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水道管の凍結防止にご協力を
上下水道営業課　167-2827 

★水道管の凍結防止
露出した水道管には、市販の防寒材か毛布・布きれなどを巻き、ぬれな
いようにビニールなどで覆います。また、メーターボックス内に、発泡ス
チロール片などを入れると効果があります。
※発泡スチロール片を配布しています。希望者は電話で上下水道営業課へ
(数量限定）。
★凍結した場合の処置
水道管が破裂したら、すぐにメーター横の止水栓を閉めて、下記の富士
市指定給水装置工事事業者（有料）へ。メーターが破損した場合は上下水
道営業課へ連絡してください。なお、凍結した水道管が復旧した後、しば
らくは濁り水が出ることがありますので、ご注意ください。
★富士市指定給水装置工事事業者（有料）

時　　間 吉原地区 鷹岡地区 富士・富士川地区

平　　日
（8:30〜17:00）

岩間設備商会
152-8880 ㈲大木工業所

152-2828
㈱カンセツ
161-2604

㈲芙蓉管工
155-3456

㈲望月管工
171-5653

㈲澁谷設備工業所
1090-8557-2463㈲渡宮設備工業

133-1446
土・日曜日、祝休日、
夜間（17:00〜翌8:30）

富士市水道指定工事店協同組合保繕部
1090-4115-0863

≪

≪

8

第41回市民福祉まつり
社会福祉協議会　164-7100

市民福祉まつりは、ノーマライゼ
ーションの理念に基づき、全ての人
が交流やふれあいを通じて福祉の理
解を進めるため、新しい生活様式を
踏まえ、今回からY

ユ ー チ ュ ー ブ

ouTubeなどの
SNSを中心に実施します。ぜひご覧
ください。
①参加団体の動画公開
YouTubeで参加団体の動画を公
開します。
±1月21日㈮〜
②パネル展示
事業所の活動や製品について、パ
ネルで紹介します。
±1月21〜30日
￠ロゼシアター、タリーズコーヒー
富士市中央公園店、コリドーフジ
37スクエア
③SNSへ動画・写真投稿
福祉に関わる動画や写真、メッセー

ジなどを、どなたでもSNS(T
ツ イ ッ タ ー

witter、
F
フ ェ イ ス ブ ッ ク

acebook、I
イ ン ス タ グ ラ ム

nstagram)に「#市民福
祉まつり」をつけて投稿してください。
±1月30日㈰まで
※詳しくは、市民福祉まつり実行委
員会事務局（社会福祉協議会）へ
お問い合わせください。

冬山にお出かけの前に!!
消防本部警防課　155-2856

◦安全な登山のために、時間に余裕
を持った計画を立てましょう。
◦体力と状況に応じた登山ルート・装
備・服装・食料を検討しましょう。
◦気象情報を常に確認し、的確な判
断で先を読んだ行動をしましょう。
◦単独登山を避け、冬山経験豊富な
リーダーとともに行動しましょう。
◦緊急時の連絡手段を確保しましょ
う。
◦入山時には、登山ポストに登山者
カードを提出しましょう。
◦登山のルールやマナーを守り、お
互いに楽しい登山をするように心
がけましょう。

「ふじ市民文芸」第58号審査結果
文化振興課　155-2874

審査の結果、各種目の市民文芸賞
の受賞者が決定しました（敬称略）。
小　　説　大友　　覺

さとる

（原田）
児童文学　嶋田　めぐみ（浅間上町）
随　　筆　大友　　覺（原田）
　 詩 　　森　　冥

めい

砂
さ

（松岡）
短　　歌　米山　莉

り

永
え

（今泉）
俳　　句　小林　治

はる

世
よ

（久沢）
川　　柳　渡辺　敬二（厚原）
※「ふじ市民文芸」第58号の発刊は、
2月下旬を予定しています。

令和3年度　第4回 
危険物取扱者試験

消防本部予防課　155-2860 
±2月20日㈰
￠富士宮市ほか
試験種目／甲種・乙種全類・丙種危
険物取扱者試験
￡12月14日〜1月4日に電子申請す
るか、12月17日〜1月7日に、申
込用紙（消防本部予防課で配布）
に必要事項を記入し、直接または
郵送で、〒420-0034　静岡市葵区
常磐町1-4-11（一財）消防試験研
究センター静岡県支部へ

1054-271-7140

�－富士市成人式に参加する皆さんへ－�
≪ 令和４年富士市成人式

社会教育課　155-0560
令和4年富士市成人式の実施方

法については、12月中旬までに対象
者全員に郵送する案内状にてお知
らせします。必ずご確認の上、ご参
加ください。
なお、市ウェブサイトでも成人
式・もうひとつの成人式に関する
情報を随時公開していますので、
ご覧ください。
±1月9日㈰
§市内在住の平成13年4月2日〜
平成14年4月1日に生まれた人
※住民票を市外に移している人や、
案内状が届かない人、紛失した
人は、1月4日㈫までに市ウェ
ブサイトで電子申請するか、社
会教育課にお電話ください。
新型コロナウイルス感染症対策
●新型コロナウイルス感染症拡大
防止・予防のため、ワクチン接
種を推奨します。
●�県外に住んでいる新成人の皆さ
んは、国や住んでいる自治体で緊
急事態宣言が発令されるなどの
移動制限が発生した場合、国・各
自治体からの要請に基づき行動
するようお願いします。
●当日の二次会・同窓会は、大人
数での会食を避けるなど、感染
状況を十分に考慮し、行動する
ようお願いします。
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新型コロナウイルスのワクチン接種についての最新情報等は、市ウェブサイトでお知らせしています。
富士市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター　70120-567-970（月〜土曜日9:00〜17:00。12月26日〜１月５・10日は休み）

令和3年度前期（令和3年4月１日〜9月30日） 
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況

市民課　155-2746
閲覧申出者 閲覧月日 利用目的 閲覧対象
（一社）
中央調査社 5月25日 農山漁村に関する世論調査（附帯調査：行政相談） 江尾　15人　

㈱日本リサーチセンター 6月2日 子ども・青少年のスポーツライフに関する調査
依田原町、南町、御幸町
30人

（一社）
新情報センター

6月11日 家計消費状況調査 富士見台2、中里　96人

6月16日 読書についてのアンケート（第76回全国農村読書調査） 大淵　33人

（一社）
中央調査社 6月17日

道路に関する世論調査（附帯
調査：農業遺産） 中柏原新田　16人

日常生活に関するアンケート 久沢　39人

受信契約状況実態調査 今泉5、平垣町、平垣本
町　40人

㈱日本リサーチセンター 6月23日 自殺対策に関する意識調査 宮島　19人

（一社）
中央調査社 7月6日

第14回メディアに関する全国
世論調査 入山瀬　21人

2021年新聞およびWEB利用
に関する総合調査 伝法　25人

（一社）
輿論科学協会 7月13日 通信利用動向調査

森島、松富町、入山瀬、
入山瀬2、中央町3、荒
田島、緑町、中里
172人

（一社）
中央調査社

7月28日

2021年9月東京オリンピック・
パラリンピックに関する調査 松岡　12人

第10回長寿社会における中高
年者の暮らし方の調査 南松野　13人

８月5日 移植医療に関する世論調査 国久保2　16人

㈱日本リサーチセンター ８月24日

メディア利用の生活時間調査
2021 西船津　12人

第８回勤労生活に関する調査 松岡　17人

（一社）
新情報センター 9月7日 青少年のインターネット利用環境実態調査 伝法　20人

㈱日本リサーチセンター 9月9日 生活意識に関するアンケート調査（第88回） 厚原　15人

（一社）
中央調査社 9月30日

離婚と子育てに関する世論調
査

中柏原新田、西柏原新田　
15人

新型コロナウイルス感染症に
関する世論調査 伝法　12人

（一社）
新情報センター 9月30日 家計消費状況調査 沼田新田、田中新田

50人
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ご意見・ご感想
をお寄せください

市ウェブサイトで電子申請するか、
郵送でシティプロモーション課へ

ひとり親家庭等児童入学祝金 
支給制度をご利用ください

こども家庭課　155-2738 
支給要件／①〜③の全てに該当する
場合
①令和3年12月31日時点で市内に住
所があり、令和4年4月1日まで
富士市民である
②令和4年4月に小学校または中学
校に入学する子どもを扶養してい
る
③令和3年12月31日時点で次のいず
れかに該当する家庭であり、令和
4年4月1日まで継続して該当す
る家庭
●ひとり親（母子・父子）の家庭
（父または母が、死亡または1
年以上行方不明、離婚、未婚な
ど）
※母または父が、婚姻の届け出を
していないが、事実上婚姻関係
と同様の事情にある場合や、離
婚前提で別居している場合など
は該当しません。
●両親のいない家庭（父母が死亡
または1年以上行方不明）
●両親のどちらかが身体障害者手
帳1級または2級、精神障害者
保健福祉手帳1級、療育手帳Ａ
のいずれかに該当する家庭

支給金額／入学する子ども1人につ
き祝金1万円
提出期限／2月4日㈮（必着）
￡支給を受けるためには、申請書の
提出が必要です。必要事項を記入
し、直接または郵送で、〒417-8601　
富士市役所4階こども家庭課へ
※児童扶養手当やひとり親家庭等医
療費助成金受給者には、1月中旬
頃に申請書を発送します。申請書
が届かない場合でも、自身が対象
と思われる場合は、こども家庭課
にお問い合わせください。 〜納入は便利で確実な口座振替で〜

12月の水道料金・下水道使用料　上下水道お客様センター　167-2873

○納入期限 12月31日㈮まで
（納入通知書は、１2月中旬に郵送します)
○口座振替日　12月28日㈫

※納入は2か月に1回です（地区によって納入月が異なります）。

￡直接、市指定金融機関の窓口へ
￤通帳・印鑑（届印）・水栓番号（各世帯

配付の「使用水量等のお知らせ」に記載）
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キャリアアップセミナー参加者
生活支援課　155-2886

自分の価値を探求してキャリアを
再確認するワークショップに、ぜひ
ご参加ください。
±1月22日㈯　9:30〜11:00
￠ロゼシアター第2会議室
¨「価値観ババ抜き」を通じて自分
の価値観を再確認し、自分らしい
働き方や生き方のヒントを見つけ
るワークショップ
講師／三好泰

やす

枝
え

さん（キャリアコン
サルタント）

§20人（応募者多数の場合、抽せん）
￡1月12日㈬までに、富士市ユニバー
サル就労支援センターのウェブサ
イトで電子申請するか、電話で富士
市ユニバーサル就労支援センター
へ� 162-7520

市議会報告会
議会事務局　155-2878

市民の皆さんと市議会議員で意見
交換を行います。富士市の今後につ
いて話し合いませんか？

と　き ところ

① 1月12日㈬　19:00〜 富士市
交流プラザ2階
会議室1② 1月22日㈯　13:30〜

③ 1月25日㈫　19:00〜 消防防災庁舎
7階大会議室

④ 2月5日㈯　13:30〜
富士市

交流プラザ2階
会議室1

意見交換テーマ／①「商店街」の役
割・あるべき姿について②選挙投
票率はどうすれば上がるの？③富
士市立中央病院の果たす役割は？
④通学路の「安全」、いま一度確か
めよう

§市内在住の人／各日程30人（応募
者多数の場合、抽せん）
￡1月5日㈬までに、市ウェブサイ
トで電子申請するか、電話または
FAXで議会事務局へ　�553-2771

フードドライブに
ご協力をお願いします！

生活支援課　155-2886
フードドライブは、家庭などで
眠っている食料品の寄附を皆さん
にお願いするキャンペーンです。
認定NPO法人「フードバンクふじ
のくに」が行政などの生活相談窓
口と連携し、生活困窮者などへ無
料で食料を提供するフードバンク
事業の一環として行います。
±1月4〜31日の平日8:30〜17:15
￠市役所2階総合案内・4階生活支
援課、各地区まちづくりセンター、
富士市社会福祉協議会（フィラン
セ東館1階）、富士市民活動セン
ターコミュニティｆ

エフ

対象品／缶詰、レトルト食品、インス
タント食品、飲料、米、調味料な
どで、次の条件を全て満たすもの
①生鮮食品以外で常温保存ができ
るもの
②賞味期限が明記され、期限が2
か月以上あるもの
③未開封（包装が破損していない）
のもの

償却資産の申告
資産税課　155-2745

令和4年1月1日時点で、事業を営
む法人や個人で、構築物、機械・装
置、工具・備品などの減価償却資産
を持っている人は、申告が必要です。
また、前年から資産の増減がない
場合も対象になりますので、申告し
てください。
なお、インターネットを利用した
電子申告（e

エ ル タ ッ ク ス

LTAX）が便利です。ぜ
ひご利用ください。
申告期限／1月31日㈪
￡資産税課（市役所3階南側）

若者世帯応援!!
岩本山団地特別募集

住宅政策課　155-2843
入学、入園や新生活に合わせて

若者世帯が入居できるよう、岩本山
団地7部屋の入居者を募集します。
1月7日㈮に抽せん会を行い、
3月上旬に入居できる予定です。
ぜひお申し込みください。
住所／岩本581−24（平成14〜18年
建築、岩松北地区）
家賃／1万9,800〜5万6,200円
※家賃は世帯所得から計算し、決
定します。
駐車場／3,300円（2台目も同額）
§一般世帯向けの申込基準を満た
し、①②のいずれかに該当する
世帯
①夫婦のどちらかが40歳以下の世帯
②世帯主が40歳以下のひとり親世帯
￡12月10〜17日に、直接県住宅供
給公社（市役所5階南側）へ

富士山と、初日の出
inミエルラ参加者募集

シティプロモーション課　155-2958
令和4年の「富士山と、初日の
出 inミエルラ」は、感染症対策の
ため人数を制限した上で、実施し
ます。
±1月1日(土・祝)　6:00〜8:00
※雨天中止。
￠ふじさんてらすM

ミ エ ル ラ

ierula（市役
所屋上）

§25組（応募者多数の場合、抽せ
ん。1組5人まで入場できます）
￡12月20日㈪までに電子申請する
か、はがきまたはFAX、Ｅメー
ルに住所、代表者の氏

ふり

名
がな

、電話
番号を記入し、〒417-8601　富
士市役所シティプロモーション
課へ� 551-1456
※当選者の発表は、入場券の発送
をもって代えさせていただきま
す。当選者には、12月28日㈫まで
に入場券を送付します。当日、入
場券を持っていない場合は入場
できませんので、ご注意ください。

≪

▲償却資産申告書と手引き
≪
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≪ パブリック・コメント募集　〜市政への意見反映制度〜

￡市ウェブサイトで電子申請するか、直接（●①〜●⑥・●⑧は土・日曜日、祝休日及び年末
年始、●⑦は休館日を除く）または郵送・FAX・Eメールで各課へ（●①〜●⑥・●⑧は〒417-
8601　富士市役所、●⑦は〒417-8515　永田北町3-7　中央図書館）
※詳しくは、市役所2階総合案内及び各担当課、中央図書館、各地区まちづくりセンター
にある資料、市ウェブサイトのパブリック・コメントコーナーをご覧ください。

パブリック・コメント制度キャラクター「パビットちゃん」▶

シティプロモーション課　155-2736
次の案件を策定するに当たり、皆さんの意見を募集します。

案件名／募集期間 問合せ先

①

新・富士市まちづくり活動推進計画（案）　� 12月15日㈬〜1月17日㈪
まちづくり課�
（市役所3階）�

155-2887　553-6663
「地域の課題は地域が解決する」という地区まちづくり活動の意義を市民一人
ひとりが認識し、将来にわたり持続可能な地域コミュニティづくりを進めるた
め、「新・富士市まちづくり活動推進計画」を策定します。

②

富士市成年後見制度利用促進計画（案）　� 12月15日㈬〜1月17日㈪
高齢者支援課�
（市役所4階）�

155-2916　555-2920
富士市の成年後見制度に関する取組の方向性を示すとともに、施策を総合的に
定めるため、「富士市成年後見制度利用促進計画」を策定します。

③

第二次富士市住宅マスタープラン後期計画（案）　� 12月15日㈬〜1月17日㈪
住宅政策課�

（市役所7階）�
155-2814　557-2828

富士市における住生活の安定の確保及び向上を促進することを目的に、「第二
次富士市住宅マスタープラン後期計画」を策定します。

④

富士市文化推進基本計画（案）　� 12月15日㈬〜1月17日㈪
文化振興課�

（市役所８階）�
155-2874　553-0789

文化芸術を推進していく上での基本的な考え方及び施策の方向性を、総合的か
つ体系的に示すことを目的に、「富士市文化推進基本計画」を策定します。

⑤

第４次富士市行政経営プラン（案）　� 12月15日㈬〜1月17日㈪
行政経営課�

（市役所８階）�
155-2719　553-6669

厳しい行財政運営が求められる中、限られた経営資源を効果的かつ効率的に活
用し、質が高く柔軟な行政経営を展開していくため、「第4次富士市行政経営
プラン」を策定します。

⑥

第四次富士市情報化計画（案）　� 12月15日㈬〜1月17日㈪
情報政策課�

（消防防災庁舎4階）�
155-2717　555-0510

デジタルを原動力とし、誰一人取り残すことなく、市全体を発展させるため、
「第四次富士市情報化計画」を策定します。

⑦

第三次富士市子ども読書活動推進計画（案）　� 12月15日㈬〜1月17日㈪
中央図書館�

151-4946　551-7135
子どもの読書活動の推進に関する法律に基づき、富士市に住む全ての子どもが
読書を楽しむ環境を整備するため、「第三次富士市子ども読書活動推進計画」
を策定します。

⑧

第三次富士市DV対策基本計画（案）　� 12月20日㈪〜1月20日㈭
生活支援課�

（市役所4階）�
155-2758　555-2987

現行計画の期間満了を受けて、富士市におけるDV（配偶者などからの暴力）
の防止や被害者支援の一層の充実を図るため、「第三次富士市DV対策基本計
画」を策定します。
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暮らしのたより
≪
≫

≪

≪ アルティメット教室
スポーツ振興課　155-2722

アルティメットは、各7人の2チーム
で対戦します。100メートル×37メート
ルのコートで、フライングディスクを落
とさないようにパスでつなぎ、コート両
端のエンドゾーン内でディスクをキャ
ッチすると得点となる競技です。
±2月18・25日、3月4・18日の各
金曜日　19:00〜21:00　全4回
￠市立富士体育館2階体育室
¨アルティメットの基本技術の習
得、ゲーム

§市内在住・在勤・在学の小学4年
生以上の人（小・中学生は保護者
同伴）／40人（応募者多数の場合、
抽せん）
￤運動のできる服装、体育館シュー
ズ、飲み物、タオル、マスク
⊕500円
￡1月31日㈪（必着）までに、市ウェ
ブサイトで電子申請するか、往復
はがきの往信裏面に教室名（アル
ティメット）、氏

ふり

名
がな

、郵便番号、住
所、年齢（学年）、電話番号、緊急
連絡先（電話番号・続柄）、小・中
学生の場合は一緒に参加する保護
者氏

ふり

名
がな

を記入し、〒417-8601　富
士市役所スポーツ振興課へ

講座・教室
≪

≪

12

ラジオエフはインターネットでも放送中
https://radio-f.jp

富士市男女共同参画 
地区推進員北西部・中部ブロック事業

多文化・男女共同参画課　155-2724
富士市男女共同参画地区推進員ブ
ロック事業として、講師に安池中

ちゅう

也
や

さんをお招きし、「性の多様性につい
て考える〜性同一性障害とは〜」を
テーマに、講演会などを開催します。
ぜひご参加ください。
❶北西部ブロック事業　講演会＆ハ
ンドベルミニコンサート

±1月15日㈯　13:30〜15:30（開場
13:00）
￠天間まちづくりセンター
ハンドベル／ポコ　ア　ポコ
§50人（先着順）
❷中部ブロック事業　講演会＆マジ
ックショー　

±1月22日㈯　13:30〜15:30（開場
13:00）
￠伝法まちづくりセンター
マジックショー／マジシャン　オイ
ルさん

§50人（先着順）
※託児は先着3人まで受け付けます。

・・・・❶❷とも・・・・
￡❶12月20日〜1月7日❷12月20日
〜1月14日に、市ウェブサイトで
電子申請するか、電話、FAXまた
はEメールに氏

ふり

名
が な

、電話番号、住
所、託児希望の有無（希望する場
合は子どもの名

ふり

前
が な

、月齢、アレル
ギーの有無）を記入し、多文化・
男女共同参画課へ� 555-2864
※新型コロナウイルス感染症拡大状
況により、定員を変更する場合が
あります。

S
エス

-1
ワン

★チャレンジ
スポーツ振興課　153-6045

スポーツを始めたい人、いろんな
スポーツを楽しみたい人は、ぜひご
参加ください。
±1月6日〜3月10日の毎週木曜日　
10:00〜11:30　全10回
￠市立富士体育館、ラウンドワン富
士店

¨バスケットボール、フライングディ
スク、ボディメイク（パワーリフティ
ング協会）、フットサル、卓球、バド
ミントン、ボウリング、インディア
カ、ソフトバレーボール、ビーチボ
ールバレー
⊕3,500円（道具レンタル料金・ボウ
リング料金は含みません）
￡12月24日㈮（必着）までに、往復
はがきの往信裏面またはEメール
に住所、氏

ふり

名
が な

、年齢、電話番号を
記入し、〒417-8601　富士市スポ
ーツ協会事務局へ　� 153-6045

第11回　ラ・ホール
名作映画観賞会

ラ・ホール富士　153-4300
会場内の大型スクリーンに、名
作映画を映写します。臨場感と雰
囲気をお楽しみください。
±2月11日（金・祝）　14:00〜（開
場13:30）
￠ラ・ホール富士2階多目的ホール
上映作品／アラジン（実写版）
§126人（先着順）
￡1月9日㈰の9:00から、ラ・ホ
ール富士、富士市交流プラザ、
富士川ふれあいホールで整理券
を配布します（1家族4枚まで）

第55回　富士市スポーツ祭
スポーツ振興課　153-6045

❶スキー大会
±1月29日㈯　開会式8:30
￠ブランシュたかやまスキー場（長
野県）
⊕一般2,500円、小・中・高校生1,500
円
￡1月８日㈯までに、シラトリスポ
ーピア富士ジャンボ店カウンター
または富士市スキー協会　山本　
方へ　� 1090-2929-9917
❷フライングディスク（ドッヂビー）
大会

±2月13日㈰　開会式9:00
￠伝法小学校体育館
⊕500円
￡2月5日㈯までに、電話またはE
メールで富士市フライングディス
ク協会　杉山　方へ�
� 1090-3581-8611

富士発・女
ひ と

と男
ひ と

のフォーラム 
「さんきゅうパパになろう！」

多文化・男女共同参画課　155-2724
静岡県版父子手帳「シェアワセ
BOOK」を監修した秋山開

ひらく

さんの講
話と、ぶっちゃけトークで、パパた
ちの抱える日頃言えない悩みや苦労
を子育てパパ同士で共有しましょう。
※WEB会議ツールZ

ズ ー ム

oomを使用し
開催します。

±1月30日㈰　13:30〜15:00
講師／秋山開さん（シェアワセBOOK
監修・（公財）1

ワン

m
モ ア

ore�B
ベ イ ビ ー

aby応援団
専務理事）

§子育て中のパパ・これからパパに
なる人／20人（応募者多数の場合、
抽せん）
￡1月20日㈭までに、Eメールに氏

ふり

名
が な

、住所、電話番号、子どもの年
齢、シェアワセBOOKを持ってい
る・持っていない（持っていない
人には郵送します）を記入し、
NPO法人妊娠・子育てネットふじ　
村瀬　方へ� 1090-6596-3856
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記号の説明　　�±…とき　￠…場所　¨…内容　§…対象／定員　￤…持ち物　⊕…費用等　￡…申込み　¶…問合せ�
≫…託児あり（詳しくは上記QRコードをご覧ください）� ※特に記載のない場合、費用は無料。

広報ふじ
◀�≪マークまたはQRコードがついているものは詳細情報をウェブで
公開しています。そちらもご覧ください。

イベントなどに参加する場合は、マスクの着用にご協力をお願いします。
イベント当日に体温を測定し、風邪などの症状がある場合は参加を控えてください。

※感染症対策として、イベント等を変更・中止する場合があります。最新情報はウェブサイトなどをご確認ください。

≪ 少年自然の家　各種事業
少年自然の家　135-1697

❶まるび森の音楽会〜新春アコースティックコンサート〜
ポップスなどの曲を聴き、家族や友人と楽しい時間を過ごしましょう。

±1月16日㈰　12:00〜14:30　　￠少年自然の家食堂
§50人（先着順）
⊕�2,500円（食事つき。4歳以上の未就学児は1,000円。当日受付で集金）
❷丸火★星座教室
本物の望遠鏡で夜空を観察！友達と思いっきり森で遊ぼう！

±2月12日㈯・13日㈰　1泊2日　　￠少年自然の家、丸火自然公園
※雨天の場合、代わりのプログラムを実施します。
§市内在住・在学の小学4〜6年生／50人（応募者多数の場合、抽せん）
⊕2,400円（食事つき。当日受付で集金）

・・・・❶❷とも・・・・
￡❶12月21日〜1月6日❷1月7〜14日に、少年自然の家ウェブサイト
で電子申請するか、8:30〜17:00に直接または電話で少年自然の家へ
※休所日である12月27〜31日、1月1〜4・10〜12日は、直接または電
話での申込みはできません。
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内
な い

科
か

・小
しょう

児
に

科
か

・外
げ

科
か Internal�Medicine/Pediatrics/Surgery

Clinica�Geral/Pediatria/Cirurgias
歯科医師会館　153-5555
　　　　　　　伝法2850-3
日曜日・祝休日 
9:00〜12:00(受付は11:30まで）

13:00〜16:00(受付は15:30まで）

歯
し

　科
か Dentistry
Dentistas

救急医療センター　151-0099　津田217-2　
平日19:00〜翌8:00　土曜日14:00〜翌8:00　日曜日・祝休日 9:00〜翌8:00
〈診療上の注意〉必ず保険証とお薬手帳（ある場合）を持参してください。緊急性により診察順が変
わります。投薬は原則1日分です。子どもが受診する場合は、早めの時間帯にお越しください。
※��受診の際は、建物に入る前に車から電話をするか、正面玄関のインターホンで連絡してください�
（発熱などの状況により、車中診療となる場合があります）。感染防止にご理解とご協力をお願いし
ます。
※インフルエンザの検査は原則実施していません。検査目的での受診はご遠慮ください。

共立蒲原総合病院（主に内科）　181-2211　中之郷 2500-1
診療可能な科目や時間帯は日によって異なります。受診の際は、必ず電話でお問い合わせください。

※歯科医師会館は年末年始
(12月29日〜1月3日)も
上記と同じ時間に診療し
ます。

年末年始は、救急医療機関が大変混雑すること
が予想されます。ふだんから健康管理や感染症
予防を心がけ、身体の調子がおかしいと感じた
ら、早めにかかりつけ医で受診しましょう。

共立蒲原総合病院の内科診療案内
�●�12月29日㈬〜1月2日㈰��9:00〜翌9:00
�●�1月3日㈪�������������������9:00〜翌8:15

共立蒲原総合病院でも内科の一次救急診療を行います。
※12月28日㈫の夜間等一次救急の診療時間は、病院へ電話でお問い合わせ
ください。

救急医療センターの診療案内
�●�12月29日㈬　　　　　　14:00〜翌8:00
�●�12月30日㈭〜1月3日㈪��9:00〜翌8:00

年末年始

年末年始

年末年始

5日㈰ たむらレディースクリニック 65-7777 米之宮町 杉 浦 眼 科 65-8500 川成新町 芹沢耳鼻咽喉科クリニック 9
（055）
93-8000 裾野市 しみず鍼灸接骨院 73-0345 厚 原

12日㈰ 中島産婦人科医院 51-4188 青島町 花崎眼科医院 66-0100 青葉町 しんふじ耳鼻咽喉科クリニック 65-0600 川成新町 しおざわ整骨院 62-1133 水戸島1
19日㈰ 富士レディースクリニック 21-1111 富士見台 富士宮ごとう眼科 2

（0544）
1-3100 富士宮市 アミクリニック 9

（055）
81-3341 清水町 久保寺接骨院 85-3916 北松野

26日㈰ 長谷川産婦人科医院 53-7575 吉原5 加藤医院吉原分院 57-3000 中央町1 つちや耳鼻咽喉科医院 30-8003 厚 原 立志道接骨院 67-3931 中 野
29日㈬ 武田産婦人科医院 63-5122 宮 島 花崎眼科医院 66-0100 青葉町 さわだの森耳鼻咽喉科クリニック 9

（055）
29-8787 沼津市 下 村 接 骨 院 35-3663 大 淵

30日㈭ たむらレディースクリニック 65-7777 米之宮町 海野眼科医院 30-6260 松 岡 三島中央病院 9
（055）
71-4133 三島市 佐 野 接 骨 院 52-0774 吉原4

31日㈮ 中島産婦人科医院 51-4188 青島町 さいとう眼科医院 2
（0544）
8-5615 富士宮市 つりた耳鼻咽喉科クリニック 9

（055）
27-3387 沼津市 近 藤 接 骨 院 52-5187 今泉3

1/1日㈯ 富士レディースクリニック 21-1111 富士見台 戸田眼科医院 2
（0544）
1-9666 富士宮市 つちや耳鼻咽喉科医院 30-8003 厚 原 望 月 整 骨 院 61-3946 十兵衛

1/2日㈰ 長谷川産婦人科医院 53-7575 吉原5 渡辺クリニック 22-1500 富士見台 内藤耳鼻咽喉科クリニック 9
（055）
87-1717 長泉町 藤 原 接 骨 院 21-3309 神 戸

1/3日㈪ 船津クリニック 65-7272 川成新町 芦川病院（眼科）52-2480 中央町2 かみで耳鼻咽喉科クリニック 53-3321 伝 法 田子浦鍼灸接骨院 61-4131 横割6

と
　
き

12月・年末年始の�
接骨師会休日当番

眼
が ん

科
か Ophthalmology
Oftalmolagia

9:00〜17:00
耳
じ

�鼻
び

�科
か Otorhinolaryngology
Otorrinolaringologia

8:00〜17:00
産
さ ん

婦
ふ

人
じ ん

科
か Gynecology＆Obstetrics
Gineco-Obstetrica

8:00〜18:00
柔
じゅう

道
ど う

整
せ い

復
ふ く Bonesetter

Clinica�de�osteopatia

9:00〜17:00

Emergency�Hospitals�Available�on�Holidays
Pronto Socorro em  atendimento fim de semana e feriados12月·年末年始の救急当番医 救急当番医案内

151-9999

夜間納税相談
±12月27日㈪　17:15〜19:00

収納課　155-2730

12月の教育委員会会議
※傍聴する際はマスク着用などの
感染症対策をお願いします。

±12月21日㈫　14:20〜
￠岩松北小学校

教育総務課　155-2865

ケーブルテレビ「ふじ広報室」
ケーブルテレビ地上デジタル（月〜金曜日）
111チャンネル　7:55〜
112チャンネル　12:35〜
121チャンネル　9:40〜、17:25〜

※YouTubeでも公開しています。


