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歳未満の人への接種は調整中で
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は、６月中旬から開始予定です。開
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ワクチン住民接種が始まりました
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ワクチン接種スケジュール
接種対象者

接種方法

接種場所

医療従事者など

集団接種

市民会館

75 歳以上の人

集団接種

市民会館

65 歳以上の人

集団接種

市民会館

高齢者施設入所者

施設接種

入所中の施設

上記以外の人

調整中

調整中

４月

５月

ワクチン接種開始前の案内
６月

７月

８月〜

国からのワクチン供給に合わせ

郵送するもの

○

て、順次ワクチンの接種を行いま
す。接種スケジュールは、５ペー

ワクチン接種の案内、

ジを確認してください。

接種券、予診票

ワクチン接種開始前には、案内

予約

○

などを郵送します。
希望する全ての人が接種を受け

案内に従って予約をし、接種を受けてください。ワクチ

ることが出来ますので、慌てずに

ンは２回接種します。１回目の接種後、接種会場で２回目

案内をお待ちください。

の接種日を案内します。

※接種スケジュールは 5 月 10 日時点の予定です。今後の状況によって変更する場
合があります。具体的な情報は、決まり次第、市ホームページや広報ごてんばな
どでお知らせします。

新型コロナウイルス感染症の発

ワクチン接種を受けることは、

ワクチン接種の希望
ワクチン接種は強制ではありま

接種後は、会場で 15 〜 30 分

医師の判断（診察）が必要な医療

せん。接種による感染症予防の効

行為です。

果と副反応のリスクを理解したう

接種部位は清潔に保ちましょう。

えで自らの意思で接種を受けてく

当日の入浴は差し支えありません。

ださい。

当日は激しい運動は控えましょう。

現在、治療中の人やワクチン接
種などに関して気に掛かることが
ある場合は、事前にかかりつけ医
に相談してください。

ファイザー社のワクチン

ワクチン接種後も基本的な感染予

接種後の注意事項

程度様子を見ます。

接種を強要したり、接種を受け

接種部位の異常な反応や体調の変

ていない人に差別的な扱いをした

化があった場合は速やかに医師の

りすることはしないでください。

診察を受けましょう。

使用するワクチン

○

症・重症化を予防するものです。

ワクチン接種の注意事項
かかりつけ医に相談を

ファイザー社
ワクチン
最新情報

新型コロナウイルスワクチン

コミナティ

防対策が必要です。
ワクチン接種により新型コロナ

発症予防効果は約 95％です。２回接種を受ける必要が

ウイルス感染症を発症する可能性

あります。初回接種後、３週間の間隔をおいて２回目の接

が低くなることが分かっています。

種を受けて頂きます。

※予約のキャンセルなどで余ったワクチンは、集団接種会場のスタッフが
接種することにより廃棄を防止しています。

ワクチンの副反応
市の相談コールセンター
・接種全般に関すること…☎ 080(6653)7859
・ワクチン副反応に関すること…☎ 080(6653)7896

（土・日曜日及び祝日を除く

午前８時 30 分〜午後５時 15 分）

ワクチンに

○

最新情報

御殿場市

・ワクチン副反応に関する県の相談窓口…☎ 050(5445)2369

（毎日
5

午前９時〜午後５時）

2021.5.20

数日以内に現れる可能性がある症状

・アナフィラキシー

・発症割合 50％…接種部位の痛み、疲労、頭痛

薬や食物が体に入ってから短時間で起こること
があるアレルギー反応です。

・ワクチン施策などに関する厚生労働省の電話相談窓口…☎ 0120(761)770
午前９時〜午後９時）

○

関する

国・県の相談窓口
（毎日

すぐに現れる可能性がある症状

・血管迷走神経反射
静岡県

厚生労働省

ワクチン接種に対する緊張や強い痛みにより立

・発症割合 10 〜 50％…筋肉痛、悪寒、関節痛、
下痢、発熱、接種部位の腫れ
おう と

・発症割合１〜 10％…吐き気、嘔吐

ちくらみや、時に気を失うことがあります。
2021.5.20
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※北京オリンピック女子 10,000m 出場

HP
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年に 1 度。健診を受けましょう。
~

人生 100 年時代、「健康」は無形資産です ~

現在、世界的に大流行している新型コロナウイルス感染症。感染した場合、基礎疾患がある人は重症化のリスクが
高いと言われています。これまで以上に、健康管理の重要度が増しています。今年も健診を受けましょう。
国保年金課☎ (82)4121
PICK UP

健診結果
項目
身体計測検査
血圧検査
尿検査

腹囲

男性 85cm 未満
女性 90cm 未満

BMI

18.5 〜 24.9kg/m2

収縮期／拡張期

130/85mmHg 未満

肝機能検査

追加検査

票できる場合があります。そのほか、条件によって投票できる場合も

でいた場所の投票所で投票してください。投票所名は入場券に記載さ

②血圧検査…高血圧は血管を傷つける大きな要

れています。

因になります！

● 期日前投票

③血中脂質検査…異常値は血管の詰まりの元。

会

場／市役所本庁舎３階・市役所富士岡支所

日

時／６月４日㈮〜 19 日㈯

大きな病気を招きます！

（–）
（±）

方を傷つけます！
⑤アルブミン…「フレイル（下記参照）
」の芽
が出ていませんか？

午前８時 30 分〜午後８時

※市役所富士岡支所は６月 12 日㈯から
持ち物／投票所入場券（投票所での密を避けるため、あらかじめ裏面
を記入し持参してください）

● 選挙公報

AST

30U/I 以下

ポスティングにより配布します。選挙期日が近づいても届かない場

ALT

30U/I 以下

合は連絡してください。また、市役所、市役所各支所、駅前サービス

γ -GT

50U/I 以下

センター、保健センター、一部のコンビニやスーパーなどに設置します。

血糖（空腹時）

100mg/㎗未満

HbA1c

5.6% 未満

クレアチニン

男性 1.2mg/㎗以下
女性 1.0mg/㎗以下

eGFR

年齢により異なります

尿酸

6.9mg/㎗以下

アルブミン

3.9g/㎗以下

健診期間／７月１日㈭〜 11 月 30 日㈫（休診日を除く）
持ち物／保険証、受診票、自己負担金（500 円）
※受診票は、対象の人に６月下旬に送付予定です。
（オレンジ色の封筒）

①〜④の検査値に注目してみます。この４
つの検査値の異常が重なるほど血管の傷み
が進むといわれています。命を脅かす心臓

第４投票所／西保育園から新橋

午前９時から午後４時まで

します。

● 新型コロナウイルス感染症対策

全て正常な場合に比べ、４つ重複している

♦︎マスクを必ず着用してください。

たの将来を守ります。
⑤は、高齢期において近年注目されてい
る「フレイル」の要素として重要な低栄養

選挙公報が
掲載される

♦︎投票日当日の投票所では施設備え付けのスリッパは使用できません。
必要な人は室内靴を持参してください
（第５・13・17・21・22 投票所は不要）
。

● 投・開票速報と結果

新型コロナウイルスの影響により、令和２年度

よって数値を維持することで「フレイル」
を防ぎましょう。

♦投票速報／６月 20 日㈰ 午前 10 時頃〜投票終了（随時更新）

に引き続き上記期間の実施となります。

♦開票速報／６月 20 日㈰ 午後 10 時頃〜開票終了
（概ね 30 分毎更新）

「フレイル」とは、加齢による

20 歳から 39 歳未満の国保の

ていないか、早めにチェックする

虚弱のため心身が衰えた状態のこ

人は、500 円で特定健診と同じ

ため、
特別な検査を行っています。

と。健診でチェック出来ます。

項目の検査が受けられます。詳し
くは問い合わせてください。
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市公式フェイスブック

市ホームページ

HP

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

切な一票です。
明るくきれいな選挙を心掛
け、あなたの持っている選挙

若いうちから健診習慣を！

糖尿病によって腎臓が傷み始め

県選挙管理委員会事務局ホームページ

私たちが政治に参加する大

♦︎開票結果／開票終了後
75 歳以上の人はフレイルチェック

予定です

♦︎期日前投票を利用し投票所が混雑する時間を避けてください。

の指標となります。バランスの良い食事に

糖尿病の重症化予防の取り組み

投票時間

※第 12 投票所（国立駿河療養所）は

地区コミュニティ供用施設に変更

病や脳卒中などの重篤な疾患の発症率は、
場合はなんと 36 倍。メタボの解消はあな

日

７時 ▶ ８時

● 投票所の変更
メタボリックシンドロームに関連のある

知事
選挙
６.20
午後

クレアチニン
検査

の証明書」を持参するか、その確認を受けることにより前住所地で投

静岡県

午前

血糖検査

も市区町長が発行する「引き続き静岡県内の区域内に住所を有する旨

の危険は ?!

蛋白（たんぱく）

HDL コレステロール 40mg/㎗以上

♦︎上記以外の令和３年３月２日以前から県内に引き続き住んでいる人

♦︎令和３年５月 22 日以降に市内転居の届出をした人は、以前に住ん

④血糖検査…高血糖は太い血管、細い血管の両

LDL コレステロール 120mg/㎗未満

（住民登録）のある人で、平成 15 年６月 21 日までに生まれた人です。

あります。

（–）
（±）
150mg/㎗未満

♦︎令和３年３月２日（転入届を出した日）以前から市に引き続き住所

①腹囲…メタボ判定の入り口！内臓脂肪型肥満

糖
中性脂肪

血中脂質検査

基準値

● 投票できる人

HP

https://m.facebook.com/GotembaCity/?locale2=ja_JP

権を大切に、必ず投票に行き
ましょう。
市選挙管理委員会☎ (82)4521

2021.5.20
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生涯学習情報

みちしるべ

発行：御殿場市生涯学習推進会
編集：社会教育課☎ (82)0339

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止または変更となる場合があります。
毎月 20 日号で市内３校の高校生が御殿場の魅力を発信しています。
今号は、御殿場南高等学校の皆さんが見つけた「御殿場の魅力」を紹介します。
①作品タイトル

②撮影者氏名・学年

③撮影地

④撮影エピソード

①ただそこに咲く
②秋山 叶響（あきやま かおん）さん・３年
③中央公園
④『控えめな優しさ』とは椿の花言葉です。桜がそこかしこ
に咲く中で、ぽつんとただ一本だけ椿の木が生えているのが、
花言葉通りであるように感じました。

会場／保健センター
問い合わせ／健康推進課☎ (70)7765

成人健康相談

日時／① 6 月 25 日㈮ 13：30 ～ 14：30 ② 7 月 12 日㈪ 9：30 ～ 10：30
内容／骨密度測定、体脂肪・筋肉量測定のほか、保健師・栄養士による健康相談（希望者にみそ
汁塩分測定 ※みそ汁少量を持参） 料金／無料 申 必要

禁煙チャレンジ相談

日時／随時

内容／個別相談、電話、手紙などによるサポート

料金／無料

申 必要

会場／市民会館
問い合わせ／文化協会☎ (82)4533

①菜の花畑
②恒成 春陽（つねなり はるひ）さん・２年
③富士見台周辺
④散歩をしていた時に見つけた菜の花が一面に咲いた風景が
綺麗だったので撮影をしました。一本に焦点を当てながら背
景に沢山咲いているのも写しました。

①春の富士
②中村 ななみ（なかむら ななみ）さん・２年
③平和公園
④平和公園から見た富士山。私たちには日常のそばにある富
士山ですが、あまりの美しさに目を奪われ、感動しながら撮
らせていただきました。

①桜と鳥
②中村 ななみ（なかむら ななみ）さん・２年
③東山湖
④桜が満開の時に行った東山湖。一本の大きな桜の木の中に
一匹の小さな鳥。ぽかぽかとした温かい春に包まれて、私は
小さな幸せを見つけることができました。
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初心者大正琴

日時／月２回月曜日 15：00 ～ 16：30 対象／一般
受講料／初心者 6,600 円（全６回） 継続 8,800 円（全６回）

初心者囲碁教室

日時／月２回月曜日

19：00 ～ 21：00

対象／一般

受講料／ 1,100 円（月２回）

楽しい民踊

日時／月２回火曜日

10：00 ～ 11：30

対象／一般

受講料／ 1,100 円（月２回）

初心者お琴教室

日時／月２回火曜日 13：00 ～ 14：30 対象／一般
受講料／初コース 7,700 円（全 10 回） 継続 2,750 円（月２回）

コーラス入門

日時／月２回火曜日

絵てがみ教室

日時／月１回水曜日 13：30 ～ 15：30
受講料／ 1,650 円（月）

①絹のつるし飾りまたは
②ミニ着物作り教室

日時／月２回木曜日

初心者尺八教室

日時／月２回木曜日 13：00 ～ 16：30（内 30 分個人レッスン） 対象／一般
受講料／ 2,750 円（月）

実用書道（夜）

日時／月２回木曜日

19：00 ～ 21：00

対象／一般

受講料／ 2,200 円（月）

和紙ちぎり絵

日時／月１回金曜日

13：30 ～ 15：30

対象／一般

受講料／ 1,650 円（月）

10：00 ～正午

13：00 ～ 15：00

対象／一般

受講料／ 2,200 円（月２回）

対象／一般

対象／一般

受講料／① 2,200 円

② 3,300 円
（各月２回）

2021.5.20
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ごてんばニュース

○○

令和４年４月１日付採用の
職員を募集します

○○

６月は「ごみ減量月間」です！

(

０
) ５ ３０

※消費期限…品質の劣化が早い商品

環境課☎

令和２年度、焼却センターへ搬入
に表示。期限を過ぎたら食べない方

４
) ３２１

申込方法／インターネットによる電
された可燃ごみは約２３、６１３ｔ

(

『市民一人ひとりの幸せを最優先に

子申請または書類に必要事項を記入

人事課☎

考 え、 誠 実・ 的 確 に 行 動 す る 職 員 』 を

が安全。
● 生ごみの水分を減らそう

で、前年度に比べ約８００ｔ の減と
なりました。更なるごみ減量のため、
次のことを意識しましょう。
◦生ごみを排出する際には、よく水
を切りましょう。
◦生ごみ処理容器などを利用して、

● 資源物を分別しよう
◦段ボール・新聞・雑誌などは、種

g-13/g-13-3/15221.html
※ホームページは５月 日㈮からア
自家処理するよう心掛けましょう。

心 理 職（ 臨 床 心 理 士・ 公 認 心 理 師 ）
、
類ごと紙ひもで縛って集積所に出し
◦生ごみ堆肥化事業（新橋区の一

クセス出来ます。
ましょう。
部・湯沢区・萩原区の一部・森之

管理栄養士
◦蛍光管・トレイ・ペットボトル・
腰区で実施）に参加しましょう。

分まで受け付け

時 間 申 請 で き ま す。

古着・古布・発泡スチロールは、拠

※ 電子申請は
ます。余裕をもって申請してください。

※ 募集の詳細は市ホームページをご

● 一次試験
点回収場所へ出しましょう。ペット

21

◦衣類などは、捨てずに知人に譲る
または古着・古布回収業者や回収

◦容器は、他の入れ物などに再利用

ボックス、婦人会など資源回収団体

る」を意識しましょう。

できないか考えてみましょう。

◦買い物前に食品の在庫を確認「買

◦「賞味期限」「消費期限」を正し

行政組合の消防職などの募集は、９
行います。詳細は７月下旬にお知ら
せする予定です。

◦残った食材は別の料理に活用でき

（別会場になることもあります）

分～午後５時
く理解しましょう。

られなくなるわけではない。見た目

※ごみは、集積所へ収集日の午前８

４
) ６ ２２

時 分までに出してください。

観光交流課☎

バラを観る会を開催します

被害が発生しやすくなっています。

御殿場の風土に適したバラの開発や

の森で「バラを観る会」を開催しま
す。
地元園児が植え込み、ボランティ
アを中心に手入れをされたバラも順
調につぼみを膨らませ、開催時期に
は見頃を迎えそうです。まだ雪の残
る富士山を背景に色とりどりに咲き
誇るバラを、ご覧ください。

(

や臭いで個別判断が必要。

に表示。期限を過ぎてもすぐに食べ

ないか考えてみましょう。

の回収などを利用してください。

（土・日曜日を除く）
受付時間／午前８時
分

採用試験案内／市ホームページから
ダウンロード
※市役所本庁舎３階人事課窓口でも
配布しています。

○○

令和３年４月、駿東猟友会御殿場
実施隊は被害防止のため、被害を

市内へのバラの普及推進、バラによ

４
) ６２９

支部から推薦のあった９人を、鳥獣
引き起こすシカやイノシシなどを捕

る景観を観光に活かす事などを目的

(

被 害 対 策 実 施 隊 員 に 任 命 し ま し た。
獲するためのワナを設置することが

に活動しています。「富士山とバ

市バラのまちづくり推進委員会は、

任期は令和５年３月までの２年間で
あります。通常は設置する場所の土

不明な場合に、了承を得られないま

の人に知って頂くため、富士山樹空

す。この９人は令和元年度から引き
続きの任命となります。
から、今回で３期目となります。活

まワナを設置する場合があります。

実施隊は平成 年４月に設置して
動日数は毎年３００日以上と、ほぼ
毎日被害対策に従事してます。
● 実施隊の主な活動
◦シカやイノシシなどの有害鳥獣の
捕獲
◦住民への被害防止対策の指導や助
言

日時 ／５月 日㈮～ 日㈰
午前９時～午後３時

参加料 ／無料

バラ園見どころスタンプラリー

の販売、バラの育て方相談コーナー、

内容 ／バラの苗木や園芸用品など

会場 ／富士山樹空の森

30

◦鳥獣被害を未然に防ぐためのパト
ロール
本市は豊かな自然環境に恵まれて
いる一方、多くの野生動物が生息し
ています。その野生動物がエサを求
めて田んぼや畑まで行動範囲を広げ、
農家の皆さんが育てた農作物を荒ら
しています。特に、侵入防止柵の設
置などの対策を行っていない農地は

28

すが、緊急を要する場合や所有者が

ラ」という、美しい景観をより多く

○○

19

地所有者に了承を得てから設置しま

82

11

第３期鳥獣被害対策実施隊を
任命しました

一緒に
働きましょう！
農林整備課☎

※賞味期限…長期保存が出来る商品

いすぎない」「使い切る」「食べ切

※ 一 般 事 務（ 短 大 卒・ 高 卒 ）・ 広 域

● 再利用を考えよう

※新型コロナウイルス感染症の影響
ボトルは集積所回収もしています。

24

ムページなどでお知らせします。

15

日㈰実施予定の秋期採用試験で

● 食品ロスを減らそう

により試験を延期する場合は市ホー

最 終 日 は 午 後５ 時

gotemba.lg.jp/gyousei/

https://www.city.

８６０１人事課へ

して、直接または郵送で〒４１２‐

一般事務（大卒）
、保健師、看護師、

● 募集職種

目 指 し て 頑 張 る 新 し い 力 を 募 集 し ま す。

82

覧いただくか、問い合わせてください。

保育士・幼稚園教諭、建築技師、

HP

月

10

受付期間／５月 日㈮～６月 日㈮

会場／市役所

日㈯）

期日／７月 日㈰（心理職は７月
11

12
2021.5.20
2021.5.20
13

88
82

30

21

29

30

15
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ごてんばニュース
G O T E M B A

○○ 風水害への日頃の備えと
避難行動を確認しよう

危機管理課
(
４
) ３７０

くらしの安全課☎(82)8400

○

問

ナビダイヤル☎0570(003)110

ター約150点を展示します。

健康推進課☎(82)1111

日

６月１日㈫～８日㈫

会

市民会館展示ホール

問

健康推進課☎(82)1111

正午

11

82

４
) １２７

たむし歯予防に関する図画とポス

済み可）

(

の歯が20本以上ある人（治療

魅力発信課☎

ロングコートチワワ

月に実施さ

小・中学校の児童・生徒から募集し

今回の作成は、昨年

れた満80歳以上の人で、自分

て頂きたい」という要望から実現し

かつまた そら

ました。

歯と口の健康週間にちなみ、市内

市役所本庁舎や各支所などの公共

むし歯予防ポスター作品展

での
各支所
様子
の
掲示

高校生が感染予防ポスターを
作成しました

の場合は翌平日に開催）

21

御殿場高等学校の生活創造デザイ

改めて案内します。

施設を訪れる市民に、新型コロナウ

2021.5.20

毎年のように台風や集中豪雨によ

（該当日が土・日曜日及び祝日

イルス感染症予防の啓発を行うため

15

れた「高校生と市長が語る会」の際

金は、国の制度が確立され次第、

保育園・こども園・幼稚園の園児、

魅力発信課☎ (82)4127

ン科２年デザインコース（現在３年

定例相談日は奇数月10日

に活用されています。

問

「難」を「避」ける
◦避難とは、

市役所東館２階207会議室

他

23

午後１時～４時

昭和16年４月１日以前に生ま

掲載するペットを募集しています。

る大きな被害が発生しています。地

会

世帯（その他世帯分）への給付

院にて診察

問

に、市長からの「高校生の目線で市

どが必要です。低所得の子育て

噛むカムケア8020
コンクール審査

男の子

生）の生徒が、新型コロナウイルス

６月１日㈫

みんなの人権110番全国共通

対

安全な場所にいる人は避難場所に

日

駿東歯科医師会に属する歯科医

震と違い、台風や風水害はある程度

収入（所得）を証明する書類な

内

民に対する新型コロナウイルス感染

の相談を受け付けます。

５月24日㈪～６月２日㈬

感染予防の啓発を行うためのポス

談、日常生活の様々な心配ごとなど

いない人のみ）、身元確認書類、

日

行く必要はありません。あらかじめ、

謄本（児童扶養手当を受給して

問い合わせ／
環境課☎ (83)1603

の進路・規模・降雨量などを予測し

員が、いじめ・人権問題に関する相

子育て支援課☎(82)4124

予防啓発のためのポスターを作成し

問

①は申請不要、②・③は、戸籍

日に報告会が行われま

い毛があるのが特徴です。

作品が作成

法務省から委嘱された人権擁護委

され、３月

※葉は細長いへら状で、両面に荒

ターを作成しました。

全国一斉に特設人権相談所を開設

した。

他

82

します。

５万円

根から引き抜き、乾燥させてゴ

自宅が安全かどうか確認しましょう

監護している児童１人に付き

備えることが出来ます。

している人と同水準となった人
額

（ 市 ホ ー ム ペ ー ジ「 避 難 行 動 判 定 フ

ど、収入が児童扶養手当を受給

除・処分に協力してください。

ロー」により確認できます）。

６月１日は
人権擁護委員の日です

影響を受けて家計が急変するな

敷地内で見掛けた場合は、駆

● 大雨が降りそうなときは

③新型コロナウイルス感染症の

ます。

◦不要不急の外出を控える

の支給が全額停止されている人

植（運搬）が法律で禁止されてい

HP

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

さい。郵送料は自己負担です。

◦気象情報や市の情報に注意する

令和３年４月分の児童扶養手当

anzen/a-1/a-1-3/2019.html

ため出来るだけ郵送で提出してくだ

◦風で飛ばされそうな物は固定する

※新型コロナウイルス感染症対策の

②公的年金等を受給しており、

か、家の中へしまう

当が支給される人

◦窓や雨戸をしっかりと閉め、必要

指定されており、栽培・販売・移

子育て支援課☎(82)4124へ

◦危険な場所にいる人は

うため、特定外来生物（植物）に

郵送または直接、

があれば補強をする

申・問

◦側溝や排水溝は掃除をして水はけ

在来種の生育場所を奪ってしま

ミ袋に入れて廃棄してください。

以下のいずれかに該当する人
①令和３年４月分の児童扶養手

せます。この花は、繁殖力が強く、

【駆除方法】

または年金加入証明

どのタイミングで、どこへ避難す

対

令和４年２月28日㈪

を良くしておく

かけて鮮やかな黄色い花を咲か

②請求者の健康保険証のコピー

るかを決めておきましょう。避難先

という名称で、５月から７月に

５月６日㈭～

◦浅い浸水は土のうで被害を防ぐこ

日

消毒液・体温計も携行してください。

写真の花はオオキンケイギク

通知）

適切な避難行動をとりましょう。

ます。

①児童手当現況届（郵送された

は小・中学校、公民館だけではあり

持

とが出来るので、心配な場所に設置

先に連絡してください。

給付金（ひとり親世帯分）を支給し

ません。安全な親戚・知人宅に避難

するため、子育て世帯生活支援特別

しておく（大雨、台風の中で作業す

通知を郵送します。公務員は、勤務

することも考えてみましょう。避難

を受けた低所得の子育て世帯を支援

ることは危険ですので、危険箇所を

※手続きが必要な人には５月末頃に

「自らの命は自ら守る」意識を持ち

新型コロナウイルス感染症の影響

所などへ避難するときは、マスク・

児童手当を現在受給している人

把握し、事前に設置しましょう）

６月１日㈫～30日㈬

対

● コロナ禍での災害時避難

日

新型コロナウイルス感染症が収束

低所得の子育て世帯生活支援特別
給付金（ひとり親世帯分）の案内

しない中でも、災害時に危険な場所

キレイな花ですが
実は訳アリです…

にいる人は避難することが原則です。

児童手当の現況確認を
行います

N E W S

2021.5.20

14

会場／市民会館☎ (83)8000

募集／先着順

フラメンコ体験レッスン

日時／５月 23 日㈰ 10：30 〜 11：30
募集人数／ 15 人 受講料／有り

季節のパン教室
～親子でパパぱん～

日時／６月 20 日㈰ ① 10：00 〜 12：00 ② 13：00 〜 15：00
対象／５歳から中学生までの子とその親 募集人数／各６組 受講料／有り

リトミック教室

日時／月２回 木曜日 ①１歳児 ９：40 〜 10：30 ②２歳児 10：40 〜 11：30
対象／①平成 31 年４月２日〜令和２年４月１日生まれの子とその親 ②平成 30 年４月２日
〜平成 31 年４月１日生まれの子とその親 募集人数／各 10 組 受講料／有り

楽しい手編み教室

対象／小学生〜一般

日時／月２回 金曜日 ① 10：00 〜 12：00
募集人数／各５人 受講料／有り

② 13：30 〜 15：30

「第26回eco（エコ）まつり」
をパネル展示で開催します

日時／月２回 土曜日 13：30 〜 15：30
募集人数／５人 受講料／有り

バンキング、モバイルバンキン

での撮影可）

グ）やクレジットカードで納付

※掲載は一度のみになります。

した場合は、領収証書や納税証

申・問

明書は発行されませんので、車

電話またはメールで

検が近い人は金融機関やコン

魅力発信課☎(82)4127、

テーマは「エンジョイ・エコ！」。

ビニなどで納付してください。

koho@city.gotemba.lg.jpへ

楽しいエコ生活の参考になるパネル

※掲載号の予約後、データの縮小な

クレジットカードでの納付は、

の展示を行います。

どを行っていない画像データをメー

Yahoo!公金支払いサイトのみ

ルで送信してください。

の取り扱いとなり、決済手数料

新型コロナウイルス感染拡大防止

が掛かります。金融機関やコン

のため、今年度は体験コーナー、物

対象／一般

品販売、回収などは行いません。
日

子ども茶道教室

横位置の写真（スマートフォン

６月５日㈯～11日㈮

正午

６月７日㈪は休館日

対象／幼児〜中学生

「子育てサポーター養成講座」
受講生募集

会

市民交流センター「ふじざくら」

問

環境課☎(83)1610

ポーター（子育てを手伝う会員）を

エコハウス御殿場☎(88)3337

養成する講座を開催します。子育て

ビニなどでは、クレジットカー
ド納付は出来ません。
問

☎055(920)2019

お子さんを預かるための子育てサ

預けて安心！
自筆証書遺言書保管制度

中の人は「子育て講座」として受講
できます。
日
９：00 〜 16：30 会場／秩父宮記念公園休憩室
問 文化協会☎ (82)4533

さつき盆栽展花期展示会

日時／６月４日㈮〜６日㈰
主催／御殿場さつき盆栽会

駿東地域職業訓練センター
７月度講座受講生募集

講座／特別教育・安全衛生教育（刈払機取扱作業者安全衛生教育、砥石取替等特別教育、クレー
ン運転特別教育）、技能講習（車両系建設機械運転技能講習）
、パソコンコース（パソコン入門、
ワード基礎など）、カルチャーコース（手作り木綿ぞうり教室、フラワーアレンジメント、絵
画教室） 申 ・ 問 ６月１日㈫から（先着順）駿東地域職業訓練センター☎ (87)3322 へ

エコアクション21認証・
登録制度説明会開催

譲ります

座布団 ひな人形 赤ちゃんかご（クーハン） 寝袋（大・小） ５月人形
メトロノーム
…有料

…以上無料

譲ってください

スタッドレスタイヤ 155/65R14 スタッドレスタイヤ 155/65R13 アップライトピアノ
琴 正方形こたつ コードレスアイロン
…以上無料
グランドゴルフスティック 電動サイクル（健康器具） ランニングマシーン
富士岡中学校ジャージ
…以上相談
※５月７日現在

2021.5.20

管制度」が始まりました。自身で書

市民交流センター「ふじざくら」

いた遺言書を法務局で預かることが

第３・４会議室

出来ます。手続きの方法や必要書類、

対

市内・小山町在住の18歳以上の人

制度の概要など、詳しくは法務省

支援として、エコアクション21認

数

15人程度

ホームページ「法務局における自筆

証・登録制度についての説明会を開

料

無料

証書遺言書保管制度について」また

催します。

申・問

６月８日㈫までに

は法務局に設置している制度案内パ

６月24日㈭

直接または電話で

ンフレットをご覧ください。

午後１時30分～３時30分

子ども家庭センター内「ごてん

問

会

市民会館第１会議室

ば・おやまファミリー・サポー

料

無料

ト・センター」☎(88)5200へ

講

㈳静岡県環境資源協会エコアク

※新型コロナウイルス感染症の状況

ション21審査人

により中止となる場合があります。

申・問

６月18日㈮までに

静岡地方法務局沼津支局
☎055(923)1201（音声案内８番）

警察官採用説明会・職業体験の
開催

直接または電話で

採用説明会は随時受け付けています。

環境課☎(83)1603

対

※新型コロナウイルス感染症の状況

今年度の自動車税種別割の
納期限は５月31日㈪です

により中止となる場合があります。

高校・大学卒業または卒業見込
みの人（概ね35歳までの男女）

申・問

電話で御殿場警察署

☎(84)0110へ

納付方法

※最新情報は、県警察公式ホーム

最寄りの金融機関、ゆうちょ銀行

ページをご覧ください。

（郵便局）、コンビニ、MMK設

HP http://www.pref.shizuoka.jp/police/

広報ごてんばで連載している「我

置店、ペイジー（Pay-easy）対応

※YouTubeチャンネルでも情報を発

が家のアイドル」にお子さんの写真

のATM、クレジットカード、イン

信しています。「御殿場警察署

を掲載しませんか。広報ごてんばは、

ターネットバンキング、モバイルバ

用」で検索してください。

市ホームページにも掲載しています。

ンキング

我が家のアイドル募集
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会

午前９時～午後４時

昨年７月から「自筆証書遺言書保

事業者の環境活動への取り組み

日
エコハウス御殿場☎ (88)3337
※ファクス・留守番電話での受付不可

６月15日㈫・16日㈬・23日㈬・
24日㈭

県沼津財務事務所自動車税課

対

３歳までのお子さん（複数人可）

写

デジタルカメラなどで撮影した

注

採

ペイジー（金融機関のペイジー
対応のATM、インターネット
2021.5.20
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図書館イベント

開館時間／午前９時～午後７時

ブックスタート

11 日㈮
※６カ月児健康診査の親子を対象
に、保健センターで行います。

おはなし広場

毎週土曜日 午後２時 30 分～

休館日／７日㈪・14 日㈪・21 日㈪・28 日㈪

９日㈬・23日㈬ 午前10時30分～
※絵本の読み聞かせを行います。

問い合わせ／☎ (82)0391

親子おはなしの会

家庭読書の日／ 16 日㈬（毎月第３水曜日）

※リサイクルブックスデーは、常設の「リサイクルブックスコー
ナー」に変わりました。設置場所は視聴覚コーナーの手前です。

新着図書 の 案内

問い合わせ／健康推進課☎ (82)1111
※新型コロナウイルスワクチン集団接種のため、日程が

市子育て支援サイト
HP

例年と変更になっています。また、ママサポ計測会は、

https://www.gotemba-kosodate.jp

実施しません。乳幼児健康相談を利用してください。

保健センター健康相談・教室【予約制】
名称

実施日

受付時間

第３回
プレママ学級

18日㈮

９：30～

内容／分娩の経過と呼吸法、育児について（Zoomで開催予定）
対象／妊婦
申し込み／６月10日㈭から16日㈬までに市子育て支援サイトから

赤ちゃんセミナー 15日㈫

12：50～

対象／令和３年２月生まれの子とその保護者
持ち物／母子健康手帳、バスタオル

乳幼児健康相談 14日㈪

９：30～

内容／乳幼児の身体計測､育児・栄養・歯科相談
申し込み／６月７日㈪から11日㈮までに市子育て支援サイトから

成人健康相談

25日㈮

内容など

内容／保健師・栄養士による生活習慣病予防に関する健康・栄養相談、
体組成・骨密度測定、健診結果の見方、血圧測定など ※希望者にはみ
そ汁の塩分測定を行います（みそ汁少量を持参してください）。
定員／10人程度（先着順）申し込み／６月24日㈭まで

13：30～14：30

健康診査・予防接種
名称

トコトンやさしい天文学の本
ひろ や

えの と てるあき

へんしんどうぶつえん

俳句部、はじめました
さくら咲く一度っきりの今を詠む

／山口弘悦 榎戸輝 揚 著

／あきやまただし 作、絵

天文学は、宇宙や天体を観測し、そ

ここは、いろんなどうぶつがへんしん

五七五の定型のリズムに乗せ、季語

の起源や進化を解き明かすことを目

しちゃう、ちょっと変わったどうぶつ

の力を借りて詠む世界でいちばん短

標とする学問。宇宙に存在する様々

えん。どんなどうぶつがいるのかな ?

い詩「俳句」
。十代で俳句に出会い、

な天体、あるいは現代天文学の諸問

声に出して繰り返し読んでみるといろ

俳句を続ける著者が、その魅力と作

題を、最新の観測事例の紹介を交え

んなものが変身しちゃう、不思議な

る楽しさを伝授する。

つつ、トコトンやさしく説明する。

言葉あそび絵本。

／神野紗希 著

※紹介文は週刊新刊全点案内（㈱図書館流通センター・刊）より

その他の新着図書
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『30 年目の待ち合わせ』エリエット・アベカシス 著 齋藤可津子 訳
『地震はなぜ起きる ?』鎌田浩毅 著
『くまちゃんがちいさくなっちゃった』ジェーン・マッセイ 絵 トム・エリヤン

文

６カ月児健康診査
（令和２年 11 月生まれ）

実施日

対象（誕生日）

受付時間

持ち物

11 日㈮ …

１日～15日生まれ
16日～末日生まれ

13：00～13：30 母子健康手帳、アンケート、
13：30～14：00 靴用の袋

22 日㈫ …
１歳６カ月児健康診査
（令和元年 11 月生まれ） ７月実施 …

１日～15日生まれ
16日～末日生まれ

13：15～14：00

29 日㈫ …

定期予防接種（ＢＣＧ）

令和２年12月16日～31日生まれ
令和３年１月１日～15日生まれ

※上記対象者の他、生後１歳未満の
未接種者も接種できます。

御殿場健康福祉センターの相談【予約制】
エイズ検査、肝炎検査

医療健康課☎ (82)1224

夜間エイズ検査（匿名）

地域医療課☎ 055(920)2109

精神保健福祉総合相談

福祉課☎ (82)1222

ひきこもり個別相談

福祉課☎ (82)1222

13：30～13：50 母子健康手帳、予診票

補聴器相談
２日㈬
15 日㈫

母子健康手帳、アンケート、
バスタオル、靴用の袋

会場／市役所東館相談室
問 社会福祉課☎
（82）4238

９：30 ～ 11：30 どなたでも
10：00 ～ 11：30 補聴器を持っている人
13：00 ～ 14：30 補聴器を持っていない人

2021.5.20
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ポルトガル語・英語・中国語による広報ごてんば
問い合わせ／国際交流協会 TEL 82-4426

● 水道当番店

６月 30 日㊌

納期限

SUN

● 梶本歯科医院 ☎ 82-2755
● 大和建設㈱ ☎ 87-3060

27

● わかば歯科医院 ☎ 78-1245
● ㈲高杉設備 ☎ 89-3227

交 男性結婚相談 (13：00)

20

● 小野歯科医院 ☎ 76-0073
● 御殿場いっ急設備 ☎ 83-8590
父の日

13

● おおば歯科 ☎ 80-1182
● ㈲勝又鉄工所 ☎ 87-0027

6

○ 市県民税第１期分

納税
料金

日

MON

28

21

夏至

保 乳幼児健康相談 (9：30)

14

7

月

乳幼児健康相談、心配ごと法律相談

TUE

WED

市 税務相談 (13：00)

市 法律相談 (10：00)

16

家庭読書の日

交 心身障害者相談 (13：00)

23

東京 2020 オリンピック
聖火リレー（静岡県開催）

24

東京 2020 オリンピック
聖火リレー（静岡県開催）

保 定期予防接種 BCG(13：30)

29

30

交 心身障害者相談 (13：00)

今月
行事

FRI

SAT

12

● ㈱水宝 ☎ 77-4695

図 おはなし広場 (14：30)

5

土

東京 2020 オリンピック
聖火リレー（御殿場市開催）

保 成人健康相談 (13：30)

交 心配ごと法律相談 (13：00)

交 女性結婚相談 (10：00)

25

18

保 ブックスタート

● 湯山水道 ☎ 83-0728

図 おはなし広場 (14：30)

26

● ㈲小松設備 ☎ 87-1383

図 おはなし広場 (14：30)

19

● 伊倉住器設備 ☎ 83-3898
ごてんば食育の日

図 おはなし広場 (14：30)

保 ６カ月児健康診査 (13：00) 交 女性結婚相談 (13：00)

11

入梅

交 男性結婚相談 (13：00)

4

金

芒種

６月

くらしのカレンダー

水道週間（１日㊋〜７日㊊）
、
歯と口の健康週間（４日㊎〜 10 日㊍）
危険物安全週間（６日㊐〜 12 日㊏）
男女共同参画週間（23 日㊌〜 29 日㊋）
土砂災害・全国防災訓練（６日㊐）
、静岡県知事選挙（20 日㊐）
ごみ減量月間・ごみ減量キャンペーン、食育月間
環境月間市議会、６月定例会、eco まつり

保 １歳６カ月児健康診査 (13：15) 図 親子おはなしの会 (10：30) 市 こころの健康相談 (10：00)

22

一部窓口業務の延長

17

図 親子おはなしの会 (10：30) 市 こころの健康相談 (10：00)

市 司法書士相談 (13：00)

ごてんば健康づくりの日

THU

10

3

木

9

交 こどもすこやか相談 (10：00)

市 補聴器相談 (9：30)

2

水

保 赤ちゃんセミナー (12：50) 交 こどもすこやか相談 (10：00)

市 補聴器相談 (10：00)

15

市 行政相談 (13：00)

8

一部窓口業務の延長

市 人権相談 (13：00)

市 法律相談 (13：00)

1

火

予約制の行事／司法書士相談、土地家屋調査士相談、法律相談、こころの健康相談、成人健康相談、赤ちゃんセミナー、

交 市民交流センター「ふじざくら」 ● 歯科当番

TEL 83-1212 ㈹
Mail koho@city.gotemba.lg.jp

図 図書館
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