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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 １７ 日㈪ ・１８ 日㈫

１ ㈯
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 １６ ㈰

多第 ４９ 回沼津農林まつり　9時 30 分〜 １４ 時　無
Ａ �静岡新聞　就活準備セミナー��１２ 時〜 １７ 時　無

２ ㈰
Ｂファミリーの集い　家庭教育講演会　９時〜 １２ 時　無
多蹴拳〜ジョー土屋フェスティバル〜　１５ 時〜 １８ 時　有

２２ ㈯ 〜
２７ ㈭

ギ �沼津西高校芸術科美術専攻卒業作品展及び１、２年生展
　９時 30 分〜 １８ 時（２７ 日は １４ 時まで）　無

４ ㈫
Ｂ平成 30 年度人権講演会　笑って学べる終活　
　１3 時 30 分〜 １６ 時　無

２２ ㈯ ・
２７ ㈭

ギ沼津西高校芸術科音楽専攻生による友情コンサート
　１１ 時 30 分〜 １１ 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）1２月1２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 １７ 日㈪・２９ 日㈯〜 3１ 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 �ぬまきょうファミリーコンサート　〜オーケストラのおも
ちゃ箱！〜　楽器体験と映画音楽　１４ 時〜 １５ 時 30 分　有

小松
しょうらい

籟の会　箏曲発表会　１3 時〜 １６ 時　無

１６ ㈰ 小 �ハンドベル ・クリスマス ・コンサート　１５ 時〜 １６ 時 30 分　有

２１ ㈮ 小沼津聖マリア幼稚園　クリスマスお祝い会　９時 ５0 分〜 １２ 時　無

５ ㈬
大 �民音よしもとライブ２0１８　爆笑剣喜劇&お笑いライブショー
１８ 時 30 分〜 ２0 時 30 分　有 ２２ ㈯

大高嶋ちさ子 １２ 人のヴァイオリニストコンサートツアー ２0１８
　「女神たちの華麗なる音楽会」　１４ 時〜 １６ 時　有

９ ㈰

大 �富士通沼津吹奏楽団　クリスマスチャリティコンサート ２0１８
　１3 時 30 分〜 １５ 時 30 分　有
小第 3１ 回沼津市「障害者週間」市民の集い
　１0 時〜 １５ 時 ２0 分　無

２４ ㉁
小 �映画「望郷の鐘�満蒙開拓団の落日」　１0 時 30 分〜 １２ 時 30 分　有
小映画「母　小林多喜二の母の物語」　１3 時 ５0 分〜 １５ 時 ５0 分　有

２４ ㉁ ・
２５ ㈫

大第 ５８ 回沼津商業高校吹奏楽部　定期演奏会
　２４ 日は １４ 時〜 １６ 時 30 分、２５ 日は １７ 時 30 分〜 ２0 時　有

１１ ㈫ 小双葉幼稚園　生活発表会　９時 ４５ 分〜 １５ 時　無 ２５ ㈫
小沼津西高校芸術科音楽専攻　１、２年生による演奏会
　１７ 時〜 ２0 時　無

１５ ㈯
小沼津フラウェンコール １５ 周年記念演奏会　
　「まるごと髙田三郎」　１４ 時〜 １５ 時 ４５ 分　有

☎ ０５５‐９３２‐６１１１市民文化センター

沼津市の
統　計

（１１月１日現在）

人　口● 19万6,184人
男　性● 9万6,817人
女　性● 9万9,367人
世帯数● 9万1,623世

帯

アスルクラロ沼津ホームゲーム　E-Spoマッチ

　昨シーズンに続き上位争いを繰り広げているアスル
クラロ沼津が、ブラウブリッツ秋田と今シーズン最終
戦を行います。県東部地域が一体となって応援し、ア
スルが勝利を飾れるよう、この試合をE

イ ー ス ポ

-Spo マッチ
と題して開催します。
　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」に加え、県東部の特産品・グルメ
ブースが多数出店します。その他、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！
※静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会を通称イースポと呼んでいます。

スポーツ交流推進室　☎ ０５５‐９３４‐４８４３

コース：１２区間、４２.１９５㎞　県庁〜駿府城公園〜長谷通り〜麻機街道〜
流通センター前〜北街道〜清見寺〜南幹線〜県営草薙陸上競技場

名前 所属 名前 所属
木村隆晴 今沢小６年 大澤健人 韮山高２年
大川功貴 第五小６年 内野裕介 加藤学園高１年
佐藤優騎 門池小５年 渡邉玲奈 日大三島高３年
渋谷穂華 愛鷹小６年 柿島蒼 韮山高２年
下田亜実 大岡南小５年 大原未楠 横浜国立大１年
下田蒼太 第四中２年 江本健太 帝京平成大１年
鈴木脩真 暁秀中２年 水口瞳 大阪学院大４年
小澤心羽 片浜中２年 西島百香 武蔵丘短大 １年
吉川空 片浜中２年 西村博光 三島信用金庫
三須友理香 愛鷹中２年 川口一喜 川口喜代二商店
大橋友聖 第五中１年

スポーツ振興課　☎ ０５５‐９２２‐7２０５

　沼津市の代表として選ばれた俊足ランナーを紹介します。
チーム一丸となって襷

たすき

を繋
つ な

ぐ選手たちに熱い声援を !

１２ 月 1日㈯�（雨天決行）
県庁前�１０ 時スタート

SBSテレビで９時 ３０ 分から　SBSラジオで９時 ４５ 分から生中継SBSテレビで９時 ３０ 分から　SBSラジオで９時 ４５ 分から生中継

㈱静岡新聞社提供

監　督：片山修（東京電力パワーグリッド㈱）
コーチ：平田裕也（沼津市役所）

１９
- 愛鷹に東部の魅力が大集合 -

愛鷹広域公園多目的競技場

アスルクラロ沼津　　 アスルクラロ沼津　　 
                ブラウブリッツ秋田

◆◆アニメ「ラブライブ！サンシャイン‼」コラボ企画アニメ「ラブライブ！サンシャイン‼」コラボ企画
　今回のE-Spoマッチは、沼津が舞台となってい
るアニメ「ラブライブ！サンシャイン‼︎」
とのコラボを予定しています。詳細は順
次アスルクラロ沼津ホームページで公開
します。

１２/１２/２２ ㈰㈰
１3 時キックオフ（開場 １１ 時）

アスルクラロ
ホームページ

VS


