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Ａ Ｂ＝コンベンションホール A・B　多＝多目的ホール（キラメッセぬま
づ）　ギ＝市民ギャラリー　サ＝市民サロン　※休館日３日㈪・４日㈫

１ ㈯
Ｂ沼津市民大学　第７回「沼津の学校はじめて物語」　
　講師　木口　亮　１４ 時 ３０ 分〜 １６ 時　有 ２０ ㈭ 多�障害者就職面接会　１３ 時 １５ 分〜 １５時 ３０分　無

５ ㈬
Ｂマイナビ就職セミナー沼津会場　
　新卒学生のための合同会社説明会　１３ 時〜 １６ 時　無 ２１ ㈮

多大学・短期大学・専門学校　進学相談会
　１５ 時〜 １８時 ３０分　無

８ ㈯ ・
９ ㈰ ギ小中学校児童生徒研究作品展　９時 ３０ 分〜 １６ 時　無 ２１ ㈮ 〜

２３ ㈰
Ａ ２０１８ 年　秋の西秀会（西武百貨店特選品販売会）
　１０ 時 ３０ 分〜 １８ 時（２３日は １７時まで）　無

９ ㈰
�Ｂ �沼津市民大学　第８回「次世代技術が切り拓くこれからの農

業」　講師　神成　淳司　１４ 時 ３０ 分〜 １６ 時　有
２３ ㈰

多第４回　プラサヴェルデセミナー　親子で学ぼう！
　災害時の基本行動「自助」とは⁉︎　１０ 時〜 １５ 時　無
多体験！科学実験 ２０１８ in ぬまづ　１０ 時〜 １６ 時　無１４ ㈮ 〜

１６ ㈰
Ａ Ｂ 多『第 ５７ 回全日本スクエアダンスコンベンション in 沼津』
　１４日は １３ 時〜 ２１ 時 ３０ 分、１５ 日は９時 ３０ 分〜 ２３ 時、１６ 日は９時 ３０ 分〜 １４ 時　有

１７ ㈷
Ｂ東洋大学陸上競技部駅伝監督酒井俊幸氏講演会「その一秒を
　削り出せ〜勝つために、していること〜」　１４ 時〜 １５ 時　有
多DRAGON�GATEプロレス沼津大会　１８ 時〜 ２０ 時 ３０ 分　有

２４ ㉁
Ｂ沼津笑劇場ワッハ第 ４４ 回まちなか寄席【喬太郎　扇辰　彦
　いち　同期三人会】　１４ 時〜 １６ 時　有

２６ ㈬ Ａ売上アップ祭り ２０１８　１３ 時 ３０ 分〜 １７ 時 ３０ 分　無

１８ ㈫
Ａ沼津市民大学　第９回「語彙力とコミュニケーション力」
　講師　齋藤　孝　１９ 時〜 ２０ 時 ２０ 分　有 ３０ ㈰

Ａしごとのかんづめフェア in 沼津　１２ 時〜 １６ 時　無
Ｂ第 １６ 回三遊亭朝橘　秋の寄席　１４ 時〜 １６ 時 ３０ 分　有

☎ ０５５‐９２０‐４１００プラサ ヴェルデ

無＝入場無料　有＝有料（料金等詳細についてはお問い合わせ下さい）９月９月 市民文化センター・プラサ ヴェルデの主な催し
※催しは変更される場合があります。

　大＝大ホール　小＝小ホール　　　　　※休館日 １０ 日㈪・１８ 日㈫
　　　がついている催しは、終演 １０ 分後に臨時バスを運行します。

１ ㈯
大第 ２１ 回古賀メロディー沼津音楽祭
　１３ 時 ３０ 分〜 １６ 時　有 １７ ㈷

小 �第２回　音で沼津を照らしたいコンサート
　１６ 時〜 １９ 時 ３０ 分　無

２ ㈰
小 �民謡日本一の山形娘　朝倉さや　デビュー５周年リアルカントリー
　ロードツアー ２０１８「ムーンストーンで朝倉を」　１５ 時〜 １７ 時　有 ２２ ㈯

小細坪基佳LIVE２０１８ 〜 Old�Time�Good�Time〜沼津
　１４ 時 ３０ 分〜 １６ 時 ３０ 分　有

９ ㈰
大 �声優朗読劇 フォアレーゼン〜本当はあぶないモーツァルト〜 １５ 時〜 １７ 時　有
小静岡県東部地区新人演奏会　１５ 時 ３０ 分〜 １６ 時 ３０ 分　有 ２９ ㈯

小 �宇都木JBLエレキコンサートⅣ
　１７ 時 ３０ 分〜 １９ 時 ４５ 分　有

１６ ㈰
大 �第 １１ 回飛龍高等学校吹奏楽部・和太鼓部合同演奏会　１３ 時〜 １５ 時 ３０ 分　無
小エ�コモ�マイ�フラスタジオ�ホイケ（発表会）　１３ 時 ３０ 分〜 １５ 時 ４５ 分　有 ３０ ㈰

小加藤学園高等学校　音楽部　ミュージックコンサート　Vol.１３
　１４ 時〜 １６ 時　無

☎ ０５５‐９３２‐６１１１市民文化センター

　昨シーズンから J3リーグに参入したアスルクラロ
沼津は今シーズンリーグ前半戦を終え、現在２位（７
月２７日時点）と好位置につけています。リーグ優勝に
より、将来のJ2昇格へ弾みをつけるため、市民無料
招待試合「沼津ひものマッチ」を行います。スタジアム
をチームカラーの「青」に染め、全力で戦うアスルをみ
んなで応援しよう！
　また、会場ではJ3屈指の出店数を誇るご当地グル
メブース「アスルキッチン」や試合前に各種団体が様々
なパフォーマンスを披露する「全力アスルステージ」な
ど、試合以外にも楽しめる催しが盛りだくさん。ぜひ
遊びに来て下さい！

※�右上の招待券を入場ゲートで提示して下さい。
※無料招待以外の観戦には入場料がかかります。
※�混雑が予想されますので沼津駅発着の
　バスをご利用下さい。
※詳細は、アスルクラロ沼津ホームページをご覧下さい。

スポーツ交流推進室　☎ ０５５‐９３４‐４８４３

ひもの先着プレゼント

◆ぬまづの特産品「ひもの」プレゼント！
　当日、会場にお越しいただいた先着 ５００ 人に沼津
の特産品のひものを、また、抽選で １０ 人に５千円
相当のひものセットをプレゼントします。家族や友
人を誘ってスタジアムに遊びに行こう！

満員のスタジアムを青に染めよう！満員のスタジアムを青に染めよう！ 家族全員対象　無料招待券
アスルクラロ沼津 VS ギラヴァンツ北九州

９月２日㈰、１５ 時キックオフ
愛鷹広域公園多目的競技場

※ 小学生以下は保護者の
同伴が必要です。

※ １枚で家族全員が利用できます。

※ 本券をコピーしての
使用はできません。

キリトリセン

１万人観戦プロジェクト「沼津ひものマッチ」
×市民無料招待試合

９/２㈰ １５時（開場 １３ 時）
キックオフ

VS
アスルクラロ沼津

愛鷹広域公園多目的競技場
ギラヴァンツ北九州

アスルクラロ沼津
ホームページＱＲコード

目指せフォロワー7000 人! みんなで
Numazu Topics! に「いいね」しよう！

沼津市公式 Facebook
「Numazu Topics！」

CMYK / .ai

〜イベント情報や四季の風景などを発信中！〜〜イベント情報や四季の風景などを発信中！〜


