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お問い合わせは
各電話番号へ
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イベ
ント 千本プラザ・赤ちゃんDAY千本プラザ・赤ちゃんDAY
����と　き　�１０ 月 ２５ 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　９月 ２５ 日㈫、１１ 時から電話で
　　千本プラザ　☎ ０５５-９６２-３３１３　　　
　長寿福祉課　☎ ０５５-９３４-４８３４

と　き　�１０ 月 ２７ 日㈯、１０ 時から
ところ　�勤労者体育センター
内　容　�新聞紙を使ったふれあい遊び、バ

ルーン遊びなど
講　師　�ヤマスポーツクラブ
対　象　１歳以上の未就園児とその保護者
定　員　�１００ 組程度（子ども１人につき大

人１人、先着順）
持ち物　飲み物、タオル、靴を入れる袋
申込方法　�１０ 月１日㈪、１０ 時から電話、各

子育て支援センターにある申込用
紙を直接またはファクスで

※動きやすい服装でお越し下さい。
恵愛保育園子育て支援センター（にこにこ広場）

　☎ ０５５-９３５-１２３４　℻ ０５５-９３２-５４５５
子育て支援課　☎ ０５５-９３４-４８４２

親子体操教室親子体操教室
地域子育て支援センター親子講座地域子育て支援センター親子講座講座

教室

　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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　市では、子育てを支援する取り組みの
一環として、乳幼児を連れた保護者が安

心して外出できるよう、子育て支援セン
ターを「赤ちゃんの駅」として指定し、お
むつ替えや授乳スペースの提供を始めま
した。赤ちゃんの駅に
は旗を掲示しています
ので、赤ちゃんとお出
かけの時にぜひお気軽
にご利用下さい。

健康づくり課　☎ ０５５-９５１-３４８０
広報ぬまづ

対　象　子どもとその保護者
※�当日、直接会場へどうぞ。
※汚れてもよい服装でお越し下さい。
※③は駐車場があります。

沼津っ子ふれあいセンター（ぽっぽ） 
　☎ ０５５-９５２-８０77　

「おひさま広場」においでよ「おひさま広場」においでよ
保育士が遊びのお手伝い　保育士が遊びのお手伝い　イベ

ント

と　き（雨天中止） ところ
① １０/２㈫、１０:３０〜１２:００ 中央公園（大手町）
② １０/１５ ㈪、１０:３０〜１２:００ 駿河台公園（駿河台）

③ １０/２１ ㈰、１０:００〜１２:００ ときわ保育所園庭（本字千本）

利用できる施設は、
市ホームページで
ご確認下さい。

教育相談のご案内教育相談のご案内お知
らせ

　学校生活、不登校、発達、子育て等、親
や子ども自身が抱える様々な悩みの解決に
向けて、相談員が一緒に考えていきます。

と　き　�１１ 月１日㈭・２日㈮、9時〜 １７ 時
（1人1時間程度）

ところ　�青少年教育センター（八幡町）
定　員　各 １５ 人（先着順）
申込方法　�１０ 月 １９ 日㈮〜 ２６ 日㈮の平日、9

時〜 １７ 時に電話で
※一日教育相談以外にも随時相談に応じて
　います。

青少年教育センター　☎ ０５５-９５１-３４４０

◆◆一日教育相談一日教育相談

◆◆やまびこ電話相談やまびこ電話相談
と　き　平日、１０ 時〜 １９ 時
やまびこ電話　☎ ０５５-９５１-7３３０

任　期　１１ 月 １２ 日から２年間
応募資格　市内に住む １８ 歳以上の人
公募人数　２人
選考方法　�「地域社会と学校」をテーマとした

小論文（千字程度）及び面接
応募方法　�履歴書と小論文を直接、郵送また

はメールで
応募期限　�１０ 月 １５ 日㈪（必着）

学校教育課　〒４１０-８６０１　沼津市役所
　☎ ０５５-９３４-４８０８
メールアドレス　gaku-kyouiku@city.numazu.lg.jp

募集 沼津市立小中学校通学区域審議会委員沼津市立小中学校通学区域審議会委員
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お知
らせ 平成３１年4月からの保育園等の入園申し込みについてご案内します平成３１年4月からの保育園等の入園申し込みについてご案内します

　平成 ３１ 年４月から保育園等の入園を希望する人を対象に申込書類を配布します。保育園等の利用には、
保護者の就労状況など、保育を必要とする事由が必要です。
申込書類配布　１０ 月１日㈪から
配布場所　�・市役所 １階子育て支援課（配布時間：9時〜 １６ 時 ３０ 分）
　　　　　・市内各保育園等（配布時間：各園へお問い合わせ下さい）
申込方法　�１１ 月５日㈪から、市役所 １階子育て支援課または市立戸田保育所に申込書と必要書類をあわせて提出
第 1回締め切り　１１ 月 １６ 日㈮
第 2回締め切り（最終）　平成 ３１ 年 2月１日㈮
※締め切りごとに選考を行い、入園を内定します。
※５月以降の入園を希望する場合は、入園を希望する月の前月の １５ 日（土・日曜日、祝・休日の場合は、
　前の平日）までに申し込みをして下さい。
※現在保育園等を利用している人には各園から別途案内します。
子育て支援課　☎ ０５５-９３４-４８２６

◉保育園等…認可保育所、認定こども園（保育園部）、小規模保育事業所

施設名 所在地 電話番号 定員
（人）

受入開始
年齢 施設名 所在地 電話番号 定員

（人）
受入開始
年齢

市立西浦 西浦平沢 ９４２-２０５９ ６０ ４カ月 かぬき 中瀬町 ９３２-６２１７ ６０ ２カ月

市立北部 高沢町 ９２１-７５３７ １５０ ４カ月 光長 岡宮 ９２２-８６１０ １３０ ２カ月

市立大平 大平 ９３１-１２１８ ６０ ４カ月 まいとりや 原東沖 ９６７-２５５０ ９０ ４カ月

市立金岡 沼北町 ９２３-０３８３ １６０ ２カ月 小百合 本郷町 ９３１-５５０４ ６０ ２カ月

市立大岡 大岡高田 ９２４-０１７０ １２０ ４カ月 多比 多比 ９３９-０７４１ ４０ ４カ月

市立ときわ 本字千本 ９６３-４６９４ ９０ ４カ月 青空 小諏訪 ９２６-９２００ １２０ ２カ月

市立戸田 戸田 ０５５８-９４-２３０３ ４０ ４カ月 しんあい 下香貫宮原 ９４３-６０３１ １２０ ２カ月

永明 幸町 ９５１-４５８４ ９０ ６カ月 丘の上 大岡柏葉尾 ９４１-５７３１ ８０ ２カ月

恵愛 吉田町 ９３１-４９０６ １２０ ２カ月 （認）しょうえい幼稚園（保育園部）大塚 ９６７-４５２１ ７５ ６カ月

霊山 本郷町 ９３１-１２６１ ６０ ７カ月 （認）片浜桜ナーサリールーム（保育園部）今沢 ９６６-５３５１
９０ ３カ月頃

岳東 大岡駅前町 ９２１-４７８５ １５０ ６カ月 （認）片浜桜プレスクール（保育園部）今沢 ９６６-６３４９
静浦 馬込 ９３１-３３７８ ３０ ３カ月 （認）中央幼稚園（保育園部） 幸町 ９５１-６６９４ ８８ ６カ月

愛鷹 西椎路 ９６８-２５００ １５０ ６カ月頃 （認）杉浦学園（保育園部）あけぼのこども園 柳沢 ９５５-５５１１
１５３ ４カ月頃

かぴらばす 下香貫牛臥 ９３１-１８２７ ６０ ６カ月 （認）杉浦学園（保育園部）かきつばたこども園 柳沢 ９６７-４１８８
青葉 獅子浜 ９３１-３４９８ ３０ ２カ月 （認）原町幼稚園（保育園部） 原西町 ９６６-７３３８ ９ ３歳
天神 原東町 ９６６-２６６７ ６０ ２カ月 （認）こずわ幼稚園（保育園部） 小諏訪 ９６３-０７２１ ３０ ３歳
原町 原西町 ９６６-０１３９ ９０ ３カ月 （小）ぽんぽんの森 大岡自由ヶ丘 ９５５-８１０３ １９ ３カ月

みくに 桃里 ９６６-０２２１ ６０ ２カ月 （小）アドバンぺんぎん保育園 中沢田 ９５７-０１０１ １９ ３カ月

大泉 井出 ９６７-０１７０ ４５ ２カ月 （小）イロドリぬまづ保育園 江原町 ９３９-７５５５ １２ ４カ月

浮島 平沼 ９６６-２１３９ ６０ ２カ月 （小）保育所グローアップ大岡園 大岡 ９３９-５２５６ １８ ４カ月

いずみ 東熊堂 ９２５-４５４５ １２０ ２カ月頃

お知
らせ 平成３平成３１１年度幼稚園・認定こども園（幼稚園部）入園申し込みについては各施設へ年度幼稚園・認定こども園（幼稚園部）入園申し込みについては各施設へ
　１０ 月 1日㈪から市内各幼稚園と各認定こども園で入園の申し込みを受け付けます。手続き等の詳細は、
各施設へお問い合わせ下さい。
施設名 所在地 電話番号 施設名 所在地 電話番号 施設名 所在地 電話番号
市立戸田 戸田 ０５５８-９４-３０９９ 象山 志下 ９３１-３４２６ プラドバイリンガル 桃里 ９６７-１１５０
市立大平 大平 ９３２-２０８０ 沼津あすなろ 西沢田 ９２２-８５０７ ルンビニ 千本緑町 ９６２-１７１０
愛鷹 西椎路 ９６６-２５００ 沼津学園第一 寿町 ９２１-８１４０（認）しょうえい 大塚 ９６７-４５２１
加藤学園 大岡自由ヶ丘 ９２１-４８０５ 沼津学園第二 大岡南小林 ９２３-８８５０（認）片浜桜プレスクール 今沢 ９６６-６３４９
耕雲寺 大岡下石田 ９５１-３０７５ 沼津聖マリア 本郷町 ９３２-９９１１（認）中央 幸町 ９５１-６６９４
第二耕雲寺 大岡沼平町 ９２３-３９１１ 沼津梅花 本郷町 ９３１-６１４６（認）杉浦学園 柳沢 ９６７-４１８８
光長寺 岡宮 ９２１-４２１３ 春の木 東椎路 ９２３-５４４５（認）原町 原西町 ９６６-７３３８
四恩 三芳町 ９６３-７５３８ 双葉 下香貫柿原 ９３３-１８３５（認）こずわ 小諏訪 ９６３-０７２１

（認）…認定こども園

（認）…認定こども園 （小）…小規模保育事業所

詳細は、市役所 1階子育て支援課にお問い合わせ頂
くか、市ホームページをご覧下さい ! 広報ぬまづ


