
■と　き　　３月２日(金)　13：00～15：30（12：30開場）

■ところ　　総合文化会館　金太郎ホール

■内　容　　○「　鉞　創　塾　」成果発表
役場若手職員と民間企業等社員の政策形成能力向上研修の成果を発表

　　　　　　○各地域のまちづくり活動発表
各地域のまちづくり推進協議会の活動を発表

　　　　　　○クアオルト健康ウォーキング事業紹介　～おやまを歩いて健康づくり～

★★★★　みなさん、　お誘い合わせてお出掛けください！★★★★

知っていますか？　あなたの地域のまちづくり活動を。
　　　各地域の取り組みを、　ぜひ、　ごらんください。　入場は無料です。

◆掲載できなかった情報などを、小山町ホームページに掲載しています。http://www.fuji-oyama.jp/◆
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主催　小山町、各地域まちづくり推進協議会　　　　　問合せ　町長戦略課　☎76ー6135

平成29年度

「金太郎まちづくり活動発表大会」を
開催します
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と　き　２月23日(金)　13：00～16：00　
相談員　牧野　京子さん
と　き　３月９日(金)　13：00～16：00
相談員　滝口　正
ところ　いずれも役場１階　総合相談室
問合せ　くらし安全課　☎76-6130

＜エイズ・肝炎検査＞
と　き　３月１日(木)　９：30～11：30
　　　　※要予約（匿名可）
問合せ　医療健康課　☎82-1224
＜夜間エイズ検査＞
と　き　３月６日(火)　17：00～19：45
ところ　東部健康福祉センター（沼津市）
　　　　※要予約（匿名可）
問合せ　地域医療課　☎055-920-2109
＜精神保健福祉総合相談＞
と　き　３月12日(月)　13：30～15：30
内　容　こころの病、アルコール・薬物依存症・ひき
　　　　こもりなどの相談　※要予約
問合せ　福祉課　☎82-1222

　大菊、小菊、玉菊、スプレー菊などの栽培について、
御殿場菊花会会員が丁寧に指導します。
と　き　平成30年４月～10月の月１回　２時間程度
ところ　御殿場市民交流センター　ふじざくら
年会費　3,000円
問合せ　御殿場菊花会　杉山さん　☎83-0552

 　暮らしの中の悩み相談を受け付けています。
相談受付ダイヤル　055-922-3715
受付時間　９：00～17：00（平日）
　※相談と取り次ぎは原則無料ですが、専門家に相談
　　する場合は別途料金が掛かる場合があります。
問合せ　ライフサポートセンター東部
　　　　☎055-929-9820

　駿東地区交通災害共済は、駿東地区に住む人が掛け
金を出し合い、交通事故でけがをした人に見舞金を支
給する相互扶助制度です。 
対　象　　小山町に住所がある人。加入者が年度途中
　　　　　に他市町に転出した場合でも、共済期間中
　　　　　は有効です。
掛け金　　１口500円で１人２口まで加入できます。
　　　　　中途加入の場合でも掛け金は同じです。
期　間　　共済期間は、４月１日から平成31年３月31
　　　　　日までの１年間です。中途加入の場合は、
　　　　　申し込みした日の翌日から平成31年３月31
　　　　　日までです。
加入方法　各区を通して加入申込書を配布しています。
　　　　　共済金を添えて班長に申し込んでください。
　　　　　個人で申し込む場合は、指定の町内金融機
　　　　　関へ直接申し込んでください。
見舞金の請求はくらし安全課まで
　交通事故発生から２年以内に、次の書類を役場本庁
　くらし安全課へ提出してください。
　提出書類
　①駿東地区交通災害共済組合指定の請求書
　②自動車安全運転センター発行の交通事故証明書　
　　（コピー可）
　③診断書〈受傷日、受傷の原因、傷病名、入院・通院
　　日が確認できるもの〉（コピー可）
持ち物　請求者の認印、口座番号がわかるもの（請求
　　　　者名義の通帳など） 
問合せ　くらし安全課　☎76-6130
　交通共済見舞金金額表

駿東地区交通災害共済に加入しませんか
くらし安全課

募集

３月の御殿場健康福祉センター行事
御殿場健康福祉センター

案内

行政相談
くらし安全課

相談

菊作り勉強会参加者募集
御殿場菊花会

募集

暮らしなんでも相談
ライフサポートセンター東部

相談

総　合　相　談 
日ごろの生活でお困りのことなど、ご相談ください

役場１階　（平日 9：00～ 16：00）　
くらし安全課　☎76-6130

広報おやま15日号は、
偶数月のみの発行です。
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　自然と触れ合いながら、元気で楽しく毎月２回、町
内外の山野や名所・旧跡を歩いています。
　皆さん、一緒に歩きませんか。　
対　象　概ね50歳以上の人
年会費　4,000円（入会金1,000円を含む）
申込み　３月20日(火)まで
問合せ　事務局　長谷川さん　☎78-2200
 

　平成30年度の新入生を募集します。
受　付　　３月16日(金)～29日(木)
定　員　　1,000人
出願資格　中学校卒業見込みの人、中学校を卒業した
　　　　　人、高等学校転入学希望者、中退者など入
　　　　　学を希望される人は、２月21日（水）14時
　　　　　から行われる入学説明会（東部キャンパス）
　　　　　に参加してください。（予約不要）
試　験　　書類審査による
問合せ　　静岡中央高等学校　東部キャンパス（三島
　　　　　長陵高校内）　☎055-928-5757
 

　「ふれあい看護体験」は、保健医療福施設の見学や
簡単な看護体験、関係者との交流などを行うイベント
です。病院、老人保健施設がそれぞれユニークなプロ
グラムで開催します。
と　き　５月７日(月)～11日(金)のうち１日
　　　　（9：00～15：30）
ところ　富士小山病院
申込み　郵便往復ハガキに下記事項を記入し、４月２
　　　　日(月)から23日(月)の期間に富士小山病院の
　　　　「ふれあい看護体験係」へ送付する。
　　　　＜往信裏面＞
　　　　　①希望日②住所③氏名（フリガナ）④年齢
　　　　　⑤性別⑥職業（学生・事務職等）⑦電話番
　　　　　号⑧洋服サイズ⑨応募理由⑩「ふれあい看
　　　　　護体験」を何で知ったか
　　　　＜返信裏面＞
　　　　　①申込者の住所②氏名
問合せ　静岡県ナースセンター　☎054-202-1761

　３月１日(木)から７日(水)まで「火の用心　ことば
を形に　習慣に」をスローガンに「春の全国火災予防
運動」が行われます。
　平成29年の小山町の火災件数は11件で、主な出火
原因は屋外での火の取り扱い不注意やたばこの不始末
など不注意によるものが多く、気を付ければ防ぐこと
のできる火災でした。身近にある火の取り扱いから見
直し、火災を自ら防ぐ予防対策をお願いします。
　なお、消防署では、この期間中、高齢者単独世帯の
お宅を訪問して、防火安全診断を行います。その付近
に消防車両が停車しますが、火災や救急ではありませ
んのでご了承ください。
（対象地区：宿、所領、向方、新柴、桑木、下原、東
原、雲雀ヶ丘、緑ヶ丘）
※期間中は、防火を呼びかけるため、午後８時にサイ
　レンを吹鳴します。火災ではありませんので、ご理
　解とご協力をお願いします。
住宅防火　いのちを守る　７つのポイント
【３つの習慣】
・寝たばこは、絶対にしない
・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用
　する
・ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す
【４つの対策】
・逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する
・寝具、衣類とカーテンからの火災を防ぐために、防
　炎品を使用する
・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器など
　を設置する
・お年寄りや身体の不自由な人を守るために隣近所の
　協力体制をつくる
問合せ　消防本部予防課　☎83-0119

　市とボランティア市民団体の協働による企画と運営に
より、東日本大震災復興支援コンサートを開催します。
と　き　３月11日(日)　15：00から（14：30開場）
ところ　南足柄市文化会館　大ホール
内　容　「神」と呼ばれる世界で活躍する日本を代表
　　　　するドラマー神保彰が１人で奏でるパフォー
　　　　マンス。圧巻のワンマンオーケストラをご覧
　　　　ください。
入場料　特別席　3,000円（指定）
　　　　一般席　2,500円（指定）
問合せ　南足柄市文化スポーツ課
　　　　☎0465-73-8062

春の全国火災予防運動（3/1～3/7）
消防本部予防課

案内

東日本大震災復興支援チャリティコンサート
南足柄市文化スポーツ課

募集

五十雀山歩会会員募集
五十雀山歩会

募集

「ふれあい看護体験」参加者募集
静岡県看護協会

募集

募集 県立静岡中央高等学校通信制課程
生徒募集

県立静岡中央高等学校

★☆小山町移住・定住情報サイト☆★
「ASUO（アスオ）」　http://asuoyama.jp/

売りたい・貸したい不動産バンクをご利用ください
おやまで暮らそう課　☎76 - 6137



　３月１日(木)～３月７日(水)は「子ども予防接種週
間」です。
　町では、予防接種法に基づき、子どもの予防接種事
業を実施しています。保護者の皆さんに予防接種に関
心を持ってもらい、予防接種率の向上を図るため、御
殿場市医師会の協力により、上記期間中「予防接種週
間」を設けました。かかりつけ医と相談し、接種する
ことをお勧めします。この機会に、母子健康手帳の予
防接種欄を確認してください。
　予防接種週間の土曜日、日曜日にも下記医療機関で
実施します。希望する人は、医療機関に必ず電話予約
をしてから受診してください。予診票がない場合は、
健康増進課へ連絡してください。
　特に、年長児世代の「麻しん・風しん混合ワクチン」
未接種の人は、平成30年３月31日を過ぎると有料接種
になりますのでご注意ください。

接種対象者
・麻しん風しん混合予防接種第１期　
　　⇒満１歳～２歳未満
・麻しん風しん混合予防接種第２期
　　⇒年長児
・ジフテリア破傷風混合予防接種　　
　　⇒平成17年４月２日～平成18年４月１日生まれ
・日本脳炎予防接種　　　　　　　　　　
　　⇒平成11年４月２日～平成12年４月１日生まれ
　　　平成19年４月２日～平成20年４月１日生まれ
　　　３歳～
・４種混合予防接種　　　
　　⇒生後３か月～７歳６か月未満
・水痘ワクチン予防接種　
　　⇒１歳～３歳未満
・ヒブワクチン予防接種　
　　⇒生後２か月～５歳未満
・小児用肺炎球菌ワクチン

　　⇒生後２か月～５歳未満
・Ｂ型肝炎ワクチン　
　　⇒生後２か月～１歳未満
問合せ　健康増進課　☎76-6668

　平成29年度の子宮がん検診と乳がんマンモグラフィ
検診の実施期間は、３月31日までです。
　誕生月に受けそびれてしまった人や、３月生まれで、
誕生月に受けることができない人は、ご相談ください。
受診票が手元にない場合は再発行します。
　子宮がん検診の対象者は20歳以上の女性、乳がんマ
ンモグラフィ検診は、40歳以上の偶数年齢の女性です。
（対象年齢は平成30年４月１日までに達する年齢）
　自分と家族の健康のために、がん検診を受けましょう。
問合せ　健康増進課　☎76-6668
 

　関東森林管理局では、国有林野事業の運営などにつ
いて皆さんにご理解いただくとともに、意見・要望を
聞き、国有林野の管理経営に役立てていくため「国有
林モニター」を募集します。国有林モニターの皆さん
には国有林の広報誌などを定期的にお送りし、アンケー
トに回答してもらいます。
　また、年１回、国有林モニター会議、現地視察への
出席をお願いします。
募集人数　70人程度
依頼期間　４月から２年間
応募資格　国有林野事業に関心のある20歳以上（４月
　　　　　１日現在）の人
申込み　　２月26日（当日必着）
問合せ　　関東森林管理局国有林モニター担当系
　　　　　☎027-210-1150
　　　http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/kikaku/
　　　kokuyuurinmonita.html

対象者
　①学校教育法に基づく高等学校（全日制）、高等専門
　　学校、大学（昼間部）、大学院に進学しようとする人
　②学業が優秀な人
　③人物が優れ、健康な人
　④経済的に修学が困難な家庭の人
奨学金　月額３万円以内
申込み　３月30日(金） まで
問合せ　事務局
　　　　☎75-2424

次号は４月１５日発行予定です。

予防接種を忘れていませんか？
健康増進課

案内

女性のがん検診を受け忘れていませんか？
健康増進課

案内

国有林モニターの募集
静岡森林管理署

募集

須走彰徳山林会奨学生募集
一般社団法人須走彰徳山林会

募集

医療機関名休日実施日時

友成医院・なかがわ医院・南寿堂医院・東
富士病院・岩瀬内科医院・上町医院・斉藤
医院・たうち小児科医院・富井医院・西田
小児科医院・ばんクリニック・東山クリニッ
ク・松尾クリニック・安田内科小児科医院・
渡辺整形外科内科医院

３月３日（土）
（午前）

南寿堂医院・富井医院（15時まで）３月３日（土）
（午後）

南寿堂医院・たうち小児科医院（９時から
11時まで）

３月４日（日）
（午前）

南寿堂医院３月４日（日）
（午後）


