
　大＝大ホール　小＝小ホール　　　　　　　　　　※休館日 １５ 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。

２ ㈫
大沼津市民劇場第 ２３０ 回例会　テアトル・エコー公演「おかしな二人」
　１３ 時３０ 分〜１５ 時５５ 分　有 １７ ㈬

大第 ６９ 回沼津市中学校連合音楽会
　①９時 ４５ 分〜② １２ 時 ５０ 分〜　無

６ ㈯
大大ホールでスタインウェイピアノを弾こう！
　９時 ３０ 分〜 ２１ 時　有 ２１ ㈰

大第 ４５ 回沼津市芸術祭　バレエパフォーマンス
　１３ 時〜 １６ 時 ３０ 分　有

７ ㈰
大第 ４５ 回沼津市芸術祭　合唱祭　１２ 時〜 １７ 時　有
小静岡県住みます芸人ヌマンズお笑い単独ライブ
　いきますよー！沼津サイコー！　１７ 時〜 １９ 時　有

２７ ㈯
小 �平成 ３０ 年度静岡県高等学校文化連盟日本音楽専門部発表会兼平成 ３１

年度全国高等学校総合文化祭静岡県予選　１２ 時〜 １５ 時 ３０ 分　無

２８ ㈰
大第 ４５ 回沼津市芸術祭　郷土ふれあい太鼓　１３ 時〜 １６ 時　有
小第 ４５ 回沼津市芸術祭　邦楽祭　１３ 時〜 １６ 時　有

１４ ㈰
小第 ４５ 回沼津市芸術祭　秋の舞踏会
　１８ 時〜 ２０ 時 ３５ 分　有

広報紙に関するお問い合わせ、ご意見・ご感想は〒410-8601 沼津市役所 広報広聴課までどうぞ。
■TEL ０５５-９３４-４７０３　■FAX ０５５-９３５-１５６０　■メール kouhou@city.numazu.lg.jp
この広報紙は、再生紙を使用しています。市政テレホンサービス（TEL ０５５-９３2-1000）もご利用下さい。

広報ぬまづ　２０１８年９月１5日号　No.１５８３ https://www.city.numazu.shizuoka.jp/

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 ２２ 日㈪

１ ㈪ 多サ静岡県地酒まつり　１８ 時〜 ２０ 時　有 １４ ㈰ Ｂ第１回がん理学療法部門研究会　９時 ３０ 分〜 １６時 ３０分　有

３ ㈬ 〜
８ ㈷

ギ第 ４５ 回沼津市芸術祭　書道展
　１０ 時〜 １８ 時（８日は １６ 時まで）　無

１９ ㈮ 〜
２４ ㈬

ギ第 ４５ 回沼津市芸術祭　美術展　
　１０ 時〜 １８ 時（２４ 日は １６ 時まで）　無

４ ㈭
Ａ平成 ３０ 年度　福祉の就職&進学フェア〜ふくしの就活カフェ〜
　１３ 時〜 １６ 時　無 ２７ ㈯ 多ランドセル・中学制服・体育着試着展示注文会　１０ 時〜 １６ 時　無

６ ㈯
Ａ静岡新聞　新卒のかんづめ　合同企業説明会　１２ 時〜 １７ 時　無
Ｂ 「DANCE&PEACE Vol.２６」 STUDIO elle　ダンス発表会　１５ 時 ３０ 分〜　有

２７ ㈯ ・
２８ ㈰

多 ２０１８ 東芝大電化祭　１０ 時〜 １７ 時（２８ 日は １６ 時まで）　無

６ ㈯ ・
７ ㈰

多ダイハツ沼津販売株式会社　東部エリア　お客様感謝祭　
　１０ 時〜 １７ 時（７日は １６ 時まで）　無

２７ ㈯ 〜
２９ ㈪ サシルクロード手織絨毯展　１０ 時〜 １８ 時（２９ 日は １７ 時まで）　無

８ ㈷
Ｂ沼津エトワールダンススクールオータムパーティー　１２ 時〜 １９ 時　有
多ふく seeぬまづ福祉まつり　１０ 時〜 １５ 時　無 ２８ ㈰ 多東方駿河祭・第９幕　１１ 時〜 １５ 時 ３０ 分　有

１３ ㈯ ・
１４ ㈰

ギ SBS学苑�イーラ de沼津校　学苑祭（展示部門）　
　１０ 時〜１７ 時（１４ 日は１６ 時まで）　無
多第 ５３ 回秋の東部中古車まつり　１０ 時〜１８ 時（１４ 日は１７ 時
　まで）　無

３１ ㈬
Ａ COC+シンポジウム〜地域のモノづくり人材確保に向けて〜
　１３ 時 ３０ 分〜 １６ 時 ４５ 分　無

☎ 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）１０月１０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。

☎ ０５５‐９３２‐６１１１市民文化センター

沼津市の
統　計

（９月１日現在）

人　口● 19万6,336人
男　性● 9万6,918人
女　性● 9万9,418人
世帯数● 9万1,509世

帯

　７月 ２１ 日〜 ２３ 日、都内で行われた第４回全国中
学生フェンシング選手権大会の女子団体戦で見事準
優勝した、沼津フェンシングクラブの選手が８月６
日㈪、賴重市長を訪ね結果を報告しました。メンバ
ーは「１年間この大会のために練習を頑張りました。
みんなで励ましあって取れたメダル。とても嬉しい
です」と喜びを語ってくれました。
　市では、東京 ２０２０ オリンピック・パラリンピッ
クフェンシング代表チームの事前合宿誘致を進めて
おり、選手たちが今後ますます活躍していけるよう
応援しています。

全国中学生フェンシング選手権大会で
「銀」メダル

スポーツ交流推進室　☎ ０５５‐９３４‐４８４３ スポーツ交流推進室　☎ ０５５‐９３４‐４８４３

銀アスルクラロ沼津　
健全なスポーツ事業推進を目指して

　J3 アスルクラロ沼津のホーム戦が行われた７月
２１日㈯、競技場入り口に警察ブースが設けられ、白
バイやパトカーの展示を行ったほか、警察官が交通
安全や詐欺防止のチラシを配り、観客に注意を呼び
かけました。
　試合前のセレモニーではJ3アスルクラロ沼津を
運営するアスルクラロスルガ㈱が反社会的勢力との
関係遮断や試合に関する不正行為の断固拒否などを
表明する暴力団等排除宣言を行いました。


