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お問い合わせは
各電話番号へ

　

子育て
　沼津の子どもたちの健やかな成長
を応援します。支援サービスやイベ
ント情報を get して、子育てを楽
しみましょう！
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と　き　�６月 ３０ 日㈯、１０ 時〜 １２ 時
ところ　サンウェルぬまづ多目的ホール
対　象　�未就園児とその保護者
持ち物　飲み物、靴用ビニール袋
内　容　�運動あそび、ブロックあそび、ご

ろんアート他
※�当日、直接会場へどうぞ。
沼津っ子ふれあいセンター（ぽっぽ）
　☎︎ ０５５-９５２-８０７７

イベ
ント 子育て支援センターまつり子育て支援センターまつり

親子でいろいろな遊びを楽しもう親子でいろいろな遊びを楽しもう

対　象　年長〜小学生
参加料　１,75０ 円（保険料含む）
申込方法　�６月２８日㈭、９時から参加料を持参して直接
　　戸田B&G海洋センター　☎︎ ０５５８-９4-3５０1

クラス とき（全５回） 時間 定員

前期
Aクラス ７月 2３ 日㈪

〜 2７ 日㈮
９時〜10時

各３0人
（先着順）

Bクラス 10時〜11時

中期
Aクラス ７月 ３0 日㈪

〜８月３日㈮
９時〜10時

Bクラス 10時〜11時

後期
Aクラス ８月６日㈪

〜 10 日㈮
９時〜10時

Bクラス 10時〜11時

講座
教室
夏休み短期水泳教室夏休み短期水泳教室

ところ：戸田B&G海洋センターところ：戸田B&G海洋センター

お知
らせ

　

◆◆やまびこ電話相談　やまびこ電話相談　☎ ０５５-９５1-７33０（平日、1０ 時〜 1９ 時）
　保護者だけでなく、小・中学生からの相談も受け付けています。

地区 相談員 電話番号
第一 平松みどり 055-951-2641

第二
原　　博男 951-0286
菊地　昭夫 962-0280
梅原　悦秀 96３-518７

第三
神部　久　 9３1-4524
横山　剛　 9３2-1７16

第四
稲毛　邦男 9３３-41３9
杉山　亙　 9３1-4７62

地区 相談員 電話番号

第五
堰澤　周平 055-921-885７
竹内　重延 922-12７4

金岡
山田　和夫 92３-4７4３
河合　秀幸 922-82７2
芝　　厚　 924-2７７6

静浦 青木進一郎 9３1-51３0
内浦・
西浦 奥村　顕祥 94３-200３

地区 相談員 電話番号

片浜
関　　重之 055-96３-8７06
梶　　祐造 96３-9902

今沢 栗田　自由 96７-80７３

大岡
内野佐惠子 952-2３5７
土肥　武信 962-6544
宮本　義昭 96３-6３14

愛鷹
市川　勝也 966-9３11
渡邊　義昭 966-1822

地区 相談員 電話番号

原
鈴木　元　 055-96７-0７26
鈴木　増藏 966-0154

浮島 小林　篤　 966-1３７9
大平 吉川　智子 9３2-2112

門池
大竹　武士 921-5158
大石もとみ 922-6494
若松　春子 922-8889

戸田 土屋　博文 0558-94-4100

青少年健全育成地域相談員青少年健全育成地域相談員
地域や学校が行う青少年育成に対する助言・援助、地域や家庭からの教育相談に応じます地域や学校が行う青少年育成に対する助言・援助、地域や家庭からの教育相談に応じます

青少年教育センター　☎ ０５５-９５1-344０

と　き　�７月 ２３ 日㈪〜８月 ２２ 日㈬のうち
希望する１日、９時〜 １６ 時（土・
日曜日、祝日を除く）

ところ　�市内の保育園（所）、認定こども園、
小規模保育施設

対　象　�市内に住む中学生・高校生でボラ
ンティア保険等に加入している人

申込方法　��７月２日㈪までに電話で（中学生
は学校経由で）

子育て支援課　☎ ０５５-９34-4８２６

保育の仕事を知ろう！保育の仕事を知ろう！　　
一日保育体験学習参加者募集一日保育体験学習参加者募集募集

年会費　１,０００ 円
※詳細は、お問い合わせ下さい。

沼津市ひとり親会　工藤さん　☎︎ ０９０-1７８０-０3８4
こども家庭課　☎︎ ０５５-９34-4８２７

沼津市ひとり親会会員募集沼津市ひとり親会会員募集募集
一人で悩まず思いを共有しませんか一人で悩まず思いを共有しませんか

お知
らせ 千本プラザ・赤ちゃんDAY千本プラザ・赤ちゃんDAY
����と　き　�７月 ２６ 日㈭、１０ 時 ３０ 分〜 １１ 時 ３０ 分
ところ　千本プラザ集会室
内　容　ベビーリトミック
対　象　�１歳までの子どもとその保護者
定　員　４０ 組（先着順）
持ち物　飲み物、床に敷くバスタオル
申込方法　６月 ２６ 日㈫、１１ 時から電話で
　　千本プラザ　☎ ０５５-９６２-3313　　　
　長寿福祉課　☎︎ ０５５-９34-4８34

講座
教室

と　き　7月 ２４ 日㈫〜8月８日㈬の火〜
　　　　金曜日、１６ 時〜 １7 時（全 １０ 回）
対　象　小学生
定　員　9０ 人（申込多数の場合は抽選）
参加料　４,5００ 円（保険料含む）
申込方法　�往復はがきの往信面に、住所、氏名（ふりがな）、

生年月日、学年、性別、電話番号、返信面に
参加希望者の住所、氏名を明記して郵送

申込期限　６月 ３０ 日㈯（必着）
※兄弟姉妹で参加希望の場合、はがき１枚に列記して下さい。
※抽選結果は７月上旬までに通知します。
　　屋内温水プール　
　〒 41０-０８13 上香貫二ノ洞 ２41６-1　☎︎ ０５５-９3２-２1７９

小学生水泳教室夏休みコース小学生水泳教室夏休みコース
ところ：屋内温水プールところ：屋内温水プール

問
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☎055-934-487２
生涯学習課

☎055-951-3480

健康づくり課
（保健センター）
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♣♣生活習慣病栄養相談生活習慣病栄養相談
と　き　平日、９時〜 １６ 時
ところ　保健センター
対　象　���市内に住む生活習慣病（糖尿病、肥満、

脂質異常、高血圧症等）の心配がある人
申込方法　電話で（予約制）

♣予防接種券発行等の休日窓口♣予防接種券発行等の休日窓口
と　き　７月 １４ 日㈯、８時 ３０ 分〜 １２ 時
ところ　保健センター
内　容　定期予防接種券発行（子ども・成人）、
　　　　予防接種について一般的な相談等
持ち物　母子健康手帳（子どもの場合のみ）
※�保健センターでは、予防接種を受けることはできません。 ♦️♦️子育て応援プロジェクト「ママデイサービス」子育て応援プロジェクト「ママデイサービス」

と　き　��７月９日㈪、９月 １０ 日㈪、１０ 月
２２ 日㈪、いずれも １０ 時〜 １５ 時

ところ　万葉の湯 沼津（岡宮）
内　容　�赤ちゃんの身体計測、保健師・栄養士に

よる個別相談、ママヨガ、食事、入浴
対　象　�生後４カ月〜１歳未満の赤ちゃんと母親
定　員　各回１５組（申込多数の場合は抽選）
参加料　１,０００ 円（食事代および入浴料別）
申込方法　�各開催日７日前までに赤ちゃんと母

親の氏名、生年月日、住所、電話番
号をファクスまたは電子メールで

※対象の子どものみ託児があります。
※会場を離れて外出はできません。
食育スタジオDreamy　山下さん

☎� 055-963-6831
電子メールアドレス　syokuinochi-y@ny.thn.ne.jp

♣♣熱中症に注意しましょう熱中症に注意しましょう
　熱中症は真夏だけでなく、梅雨の時期にも発症し
ます。体調の変化に気をつけ、予防を心掛けましょう。
①のどが渇く前にこまめに水分を補給する
②暑さや疲れを感じたら無理せず休む
③温度計を置いて室温に気を配る
④栄養をしっかりとり体力をつける
♣♣食中毒にご注意ください食中毒にご注意ください
　予防のために食中毒菌・ウイルスを、「つけな
い、増やさない、殺菌する」の３原則を守りましょ
う。食中毒によるおう吐や下痢は、体の防御反応
です。むやみに市販の下痢止めなどの薬を服用せ
ずに、早めに医師の診断を受けることが大切です。
●●家庭でできる予防のポイント
①�食品、手、調理器具はしっかりきれいに洗う
②�食品は常温で放置せず、冷蔵庫で保存する
③�食品内部まで十分火を通す
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広報ぬまづ

　様々な分野の知識、技能を持つ「まちの識者」が地域や学校のイ
ベントや講習会など総合的な学習をお手伝いをします。

　「まちの識者」のパンフレットは、市役
所８階生涯学習課、市立図書館、各地区
センターなどに置いてあります。
　また、市ホームページにも掲載してい
ますのでご覧下さい。

美術、工芸、手芸、製作、歴史、書写、
伝統文化、音楽、舞踊、美容、環境、
自然観察、防災、話芸、健康、料理、
スポーツ、レ
クリエーショ
ン、カウンセ
リング、遊び
など

     　　延べ 130 人が登録 !
「まちの識者」活躍の分野をご紹介

■■｢まちの識者｣を活用したいときは
・生涯学習課にご相談下さい。指導者を紹
　介します。
・指導者との打ち合わせは、申し込んだ団
　体の代表者が直接行って下さい。
・終了後に、結果を報告して頂きます。
※営利目的、政治・宗教活動などを目的と
　する団体には紹介できません。
※教材費、交通費等の経費が必要な場合が
　あります。

■■あなたの趣味や得意な技術を活
い

かそう
　｢まちの識者｣登録募集中 !
・様々な分野において｢まちの識者｣として
　活躍して頂ける人を募集しています。
・自薦、他薦は問いませんので、生涯学習
　課にご連絡下さい。
※「まちの識者」はボランティア登録として��
　いるため、月謝や講師料を得ることを目
　的に登録はできません。

折り紙の指導者による作品
「ひな人形」

ヨガの指導者による教室「ヨガ・ストレッチ」


