課　995-1857

防衛省採用試験（１次試験）
区分／①防衛医科大学校看護学科

学生②防衛医科大学校医学科学
生③防衛大学校学生（一般）

１次試験日／①10月16日㈯ ②10
月23日㈯ ③11月６日㈯、７日
㈰
①県立大学短期大学部（静岡市
駿河区小鹿）②もくせい会館（静
岡市葵区鷹匠）③東都大学沼津
キャンパス（沼津市日の出町）
高校を卒業した人または卒業見
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お知らせ

　込みの人で、令和４年４月１日
現在21歳未満の人
①10月６日㈬ ②10月13日㈬

　③10月27日㈬
自衛隊三島募集案内所

　989-9111
市優良広告景観賞
　富士山などの眺望景観や自然景
観に調和したデザインの広告物や、
景観形成に配慮し、まち並みと調
和したデザインの広告物などを優
良屋外広告物として表彰し、その
内容を広く公開します。
募集部門／①優良デザイン部門▶

市屋外広告物基本計画に定める
誘導基準を満たすなど良好な景
観形成に寄与し、まち並みにあ
わせ規模・形態・配置・内容・
色彩などを創意工夫したもの

　②景観協力部門▶市屋外広告物
基本条例施行後に既存不適格と
なった広告物、または県屋外広
告物条例施行規則の一部改正
（平成25年３月29日）後に既
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、許可不要となる規模で
新たに設置されたもの、または
景観に配慮し除却したもの

表彰／①最優秀賞、優秀賞、奨励
賞、感謝状②景観感謝状
応募用紙に必要事項を記入し、
写真を添付してまちづくり課に

直接またはメールで提出してく
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15日㈮まで
まちづくり課　995-1829

市民ソフトボール大会、ファミ
リーバドミントン大会の中止
　10月10日㈰に予定されていた
市民ソフトボール大会と、10月
17日㈰に予定されていたファミ
リーバドミントン大会は、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため
中止します。

市民体育館　993-0303
アマチュア無線第４級標準コース
講習会
　講習期間は２日間です。どなた
でも申し込みできます。

11月14日㈰・20日㈯
　いずれも８時30分集合

市民文化センター
40人
23,150円（18歳以下は9,850
円）
顔写真３枚（縦30ミリ、横24
ミリ）、住民票１部、84円切手
２枚、筆記用具
申込用紙をお送りしますので、
電話で請求してください。　※

　（一財）日本アマチュア無線振
興協会のホームページからイン
ターネットでのお申し込みもで

きます。
11月８日㈪　※定員に達した
時点で受付を終了します。
受講者は必ずマスクを着用して
ください。
富士裾野アマチュア無線クラブ
（廣瀬）　997-4195

子ども体験教室「プログラムでロ
ボットを動かそう！」
　レゴロボットでロボットやプロ
グラミングを学習しましょう。

10月16日㈯　①９時30分～
12時 ②13時30分～16時
生涯学習センター学習室１
市内に住んでいる小学４年生～
小学６年生
各12組（24人）　※応募者多
数の場合は抽選
金井徳兼さん（神奈川工科大学
教授）ほか
１人300円　※当日徴収します。
筆記用具、水筒、マスクなど
件名を「裾野市子ども体験教室
への参加」とし、参加者の氏名、
小学校名、学年、電話番号、参
加の部（午前、午後）を入力し
メールでお申し込みください。
当日は２人１組で実施します。
できるだけ兄弟や友達などでお
申し込みください。
神奈川工科大学電子ロボ実行委
員会　046-291-3244
nkanai0807@gmail.com
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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：９月30日㈭
国民健康保険税	 第３期分

介護保険料	 第３期分

後期高齢者医療保険料	 第２期分

９月の税金・料金

人口 50,660人
男性 25,699人　女性 24,961人

人口統計　８月１日現在募　集
男女共同参画推進委員会委員
　男女共同参画推進のための基本
的指針となる「市男女共同参画
プラン『はじめのいっぽⅣ（仮
称）』」の計画策定に広く市民の
意見を反映させることを目的に、
公募委員を募集します。
任期／１年（10月１日～令和４年

９月30日
市内に住んでいるか通勤・通学
している満20歳以上の人
若干名（応募用紙により選考）
戦略広報課にある応募用紙に必
要事項を記入し、直接、郵送ま
たはメールでお申し込みくださ
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。
９月17日㈮必着
戦略広報課　995-1803
susonon@city.susono.

　shizuoka.jp
大人のテニスコミュニティ会員
　健康的な身体作りと仲間づくり
をしながら、楽しくテニスに打ち
込むコミュニティです。

毎週㈪　14時～15時30分
市民体育館テニスコート

30人
18歳以上の男女
小野和男さん（トキワクラブ伊
豆高原代表）
4,950円／月　※体験無料
ラケット、シューズ、タオル、
飲み物、着替え
申込みは随時受け付けています。
電話かメールでお申し込みくだ
さい。
アスルクラロスポーツクラブ

　裾野総合スポーツクラブ
　929-8633

ko-yamamoto@azul-claro.jp
訪問介護セミナー東部
　訪問介護のやりがいや楽しさ、
おもしろさを知っていただくセミ
ナーです。

10月７日㈭・実習・21日㈭　
９時45分～11時45分　※実習
日は１日目と３日目の間の希望
日で３時間程度
プラサヴェルデ（沼津市大手町）
看護職の資格を持つ人
開催日の前日（無料託児を希望
する人は10日前）までに電話・
ファクスでお申し込みください。
（一社）県訪問介護ステーショ
ン協議会　054-297-3311
054-297-3312

受付時間：８時30分〜17時

４日㈯ ㈱中川商店
☎993-1555

５日㈰ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

11日㈯ 鈴鹿建設㈱東富士支店
☎997-2704

12日㈰ 鈴木住宅設備
☎993-3901

18日㈯ 小川設備工事店
☎993-2074

19日㈰ 田央設備㈲
☎997-5175

20日㈪ 杉山産業
☎992-1131

23日㈭ ㈲北住設機器
☎993-1250

25日㈯ 高橋設備
☎993-1336

26日㈰ ㈲M･Kアクアサービス
☎992-6599

※工事・修理は有料

９月の水道工事当番店
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市立鈴木図書館　☎ 992-2342
文化センター図書室　☎ 993-9305

９月
２日㈪・10日㈫・16日㈪
23日㈪・26日㈭・30日㈪休館日 ６日㈪・13日㈪・21日㈫
24日㈮・27日㈪休館日

一般書
	 ●亜ノ国へ　水と竜の娘たち　
  著：柏葉幸子　KADOKAWA

	 ●明日は結婚式　著：小路幸也　祥伝社

	 ●水たまりで息をする　著：高瀬隼子　集英社

	 ●オーバーヒート　OVERHEAT
  著：千葉雅也　新潮社

	 ●Phantom　著：羽田圭介　文藝春秋

児童書
	 ●ぱったんして　作：松田奈那子　KADOKAWA

	 ●火星は…
  文：スザンヌ・スレード　訳：千葉茂樹　あすなろ書房

	 ●ぼくの弱虫をなおすには
  作：K.L.ゴーイング　訳：久保陽子　徳間書店

	 ●すいめん　写真・文：高久至　アリス館

	 ●ぼくは川のように話す
  絵：シドニー・スミス　文：ジョーダン・スコット　偕成社

新刊紹介

ワールドサッカーパーフェクトガイド
WORLD	SOCCER	PERFECT	GUIDE
著：Martin Cloake 、他　出版社：ポプラ社
　いろいろな国のサッカーについて書いてあり、興味深い内容
です。そして分かりやすいので、おすすめです。

図書館利用者

小嶋 琉
りゅう

生
せい

さん
（９歳・石脇）

新着DVD

	 ●おしりたんてい	11／
	 　ププッワナだらけのジャングル　   
  日本コロムビア

	 ●人体のサバイバル！　東映

	 ●新解釈三國志　バップ

	 ●空色いぶき　バンダイナムコアーツ

おしらせ
　新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、行事を全て中止
することになりました。詳しく
は、図書館ウェブサイトをご覧
ください。
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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

September９月

日 内 科 外 科 小児科
1 ㈬ 境医院 975-8021 竹原 さくら胃腸科・

外科 994-1008 御宿 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

2 ㈭ いずみ内科
クリニック 993-4760 茶畑 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

3 ㈮ 花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 清水館医院 993-2323 茶畑 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

4 ㈯ 池田病院 986-1212 本宿 池田病院 986-1212 本宿 桜ヶ丘こども
クリニック 983-0833 谷田

5 ㈰

おぐち医院 992-6611 深良 守重医院 931-2511 我入道
江川

柿田川医院 973-3601 柿田 田中医院 921-2053 高島町

高田胃腸科・内科
クリニック 962-1410 仲町 西方外科医院 921-1333 共栄町

6 ㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 田沢医院 962-1205 大手町 スキップこども
クリニック 992-6303 茶畑

7 ㈫ 福士内科
クリニック 932-3553 下香貫

藤井原
大沢ハート
クリニック 929-1313 若葉町 クボタ小児科 975-7984 泉町

8 ㈬ 森医院 966-2017 石川 遠藤クリニック 975-8801 久米田 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

9 ㈭ 旭医院 966-0031 原 池田病院 986-1212 本宿 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

10 ㈮ おおい神経内科 922-8886 北高島町 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

11 ㈯ 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

12 ㈰

東名裾野病院 997-0200 御宿 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色

稲玉内科
クリニック 991-5111 伏見 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

髙遠内科
クリニック 926-8739 東椎路 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

13 ㈪ 薬袋内科
クリニック 933-0148 徳倉 五十嵐クリニック 934-6700 志下 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

14 ㈫ 大沢医院 931-1019 御幸町 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

15 ㈬ 森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 桑名眼科脳神経

クリニック 975-2200 久米田 田中医院 921-2053 高島町

16 ㈭ 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

17 ㈮ つかだ医院 983-1577 堂庭 守重医院 931-2511 我入道
江川 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

18 ㈯ 望星第一
クリニック 922-0222 柳町 池田病院 986-1212 本宿 函南平出

クリニック 978-1366 函 塚本

19 ㈰

大坂屋クリニック 995-3100 佐野 えがわ医院 921-5148 高島本町

鬼頭ハート
クリニック 999-4810 本宿 スキップこども

クリニック 992-6303 茶畑

かとう内科医院 946-5562 大岡 遠藤クリニック 975-8801 久米田

20 ㈪

須山診療所 998-0006 須山 御成橋栄
クリニック 952-2525 八幡町

岡田医院 921-5321 新宿町 ※三島メディカル
センター 972-0711 南本町

本村クリニック 969-0001 大塚 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

16
2021.9
広報すその



 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 ㈫ あきやま

クリニック 986-6000 下土狩 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

22 ㈬ 大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 白石医院 951-4593 市道町 まるやま小児科

医院 981-8577 堂庭

23 ㈭

新井内科
クリニック 992-0811 久根 池田病院 986-1212 本宿

さとやま整形外科
内科 939-8031 東原 西村医院 971-6510 下土狩

村岡内科
クリニック 954-2000 大岡 さとやま整形外科

内科 939-8031 東原

24 ㈮ あそうクリニック 929-7575 筒井町 鈴木医院 993-0430 佐野 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

25 ㈯ 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場

26 ㈰

田中クリニック 992-1881 伊豆島田 田中クリニック 992-1881 伊豆島田

望月内科医院 931-5362 下香貫
宮脇 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

森岡医院 962-1084 大岡 ひがしおかメディ
ケアクリニック 941-8269 柿田

27 ㈪ 清流クリニック 941-8688 堂庭 さとやま整形外科
内科 939-8031 東原 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

28 ㈫ 久道医院 986-6387 中土狩 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町 ※三島メディカル
センター 972-0711 南本町

29 ㈬ 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 田中医院 921-2053 高島町

30 ㈭ 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

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

5 ㈰ つちや耳鼻咽喉科医院
0545-30-8003 厚原

関眼科胃腸科医院
975-2381 東本町

かぬき岩端医院
932-8189 前原

ベルの木歯科
992-7777 深良

12 ㈰ 内藤耳鼻咽喉科クリニック
987-1717 桜堤

中ノ森眼科
921-3217 緑ヶ丘

沼津市立病院
924-5100 東椎路

しおみ歯科医院
992-0202 平松

19 ㈰ 里和耳鼻咽喉科医院
0545-23-1133 伝法

本多眼科医院
931-1519 御幸町

聖隷沼津病院
952-1000 松下

さなだ歯科医院
997-2100 御宿

20 ㈪ 三島耳鼻咽喉科クリニック
935-6681　　 下香貫樋ノ口

木村眼科
967-4611 原

ウスイクリニック
980-5580 下土狩

さきかわ歯科医院
976-8241 伏見

23 ㈭ 田中耳鼻咽喉科医院
975-0226 中央町

静岡医療センター
975-2000 長沢

いながきレディースクリニック 
926-1709 宮前町

杉沢歯科医院
975-4618 柿田

26 ㈰ 耳鼻科サイラクリニック
935-1133 市場町

永井眼科
980-1777 萩

安達産婦人科クリニック
976-0341 寿町

瀬川歯科医院
988-8904 桜堤

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
　９月20日㈪▶９時〜、21日㈫・28日㈫▶18時〜
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（３歳・佐野上宿）
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（２歳10カ月・上町）
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福祉保健会館　 健康推進課　992-5711

●乳幼児健康相談
27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

●すくすく授乳相談
21日㈫　14時～16時
授乳に関する相談を希望する人

●母子食事健康相談
27日㈪　13時～15時
妊産婦・乳幼児

●歯や口の健康相談
24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
27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

●１歳６か月児健康診査
14日㈫　12時45分～
令和２年２月生まれの人

●３歳児健康診査
16日㈭　12時45分～
平成30年８月生まれの人

※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。

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。


