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　今年も新米の季節となりまし
た。８月27日㈮、秋の気配が
徐々に感じられる中、深良地区
のほ場整備の終わった田んぼで
は、金色に実をつけたコシヒカ
リの稲刈りが行われていました。

（写真提供：廣瀬 篤さん）

稲刈りの様子を上空から

　市内の陸上クラブ（STFC）で中学生たちのコーチ
をしながら、自らも練習に励む山中嶋さん。７月22
日㈭に開催された第41回山梨マスターズ陸上競技選
手権大会で、M45クラスの800m、1,500mの２種目
で大会新記録を出して優勝。静岡県の記録も更新しま
した。「大人になると、諦めたり怠けてしまったりす
ることがありますが、子どもたちが純粋に練習に励ん
でいる姿を見ると、自分も力をもらえます。会社の陸
上クラブに所属していたときもありますが、歳を重ね
るごとに新たな目標ができるようになりました」と今
までを振り返ります。
　「コロナの影響で参加できる大会が少なくなってい
ますが、その分一つひとつの大会に集中して臨めるよ
うになりました」と山中嶋さん。現在は、12月４日
㈯に開催されるしずおか市町対抗駅伝出場に向けて調
整を続けています。過去
の大会でたすきをつない
だ仲間が成長し、箱根駅
伝に出場した姿を見たと
きは、非常に感慨深いものがあったといいます。
　「子どものころ、練習でいつも並走してくれた先生
のことを今でも大変尊敬しています。指導者としては、
市の陸上クラブから県大会、全国大会、箱根駅伝など
で活躍する選手を育てたいです。
競技者としては、残りの3,000m、
5,000mの記録更新に挑戦したい
です」と２つの目標を語ってくれ
た山中嶋さん。挑戦は続きます。

山中嶋 秀和さん（47歳・深良新田）

陸上競技2種目で県マスターズ記録を更新
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　新型コロナウイルスが変異し、全国的に感染拡大が続いています。
ワクチン接種が進んでいますが、ワクチンだけでは感染拡大を止め
ることはできません。自分の命・大切な人の命を守るため、感染対
策の徹底をお願いします。

新型コロナウイルスは変異する
　他のウイルスと同様、新型コロナウイルスも変異し
ます。現在は、県内感染者のほとんどがデルタ株に感
染しています。この他、アルファ株、ベータ株、ラム
ダ株などの変異株が存在しますが、今後も新たな変異
株が発生する可能性もあります。感染力の強弱はあり
ますが、どの変異株が流行しても基本的な感染対策を
行って、感染を防ぐことが大切です。

ワクチン接種後も感染の恐れあり
　全国的に新型コロナウイルスのワクチン接種が進み、
当市では、９月21日㈫時点で全市民の52％が２回の
接種を終えました。ワクチン接種には、ウイルスに感
染しても発症や重症化を防ぐなどの効果があります。
しかしながら、ワクチン接種で感染を完全に防ぐこと
はできません。接種が完了しても感染する恐れがある
ことを心に留めて行動してください。

感染対策の基本
　感染対策の３つの基本は、身体的距離の確保、マス
クの着用、手洗いです。新型コロナウイルスの流行が
長引いていますが、新しい生活様式を取り入れ、気を
緩めずに対策をお願いします。
新しい生活様式の実践例
・人との間隔は、２ｍ以上空ける。
・飲食時の会話を控える。
・県外への不要不急の往来を控える。
・公共交通機関では、会話を控える。混んでいる時間

帯は避ける。
・テレワークやローテーション勤務、時差出勤を行う。

会議はオンラインを活用する。
新型コロナウイルス感染症に関する情報
　国や県、市のウェブサイトやニュースなどで感染に関
する最新の情報を確認し、感染対策に役立ててください。

http://city.susono.shizuoka.jp/
　kenko/covid19/index.html

新型コロナウイルスワクチン接種後も感染対策を
　裾野市の新型コロナワクチン接種は、医療関係者、行政、ボランティアの協力で、かなり順調に進んで
います。県内で最も早く歯科医師が打ち手として参加し、接種が加速されました。
　コロナウイルス感染症は、感染から3～４日後に上気道炎・嗅覚障害
を発症し、感染から約10日後に呼吸器症状を発症します。デルタ株に感
染すると発症が早くなり、発症から1週間で重症化します。
　ワクチン接種後、抗体価は徐々に下がってきますが、接種後に感染す
るブレークスルー感染が起こってもほとんどの場合は重症化を免れます。
死亡率は0.001％未満です。しかし、感染や発症せず、ウイルスを保有
していることに気づかずにばらまいてしまう可能性があります。マスク
なしでの会話や３密な行動を避け、
引き続き感染対策をお願いします。

沼津医師会理事
医療法人社団 健樹会 杉山医院

院長 杉山 茂樹 さん

健康推進課　992-5711

TOP新型コロナ
自分の命・大切な人の命を守る行動を

特　集

S
写真提供：国立感染症研究所写真提供：国立感染症研究所
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〇公演当日１歳以上のお子様から人数に含みます。　
〇当選は、お一人様１公演となります。
〇同一電話番号や同一メールアドレスでお申込みいただいても１件として

扱います。
〇お申し込みの際に入力していただいた「希望公演回」の変更はできません。
〇ご応募いただいた人には受付確認メールをお送りします。
〇インターネットなどでの入場整理券の売買は固くお断りします。転売を

目的としたお申し込みであると判断した場合には、抽選対象外とします。
〇インターネット売買サイトや SNS などで、入場整理券の偽造や架空取引

応募者多数の場合は抽選となります。当選した人には座席を指定した入場整理
券を 11 月 4 日㈭に発送します（１枚の入場整理券で４人まで入場できます）。
当選しなかった人には、11 月５日㈮午後３時以降にメールでお知らせします。

主　　催　　裾野市・NHK静岡放送局

会　　場　　市民文化センター　多目的ホール

出　　演　　ガラピコぷ～の仲間たち（チョロミー、ムームー、ガラピコ）、うたのおねえさん
　　　　　　　　※「おかあさんといっしょ」に出演しているうたのおねえさんではありません。また、番組の収録はありません。

観覧申込　　入場無料　※事前に申し込みが必要です。
　　　　　　以下のＮＨＫホームページからお申し込みください。
　　　　　　【PC・スマホサイト】https://www.nhk.or.jp/shizuoka/getevent/
　　　　　　★ご入力いただく事項
　　　　　　①名前　②メールアドレス　③電話番号　④郵便番号・住所
　　　　　　⑤年齢　⑥希望公演回（１回目・2 回目）

開場／午後０時 30 分
開演／午後１時
終演／午後１時 45 分

開場／午後３時
開演／午後３時 30 分
終演／午後４時 15 分

に伴うトラブルが発生していますので、ご注意ください。
〇新型コロナウイルスの感染状況、荒天などの影響により公演を中止また

は内容を変更する場合があります。その際は NHK のホームページでお
知らせするほか、お申し込みいただいた際のメールアドレスにお知らせ
します。中止の場合、他の公演への振替はありません。また、感染状況
により、観覧いただける人の地域を一部制限する場合があります。

〇ご応募の際にいただいた情報は、NHK では抽選結果のご連絡、受信契約
者情報との照合、受信料のお願いやアンケートの送付などに使用させて
いただくことがあります。

ＮＨK エンタープライズ中部　　（052）952-7381（平日 午前 10 時～午後６時）
ＮＨＫ静岡放送局ホームページ　https://www.nhk.or.jp/shizuoka/
戦略広報課　995-1803（平日 午前８時 30 分～午後５時 15 分）

問合せ

ご注意

【締切り】　10月 13日㈬　午後 11時 59分

市制施行 50 周年記念・NHK 静岡放送局開局 90 年記念

１日２回公演

1回目

2回目

21日

特　集 市制施行 5 0周年記念事業

©NHK
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1.
明日晴れたら　　

「景ケ島（けいがしま）へ、行って
みようよ」
誘ったこと　覚えていますか？
笑っていたけど　
ドキドキ胸が張り裂けそうだったよ

「川が見たいわ　綺麗な水」
定輪寺寄って　時を止めて
助手席に座り　未来への交差点
語った夢は　紛れもなく今ね　

どこまでも　美しい　SHIZUOKA
離れない　離さない　SHIZUOKA
With you ,With you
50 年の歴史が映し出す
愛おしいこの街（裾野市）

五竜の滝（ごりゅうのたき）の
水飛沫は
あの日の二人へ　拍手を送ってる

「思い出の交差点」（裾野市オリジナル ver.） 作詞：近藤 薫
作曲：近藤 薫

　市制施行50周年記念事業として、市と㈱TOKAI
ケーブルネットワークが共同で“思い出の交差点”裾
野市ver.の歌詞を制作しました。
　「思い出の交差点」は、㈱TOKAIケーブルネット
ワークが企画・運営するカラオケ番組「トコカラグラ
ンプリ」の初代グランドチャンピオンの太田克樹さん
と２代目グランドチャンピオンのカテリンさんが歌う
静岡・浜松・三島を舞台にしたご当地ソングです。新
たに市制施行50周年記念に、市民から市内の思い出
のスポットを交えたエピソードを募集しました。22
人、25件の応募エピソードの中から作詞作曲家の近
藤薫さんが選考、アレンジして、裾野の魅力発信に繋
がるストーリー、歌詞を完成させました。
　地区の行事などにCDの貸し出しを行っています。
戦略広報課へお申し込みください。

思い出の交差点

2.
裾野駅前の交差点で
お父さんのこと考えてた
アイスと折り紙　駄菓子屋で買って
温もりの意味　教えてくれたよね

商店街を歩きながら
お母さんのこと思い出した
多分見つけたよ　幸せの交差点

（あなたが）歩き方を　教えてくれ
たから

どこまでも　美しい　SHIZUOKA
離れない　離さない　SHIZUOKA
With you ,With you
心に灯りを灯すような
愛おしいこの街（裾野市）

御殿場線で　岩波まで　
変わった景色も　守っていくから

3.
佐野原神社の河津桜　
花びらがそっと君の肩に
見渡してみるよ　思い出の交差点
あの日の君が　手招きをしてる

景色と共に　大人になり
いろんな笑顔覚えたけど
裾野で育てた　ぬくもりの交差点
きっと今なら心で笑えるわ

どこまでも　美しい　SHIZUOKA
離れない　離さない　SHIZUOKA
With you ,With you
ひらひらと桜が縁取るよ　
愛おしいこの街（裾野市）

躓
つまず

かぬように　
屏風岩（びょうぶいわ）へ
転びそな時は　手を差し伸べるよ

完成！ 裾野市オリジナル ver.

戦略広報課　995-1803
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富士山と、
自転車と、
旅に出る。 富士山の麓にある 4 市 1 町で構成される「富士山ネットワー

ク会議」。広域で連携し、よりよい住民サービスの提供に努め
ることを目的に活動しています。今回は各市町の自転車に関
する取組を紹介します。富士山周辺をサイクリングして、自
転車でしか見つけられない魅力を発見しませんか。

問合せ／戦略広報課　 995-1802　 992-1546　 kouhou@city.susono.shizuoka.jp

富士市 プロサイクリングチーム
と共存する自転車のまち

富士市では、令和２年にプロサイクリングチーム「レバンテフジ静岡」の拠点
事務所が市内に設立され、サイクルスポーツを通じた地域づくりに関する協定を
締結。レバンテフジ静岡とともに、自転車を活用したまちづくりを目指して様々
な取組を進めています。

また、11 月にはサイクリストの休憩・交流の場、市内自転車周遊観光拠点、
E
イ ー バ イ ク
-BIKE レンタルなどを行うサイクルステーションをオープンし、太平洋岸自転

車道での富士山を望みながらのプロとのサイクリングなど、レバンテフジ静岡と
共存する自転車のまちを目指していきます。

このほかにも地理的表示（GI）保護制度に登録された「田子の浦しらす」など、
富士市でしか味わえないグルメもたくさんあります。ぜひお立ち寄りください！

プロ選手が教える自転車教室

サイクルステーションイメージ

E-BIKEでのんびりまち巡り富士宮市
富士宮市では、観光地間の新しい移動手段や観光アクティビ

ティとして、16か所のレンタル施設でE-BIKEを借りられます。
E-BIKE とは、電動アシスト機能のある高性能なスポーツタ

イプの自転車で、１回の充電で 100 キロメートル以上走るこ
とができ、坂道の多い富士宮でのサイクリングに最適です。

レンタル施設を拠点に、E-BIKE でまち巡りをするスルガ銀
行㈱との共同企画「宮ぽた」が6月から始まり、自転車だから
こそ楽しめる風景やお店などを毎月 SNS で発信しています。

お勧めスポットに立ち寄りながら、E-BIKE でのんびり富士
宮を巡りませんか。 Facebook Twitter # 宮ぽた

富士山ネットワーク会議　広報研究会　共通紙面
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オリパラロードを
駆け抜けろ！小山町

東京 2020 オリンピック・パラリンピック自転車競技ロードでは、富士
スピードウェイ周辺がコースになりました。世界のトップアスリートが駆
け抜けた舞台で感動の追体験をしてみませんか？
　自慢の愛車はもちろん、もっと手軽に走りたいならレンタサイクルがお
勧め！ JR 御殿場線駿河小山駅前の F

フ ジ
uji-C

サ イ ク ル
ycle G

ゲ ー ト
ate では、E-BIKE のレ

ンタルを行っています。初心者から熟練者まで楽しめるお勧めのモデル
コースをご案内しているほか、シャワールームや軽食などサイクリストに
はうれしいサービスも充実。新商品のフジヤマフロートは、渇いた喉を爽
やかに潤してくれます。
　小山町でのサイクリングをぜひお楽しみください！ Fuji-Cycle Gate

オリパラコース

裾野市 富士山の自然を感じる
サイクリングコース

裾野市のサイクリングコースでのお勧めは、市の運動公園から富士山方
向に延びるパノラマロードです。目の前に広がる富士山に、春は菜の花や
桜、秋はコスモスと季節を感じながらサイクリングできます。パノラマロー
ド沿いにある日帰りの温泉施設、ヘルシーパーク裾野は、県内温泉施設の
中でも有数の泉質で、足湯で一休みしたり、サイクリングの後にゆっくり
汗を流したりすることができます。ヘルシーパークから８km ほど北上す
ると、東京 2020 オリンピック自転車競技ロードレース（男子）のコース
となった富士裾野ビクトリーロードがあります。途中に開催記
念スポットの記念碑があり、サイクルラックとベンチを利用し
て一休みできます。ここから見える富士山もまた格別です。 富士裾野ビクトリーロード

パノラマロード

東京2020オリンピック自転車ロード
レースコースをサイクリング！御殿場市

東京 2020 オリンピックで世界のトップアスリートが走った御殿場
市には、初心者からベテランまで楽しめる上級・中級・初級のサイク
リングコースが充実しています。

初級コースは、市内の観光スポットやグルメを堪能できる 60 キロ
メートル。中級コースは、市内スポット巡りから富士山南麓まで走行
し長尾峠までチャレンジする 100 キロメートル。上級コースは籠

かごさか
坂

峠や山中湖、富士山スカイラインなどを周遊する難関 140 キロメー
トル。

レベルに合わせて観光スポットや富士山の絶景を楽しみながらオリ
ンピックコースをぜひ堪能してください！

各コースの詳細はスマートフォン
アプリ「ツール・ド」から ▶︎

富士山ネットワーク会議　広報研究会　共通紙面



投票日
10月24日㈰　７時～20時
※第16投票区（十里木高原集会所）は19時まで

投票できる人
　当市で投票できる人は、次の全ての条件を満たす人
です。
・平成15年10月25日以前に生まれた人で、日本国籍

がある人
・令和３年７月6日以前から、引き続き当市の住民

基本台帳に記載されている人

期日前投票
　事情があって10月24日㈰に投票所に行くことがで
きない人は、期日前投票ができます。入場券裏面の期
日前投票宣誓書（兼投票用紙請求書）に必要事項をあ
らかじめ記入し、期日前投票所へお越しください。

10月８日㈮～23日㈯　８時30分～20時
市役所４階（土・日曜日は１階）

※10月23日㈯は、生涯学習センター１階でも投票で
きます。
新型コロナウイルス感染症を懸念する理由でも期
日前投票を利用できます。その場合は、入場券裏面
の事由番号は6号を選択してください。

投票所での新型コロナウイルス感染症対策
①投票所では選挙人の皆さんが安心して投票できるよ

うに、職員のマスク着用、手指消毒の徹底、記載台
の消毒や換気などの感染症対策を行います。投票  
用の鉛筆は、使い捨てのものを用意します。

②投票所での密を避けるために、期日前投票を積極的
にご利用ください。期日前投票所は、選挙期日が近
づくにつれ混雑している傾向です。また、休日より
平日、午前よりも午後が空いている傾向です。投票
所にお越しの際は、マスクの着用など感染症対策へ
のご協力をお願いします。

【参議院補欠選挙　期日前投票の混雑予想】

選挙情報は市公式ウェブサイトに掲載
　開票は10月24日㈰21時から市民体育館で行います。
投開票速報は市公式ウェブサイトでお知らせします。
そのほかの投票方法なども掲載しています。10月21
日㈭に任期満了となる衆議院議員総選挙の情報も決定
次第、市公式ウェブサイトでお知らせします。　
　　　
　　　　市公式ウェブサイト
　　　　選挙関係ページ

10月24日㈰は参議院静岡県選出議員補欠選挙投票日
期日前投票　10月８日㈮～23日㈯

　有権者には事前に投票所入場券（はがき）を送ります。投票日当日は、
入場券に記載されている投票所で投票できます。当市の選挙人名簿に登録
があれば、入場券が届かない場合や紛失した場合でも投票することができ
ます。投票所の係員にお申し出ください。

選挙管理委員会
　（行政課）995-1807

月日
10
／
８
㈮

９
㈯

10
㈰

11
㈪

12
㈫

13
㈬

14
㈭

15
㈮

16
㈯

17
㈰

18
㈪

19
㈫

20
㈬

21
㈭

22
㈮

23
㈯

投
票
時
間

８時30分〜９時

９時〜10時

10時〜11時

11時〜12時

12時〜13時

13時〜14時

14時〜15時

15時〜16時

16時〜17時

17時〜18時

18時〜19時

19時〜20時

混雑なし
1時間当たり40人未満

やや混雑
1時間当たり40人～59人

混雑
1時間当たり60人以上
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投票時間 ７時～ 20 時

投 票 所  ★印が投票所の場所です。入場券に記載された投票所で投票してください。

第１投票区 第４投票区第２投票区 第３投票区

第５投票区 第８投票区第６投票区 第７投票区

第９投票区 第 12 投票区第 10 投票区 第 11 投票区

第 13 投票区 第 16 投票区第 14 投票区 第 15 投票区

※第 16 投票区の投票時間は 7 時～ 19 時

9
2021.10

広報すその



結核は今でも日本最大級の感染症
結核検診11/４㈭～11㈭市内各地で実施

健康推進課　992-5711

日 会場 時間

11月８日㈪ 中里地区集会所 14:10〜14:30
上ヶ田区集会所 14:40〜15:00

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

葛山区集会所 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
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11日㈭

クリエイトエス・ディー
裾野茶畑店   9:00〜  9:40

本茶公民館   9:50〜10:10
中丸公民館 10:20〜10:40
天理教教会 10:50〜11:10

富士見台公園
※雨天時、富士見台公民館前 11:20〜11:40

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 会場 時間

11月４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

深良新田地区公民館 11:00〜11:20
㈱スソノ物流（道上） 13:15〜13:30

市民体育館 13:45〜15:00

11月５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
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７日㈰ 市役所（一般）   9:00〜11:00
市役所（車いす） 11:10〜11:30

11月８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２区集会所 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♦︎

　結核を早期発見するために、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。

市内に住んでいる昭和32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

　※対象者に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●今年度、肺がん検診を受けた人か受ける人
●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。

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のある人

●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・厚生労働省が定める

諸外国への渡航歴がある人、それらの人と家庭や
職場内で接触歴のある人

●過去２週間以内に、新型コロナウイルスにかかっ
た人、それらの人と接触歴がある人

●過去２週間以内に、新型コロナウイルスにかかっ
た疑いのある人、それらの人と接触歴がある人

2021.10
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　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、市の委託する水道業
者が交換に伺います。交換作業中は、断水することが
ありますが、ご理解とご協力をお願いします。

交換の内容
10月15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。

　●立ち合いの必要はありません。
　●メーターの有効期限が近いものから交換します。
　●メーターボックスの上に荷物を置いたり、車を止

めたりしないでください。
　●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

　全国で、「伐採届を偽造された」、「業者が伐採を
行った後に植栽がされないまま音信不通になった」な
ど、悪質な業者による森林の誤伐や盗伐の被害が増え
ています。被害を防ぐためには、日ごろからの森林管
理が重要です。

境界の確認をしましょう
　森林の伐採や、立木を販売、譲渡するときは、必ず
隣接する所有者と現地で境界を確認してください。図
面だけで判断すると、後にトラブルにつながることが
あります。

森林の伐採には、届出か許可申請が必要です
　地域森林計画の対象となっている森林や保安林の立
木を伐採するときは、あらかじめ市か県の書類手続き
が必要です。手続きの内容は、伐採したい森林の場所
や、伐採方法などの条件によって変わります。手続き
に迷ったときは、市農林振興課へご相談ください。

森林所有者には伐採後植栽する義務があります
　木を伐採した後は、災害防止のためにも再び森林に
戻るよう植栽する義務があります。業者などから伐採
を持ちかけられたときは、植栽の内容や経費について
十分に確認しましょう。森林整備のためにする間伐で
は、伐採後の植栽は不要です。

伐採の相談は森林組合へ
　悪質な業者による被害を防ぐために、伐採は信頼で
きる業者へ依頼しましょう。森林組合では、伐採や植
栽、枝打ちなどの相談を受け付けています。

森林組合　993-5757

農林振興課　995-1823

森林の誤伐採や盗伐に注意
―あなたの森林は大丈夫？―

水道メーター定期交換
―水道メーターは８年に一度交換が必要―
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Photograph

　７日㈫の早朝、青空の中に白く雪化粧をした富士
山の姿が見られ、気象庁から初冠雪が発表されました。
初冠雪は富士山の山頂付近の平均気温が、その年の最
高になった日以降に冠雪が初めて観測されたときを指
します。20日㈪に富士山の山頂付近の平均気温の最
高が更新されたため初冠雪が取り消されました。

幻の初冠雪 （９月７日）

　試験栽培を行っているキヌアを、ほ場へ移植しました。
前回の試験栽培の生育状況を踏まえて、今回はポット
を増量し栽培面積を拡大、より効率的な栽培を目指しま
す。当日は途中に雨に降られ、一部作業が３日に持ち越
されましたが、無事植え付けが終了。12月の収穫で昨
年以上の収穫量が期待されます。

キヌア苗、増量して移植へ （９月１日）

　市制施行50周年記念事業としてテレビ寺子屋の公
開収録が市民文化センターで行われました。テレビで
おなじみの教育評論家の尾木直樹氏が、昨今の子ども
を取り巻く環境の変化などを語りました。今回収録し
た内容は、10月17日㈰、24日㈰いずれも6時30分か
らテレビ静岡で放送される予定です。

尾木ママが子育ての秘訣を講演 （８月29日）

　南小学校で、インターネットでテレビ静岡内を見学
するリモート社会科見学が実施されました。この企画
は、スクールコーディネーターとテレビ静岡の協力で
実現しました。子どもたちは、普段見られないテレビ
局の中に目を輝かせ、いつもテレビで見ているアナウ
ンサーの本谷さんの姿を見ると歓声を上げました。

教室からテレビ局を見学 （９月９日）
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フォトグラフ

　東静岡ヤクルト販売㈱が、ひとり暮らし高齢者訪問
事業で訪問を受けている１人暮らしの高齢者に、敬老
の日を記念してお花とヨーグルト、配達員の手書き
メッセージカードをプレゼントしました。プレゼント
を受け取った吉岡さん（伊豆島田）は、「ありがとう
ございます」とうれしそうに笑みを浮かべました。

敬老の日にお花をプレゼント （９月13日）

富士山、登山シーズンを終える （９月10日）

　２年ぶりに登山が解禁された富士山が、９月10日
㈮で登山シーズンを終えました。一昨年より登山客は
少なくなりましたが、それでも感染症対策をしながら
多くの登山客が訪れた富士山。最終日の水ヶ塚公園に
は、富士宮口５合目に行くためにシャトルバスに乗り
込む登山客の姿がありました。

　敬老の日を記念し、今年度100歳になる８人の市民
を代表し市川榮子さん（稲荷）を髙村市長が訪問しま
した。毎日、近所の散歩と新聞を読むことが日課の市
川さん。市長からお祝いの品を受け取ると「こうして
幸せに生きられ、大勢の人に祝ってもらってありがと
うございます」と元気に答えました。

リモート授業実現に向け準備中 （９月14日）

　東小学校で、リモート授業の練習を行いました。今
回の練習では３年生から6年生が参加し、子どもたち
と先生が画面越しに声を掛け合っていました。担当の
亀田先生は「子どもたちはどんどん端末を使って覚え
るのも早いです」と子どもたちの適応の速さに喜んで
いました。リモート授業の準備は、市内の小中学校で
進められています。

100歳を迎える長寿者を祝い訪問 （９月15日）
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Information

おしらせ
65歳以上の人のインフルエンザ
予防接種
　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／10月１日㈮～
令和４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４
年１月31日㈪
裾野市に住民登録があり、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
のある人のうち、身体障害者手
帳１級または同程度の障がいが
ある人
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。接
種券とはんこをお持ちになり、
接種前に健康推進課か社会福祉
課で申請してください。
送付される接種券
昭和32年１月31日以前に生ま
れた人には、順次接種券を送付
します。
健康推進課　992-5711

富士山資料館の休館日変更
11月から毎週㈪・㈫が休館
休館日／●10月まで▶毎週㈪
　●11月から▶毎週㈪･㈫
　※㈪・㈫が祝日の場合は開館し、

翌日が休館となります。
富士山資料館　998-1325

新型コロナワクチン接種
　新型コロナウイルスワクチンの集
団接種の１回目の予約受付は終了
し、２回目のみを受け付けています。
集団接種で２回目の接種ができる
のは、10月10日㈰までです。
　医療機関での個別接種は、１回
目の予約を受け付けています。１回
目の接種ができるのは10月10日㈰
までです。予約が済んでいない人は、
速やかに予約してください。個別接
種の２回目接種は、１回目接種日の
３週間後の同じ曜日・同じ時間に
自動で予約されます。予約サイトに
は１回目の予約しか入力できません。

予約相談センターへ電話する
か、予約サイトにアクセスして
予約してください。
１回目の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。
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。

https://v-yoyaku.jp/220002-
2shi2cho
こども医療費受給者証が新しくな
ります
　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、受給対象者の市内小中学

生と高校生相当の年齢の人には、
自宅に新しい受給者証を郵送しま
した。今後は、新しい受給者証と
健康保険証を医療機関に提示して
ください。
　なお、古い受給者証は破棄する
か、子育て支援課に返還してくだ
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
の申請時に必要となりますので、
申請まで古い受給者証をお持ちく
ださい。

子育て支援課　995-1841
コミュニティ助成事業
　㈶自治総合センターでは、宝く
じの社会貢献広報事業を実施して
います。宝くじの受託事業収入を
財源として、住民が行うコミュニ
ティ活動を促進するためのコミュ
ニティ助成事業を実施しています。
　本村下区では、区内で行われる
さまざまな行事や活動に対して対
応できる環境を整え、効率的かつ
円滑な区運営につなげるため、こ
の助成事業を活用し、エアコン、
お祭り用提灯、プロジェクター、
簡易倉庫などを整備しました。

　コミュニティ助成事業の活用を
検討している区は市民課地区振興
係へご相談ください。

市民課地区振興係　995-1874

　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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お知らせ

児童手当の支給
　10月８日㈮は児童手当の支給
日です。児童手当は認定請求した
月の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・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（土・日曜日、祝日の場合は
その直前の平日）

支給方法／指定口座に振り込み
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

市民無料相談
10月20日㈬　

　受付▶９時30分～終了時刻の
20分前
市役所４階会議室　※資格団体
相談は市役所地下会議室
●資格団体相談（10時～12時）
▶土地、家屋（空き家含む）、
遺言、相続、各種登記、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）▶行政に対する意
見・要望・問い合わせなどの相
談に行政相談委員が応じます。

10/18㈪～24㈰は行政相談週間
　国の行政に対する皆さんの意

見・要望、問い合わせなどを聴き、
解決を図るのが行政相談です。
　市には２人の行政相談委員がい
ます。お気軽に相談してください。
【相談は市の行政相談委員へ】
・芹澤 隆伸委員（中丸下）
・勝又 紀子委員（切久保）

戦略広報課　995-1802
弁護士による法律相談
　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22日㈪　10時～12時
　※１組20分以内

市役所４階会議室
6組（先着順）
戦略広報課へ電話でお申し込み
ください。
11月１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

行政書士無料相談会
　行政書士は、依頼を受けて官公
署に提出する書類や権利義務また
は事実証明に関する書類を作成し、
提出する手続きについて代理する
ことや相談を行います。
　県行政書士会裾野支部では、農
地転用、開発行為、車庫証明、経
営事項審査、国籍取得、事業承継、
支援制度の活用、相続、遺言など
の相談に応じます。
※原則偶数月の20日に開催して

いる市民無料相談（資格団体相
談）内で実施しています。
県行政書士会裾野支部

　992-0590
かかりつけの薬剤師・薬局を持ち
ましょう
　10月17日㈰から23日㈯は薬と
健康の週間です。かかりつけ薬剤
師・薬局を持ちましょう。自宅の

近くなどでかかりつけ薬剤師・薬
局を持つと、薬の履歴管理はもち
ろん、複数診療所からの薬の重複
チェック、薬の飲み方の指導のほ
か、在宅医療を受けるときのお薬
の心配などにも対応します。また、
健康に関するささいなことについ
ても相談にのっています。お気軽
に身近な薬局にご相談ください。
　どこに薬局があるのか分からな
いときは、沼津薬剤師会または東
部保健所へご連絡ください。

健康推進課　992-5711
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、次のとおり保
守点検などが浄化槽法で義務づけ
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回以上）
　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、放流される汚れが８分の
１になり、環境に配慮されます。
対象地域の浄化槽の設置には補
助金が交付されますので、合併
処理浄化槽への転換をご検討く
ださい。
生活環境課　995-1816
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Information

おしらせ
国保高齢受給者証の交付
　11月１日㈪から対象となる人
に、10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10月２日～11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。

11月25日㈭　10時～15時
市役所地下会議室Ｂ
16人程度（要予約・先着順）
11月11日㈭

国保年金課　995-1813
狩猟期間　11/1㈪～３/15㈫
　県内の今年度の狩猟期間は11
月１日㈪から３月15日㈫です。
わなや猟銃などを使用した狩猟が
行われますので、入山する人は目
立つ色の服装を心がけ、ラジオや
鈴など音が鳴るものを携帯したり、
声を出して歩いたりするなどして、
自分の存在を周囲に知らせるよう
にしてください。

県自然保護課　054-221-2719

教室・講座
市民による市民のための講座
ゆうあいクラブ秋期開講講座
秋期開講講座一覧
●手相入門（11月16日㈫開講、

毎月第３㈫・全３回）
●パラコートで愛犬のリード・首

輪を編もう！（11月17日㈬開
講、毎月第１・３㈬、全6回）

●KID’S KITCHEN－お子様向け
料理教室（10月23日㈯、２月
13日㈰）

●かぼちゃのランタンづくり（10
月30日㈯）

●ワイン雑学講座（11月13日
㈯）

●カードで学ぶ片付け術（11月
30日㈫）

●筆ペン絵文字（12月４日㈯）
●自分で作るおせち料理（12月

23日㈭）
　※各講座の詳細は生涯学習セン

ターのウェブサイトをご覧くだ
さい。
生涯学習センターでお申し込み
ください。電話やウェブサイト
の申し込みフォームでもお申し
込みできます。
各開講日の10日前まで
生涯学習センター　992-3800
https://susono-yuuaiplaza.
jp

募　集
裾野の農業フォトコンテスト
募集写真／令和２年10月１日か

ら令和３年11月30日までの間
に市内で撮影された農業に関す
るもの

規格／カラーの２L版かキャビネ
サイズで単写真のもの

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
干名）記念品

応募方法／応募用紙に必要事項を
記入し、作品の裏面に貼り付け
て農林振興課に提出してくださ
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。

応募点数／１人３点以内
11月30日㈫必着
●作品内の人物などの肖像権は、
応募時に応募者において了解が
得られているものと判断します。
●原則として応募写真は返却し
ません。●入賞・入選写真の原
版（データ）は、後日指定する
日までに提出してください。
農林振興課　995-1824
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お知らせ

富士山資料館「もみじ観察会」
　富士山資料館周辺で見られるも
みじを観察します。事前申し込み
は不要です。当日、会場にお越し
ください。

11月14日㈰　９時30分～12時
※雨天時は11時まで

集合場所／富士山資料館
小学４年生以上の人
大森紀行さん
300円
防寒着、飲み物、カメラなど
●第２駐車場をご利用ください。
●雨天の場合は、館内で学習会
を行います。
富士山資料館　998-1325

介護の仕事復職応援セミナー
　介護の仕事への復職や就労を支
援するセミナーです。今回は、楽
しく仕事をするために、怒りの基
礎知識とコントロールを身につけ
るアンガーマネジメントについて
学びます。

11月12日㈮　13時～15時
富士市文化会館ロゼシアター
（富士市蓼原町）
介護の仕事に関心のある人
電話やメールなどでお申し込み
ください。申込書は県社会福祉
協議会のウェブサイトからダウ
ンロードできます。
20人
10月29日㈮

県社会福祉人材センター　
　054-271-2110

jinzai@shizuoka-wel.jp
http://www.shizuoka-wel.jp

富士山パノラマ菜の花＆コスモス
フォトコンテスト
　市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
畑、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／令和２年１月１日以降

に撮影した、カラーの２L版か
キャビネサイズの写真

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

応募方法／応募用紙に必要事項を
記入し、作品の裏面に貼り付け
て農林振興課に提出してくださ
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。

応募点数／１人３点以内
12月28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。●応募
作品は返却しません。●入賞・
入選作品は後日原版（データ）
を提出してください。●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な
どに利用することに同意したも

のとみなします。
農林振興課　995-1823

ぬいぐるみお泊まり会
　ぬいぐるみが図書館に泊まり、
本を読んだり体験したりする様子
を写真に撮り、アルバムにして参
加者にプレゼントします。

ぬいぐるみ預かり期間／11月
10日㈬ ９時～14日㈰ 17時

　ぬいぐるみ返却日／11月20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
鈴木図書館にある申込用紙に必
要事項を記入して提出してくだ
さい。電話でのお申し込みもで
きます。
10月30日㈯　９時～
11月20日㈯11時から開催する
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　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１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

人口 50,604人
男性 25,668人　女性 24,936人

人口統計　９月１日現在募　集
ひとり親家庭のための個別相談
会・養育費・就業支援セミナー

11月３日㈬
　①個別相談会▶９時30分～16時
　②養育費セミナー▶10時～12時
　③就業支援セミナー▶13時30分

～15時30分
沼津労政会館（沼津市高島本町）
ひとり親家庭の人、子どもがい
て離婚を考えている人
①10人、②・③各15人

　※先着順
①法律・生活・就業の個別相談 
　②養育費と面会交流について学
ぼう③働きながら子育てするひ
とり親へ
電話でお申し込みください。当
日受け付けもできますが、予約
優先となります。
無料の託児があります。希望す
る人は予約をしてください。
ひとり親サポートセンター　
054-254-1191
健康増進アプリを使った社会実証
の参加者
　市と第一生命は、スマートフォ
ンアプリ「健康第一アプリ」を活
用した健康づくり（社会実証）を

実施します。参加費は無料です。
アプリ内で運動習慣などを見える
化し、楽しみながら健康づくりを
しましょう。実証した成果は今後
の市の健康づくり支援に役立てま
す。

市内に住んでいるか勤めている
30歳～65歳までの人でスマー
トフォンを持っている人
200人程度
市公式ウェブサイトか市公式
LINEのリンクからお申し込み
ください。（10月中旬開始予
定）
12月～令和４年２月の３カ月
間
健康推進課　992-5711

おわびと訂正
　広報すその９月号のフォトグラ
フ（９ページ『「ふじさんの火」
をパラリンピックの聖火に』）文
中の名前に誤りがありました。お
わびして訂正します。
誤▶江森浩二さん
正▶江森甲二さん

受付時間：８時30分〜17時

２日㈯ ㈱西島工業
☎993-1070

３日㈰ ㈱植松水道
☎992-4644

９日㈯ ㈲荻田水道工事店
☎997-0701

10日㈰ 山﨑設備
☎997-6766

16日㈯ ㈲杉山設備工業
☎993-3030

17日㈰ 工管設
☎993-1603

23日㈯ ㈲富士設備
☎997-1507

24日㈰ ㈲井上設備工業
☎997-4578

30日㈯ ㈱駿東管工
☎992-5728

31日㈰ ㈱杉本住宅設備機器
☎997-0983

※工事・修理は有料

10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

10月
２日㈪・10日㈫・16日㈪
23日㈪・26日㈭・30日㈪休館日 ４日㈪・11日㈪・18日㈪
25日㈮・28日㈭休館日

一般書
	 ●猫弁と鉄の女　著：大山淳子　講談社

	 ●噂を売る男　藤岡屋由蔵　著：梶よう子　PHP研究所

	 ●たまごの旅人　著：近藤史恵　実業之日本社

	 ●霧をはらう　著：雫井脩介　幻冬社

	 ●星のように離れて雨のように散った
  著：島本理生　文藝春秋

児童書
	 ●ふしぎ！光る生きもの大図鑑
  著：近江谷克裕・小江克典　国土社

	 ●目でみるアスリートの図鑑
  著：稲葉茂勝　監修：河合純一　東京書籍

	 ●おまつりのおばけずかん　じんめんわたあめ
  作：斉藤洋　絵：宮本えつよし　講談社

	 ●秋　文・絵：かこさとし　講談社

新刊紹介行事予定

絵本とおしゃべりのへや
 　14日㈭　10時～11時30分　　本館２階視聴覚室

くろくんとふしぎなともだち
作・絵：なかや みわ　出版社：童心社
　くろくんが線路を書き、ねんどくんがトロッコ列車に
なって、くれよんのみんなを乗せて楽しそうにしている
ところが好きです。

図書館利用者

山﨑 隆
りゅう

心
しん

さん
（９歳・金沢）

新着DVD

	 ●アナと雪の女王２　     
　　ウォルト・ディズニー・ジャパン

	 ●天気の子
　　東宝㈱

	 ●アメージング・ネイチャー　
　　㈱トランスワールドアソシエイツ

おしらせ
　新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、図書館行事は縮小して開催して
おります。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

October10月
日 内 科 外 科 小児科
1 ㈮ 林医院 931-1120 住吉町 五十嵐クリニック 934-6700 志下 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

2 ㈯ 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 光ヶ丘小児科 987-2200 光ヶ丘

3 ㈰

裾野赤十字病院 992-0008 佐野 守重医院 931-2511 我入道
江川

境医院 975-8021 竹原 よざ小児科医院 967-5722 原

あめみや内科 935-1159 吉田町 西方外科医院 921-1333 共栄町

4 ㈪ 福士内科クリニック 932-3553 下香貫
　藤井原 田沢医院 962-1205 大手町 すずきファミリー

クリニック 960-0333 一本松

5 ㈫ 杉山医院 972-3223 伏見 青木整形外科医院 922-0521 高島町 クボタ小児科 975-7984 泉町

6 ㈬ 高桑医院岩波診療所 997-0486 岩波 酒井医院 966-1755 今沢 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

7 ㈭ 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

8 ㈮ 小林医院 966-7700 今沢 山本整形外科・
循環器科 989-8111 南一色 田中医院 921-2053 高島町

9 ㈯ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 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

10 ㈰

大庭内科・消化器科
クリニック 995-1123 佐野 関外科胃腸科医院 921-2185 花園町

森本神経内科
クリニック 976-5221 竹原 白十字小児科医院 933-5111 下香貫

馬場
べっく・メディカル・
クリニック 921-1300 西沢田 駿東整形外科医院 922-8855 高沢町

11 ㈪ 杉山医院 992-0028 平松 萩野クリニック 966-7111 根古屋 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

12 ㈫ 清水館医院 993-2323 茶畑 こんどうクリニック 925-2420 岡宮 よざ小児科医院 967-5722 原

13 ㈬ やぐち内科・循環器科
クリニック 973-3811 伏見 沼津大山クリニック 954-2274 大手町 杉谷小児科医院 923-6543 筒井町

14 ㈭ 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

15 ㈮ 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

16 ㈯ 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

17 ㈰

いずみ内科
クリニック 993-4760 茶畑 東医院 921-5520 高沢町

なおきクリニック 929-8555 東椎路 すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

つかだ医院 983-1577 堂庭 ひがしおか
メディケアクリニック 941-8269 柿田

18 ㈪ 小林内科医院 921-2165 米山町 えがわ医院 921-5148 高島本町 白十字小児科医院 933-5111 下香貫
馬場

19 ㈫ 久道医院 986-6387 中土狩 鈴木医院 993-0430 佐野 ※三島メディカル
センター 972-0711 南本町

20 ㈬ 旭医院 966-0031 原 おおしろ整形外科
クリニック 976-0027 堂庭 まるやま小児科医院 981-8577 堂庭

21 ㈭ 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

22 ㈮ さはこ内科
クリニック 999-3850 中土狩 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
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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
23 ㈯ さとやま整形外科

内科 939-8031 東原 さとやま整形外科
内科 939-8031 東原 大橋内科・小児科

医院 992-2800 佐野

24 ㈰

遠藤医院 997-0533 葛山 遠藤医院 997-0533 葛山

花メディカル
クリニック 987-9145 下土狩 田中医院 921-2053 高島町

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

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

すずきファミリー
クリニック 960-0333 一本松

26 ㈫ 大沢医院 931-1019 御幸町 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

27 ㈬ 村岡内科クリニック 954-2000 大岡 松原医院 962-1496 白銀町 りゅうじん医院 988-3133 下土狩

28 ㈭ 今井医院 921-3211 五月町 池田病院 986-1212 本宿 西村医院 971-6510 下土狩

29 ㈭ 新井内科クリニック 992-0811 久根 金元整形外科医院 924-0112 松長 スキップこども
クリニック 992-6303 茶畑

30 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 瀬尾記念慶友病院 935-1511 下香貫
島郷 よざ小児科医院 967-5722 原

31 ㈰

大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野 沼津整形外科医院 921-3791 共栄町

武藤医院 931-0088 三園町 大橋内科・小児科
医院 992-2800 佐野

清流クリニック 941-8688 堂庭 遠藤クリニック 975-8801 久米田

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 ㈰ かみで耳鼻咽喉科クリニック
0545-53-3321 伝法

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

せき歯科クリニック
981-2633 的場

10 ㈰ つりた耳鼻咽喉科クリニック
927-3387 宮前町

本田さくら眼科医院
951-1365 大手町

沼津市立病院
924-5100 東椎路

タケダ歯科医院
989-3638 本宿

17 ㈰ わたなべ耳鼻咽喉科医院
0545-65-6787 松岡

小野眼科クリニック
929-1881 高島町

いながきレディースクリニック 
926-1709 宮前町

なかがわ歯科
973-7777 長沢

24 ㈰ さわだの森耳鼻咽喉科クリニック
929-8787 西沢田

矢田眼科クリニック
962-2006 三枚橋町

島田産婦人科医院
972-6100 伏見

なかじま歯科医院
995-1000 伊豆島田

31 ㈰ 三島中央病院
971-4133 緑町

はとり眼科
987-6789 中土狩

関谷レディースクリニック 
968-6611 西椎路

中原歯科医院
993-3300 佐野

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19日㈫・26日㈫▶︎18時～
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すこやかタウン1010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。

原 実
み の り

莉さん
（3歳・久根）

諸橋 和
かず

真
ま

さん
（２歳11カ月・上町）

武田 彩
さ き

希さん
（２歳10カ月・佐野本宿）

木下 一
いち

翔
と

さん
（２歳11カ月・公文名二）

2021年
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月
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福祉保健会館　 健康推進課　992-5711

●乳幼児健康相談
４日㈪・25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
11日㈪・20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
25日㈪　13時～15時
妊産婦・乳幼児

●パパママスクール
１日㈮　９時30分～11時15分
初妊婦・夫・家族

●成人健康相談
18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
４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
22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
6日㈬・25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
13日㈬　９時30分～11時
令和３年４月生まれの人

●１歳６か月児健康診査
19日㈫　12時45分～
令和２年３月生まれの人

●３歳児健康診査
21日㈭　12時45分～
平成30年９月生まれの人

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や
　変更になる場合があります。


