992‑6303 裾野市茶畑 田沢医院

21㈰ アミクリニック 981‑3341 清水町長沢

28㈰ しんふじ耳鼻咽喉科 0545‑65‑0600 富士市川成新町

21㈰ 三島総合病院 975‑3031 三島市谷田

28㈰ いとう眼科

21㈰ いながきレディース 926‑1709 宮前町

28㈰ ごとうレディース 992‑7111 裾野市伊豆島田

21㈰ 牛臥歯科診療所 932‑0065 下香貫塩場

28㈰ はせがわ歯科 923‑8100 日の出町

4㈰ 崎川耳鼻咽喉科 975‑9131 清水町伏見

産婦人科 4月
3月

963‑0050 三枚橋町

８時〜17時

946‑6666 裾野市佐野

992‑5555 裾野市茶畑

20㈷ こまきウィメンズ 972‑1057 三島市西若町

沼津市地域おこし協力隊の
Facebook ページはこちらから

4㈰ 井関マタニティ 952‑4103 八幡町

歯科 4月 20㈷ 野口歯科医院

８時〜17時

962‑1205 大手町

地域おこし協力隊の活動にご注目下さい

922‑8886 北高島町

ーおよそ３年にわたる︑戸田地区での

5 ㈪ おおい医院

3月

全国的に人口減少や高齢化による人

931‑2511 我入道江川
921‑1333 共栄町

何かに熱中していると時間があっと

守重医院
西方外科

活動はいかがでしたか？

933‑5111 下香貫馬場

4㈰ みつい眼科

材不足が叫ばれるなか︑地域を支える

921‑2165 米山町
972‑3223 清水町伏見 白十字小児科
992‑0008 裾野市佐野

８時〜17時

担い手の確保や活性化に向けた取り組

小林内科医院
4 ㈰ 杉山（和）医院
裾野赤十字

言う間に過ぎていきますが︑この３年

986‑1212 長泉町本宿

987‑6789 長泉町中土狩

みが必要とされています︒

987‑2200 三島市光ヶ丘 池田病院

最初は戸惑うこともありましたが︑

986‑1212 長泉町本宿 光ヶ丘小児科

萩野クリニック

間は本当に短く感じました︒

3 ㈯ 池田病院

3月

﹁地域おこし協力隊﹂
は︑都市地域か

986‑1212 長泉町本宿
966‑7111 根古屋

眼科 4月 20㈷ はとり眼科

ら地方に生活の拠点を移し︑農林水産

971‑6510 長泉町下土狩 池田病院
923‑6543 筒井町

８時〜17時

いろんなお話をさせていただくうちに︑

西村医院
杉谷小児科

972‑1133 三島市東本町

まちの一員になれた気がして︑楽しみ

929‑6205 大岡
969‑0001 大塚

耳鼻科 4月 20㈷ 本橋耳鼻咽喉科

業への従事や地場産品の開発・販売等

1 ㈭ 青沼クリニック
2 ㈮ 本村クリニック

スキップこども

の地域おこし支援などの﹁地域協力活

993‑2323 裾野市茶畑

また︑私より１年先に協力隊を卒業

951‑4593 市道町

清水館医院

私たち協力隊は︑やっぱり地元の人︑

921‑2053 高島町

962‑1496 白銀町

白石医院

沼津は市外ばかりか国外の人をも魅

992‑0811 裾野市久根 田中医院

ャレンジする三平さん︑地域メディア

981‑8577 清水町堂庭 松原医院

を手掛ける青木さんの３人が引き続き

975‑8021 長泉町竹原 まるやま小児科

989‑8111 長泉町南一色
931‑1019 御幸町

山本整形外科
大沢医院

地域おこし協力隊として頑張っていき

29 ㈪ 境医院

921‑2185 花園町

ます︒それぞれが個性を発揮して︑地

988‑3133 長泉町下土狩

励む郷内さん︑自転車観光の振興にチ

993‑0430 裾野市佐野

域の魅力増進︑発掘に挑戦中です︒

931‑1019 御幸町
921‑3211 五月町
りゅうじん医院
994‑1008 裾野市御宿

ながら協力隊の活動に取り組むことが

986‑1212 長泉町本宿

971‑6510 長泉町下土狩 関外科

大沢医院
28 ㈰ 今井医院
さくら胃腸科

動﹂を行いながら︑その地域への定着

大橋内科 ･ 小児科 992‑2800 裾野市佐野 鈴木（州）医院

できました︒本当に皆さんに感謝して

26 ㈮ べっく ･ クリニック 921‑1300 西沢田

います︒

おおしろクリニック 976‑0027 清水町堂庭

933‑5111 下香貫馬場 池田病院

ー今後の目標を教えて下さい

923‑6543 筒井町

白十字小児科

他にも︑深海魚の革を使ったクラフ

992‑0028 裾野市平松 杉谷小児科

25 ㈭ あそうクリニック 929‑7575 筒井町

沼津の人に応援してもらえると俄然や

24 ㈬ 杉山（茂）医院

921‑5520 高沢町

ト品の開発や販売など︑戸田を元気に

972‑0711 三島市南本町 東医院

る気がでるので︑ぜひ協力隊の活動に

五十嵐クリニック 934‑6700 志下

注目して下さい︒

921‑2053 高島町

するために︑今まで以上にいろいろな

992‑6611 裾野市深良 田中医院

ことに取り組んでいきたいです︒

22 ㈪ おぐち医院

了する︑すばらしい魅力がいっぱいだ

921‑3791 共栄町
975‑8801 清水町久米田

と思います︒市民の皆さんも協力隊も︑

沼津整形
遠藤クリニック

ー市民の皆さんにメッセージをお願い

972‑0711 三島市南本町

します

952‑8600 大岡
9時〜
962‑1410 仲町
三島メディカル
995‑1123 裾野市佐野

一緒になって沼津を盛り上げていけた

きせがわ病院
21 ㈰ 高田クリニック
大庭クリニック

ら最高ですね！これからもよろしくお

986‑1212 長泉町本宿
966‑1755 今沢

私は３月いっぱいで地域おこし協力

池田病院
酒井医院

隊を卒業しますが︑戸田地区の森林資

967‑5722 原

986‑6387 長泉町中土狩 三島メディカル

921‑5148 高島本町

願いします︒

981‑8577 清水町堂庭 えがわ医院

986‑1212 長泉町本宿
931‑0088 三園町
よざ小児科
997‑0200 裾野市御宿

源を活用したコンテンツの企画運営に

973‑3601 清水町柿田 まるやま小児科

池田病院
20 ㈷ 武藤医院
東名裾野病院

23 ㈫ 久道医院

青山沙織さん

986‑1212 長泉町本宿

池田病院

19 ㈮ 柿田川医院

18時〜

地域おこし協力隊

931‑2511 我入道江川

を図る取り組みです︒

931‑2465 本郷町

本市でも︑現在４人の隊員が三浦・

17時〜21時
12時〜18時
8 時〜18時

戸田地区で地域おこし協力隊として地

すずきファミリー 960‑0333 一本松

からもよろ し く
４ 月 いします ♪
お願

域活性化に取り組んでいます︒

平
日
土 曜 日
日曜日、祝休日

988‑3133 長泉町下土狩 守重医院

3月

漁業と観光のまちである戸田は︑感

科

17 ㈬ やぐちクリニック 973‑3811 清水町伏見 りゅうじん医院

30 ㈫ さはこクリニック 999‑3850 長泉町中土狩 すずきファミリー 960‑0333 一本松

4㈰ 原田歯科医院 967‑5566 大塚

夜間や休日のこどもの病気や怪我で
受診させるべきか迷ったときはこちらへ

静岡こども救急電話相談

近隣市町の協力医についてはこちらへ

沼津夜間救急医療センター
内

平
日
土・日曜日、
祝休日

11

外

992‑6303 裾野市茶畑 香貫医院

27 ㈯ 沼津リハビリテーション 931‑1911 上香貫蔓陀ケ原 西村医院

4月

今年３月で３年の任期を終え︑４月

17時〜21時
12時〜18時
8 時〜18時

972‑0711 三島市南本町 さとやまクリニック 939‑8031 東原

31 ㈬ 新井クリニック

した奥田さん︑石津さん︑下重さんも

平
日
土 曜 日
日曜日、祝休日

小児科

ホームページアドレス

https://www.city.numazu.
shizuoka.jp/kyouryokui/

16 ㈫ いずみクリニック 993‑4760 裾野市茶畑 三島メディカル
935‑1159 吉田町

染症の影響で大打撃をうけました︒戸

☎055 958 0119

18時〜

18 ㈭ あめみや内科

以降も戸田に定住し︑沼津の魅力を高

救急協力医テレホンサービス

972‑3223 清水町伏見 スキップこども

3月 15 ㈪ 杉山
（和）医院

沼津に定住して︑地域資源を活用した

17時〜21時
12時〜18時
8 時〜18時

田の皆さん︑漁師の皆さんを応援する

平
日
土 曜 日
日曜日、祝休日

ため︑深海魚を全国にお届けする新た

科

めるための活動に取り組む︑青山沙織

事前に電話または HP でご確認を!!

月15日㈪〜４月５日㈪

内

さんにお話を伺いました︒

救急協力医

地域おこしに取り組んでいます︒

協力医は変更される場合があります

なプロジェクトに挑戦中です︒

3
2021 年

科

20時30分〜翌朝7時
18時〜翌朝7時

☎＃8000 または ☎ 054-247-9910

静岡県広域災害救急医療情報システム ☎ 0800-222-1199

☎926-8699 ※お間違いのないよう
ご注意下さい。
小

平
日
土・日曜日、祝休日

児

科

20時30分〜翌朝7時
18時〜翌朝7時

日の出町1-15
外

平
日
土・日曜日、祝休日

科

20時30分〜翌朝7時
18時〜翌朝7時

◉火災など災害情報テレホンサービス ☎ 055-926-0119
広報ぬまづ 2021.3.15 号

写真左から郷内さん、青木さん、三平さん、青
山さん。隊員どうしも連携して各地区の地域お
こしに取り組んでいます。

政策企画課
☎055‑934‑4704
広報ぬまづ 2021.3.15 号
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