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– COVER PHOTO –
ＳＤＧｓ とは、２０１５年に国連

で採択された誰一人取り残さない持

続可能で多様性のある社会の実現の

ため、２０３０年を年限として取り

組まれる の国際目標です。

グローバル化された世界で起きた

コロナ禍によって、経済・環境・社

会のバランスのとれた発展の重要性

が再認識されました。

市では、地域の多様な関係者との

パートナーシップにより、市民の安

全・安心と良好な環境を守り続ける

とともに、文化や価値観の多様性が

尊重される、世界遺産富士山にふさ

わしい持続可能なまちを実現し、次

代を担う子供たちに継承していきた

いと考えています。

2020.8.5

ここでは、市や市内の企業・団体

3

などが進めているＳＤＧｓ に対する

( ４
) ３４９

▲市長によるＳＤＧｓ推進宣言

様々な取り組みを紹介します。

未来プロジェクト課☎

82
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古沢区では、
「神楽廻し」という伝統芸能があり
ます。これは、明治初頭に悪病が流行した際、悪
魔（悪病）祓いとして舞ったのが由来です。今年
はコロナ禍の影響で、規模を縮小し実施されまし
た。一日も早くコロナ禍が収束するといいですね。

▲舞人

杉山 昌信さん
2020.8.5

2

いつまでも活気あふれる
地域を目指して

誰一人取り残さない

神山地区生涯学習センター「くすのき」

はらぺこ食堂（ブラスマ委員会）

令和２年３月末に閉園した神山幼稚園の建物と園庭

地域の子どもたちに食事を提供し、居場所を作るこ

を活用し、新たな地域活動拠点が誕生しました。

ども食堂を市内で運営しています。

約 150 年に渡り「神山の教育の聖地」だった場所に、

ブラっと来て、
参加者全員が笑顔（スマイル）になっ
てほしいという願いからブラスマ委員会と命名し、月

住民から寄せられた書籍 2,000 冊所蔵の図書室など

に１度食堂を開いています。

が整備されました。この施設はＳＤＧｓのモデル施設
として、神山５区の子ども達の居場所作りや世代間交

この活動はＳＤＧｓの理念である「誰一人取り残さ

流、伝統文化継承の場として活用されています。

ない」を具体化した活動です。このような活動を継続
するためにも、食材の寄付に協力してください。

はらぺこ食堂
HP

https://ja-jp.facebook.com/

burasuma2018

ＳＤＧｓへの取り組みを
プチ宣言

新しい御殿場の特産物

eco まつり

水かけつぼみ菜

主催／ eco まつり実行委員会

春の訪れとともに、水かけ菜は黄色い菜の花を一斉
に咲かせます。花が咲く直前の「つぼみ」の状態で収

共催／エコハウス御殿場、御殿場市
昨年の eco まつりでは、ＳＤＧｓの 17 目標のうち

穫して出来た漬物は、大変希少で独特の風味があります。
チームＦＲＦの皆さんは「水かけつぼみ菜漬け」を
テロワール食材（街ならではの特産物）に育てようと
しています。つぼみ菜栽培が広まることで管理が行き
届かなくなった農地が再生され、新たな雇用創出に結
びつき、多様な人材の活躍の場に繋がるように活動し
ています。

▲農家の「秘密のご馳走」水かけつぼみ菜
チームＦＲＦ（Farmland Relay Funding）
「適正な価格で農産物・農産加工物を消費者、
商業者の方に購入してもらうことにより、農家

１つを選び、自分が取り組みたいことをプチ宣言とし

高校生による情報発信
ＳＤＧｓ啓発しおりの寄贈
社会問題の解決のためには、皆にＳＤＧｓを知って
もらうことが大切という想いから、市内在住の高校生
しずく

樋口滴さんがＳＤＧｓにちなんだしおりを作成し、図
書館へ寄贈してもらいました。

て付箋に書いてもらいました。
子どもから大人まで、身近な目標や想いが書かれた
付箋でいっぱいになりました。

は安心して農地を継承して保全できる」という
コンセプトで活動する若手農家グループ

かつまたファーム
HP http://katsumatafarm.

com/
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市内に水素ステーションが開設

エコガーデンシティ構想

令和２年４月に県東部では初めて、燃料電池自動車

市では、世界遺産富士山の麓にふさわしい、優れた

に水素を供給する水素ステーションが誕生しました。

環境と景観の形成と産業・経済振興が好循環するまち

燃料電池自動車は、水素と酸素の化学反応によるエ

を目指しています。

ネルギーを利用するため、CO₂ を全く出さず、窒素

富士山の湧水・豊かな緑・清浄な空気など恵まれた

酸化物などの有害なガスが出ないため、究極のエコ
カーと呼ばれます。
クリーンエネルギーの供給のための活用に加え、学
習の場として環境教育に生かしていく予定です。

▶シンボルマーク【最優秀賞】

環境と経済の好循環を
目指す

鈴木音羽さん（御殿場高校）

ゼロカーボンシティを
目指して

自然とともに、富士山の眺望を求め別荘文化が花開く
▲水素ステーション御殿場（岩谷産業㈱）

●燃料電池の仕組み

など、良好な環境と景観を有しています。
恵まれた自然や立地条件を活かし、産学官金の連携
と市民参画により、先端技術を活用した取り組みを継
続的に進めることで、地域経済活性化や市の魅力・ブ
ランド力向上の実現を図ります。

ゼロカーボンシティ
2050 年に CO₂ の排出量を実質ゼロにするこ
とを目指す旨を首長自ら公表した地方自治体

美味しさの秘密は
御殿場の自然に

Society5.0 を目指して

御殿場わさびと栽培水に含まれるミネラル類
硫酸イオン／辛み成分を多くし香りを良くします。
マグネシウム／葉緑素を増やし緑色を濃くし光合

バックパック型ライダーを活用した３次元計測

御殿場わさびの成分分析

世界遺産である沖縄県の首里城が火災で焼失したこ

富士山の伏流水・湧水で栽培される御殿場わさびは

とを受け、市として後世に引き継ぐべき貴重な文化財

国内外で高い評価を得ています。生産者の協力により、

の現況を測定しておく必要があると考えました。

市と㈱リコーが共同でわさびと栽培水の成分を分析し

空間情報計測企業である日本ＤＭＣ㈱協力のもと、

成を盛んにします。植物が糖類（甘みや粘り）を
蓄えるためにも重要です。
ホウ素／細胞の形成を促進し、目が詰まり固く締
まって形を良くします。

たところ、御殿場の自然環境に美味しさの秘密がある

Society5.0 に対応した先端技術により、無償で秩父宮

ことが分かりました。

記念公園の母屋を３次元計測しました。

Society5.0
仮想空間と現実空間を高度に融合させたシステ
ムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立
する人間中心の社会

富士山の伏流水は溶岩質を通過することでミネラル
を豊富に含むため、御殿場わさびは、固く締まって形
が良く、緑が濃く成長します。おろした後も辛みや粘
りが強く、香り良く甘みもあります。
気候が冷涼であるため、２夏を超える（生育期間
24 カ月）ことも特徴です。辛み成分アリルイソチオ

ＳＤＧｓの推進のためには、産官学金の連携に加え

連携の場「御殿場ＳＤＧｓクラブ」

て、何よりも市民の皆さん一人ひとりが身近なところ
から取り組んでいくことが必要です。
世界遺産富士山にふさわしい持続可能なまちづくり

参加方法などは、市ホームページをご覧ください。
HP

シアネートは、他産地と比べ１本あたり２倍以上含ま
れています。

https://www.city.gotemba.lg.jp/

gyousei/g-2/g-2-4/12136.html

に皆で取り組んでいきましょう。
７
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２０２０オリンピック・パラリンピック課☎︎ ( ７
) ８３０

2020 オリンピック・パラリンピック課☎︎ (82)7830

82

START

FINISH

START&FINISH

来年開催される東京 2020 大会は、安全・安心な環境の提供、延期に伴う費用の最小化、大会の
簡素化の３つの新たな方針が示され、ロードマップの公表により大会開催への道筋も示されました。
市では、コロナ禍の状況を踏まえながら、大会組織委員会と連携し、自転車ロードレースの開催
会場として引き続き準備を進め、ホストタウンとしてもイタリア空手代表を応援していきます。ま
た、延伸した準備期間を活用し、大会後のレガシー創出につなげていきます。

美味しいみくり
やそばを用意し
ています

全戸配布したチ
ラシを持参する
と観戦無料に !!

東京 2020 大会
市特設ホームページを開設
自転車ロードレースやイタリア空
手情報など、市独自の取組情報を掲
載。今後も随時情報を更新します。
HP

https://2020games.spotogotemba.com

シティドレッシングや
アートポスター展がスタート
市内各所では開催会場であること

御殿場オリジナルの
サイクルラックを設置
富士山御殿場・はこね観光案内所

をＰＲする都市装飾が順次スタート。 や市内公共施設に、市内で制作され
富士山樹空の森では公式アートポ
スターの展示を 8 月末まで開催。

たアルミ製サイクルラックを設置し、
サイクリスト受入環境を充実。

感染症対策のため、入場時の検温や健康観察などを行います。体調
のすぐれない人は来場を控えてください。観戦時は熱中症対策ととも
に、マスクの着用、密の回避に協力してください。
9
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第 16 弾は、「放課後児童クラブ」の紹介です。
子育て支援課☎ (82)4124

予 選
10

○ 放課後児童クラブとは…
保護者が仕事などで、平日の放課後や土曜日・夏休みの昼間な
どに児童の保育が困難な家庭の小学生を対象に、適切な遊びや生

開

放課後児童クラブが９クラブ（６団体）あり、それぞれ特色のあ
る保育を行っています。放課後児童支援員・補助員が児童の遊び
や生活を通じた育成の支援を行っています。

/24 ㈯
会／正午

結果発表／午後５時 30 分頃

コロナ禍の今 !!

”
！
で 思い を 届ける

元

主催／ NHK 静岡放送局、御殿場市

会場／市民会館大ホール

本 番

♪ ス♪ ト♪

ゲ

/25 ㈰

10
開
開

場／午前 11 時 15 分
演／午前 11 時 50 分

※予選会は非公開で行います。 終演予定／午後 1 時 15 分

全国的に注目されています

活の場を用意し、健全な育成を図ることを目的としています。
市内には公設放課後児童クラブが 20 クラブ（10 校区）、民間

せん

司会／小田切千アナウンサー

※総合・ラジオ第 1・国際放送で生放送

御殿場市政のホットな話題を紹介する「ゴテンバナビ」。

市制 65 周年記念事業

“歌

小学生の健全育成を支援 !!

午後０時 15 分～午後１時

の

す

放送
予定

さん

を全 国に 届けま

日時／ 10 月 25 日 ㈰

民の皆

歌声

ブとは？

ー学校とは違う役割をもつ重要な場ー

に、市

な

放課後児童クラ

出場・観覧者
募集

を

テ

ーマ

気

担当職員が紹介

放課
後児
童ク
人を
ラブ
募集
で働
して
く
詳し
い
ます
くは
。
14 ペ
ージ
で !!

９/ ７㈪
必着

新型コロナウイルス感染防止のた

往信の表

め、３月から５月まで市内小学校は
臨時休校を実施しました。その期間
中、放課後児童クラブは午前中から
開所し、保護者が医療従事者などで
仕事を休むことが出来ない家庭の子
どもを受け入れました。
コロナ禍の中で働く社会インフラ
を担う人たちの後方支援をする放課

出 場

63
63

〒 422-8787

往信

郷ひろみ

応募方法／郵便往復はがき（私製を除く）に下記の通り記入してください。

この面には結果を
何も書かないで
ください。

Ｎ H Ｋ静岡放送局
Ｎ H Ｋのど自慢（御殿場市）
出場係

返信の表

返信の裏

印字しますので

静岡市駿河区八幡１- ６- １

長山洋子

63

返信

出場希望者の
郵便番号

①郵便番号
②住所
③名前（ふりがな）

出場希望者の住所
（グループの場合は代表者）

④年齢
⑤性別

出場希望者の名前

⑥電話番号

※紙やシールの貼り付け、

⑦職業（具体的に）

修正液・テープの使用も不可

⑧歌う曲名と歌手名

後児童クラブは、その必要性や重要

⑨選曲理由

性が全国的に脚光を浴びることにな
りました。

往信の裏

出場希望者の

９/23 ㈬
必着

観 覧

グループの場合③～⑤、⑦は全員分記入
メンバーの関係も記入

応募方法／郵便往復はがき（私製を除く）に下記の通り記入してください。

※応募情報は抽選結果連絡の他、NHK では受信契約者情報との照合、受信料のお願いに使用する場合があります。
往信の表

子どもたちが楽しめることを大切に
放課後児童クラブは、学校とは違った
重要な役割を担っていると思います。子

ること、何より子どもたちが楽しめるこ
とを大切にしています。
「自分が楽しんでいれば子どもも楽し

学ぶ場であり、成長の場でもあります。

い」と思って、子ども目線で一緒に楽し

保護者アンケートで要望の多かった外

みながら接しています。子どもの成長を

間を設け、メリハリの効いた保育を行っ
ています。
保護者が安心して預けられる環境を作

〒 422-8787

往信

印字しますので

静岡市駿河区八幡１- ６- １
Ｎ H Ｋ静岡放送局
Ｎ H Ｋのど自慢（御殿場市）
観覧係

この面には結果を

観覧希望者の
63

返信

何も書かないで

観覧希望者の住所

ください。

観覧希望者の名前

今は、新型コロナウイルスの対策とし
ます。

2020.8.5

①郵便番号
②住所
③名前（ふりがな）
④電話番号

♪

（2 人まで）

修正液・テープの使用も不可

見られることが何より嬉しいですね。
て、手洗い、手指消毒などを徹底してい

観覧希望者の

⑤観覧希望人数

※紙やシールの貼り付け、

※新型コロナウイルスの感染状況によって、公演の中止や内容を変更する場合があります。
また、感染拡大防止のため保健所など公的機関へ個人情報を提供する場合があります。
問い合わせ／ NHK 静岡放送局☎ 054(654)4000

11

郵便番号

往信の裏

企画課☎ (82)4421

詳しくは
市ホームページを
ご覧ください

佐々木 民子さん

Interview

どもたちにとって、遊びながら社会性を

遊びを中心に、宿題の時間、おやつの時
市放課後児童クラブ
支援員リーダー

63

返信の表

返信の裏

2020.8.5

10

p
Pick u

Information

暮らし上手の

ヒントコーナー
“ 格安スマホ ” の契約前
に、使用方法やサポート
内容の確認を！
月額料金の安さが魅力の “ 格安ス
マホ ” ですが、思わぬトラブルも増
えています。
【事例】
〇無料で通話するにはアプリの使
用が必要と知らず、今までの通
話方法で使っていたら、通話料
が高額になった。
〇使い方が分からない時の問い合
わせ先が電話窓口しかなく、つ
ながらない。
【注意点】

案

内

地域包括支援センターでは
「地域ケア会議」を開催しています
住み慣れた地域で安心して暮らし
続けるために、地域の中で課題を抱
えている人への支援方法や、地域で

問

☎(70)6804
あすなろ

担

原里・印野地区

問

☎(89)7929
富岳

の支え合い、見守りの体制を考える
ための「地域ケア会議」を開催して

問

☎(87)6873

います。会議では、地域住民や福
祉・医療関係者などが集まり、どの

患者等搬送事業者を
認定しました

ように地域で見守るかなどを話し合
い、地域で生活していく体制を整え

被保険者本人の前年中の
＋ 42,100 円 ＝
総所得金額等−33 万円 × 8.07％

保険料
限度額
64 万円

会保険料控除により、所得税・住民
税が軽減される場合があります。
追納制度の申請
①市役所または年金事務所で申し込
み後、納付書が発送されます。
※口座振替やクレジットカード納

●所得の低い人や健康保険組合などの被扶養者であった人※には、保険料の軽減措

付は出来ません。

定後、２件目となるオートアシスト＆

●年度途中で加入した場合は、月割りで計算します。

納付書は使用できません。もう一

●既に年金から特別徴収（仮徴収）されている人は、決定した保険料額とこれまでに納

度申請が必要になります。

置があります（同一世帯内で所得が不明な人がいると軽減措置が適用されない場
合があります）。

めた額の差額を10月から特別徴収します。

者認定証を５月31日に交付しました。
患者等搬送事業とは…緊急性のない患者
をストレッチャーや車椅子などを固定で

支援を行います。心配ごとや悩みが
ある人は相談してください。
問

長寿福祉課☎(83)1463
御殿場十字の園

年４月分は令和12年４月末まで）。

※特別徴収と普通徴収が併用される場合があります。

担

木・西田中・北久原・仁杉）
問
担

間が掛かりますので、早めに申し込んでください。

☎(84)9696
問

御殿場地区（東山・二の岡・
☎(70)3331

④追納する期間のうち、原則古い期
間から納付してください。
⑤保険料の免除、もしくは猶予期間
を受けた期間の翌年度から起算し

保険料は、皆さんが医療機関の窓口で支払う自己負担額（１割分または３割分）以

て、３年度目以降に保険料を追納

外の医療費（９割分または７割分）に充てられています。安定的な医療制度を維持

する場合は、承認を受けた当時の

していく上で不可欠なものですので、納め忘れのないようお願いします。
問

保険料額に経過期間に応じた加算

国保年金課後期高齢者医療スタッフ☎(82)4188

消防署救急救助スタッフ

額が上乗せされます。
持

介護保険料減免のお知らせ

☎(82)7150

年金手帳または基礎年金番号が
分かる書類、認印、委任状（本
人以外が申請するとき）

☎(84)5950
さくら通り
新橋・湯沢・萩原・永原）

問

況などにより、変更が認められない場合があります）。なお、口座振替への変更は時

ストレッチャーのみ

御殿場地区（御殿場・深沢・
東田中・鮎沢・二枚橋・栢ノ

困った時は市消費生活センター

※特別徴収から口座振替による納付に変更することが出来ます（これまでの納付状

GOTEMBA民間救急サービス㈱

介護タクシーくるくる

③追納が出来るのは免除が承認され
た月から10年以内です（例：令和２

☎(78)6541
申

請年度中です。有効期限が過ぎた

納付方法

または自宅へ搬送や送迎を行う事業です。
申

②発行された納付書の有効期限は申

①特別徴収（年金からの差し引き）、②普通徴収（納付書または口座振替）

きる自動車を用いて医療機関、福祉施設
ストレッチャー・車いす兼用

2020.8.5

均等割額

サトーレッカー㈱に患者等搬送事業

福祉、健康、医療など様々な面から

☎ 83-1629 FAX 82-4333

所得割額

金の年金額を増やすことができ、社

※被扶養者であった人の軽減措置は、制度に加入してから２年間に限るものがあります。

どに限られている場合があります。

消費生活センター（くらしの安全課）

計算方法

出来ます。追納制度は、老齢基礎年

する指導及び認定に関する要綱の制

地域包括支援センターは、介護や

問い合わせ／

をして静岡県後期高齢者医療広域連合から認定を受ける必要があります）

納制度」により保険料を納めることが

て地域と協働していきます。

〇問い合わせ方法が電話やメールな

に相談してください。

す。加入手続きは不要です）
②一定の障害があると認定を受けた65歳以上75歳未満の人（加入には、申請

国民年金保険料の免除や猶予を受
けた場合は、10年以内であれば、「追

御殿場市・小山町広域行政組合消

ります。

を確認しましょう。

①75歳以上の人（75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の対象となりま

防本部では患者等搬送事業者等に対

る窓口サービスが無い場合があ

書で確認しましょう。

今年度の保険料は、８月中旬にお知らせします。
対

しい課題は、市で検討し解決に向け

〇携帯電話の使い方など相談でき

〇サポート内容や問い合わせ方法

年金支給額を増やせる
「追納制度」の案内

後期高齢者医療保険料の納付が始まります

ます。また、地域だけでは対応が難

高額請求を受ける可能性があり

13

玉穂・高根地区

富士岡地区

ます。

〇使用方法をホームページや契約

Information

菜の花
担

担

〇 指 定された通 話 方 法でないと、

【トラブルに遭わないために】

p
Pick u

新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の主たる生計維
持者の事業収入などが３割以上減少し、介護保険料の納付が困難な場合は、保険料
が減免となる場合があります。詳しくは問い合わせてください。
問

長寿福祉課介護保険スタッフ☎(82)4134

申・問

沼津年金事務所

☎055(921)2201
国保年金課年金スタッフ
☎(82)4122

2020.8.5
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市民会館カルチャー教室

p
Pick u
会場／市民会館☎ (83)8000

着付け教室（夜）

日時／９月３日㈭開講 月２回木曜日（全８回）19：00 ～ 21：00
募集人数／ 10 人 受講料／有り

着付け教室（昼）

日時／ 10 月７日㈬開講 月３回水曜日（全８回） 14：00 ～ 16：00
募集人数／ 10 人 受講料／有り

Information

募集／先着順

対象／一般

案

対象／一般

内

募

スポーツ振興くじ助成金を
活用しました

市民大学講座
受講生募集

車いすやオストメイトにも対応した

浜松職業能力開発短期大学校
秋期（10 月）入校生募集

多目的トイレを新設しました。

苦手を克服し話力を高める
きっかけづくりの
「話し方講座」参加者募集

日時／８月 28 日㈮ 13：30 ～ 15：30 会場／市民交流センター「ふじざくら」２階 第３・４会
議室 講師／ NPO 法人話し方 HR 研究所所属 土屋共栄氏 対象／市民活動団体、興味のある
人 参加料／無料 募集人数／ 30 人程度 申 ・ 問 ８月 21 日㈮までに直接、電話、ファクスま
たはメールで市民活動支援センター☎ (70)6820、 FAX (70)6817 、 info@gotemba-npo.net へ
※参加者はマスクを着用してください。

市内で通勤可能な人

化、防犯など各分野の講師による講

定

10人程度

座を行います。

申・問

「市スポーツ教室」心と身体が目
覚めるリズミックな軽運動
（スローエアロビック）参加者募集

日時／９月５日～ 10 月 10 日 計５回 土曜日 13：00 ～ 15：00 会場／市体育館
対象／市内在住または通勤・通学している人 募集人数／ 20 人 参加料／有り
申 ・ 問 ８月 21 日㈮までに市体育協会☎ (80)5566 へ

「市スポーツ教室」
武術ジュニア教室
参加者募集

日時／９月２日～令和３年３月 31 日 水曜日 19：00 ～ 20：00
対象／市内小学生 募集人数／ 30 人 参加料／有り
申 ・ 問 ８月 26 日㈬までに市体育協会☎ (80)5566 へ

「市スポーツ教室」
親子スポーツ体験教室
参加者募集

日時／９月 16 日～ 12 月 19 日 計８回 土曜日 ９：30 ～ 11：30 会場／市体育館
対象／市内小学１～３年生とその保護者 募集人数／ 20 組（先着順） 参加料／有り
申 ・ 問 ９月６日㈰までに市体育協会☎ (80)5566 へ

「市スポーツ教室」
少林寺拳法教室 第２次
参加者募集

日時／９月７日～ 10 月 26 日 月曜日 少年の部 19：00 ～ 20：30 一般の部 19：00 ～ 21：00
会場／少林寺拳法協会本部道場 対象／市内在住または通勤・通学している人
募集人数／ 20 人 参加料／有り 申 ・ 問 ９月６日㈰までに市体育協会☎ (80)5566 へ

ミニ手話体験教室
参加者募集

「税を考える週間」
記念チャリティーコンサート 2020
ベルリン・コンツェルトハウス
室内オーケストラ開催

会場／市体育館

日時／ 10 月７日、14 日、21 日、28 日、11 月４日 水曜日 19：00 ～ 20：30 会場／市民交
流センター「ふじざくら」１階第１・２会議室 対象／①初めて手話を学ぶ人、②市内在住ま
たは通勤・通学している高校生以上の人 募集人数／ 20 人（先着順） 参加料／無料
申 ・ 問 ８月 12 日㈬から９月 16 日㈬までに市社会福祉協議会☎ (70)6801、 FAX (89)5501 へ
日時／ 10 月 29 日㈭ 18：30 ～ 会場／沼津市民文化センター大ホール（沼津市御幸町）
参加料／無料 ※チャリティー募金有り 申 ・ 問 往復はがき返信面に住所、氏名、電話番号を明
記して〒 410-0046 沼津市米山町 2-14 沼津法人会☎ 055(925)7755 へ
※８月 20 日㈭から受付開始（２人以上の場合は、人数分の郵便はがきを封筒に入れて郵送して
ください。返信はがきは９月 28 日㈫から順次発送）。

※詳しくは市子育て支援サイトを確

会

市民交流センター「ふじざくら」

認してください。

対

新型コロナウイルスなど感染症
予防に協力でき、３回以上の出

超音波風速計３台を設置しました。

国・県からのお知らせ

席が見込める市内在住または通
勤・通学している人

市民スポーツ課☎(82)4135

救急医療センター
休診のお知らせ

定

60人（超えた場合は抽選）

費

500円

年金情報は「年金ポータル」を
利用してください

（第１回講座開催の際に集金）
申・問

８月31日㈪まで（必着）に、

休

８月13日㈭午後６時〜14日㈮午前８時

住所、氏名、年齢、電話番号、市

代

富士病院☎(83)3333

民大学希望の旨を明記して、直

問

救急医療課☎(83)1111

HP https://www.mhlw.go.jp/nenkinportal

接、郵送、電話またはファクスで
〒412-8601社会教育課

アオゾラ自然体験教室
参加者募集

市の条例による規制の対象
(１)事業区域の面積が500㎡以上の事業
(２)事業区域の面積が500㎡未満で

日

９月６日㈰ 午前９時30分〜正午

あって、次のいずれかに該当する事業

会

国立中央青少年交流の家

ア…当該事業区域と一団であると認め

対

市内在住または通勤・通学して

られる区域において、当該事業に着

問

いる小学生以上の子とその親

手する日前3年以内に事業が行われ、

内

自然観察・バードウォッチングなど

または行われている場合は、その面

定

30人（先着順）

積の合計が500㎡以上となる事業

費

無料

都市計画課☎(82)4222

国道246号
片側交互通行のお知らせ

☎(82)0339、 FAX (81)0370へ

一定規模以上の盛土や埋立て
には許可などが必要です

イ…土砂などが500㎥以上となる事業

直接または電話で市放課後

児童育成会☎(82)4124へ

９月30日㈬、10月30日㈮、11月
30日㈪、12月18日㈮の全４回

●陸上競技場
問

放課後児童クラブに通う児童の育成の
支援を行う支援員・補助員を募集します。
対

日

入校試験／９月 11 日㈮ 応募資格／概ね 55 歳以下の人で、高等学校を卒業している人または高
等学校卒業と同等以上の学力を有する人 募集人数／ 12 人
申 ・ 問 ８月 12 日㈬から９月４日㈮までに浜松職業能力開発短期大学校（浜松市南区法枝町）
☎ 053(441)4444 HP http://www.3.jeed.or.jp/shizuoka/college

市放課後児童クラブ
支援員・補助員募集

御殿場の歴史民俗、富士山、食文

●馬術・スポーツセンター

市民伝言板

集

申・問

日

令和３年２月26日まで（予定）
午前８時30分〜午後５時

区

国道246号湯舟トンネル〜大久
保トンネル（小山町藤曲）

問

沼津河川国道事務所御殿場国道
維持出張所☎(82)2488
147

片側交互通行
延長約 800m

生土

246

小山町役場

８月31日㈪までに電話で、

環境課☎(83)1603へ

E1
394

東名高速道路

当店は技術力の高い ス タ ッ フ に よ る手もみでお疲れのお身体を
丁寧に全身揉みほ ぐ し ま す 。
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※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イベントなどが中止・延期となる場合があります。

2020.8.5
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地元ケーブルテレビの
高校生アナウンサー
るかなど、細かい点も先生に確
認してもらっています。
収録する時に気を付けているこ
とはありますか？
楠元…ゆっくり、はっきり、大
きな声で話すように心掛けてい
ます。

ケーブルテレビの番組
「ギュッとごてんば」内の市の

近藤…声をしっかり出し、一語

楠元…御殿場の情報を、視聴者

ください。

これからの意気込みを聞かせて

ています。

一語をはっきりと話すようにし

広報番組で、今年６月からアナ
ウンスを担当している御殿場西
くす もと

高 等 学 校 ２ 年 の 楠 元 莉 緒 さ ん、
近藤ひよりさん。今の２人の心
境や抱負などをお聞きしました。
アナウンサーに選ばれた時の気
近藤さん（以下近藤）…驚きと

近 藤 … 自 分 自 身 も 楽 し み つ つ、

の皆さんに分かりやすく伝えら

楠元さん（以下楠元）…自分が

不安な気持ちが大きかったです

情報を伝えることを目標に、最

持ちは？
選ばれるとは思っていなかった

が、普段できないことを体験す

後まで全力で頑張ります！

れるように頑張ります！

ため、最初はとても不安でした。

るチャンスなので、最後までや
り遂げたいと思いました。

２人は来年３月までアナウン
「ギュッとごてんば」は、ケー

スを担当します。
ていますか？

ブルテレビで月曜日から金曜日

収録前にはどのような準備をし
楠元…原稿を読み、漢字の読み

までの午前８時 分と午後１時
分から放送

はる と

音声による広報ごてんば
問い合わせ／社会福祉課

７月１日現在（外国人住民含む）

世帯／ 37,939

女／ 42,835

男／ 45,111

里恵さん（御殿場）

祥太さん／母

父

澪さん（高根）

拓さん／母

みお

土屋 晴翔くん（６カ月）

たく

父

や区切りを確認して、何度も繰

日曜日の午前７時

分、土曜日の午前６時 分と
近藤…原稿を読む時に、どこで

発行／御殿場市 〒 412-8601 御殿場市萩原 483
TEL 83-1212 ㈹
編集／企画部魅力発信課 TEL 82-4127 FAX 84-1661 Mail koho@city.gotemba.lg.jp

しています。

毎月５日、20 日発行

30

計／ 87,946( ▲ 59)

TEL 82-4238

市の人口

20

30

り返し練習しています。

20

我が家の
アイドル

杉山 華ちゃん（９カ月）

近藤 ひよりさん
区切れば情報を正確に伝えられ

2020.8.5

広報ごてんば

楠元 莉緒さん

