広報ながいずみ
お知らせ版

町民憲章：美しい自然を愛し、きれいな町をつくります。
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大人も子どもも泥だらけ！泥リンピック in 本宿
５月９日㈯に第７回泥リンピック in 本宿が開催されました。田植え前の田んぼで、
25メートル競争や自転車での橋わたり、ソリ引き、デカパン競争などが行われ、大人
も子どもも夢中になって泥の中を走り回っていました。

どんな人がなっているの？
秘密は守られるの？

昨年長野県北部で起きた地震で
は、建物被害が大きかったことに
対し犠牲者が出なかったのは、地
域が日ごろから協力し合うしくみ
ができていたからだと報道されま
した。
また一方、地域のつながりで悲
劇を避けることができなかったの
か…と考えさせられるニュースが
相次ぐなど、今、地域社会のあり
方が問われています。
民生委員は、地域福祉の推進役
として、地域の見守り役を務める
とともに、皆さんが安心して生活
していくための地域づくりを進め
ています。
住みよい地域づくりには、住民
の皆さん一人ひとりの理解と協力
が不可欠です！近所の方への日ご
ろの挨拶や、最近見かけない人を
気にかけるなど、皆さんの小さな
気づかいの積み重ねが誰もが暮ら
しやすい地域づくりにつながりま
す。ぜひ、民生委員の活動を理解
し、ご協力をお願いします。

ますます高まる必要性

～あなたの身近な相談役～
民生委員・児童委員の活動を紹介します
民生委員・児童委員とは

め、行政や社会福祉協議会・各種
団体などとのパイプ役となります。

平和のシンボルの「鳩」をかたど

☎989－5512

福祉保険課

●問い合わせ●

■地域の見守り役
児童や高齢者・障がいがある方
など、皆さんが地域で安心して暮
らしていくための見守り役を務め
ます。

り、愛情と奉仕を表しています。

身近な相談役である民生委員は、
地域の実情を把握していることや、
人生経験・相談しやすさなどの視
点から、主に区長の推せんにより
選ばれています。
無報酬のボランティアである一
方、皆さんの生活に密接した相談
を受けることから、その立場は非
常勤の特別職の地方公務員であり、
守秘義務により相談した内容の秘
密は守られます。
相談が必要になりましたら、福
祉保険課までご連絡ください。地
区担当の民生委員をご紹介します。
児童委員を示す双葉を組み合わせ、

長泉町では現在、地域から選ば
れた 名の民生委員・児童委員（以
下、民生委員）と３名の主任児童
委員が活躍しています。
民生委員は地域の身近な相談役
として厚生労働大臣から委嘱され、
高齢者世帯や障がいを持っている
方、低所得世帯など、支援を必要
としている人の相談に乗り、適切
な支援につながるお手伝いをして
います。
また、主任児童委員は児童に関
わる問題を専門に活動しています。

▶相談に関する研修をはじめ、身
近な事故や災害など、有事を見
据えた研さんも行っています。

バーを背景に、民生委員の「み」
、
せのめばえを示す四つ葉のクロー

委員の主な役割
■身近な相談役
生活上の悩みや、介護、障がい
に関することなど、あらゆる相談
に応じ、問題解決のためのより良
い方法を一緒に考えます。
■行政とのパイプ役
相談者の抱える問題解決に必要
な福祉サービスなどにつなげるた

民生委員が身に付けるバッジ。幸

83

2

広報ながいずみ 2015.５.15号

第

回長泉町文化協会展にお越しください

■囲碁の対局
と き／５月 日㈰
午前９時 分～午後３時
（予定）
ところ／ベルフォーレ

31

31

☎

問

２２８９

文化協会事務局
（生涯学習課内）

※茶席の体験、囲碁の対局はどな
たでも参加できます。
（申込不要）

30

障がいに関する相談窓口をご利用ください

■茶席の体験
と き／５月 日㈰
午前 時～午後３時（予定）
ところ／ コミュニティながいずみ、
ベルフォーレ

協会員の日頃の鍛錬の成果を発表します。いずれも入場無料ですので、
お誘いあわせのうえ、ぜひお出かけください。
■展示の部
と き／５月 日㈮～ 日㈰
午前 時～午後５時
ところ／
コミュニティながいずみ
内 容／
書道、写真などの展示

■さつきの展示・栽培相談
と き／
５月 日㈮～
日㈰
午前 時～
午後５時
ところ／ベルフォーレ

31

障がいに関する各種相談窓口を開設しています。相談はすべて無料で
受け付けています。

46
10

■芸能の部
と き／５月 日㈰
午前 時～
午後４時（予定）
ところ／ベルフォーレ
内 容／
詩吟、舞踊など

31

①精神障がい者専門相談

と き／
月～金曜日（祝・休日を除く）
午前９時～午後４時
障がい福祉サー
内 容／生活全般、
ビス、仕事や就業についての相
談、障害者手帳や福祉サービス
などの申請の手伝いなど
※電話相談、事業所での相談のほ
か、訪問による相談を行います。
問 障害者相談支援事業所
ゆううん（下長窪1122 2）
６０１５
☎
０９４８
-

sunzu-jiritu@able.ocn.ne.jp

③障がい者相談

問

29

31

FAX

障がいに関する全般的な相談を
受け付けています。
と き／毎月第１・３火曜日
午前 時～午後３時
ところ／総合福祉事務所
（役場・北館１階）
※相談日の１週間前までに電話で
お申し込みください。
５５１２
福祉保険課 ☎
989
-

29

10

10

988 941
- -

10

福祉保険課内に、障がい者相談
支援事業所「サポートセンターな
かせ」の相談支援員を配置し、主
に精神障がいに関する相談を受け
付けています。
と き／
月～金曜日（祝・休日を除く）
午前９時～午後４時
相談内
 容／日常生活や仕事、就業、
福祉サービスの利用、精神保健
福祉手帳や通院医療費について
※電話相談、窓口での相談のほか、
訪問による相談を行います。
問 「 サポートセンターなかせ」相
談員（福祉保険課内）
６４７７ ５６８０
☎

②障害者相談支援事業所
ゆううん

nnagaizumi@fukkou-kai.jp

090
-

障がいのある方や、その家族の
相談に応じ、地域で暮らしやすく
するためのお手伝いを行います。
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に開催しています。
ところ／総合相談センター
（役場・北館２階）
※直接、会場にお越しください。
■街頭啓発を行います
人権に対する意識を高めるため、
人権擁護委員の日に合わせて、街
頭啓発を行います。
と き／６月１日㈪
午後３時 分～５時
ところ／ウェルディ長泉
５５０１
問 総合相談室 ☎
989
-

「沼津医師会医療マップ」を
配布します

加入している医療機関を地図な
どから検索できます。ぜひ、ご
活用ください。
沼津医師会ホームページ／
http://www.numazu-med.or.jp/
問 健康増進課 ☎
８７６０

平成 ・ 年度
長泉町消防団本部役員を
紹介します

986
-

i n f o r m a t i o n

配達業務などの事業者と協力し

高齢者などの見守り・
安否確認を行っています
町では、配達業務などを行って
いる事業者と協定を結び「長泉町
高齢者等見守りネットワーク事業」
を行っています。
例えば、協力事業者が業務中に
配達先の高齢者の様子に異変を発
見 し た 場 合 は 町 に 通 報 す る な ど、
高齢者などの見守り・安否確認に
協力していただいています。
町では、この事業に協力してい
ただける事業者を随時募集してい
ます。詳細はお問い合わせくださ
い。
５５３７
問 長寿介護課 ☎

特設人権相談をご利用ください

ん
し
う
つ

誕生会（６月・７月）
・ベビーマッサージ・離乳食の話の申込開始／
６月１日㈪～
申込方法／アップルの窓口で直接申し込む

（中央保育園・２階）
開館時間 ９：00～16：00
休館日
毎週土・日曜日、祝・休日
問い合わせ
☎987-3715

28

消防団長／
加藤 学（上長窪）
副団長／
小林一明（薄原下）
室伏清高（原）
岩﨑邦孝（高田）
本部部長／
杉山弘年（薄原下）
加藤祥行（下長窪）
細井 学（三軒家）
江部徳朗（上土狩）
加藤隆弘（上長窪）
大川浩史（本宿）
１分団長／安藤康夫（中土狩）
２分団長／水口知彦（駅中）
３分団長／勝又俊尚（本宿）
４分団長／井出一正（元長窪）
女性消防リーダー／
鈴木智子（鮎壺）
以上 人が長泉町消防団本部役
員です。
１１９９
問 消防署 ☎
986
-

10

沼津医師会が
作成した「沼津
医師会医療マッ
プ（保存版）」
を、ウェルピア
ながいずみなどで希望者に配布し
ます。
■沼津医師会医療マップとは
沼津医師会管内（沼津市、裾野
市、清水町、長泉町）の医師会
に加入している医療機関を紹介
する冊子です。医療機関の所在
地や診療内容が確認できます。
配布場所／
ウェルピアながいずみ、役場１
階・総合案内、南部地区センター
※沼津
 医師会のホームページでは、

子育て支援センター
“アップル”

27

15

６月の行事予定
26日㈮ 10：３0～ 誕生会（６月生まれ）
７月の行事予定
１日㈬ 13：30～ ベビーマッサージ
（生後２～８カ月の乳児とその保護者先着20組）
16日㈭ 13：30～ 離乳食の話
22日㈬ 10：30～ 誕生会（７月生まれ）

アップル

HP

i
989
-

毎年６月１日は「人権擁護委員
の 日」で す。町 で は、家 族 関 係、
近所とのトラブル、いじめなど身
近 な 問 題 で お 悩 み の 方 の た め に、
特設人権相談所を開設します。
と き／６月１日㈪
午前 時～午後３時
※そのほかの月は毎月第３金曜日
10
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６月７日から 日は
危険物安全週間です
ガソリンや灯油、塗料などの危
険物は引火の危険性が極めて高い
物質です。特にガソリンは小さな
火源によって、爆発的に燃焼する
危険があります。
保管場所や取扱方法をもう一度
確認し、必要最小限の量を保管す
るようにしましょう。
スローガン／
無事故へと 気持ち集中
はっけよい
１１９９
消防署 ☎
問

※町内の指定給水工事店組合員が
直接伺い交換します。
※組合員は青地に「長泉町水道組
合」とプリントされたベストを
着用しています。
５５２４
上下水道課 ☎
問

議会を傍聴しませんか

募集
wa n t e d

読み聞かせボランティア育成
講座「おはなしの世界を楽し
もう！」参加者を募集します
多くの子どもたちが楽しめるお
はなし会を行うために、みんなで
一緒に学びましょう。
おはなし会の実演を交えた講座
です。興味のある方はぜひご参加
ください。
と き／
６月 日㈮午前 時～正午
ところ／
コミュニティながいずみ
講 師／
久保節子さん

ん
し
う
つ

（竹原保育園・２階）
開館時間 ９：00～16：00
休館日
毎週土・日曜日、祝・休日
問い合わせ
☎973-4141

町議会６月定例会は６月８日㈪
に開会予定です。
本会議は当日、受付票に記入す
るだけで、どなたでも傍聴するこ
とができます。
なお、会期・議案名・一般質問
者は、開会日のおおむね６日前に
町ホームページへ掲載します。
詳細はお問い合わせください。
※車いす対応席もあります。
５５２６
問 議会事務局 ☎

（常
 葉大学短期大学部非常勤講師）
対 象／
読み聞かせボランティア活動を
している方、興味のある方、子
どもと関わりのある方など
定 員／ 人程度（先着順）
参加費／無料
※電話でお申し込みください
ご希望の方は、
※託児を行います。
６月３日㈬までにお申し込みく
ださい。
（託児保険料３００円）
７８０１
問 町民図書館 ☎

●掲示板に掲載を希望される方は、次のことにご注意ください●
①原稿には「とき、ところ、内容、対象、定員、参加費、申込期限、問い合わせ先、電話番号」を記載してください。②開催日、申込期限は、
広報発行日の10日以降に設定してください。③掲載は町内で無料で開催されるものを優先させていただきます。④情報は紙面の都合上、内容の
省略および掲載できない場合があります。⑤原稿の提出期限は掲載を希望する広報発行日の１カ月前とさせていただきます。

5

ごみの野焼きはやめましょう
家庭でのごみ焼却は、煙や悪臭
が発生し、周囲の方に迷惑がかか
ります。
また、付近の枯れ草や建物など
への延焼の危険性もあり、火災の
原因のひとつにもなっています。
ごみは、分別して町の収集に出
しましょう。皆さんのご協力をお
願いします。
５５１４
問 くらし環境課 ☎

子育て支援センター
“みかんちゃん”

10

988
-

６月の行事予定
16日㈫ 10：00～ チェリーの会（ふたごちゃんの会）
25日㈭ 10：30～ 誕生会（６月生まれ）
26日㈮ ９：15～ 身体計測と健康相談（先着20組）
30日㈫ ９：30～ リトミックあそび（先着40組）
７月の行事予定
９日㈭ 10：30～ 誕生会（７月生まれ）
誕生会（６月・７月）
・身体計測と健康相談・リトミックあ
そびの申込開始／６月１日㈪～
※チェリーの会は申込不要です。
申込方法／みかんちゃんの窓口で直接申し込む

みかんちゃん

19

30

検定期間満了の水道メーター
を交換します（無料）
計量法に基づき、８年ごとに検
定期間が満了する水道メーターの
６月の交換地区は、左記のとおり
です。
対象地区／
新屋 町 上・新 屋 町 中・新 屋 町 下・
駅上・駅中・駅下・薄原上・薄
原下・西・原・東・三軒家・杉
原・高田
※対象となるメーターをお使いに
なっている場合、お知らせのハ
ガキをお送りします。
交換期間／６月 日㈭～ 日㈫
所要時間／５～ 分程度
30

989
-

989
-

989
-

13

986
-

10 11
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くらし環境課

☎

５５１４

定 員／ 人（先着順）
参加費／無料
持ち物／飲み物、雨具、筆記用具
申込期間／
６月 日㈪～７月３日㈮
問

ところ／長泉町ワークプラザ
定 員／ 人（先着順）
受講料／２５００円（材料費込み）
持ち物／は さ み、木 工 用 ボ ン ド、
洗濯バサミ 個
※電話でお申し込みください。
問 シルバー人材センター
2670
☎

長泉町父親ソフトボール大会
兼駿東地区父親ソフトボール
大会予選会を開催します

20

と き／６月 日㈰
（予備日６月 日㈰）
開会式／午前７時 分～
ところ／長泉中央グラウンド
対 象／
町内在住の 歳以上の男性
（詳細な年齢層による基準あり）
チーム編成／
区または小学校
校区を単位とし
て、監督１人、
コーチ２人、
主将１人、
選手 人以内
参加費（１チーム）／６０００円
※申込時にご用意ください。
申込期限／５月 日㈰
申込場所／体育協会事務局
（勤労者体育センター内）
５８５９
問 体育協会 ☎

催し

e v e n t s

未来への森づくり
タウンミーティングを
開催します

静岡県では、皆さんのご理解と
ご 協 力 に よ り、平 成 年 度 か ら、
森林づくり県民税を財源に森の力
再生事業を推進し、荒廃森林の再
生に取り組んできました。
年間の計画の９年目を終えた
現在、事業は順調に進んでいます
が、近年、頻発する集中豪雨やシ
カなどによる食害の深刻化、放置
された竹林の拡大などの新たな課
題も生じています。
このため、これまでの事業の成
果や荒廃森林の状況を伝えるとと
もに、今後の森の力再生事業のあ
り方について意見を伺うため、タ
ウンミーティングを開催します。
ぜひ、ご参加ください。
と き／６月２日㈫午後７時～
ところ／三島市北上文化プラザ北
上公民館（三島市萩３１２）
定 員／ 人（先着順）
参加費／無料
※電話でお申し込みください。
問 県東部農林事務所
２１７０
☎

18

布草履の作り方講習会
参加者を募集します
布草履は、スリッパ代わりに室
内履きにすると気持ちいいと評判
で、最近ブームになっています。
古着を利用して作ることができ
るので環境にも優しく、丈夫で何
度も洗えるので清潔です。
と き／
６月 日㈬午後１時～４時
ところ／シルバー人材センター
定 員／ 人（先着順）
受講料／１５００円
（材料費込み）
※電話でお申し込みください。
問 シルバー人材センター
２６７０
☎

クラフトテープバック講習会
参加者を募集します
紙バンドを編んで作る夏にぴっ
たりな軽くて丈夫なバックです。
全２日間の講座になります。
き／６月３日㈬、 日㈬
午後１時～４時
と

30

こども育成課
臨時職員を募集します
募集人数／３人
募集職種／保育園保育士
勤務地／中央保育園・竹原保育園
任用期間／
①６月３日～平成 年３月 日
（１人）
②７月１日～平成 年３月 日
（２人）
申込期限／
①５月 日㈮
②６月 日㈪
申込方法／
こども育成課に履歴書を提出
※詳細はお問い合わせください。
５５２８
問 こども育成課 ☎

水生生物観察会の
参加者を募集します
水生生物の観察を通して自然と
ふれあってみませんか。
観察できる水生生物の種類に
よって、川の汚れ具合などを知る
ことができます。
ぜひ、ご参加ください。
と き／
７月 日㈰午前９時～ 時
ところ／桃沢野外活動センター
対 象／町内在住の小学生
（保護者同伴）
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20

28 21

35

24

987
-

10

920
-

988
-
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31

989
-

17

31

30
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28
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-

28

989
-

11

15 22

26
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掲示板
bulletin

board

沼津特別支援学校
見学会を開催します

用品を回収します。
※廃油（食 用 油）を 回 収 し ま す。
バザー当日、ペットボトルに入
れて持参してください。
※四季バザー出店者を募集してい
ます。出店希望の方はご連絡く
ださい。
４９４３
勝又さん ☎
問

アンチエイジング・ダイエッ
トサロンを開催します

長泉油彩画会主催
「第 回油彩画絵画展」を
開催します

30

と き／６月９日㈫～ 日㈰
午前９時 分〜午後６時 分
（ 日は午後４時まで）
ところ／コミュニティながいずみ
内 容／油彩画約１００点の展示
入場料／無料
※直接、会場にお越しください。
１２２６
問 秋山さん ☎
14

ボーイスカウト長泉第２団で
活動をしたことがある方
記念式典に参加しませんか

Eメールに氏名、電話番号を記
入して送付
問 ボーイスカウト長泉第２団

naga2_50@yahoo.co.jp

駿東獣医師会主催
「子犬・子猫の里親探し
（里親・里子募集）」

31

と き／６月 日㈫
午前９時 分～ 時 分
ところ／沼津特別支援学校
（沼津市大塚８２３ １）
内 容／学校・学部の紹介、授業
参観、質疑応答など
対 象／未就学児の保護者、保育
関係者など
参加費／無料
申込期限／６月９日㈫
※電話でお申し込みください。
問 沼津特別支援学校
０９８０

飼い主のいない子犬・子猫に幸
福になれるチャンスを作ることを
目的に駿東獣医師会が主催して里
親探しを行います。
と き／６月 日㈰
午後２時～３時
ところ／役場西側駐車場
持ち物／印鑑、筆記用具
■里親になりたい方
未成年者の方は保護者同伴でお
越しください。
■里子に出したい方
生後２～４カ月の子犬・子猫に
限ります。５月 日㈰から６月
６日㈯までに健康診断などを済
ませる必要がありますので、お
問い合わせください。
問 駿東獣医師会
①下土狩どうぶつ病院
９９０８
☎
②ながいずみ動物病院
１０１３
☎
③すぎさわ動物病院
５１５１
☎

14

986
-

ボーイスカウト長泉第２団は創
立 周年を迎え、記念式典を行い
ます。
団 で 活 動 を し た こ と が あ る 方、
一緒に 周年を祝いませんか。お
誘いあわせの上、ぜひご参加くだ
さい。
と き／６月 日㈰午後４時～
ところ／コミュニティながいずみ
対 象／
ボーイスカウト長泉第２団に在
籍したことがある方や、活動に
参加したことがある方
参加費／無料
申込期限／６月１日㈪
申込方法／

976 989 994
-

30

14

☎

「おなかの中から美肌に」
をテー
マに、管理栄養士による講義など
を行います。 代・ 代の女性に
おすすめの内容です。
と き／６月 日㈪
午後１時 分～３時 分
ところ／ベルフォーレ
講 師／山本薫子さん
（管理栄養士・国際薬膳師）
定 員／ 人
受講料／５００円
申込期限／６月 日㈪正午まで
申込方法／Ｅメールに名前、食物
アレルギーの有無、託児希望の
有無（希望の方はお子さんの名
前、人数）を記入して送付
※託児をご希望の方は、６月７日
㈰午後 時までにお申し込みく
ださい。
（託児保険料３００円）
山本さん
問

rairinnokuni@yahoo.co.jp

2015.５.15号 広報ながいずみ
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「ひろばの四季バザー」を
開催します
と き／
５月 日㈯午前９時～ 時
ところ／役場・西側駐車場
（雨天時は裏玄関前駐車場）
内 容／手作り品・リサイクル用
品の販売など
持ち物／マイバック
日㈮午後１時～３時の間、
※５月

役場・西側駐車場でリサイクル
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986
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本 で ブレイク

長泉の文芸
新 着 本 紹 介

ぬら

き
そ



忠魂碑花に塗 れて富士に向く

さえず

るつぼ



殊更に囀り高し昨夜の雨 

さえずり

初蝶や踏切脇の地蔵尊

句

囀の坩堝御堂の閑けさに

俳


米山京子（上土狩）
み

躬に迫る老い路の裔の侘しさに
あめつちおろがみ人世を紡ぐ

すえ

はや最後ひつぎは花に満つれども
尽きせぬ思ひの言の葉聞きませ



卯月期は孫の背跳るランドセル

潔い武士椿の白さかな





杉山安秀（原
分）

原 ）

 深澤邦男（南一色）

古谷清敏（

勝又郁男（惣ヶ原）

咲くサクラアッと云う間の花ふぶき 田 中府明（納米里）

投稿（４月分）

西村愛子（上土狩）

木下絹恵（中土狩）

石垣朱香（竹 原）

植松道枝（下長窪）

病む友にスマートホンで花見させ 田
 口鈴代（新屋町上）



中）

毎週土曜日 14：00〜15：00
20日 27日

上白佐藤（駅

10：30〜11：00



第２火曜日

竹の子や猪共の食の跡

火ようおはなし会
６月９日
土ようおはなし会
６月６日 13日

上杉ミツ（南一色）

６月のおはなし会開催日のお知らせ



ウォーズ・オブ・ジャパン
磯田道史監修 偕成社
ヒトの歴史は、
「戦いの歴史」と言える
かもしれません。この本では、日本の歴史
について、
「いくさ・戦争」に注目して紹
介しています。今の平和な日本になるまで
に、どんな戦いが行われてきたか、一緒に
見ていきましょう。
■田んぼの植物なるほど発見！ 星野義延監修
■さくらいろの季節 蒼沼洋人著
■こぶたのタミー かわのむつみ作
■うしのもーさん 風木一人作／西村敏雄絵
■おべんとうだれとたべる？ あずみ虫作・絵

川岸の老木かざる藤の花

■児童書

〈ながいずみ俳句会〉

すてきな花冠の作り方
フローリスト編集部編 誠文堂新光社
小さい頃、タンポポやシロツメクサで冠や
首飾りを作ったことはありませんか？そんな
昔を思い起こさせる花冠、結婚式やパーティー
に取り入れてみるのはいかがでしょう。場に
も話にも花が咲き、より一層華やかな演出に
なるかもしれません。
■はじめましての郷土玩具 甲斐みのり著／グラフィック社
■戦国の日本語 今野真二著／河出書房新社
■ただいまラボ 片川優子著／講談社
■最後の晩餐の暗号
ハビエル・シエラ著／宮崎真紀訳／イースト・プレス
■大坂誕生 片山洋一著／朝日新聞出版

薄墨の空に乱舞のこぶしかな

■一般書

母の愚痴ひきうけている小猫かな 半 戸慶三（下長窪）

町民図書館（コミュニティながいずみ１階） ☎988-7801
開館時間／９：00～18：00
休館日／毎週月曜日（祝・休日を除く）
毎月第１木曜日（１、５、８月を除く）

「長泉の文芸」では、皆さんからの俳句・短歌・
川柳などをお待ちしています。投稿多数の場合
は、初めての方を優先させていただきます。
〒411‐8668 行政課「長泉の文芸」係あて
（電話番号を忘れずに記入してください）
※視覚障がいの方のために広報紙の朗読をし
ています。すべての漢字にふりがなと、短歌
では区切りを１文字あけてください。

広報ながいずみ 2015.５.15号
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総人口（うち外国人）
前月比
男 性／21,345人（166人）
197（−１）
女 性／21,179人（168人）
55 （ １ ）
合 計／42,524人（334人）
252（ ０ ）
世帯数／17,618世帯（142世帯）
249（ １ ）
救急出場件数（４月）／111件
（急病62件・交通事故10件・そのほか39件）
火災発生件数（４月）／２件
（建物０件・車両０件・そのほか２件）
火災の問い合わせ／☎935-5115
人身交通事故発生件数（４月）／30件
（傷者41人・死者０人）

季 節 風
▶４月から広報担当になりました。先輩の姿をみ
ながら一生懸命頑張っていきたいと思います。一
眼レフカメラが意外と重かったので、負けないよ
うに腕を鍛えないといけないなと思いました。
（柳）

6月

の

▶

▶ ▶ ▶

▶

▶

▶ ▶ ▶ ▶

①○ 壺の滝は JR 下土狩駅から徒歩５分の場所に
ある高さ約９ｍの滝です。
（○の中にあてはまる漢字を記入してください。

ヒント：５月１日号をご覧ください）
②町 のホームページついて（情報の探しやすさ、
わかりやすさなど）ご意見をお聞かせください。
応募方法
ハガキまたはＥメールに住所、氏名、年齢、電
話番号、①クイズの答え、②ご意見を必ず書いて
送ってください。正解者の中から抽選で、10人の
方に図書カード（500円分）をプレゼントします。
（１人１通のみ有効）
応募先 行政課「広報クイズ242」係
〒411−8668 長泉町中土狩828
gyousei@nagaizumi.org
締 切 ６月４日㈭必着
４月15日号の答え▶１（29通中正解29通）
※当選者の発表は図書カードの発送をもって代え
させていただきます。

相

談

相談の種類
総合相談
消費生活相談
多重債務相談
要予約（定員６人）
交通事故相談
人権相談
行政相談
障がい者相談
要予約
乳幼児健康相談
成人健康相談
栄養相談 要予約
暮らしの相談（法律）
要予約（定員４人）
福祉総合相談
酒害相談

9

?

広 報 ク イ ズ Question Number 242
▶

ま ち の デ ー タ

（５月１日現在）

と

き

問い合わせ

総合相談センター
（役場・北館２階）

総合相談室
☎989−5501

総合福祉事務所
（役場・北館１階）

福祉保険課
☎989-5512

ウェルピアながいずみ

健康増進課
☎986−8760

毎週月～金曜日 ９：00～16：00
10日㈬ 
13：30～16：30
予約期限 ９日㈫
９日㈫、23日㈫ 10：00～15：00
１日㈪ 
10：00～15：00
９日㈫、26日㈮ 10：00～15：00
２日㈫、16日㈫ 10：00～15：00
予約期限 相談日の１週間前
４日㈭、18日㈭ ９：00～11：00
毎週月～金曜日 ９：30～15：30
23日㈫ 
10：00～15：00
予約開始 ４月30日㈭～
毎週月～金曜日 ８：15～17：00
毎週月～金曜日 ９：00～16：00

身体障害者相談

23日㈫ 

ひまわり〈青少年〉相談

毎週火～土曜日 ９：00～16：00

2015.５.15号 広報ながいずみ

と こ ろ

10：00～15：00

いずみの郷

福祉会館

社会福祉協議会
☎987−7680

身体障害者福祉会
（社会福祉協議会内）
☎987−7680
ひまわり相談室
コミュニティながいずみ
☎989−7830

6 救急協力医
月１日〜15日

外

科

平 日
土曜日
日、
祝・休日

17：00〜21：00
正 午〜18：00
８：00〜18：00

内

科

１日㈪ 香貫医院

（931）2465 沼津市本郷町

東名裾野病院

２日㈫ 関外科

（921）2185 沼津市花園町

３日㈬ 松原医院
４日㈭ 池田病院

協力医が変更される場合がありますので
事前に電話で確認してください。

救急協力医テレホンサービス

☎ 055－935－0119
平 日
土曜日
日、
祝・休日

17：00〜21：00
正 午〜18：00
８：00〜18：00

小児科

平 日
土曜日
日、
祝・休日

17：00〜21：00
正 午〜18：00
８：00〜18：00

さくま小児科

（992）6303 裾野市茶畑

村岡クリニック （954）2000 沼津市大岡

杉谷小児科

（923）6543 沼津市筒井町

（962）1496 沼津市白銀町

高桑医院

（997）0486 裾野市岩波

よざ小児科

（967）5722 沼津市原

（986）1212 長泉町本宿

今井医院

（921）3211 沼津市五月町

星野医院

（962）0782 沼津市山王台

林（秀）医院

（931）1120 沼津市住吉町

りゅうじん医院 （988）3133 長泉町下土狩

（986）1212 長泉町本宿

池田病院

（986）1212 長泉町本宿

まるやま小児科 （981）8577 清水町堂庭

７日㈰ 駿東整形

西方外科

（921）1333 沼津市共栄町
（922）8855 沼津市高沢町

小林（米山町）医院 （921）2165 沼津市米山町
本村クリニック （969）0001 沼津市大塚
（993）2323 裾野市茶畑
清水館医院

りゅうじん医院 （988）3133 長泉町下土狩

８日㈪ 田沢医院

（962）1205 沼津市大手町

薬袋クリニック （933）0148 清水町徳倉

すずきファミリー （960）0333 沼津市一本松

５日㈮ 萩野クリニック （966）7111
６日㈯ 池田病院

沼津市根古屋

（997）0200 裾野市御宿

９日㈫ 五十嵐クリニック （934）6700

沼津市志下

森本クリニック （976）5221 長泉町竹原

田中医院

10日㈬ 沼津大山クリニック （954）2274

沼津市大手町

新井クリニック （992）0811 裾野市久根

大橋内科・小児科 （992）2800 裾野市佐野

清流クリニック （941）8688 清水町堂庭

白十字小児科

（933）5111 沼津市下香貫馬場

沼津市寿町

花クリニック

（987）9145 長泉町下土狩

坂小児科

（931）3233 沼津市下香貫前原

（952）1000 沼津市松下

きせがわ病院

（952）8600 沼津市大岡

大橋内科・小児科 （992）2800 裾野市佐野

11日㈭ 池田病院

（986）1212 長泉町本宿

12日㈮ ふじわらクリニック （924）8777
13日㈯ 聖隷沼津
東医院

（921）5520 沼津市高沢町
（921）3791 沼津市共栄町
込宮クリニック （992）8686 裾野市茶畑

14日㈰ 沼津整形

15日㈪ こんどうクリニック （925）2420

耳鼻科

７日

眼

７日

８：00～17：00

科

㈰

８：00～17：00

㈰

産婦人科

７日

８：00～17：00

歯

科

９：00～15：00

㈰

７日
㈰

沼津市岡宮

（921）2053 沼津市高島町

（921）5321 沼津市新宿町
岡田医院
やぐちクリニック （973）3811 清水町伏見
込宮クリニック （992）8686 裾野市茶畑

よざ小児科

こんどうクリニック （925）2420 沼津市岡宮

りゅうじん医院 （988）3133 長泉町下土狩

よねやま耳鼻科

14日

木村眼科

14日

ごとうレディース

14日

なかじま歯科医院

14日

0545（53）6885 富士市永田町
（967）4611 沼津市原
（992）7111 裾野市伊豆島田
（995）1000 裾野市伊豆島田

㈰
㈰
㈰
㈰

（967）5722 沼津市原

アミクリニック

（981）3341 清水町長沢

アミクリニック

（981）3341 清水町長沢

市立病院

（924）5100 沼津市東椎路

中原歯科医院

（993）3300 裾野市佐野

この広報紙は再生紙を使用しています。

沼津夜間救急医療センター

三島メディカルセンター

沼津市日の出町1－15

三島市南本町4－31

☎ 055－926－8699
外科・内科・小児科

平 日
土、日、祝・休日

20：30～翌朝７：00
18：00～翌朝７：00

発行／長泉町役場 編集／行政課 ☎055 ‐ 989 ‐ 5500（直通）
〒411‐ 8668 静岡県駿東郡長泉町中土狩828
ホームページ… http://japan.nagaizumi.org E メール… gyousei@nagaizumi.org

☎ 055－972－0711
外科・内科・小児科

平 日
土曜日
日、祝・休日

18：00～22：00
14：00～21：00
９：00～21：00
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