３/２4

大規模地震による津波から人命や財産を守るために、牛臥海岸
で堤防整備事業を進めています。工事に対するご理解・ご協力を
お願いします。

緑地公園課
☎055-934-4797

堤防整備のイメージ

陸側

レベル２津波の高さ
レベル１津波の高さ

勢いを
弱める

防ぐ

海側

現況の
防潮堤

２０２２ 年度まで（予定）
※工事期間中は危険ですので現場に近づ
かないようお願いします。
※２０１９ 年６月まで、牛臥山公園の駐車
場は一部使用できません。
工事期間

工事の特徴

①堤防をかさ上げし
ます。
②陸側も粘り強く、
津波に耐える構造
に強化します。

担当者から
皆さんの命を守る重要な
事業です。１日も早い完成
を目指し、地元の皆さんと
協力しながら着実に進めて
沼津土木事務所
工事第１課 望月技師
まいります！

と き
ところ

道の駅くるら戸田
◆駿河湾の深海魚アートデザインコンテス
ト作品展示
作品総数 １７７ 点を
一挙公開！素晴らし
い作品たちをぜひご
覧下さい。

◆魚ってるフェス
深海エビの味噌汁、とろぼっちから揚げ、
深海トロダコ焼き揚げなど深海魚に特化し
た飲食ブースが出店します！
◆深海魚ふれあい撮影会

キモかわいい深海魚でイン
スタ映え！世界でここだけの
体験をどうぞ。
◆他にも深海魚に触れることのできる「ミ
ニ深海魚まつり」や音楽ライブなども開催
します！
※当日、直接会場へどうぞ。

文化振興課

座など盛りだくさん。
親子で楽しみなが
ら学べます。
ぜひ、さかなクン
に会いに来てね！
と き
ところ

大ホール
入場料 一般＝ S 席 ２,5００ 円、A 席 ２,０００ 円
高校生以下＝ S 席 １,5００ 円、A 席 １,０００ 円
（全席指定、3 歳未満入場不可）
チケット ３月 ２３ 日㈯から市民文化センター

☎055-934-4812
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５月 １２ 日㈰、開演 １4 時
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チケットコーナーおよび各プレイ
ガイドで発売

館長であるココリコの田中直樹さんも特任
教授として登壇します。
テーマ

講

師

①

しんかい ６５００ から 石川暁久さん
見える海
（TeamKUROSHIO）

②

沼口麻子さん
シャーキビリティ
（シャークジャーナ
向上のススメ
リスト）

③ 深海サメの解剖

猿渡敏郎さん
（東京大学大気海洋
研究所）

④ 戸田深海魚検定

参加料
定 員

戸田深海魚フェ
スティバル実行委員会

１,０００ 円（小学生は 5００ 円）
１5０ 人程度

申込方法 ホ
 ームページにある専用フォームで
ホームページアドレス
https://www.deep-heda.com/
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春風亭一之輔の
ドッサりまわるぜ 2019

随所に創意工夫を
織り込んだ独創的な

と

高座が特徴で、今、
もっとも注目されて
いる新進気鋭の噺家
「春風亭一之輔」の全

国ツアーにご期待下
撮影：山田雅子
さい！
と き ６月２日㈰、開演 １３ 時 ３０ 分
ところ
入場料

小ホール
前売券＝ ３,６００ 円
当日券＝ ３,９００ 円

☎0558-88-3212
政策企画課
☎055-9３４-４70４

き

コース

（全席指定、未就学児入場不可）
チケット ３月 ２4 日㈰から市民文化センター

チケットコーナーおよび各プレイ
ガイドで発売

①３月 ２９ 日㈮ ②４月 １９ 日㈮
③４月 ２６ 日㈮ ④５月 ２4 日㈮
（１１月まで計９回の開催を予定し
ています）
狩野川・沼津ライド ８０km

沼津・駿河湾ライド １００km など
内 容 少人数制のグループサイクリング
対 象 １８ 歳以上のサイクリング経験者
定 員 各 １０ 人（先着順）
申込方法 各
 回開催月の２カ月前から、ホーム
ページまたはフェイスブックページで
※コースは開催回により変わります。
※昼食・軽食代等は自己負担となります。
※詳細は、リンケージサイクリングホーム
ページをご覧下さい。

ガイドリーダー
（講師）
は
元アテネ五輪選手の田代恭崇さん

大学サイクリング部
で自転車ロードレース
を始め、卒業後にプロ
に転向。全日本選手権
２度制覇のほか、アテ
ネ五輪に日本代表とし
て出場。現在は多くの
サイクリストをサポー

トしながら、各地のサイクルツーリズム事
業の監修を務めるなど活躍中。
◀リンケージサイクリング
ホームページ
サイクリングプロジェクト▶︎
フェイスブックページ

風を感じながら楽しむ
沼津・伊豆サイクリング

☎055-932-6111

お魚のイラスト＆
お魚クイズ＆お魚講

子どもから大人まで深海魚について楽し
く勉強しましょう！駿河湾深海生物館名誉

ともに走ればもう仲間！沼津・伊豆を颯爽と駆け抜ける爽快な
サイクリングを満喫して下さい。

春 亭
風
一之輔

市民文化センターの催し
市民文化センター

ギョギョッとびっくり
おさかなのお話

◆戸田深海魚大学（要申込）

さっそう

芸術文化の発信拠点である市民文化センターで、心を刺激する
エンターテインメントをお楽しみ下さい！

さかなクンの

３月 ２4 日㈰、１０ 時〜 １5 時

深 海魚フェスティ
バ ルを開催します ！

☎055-920-2216

津波被害想定に対して、今ある牛臥海岸の堤防をかさ上げし、また、壊れにくい構
造にすることによって、レベル１津波
（比較的高い発生頻度）
による浸水を防ぎます。
さらに、レベル２津波
（極めて低い発生頻度）
が堤防を越えても、浸水域の減少や、
津波到達時間の引き延ばしなどの効果が期待されます。
今後は、皆さんの大切な命や財産を守る役割をよりいっそう担っていきます。

深海魚を使ったアートやグルメ、深海を学ぶ講演など、深海魚
in
づくしのイベントを深海魚の聖地「戸田」で開催します。ディープ
くるら戸田
な深海魚の世界を、来て、見て、お楽しみ下さい！

戸田地区地域おこし
協力隊青山さん◀

牛臥海岸が津波対策
事業で新しくなります
沼津土木事務所

10 〜 15 時

スポーツ交流推進室
☎055-9３４-４8４３
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