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　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！

子育て

対　象　市内の小学校に通学する児童
応募規格　 はがきまたはB5（1８．２ × ２5．７ｃｍ）
　　　　程度の大きさの用紙
応募方法　 作品の裏面に学校名、学年、氏名（ふ

りがな）を明記して直接または郵送
応募期限　６月７日㈮（必着）
※�最優秀作品は敬老祝い状に作者氏名、学校名、
学年とともに掲載し、入賞作品は８月 ２6 日㈪
〜 ３０ 日㈮に市役所１階掲示板に展示します。

長寿福祉課　
　〒 ₄₁₀︲₈₆₀₁　沼津市役所　☎₀₅₅︲₉₃₄︲₄₈₃₄

募集 「敬老の日」にちなんだ絵手紙

時　間　 1０時３０分〜11時（受け付けは1０時から）
ところ　千本プラザ集会室
対　象　１歳未満の子どもとその保護者
参加料　5０ 円（保険料）
持ち物　①飲み物、バスタオル②飲み物
申込方法　 ①５月８日㈬、11 時から②５月 ２７

日㈪、11 時から電話で
千本プラザ　☎₀₅₅︲₉₆₂︲₃₃₁₃

長寿福祉課　☎₀₅₅︲₉₃₄︲₄₈₃₄

イベ
ント 千本プラザ・赤ちゃんDAY

赤ちゃんと一緒にママもリフレッシュ

と　き　 ６月 11 日㈫、1４ 時〜 15 時
ところ　サンウェルぬまづ多目的ホール
講　師　峯松由貴さん、アスルクラロ沼津の選手
対　象　２歳児とその保護者
定　員　２5 組（先着順）
申込方法　５月８日㈬、９時 ３０ 分から直接または電話で

サンウェルぬまづふれあい交流室　☎₀₅₅︲₉₂₂︲₁₅₀₁
社会福祉課　☎₀₅₅︲₉₃₄︲₄₈₂₄

講座
教室 サッカーリトミック

音楽に触れながら身体を動かそう！

と　き　 ６月 ２２ 日㈯、８月２日㈮、1０ 時〜 1２ 時
ところ　保健センター調理実習室
対　象　 市内に住む平成 ２5 年４月〜平成 ２８

年９月生まれの子どもとその保護者
定　員　各 1２ 組（先着順）
参加料　１組 ４４０ 円（食材費、保険料）
持ち物　エプロン、三角巾、手拭きタオル
申込方法　 ５月 1４ 日㈫、９時から電話で
※対象児以下の託児があります（先着３人、要予約）。

健康づくり課　☎₀₅₅︲₉₅₁︲₃₄₈₀

よく噛んで食べよう！
幼児キッズクッキング講座

教室

対　象　�英検３級を受験する市内公立中学校の生徒
（市立高中等部、静浦小中一貫学校を含む）

補助額　�本会場・準会場は検定料の半額
（生徒 1人につき 1回）

申請方法　�通学する中学校を通じて手続き
� 市内公立中学校または学校教育課　☎₀₅₅︲₉₃₄︲₄₈₀₉

お知
らせ みんなで受けよう英検３級！

中学生の英検３級検定料半額補助

　幼児期のからだづくりについて、栄養士
が会場に出向き、食育講座を幼稚園児・保
育園児の保護者向けに実施します。
ところ　 食育スタジオDreamy、依頼した

グループの準備した会場等
対　象　 5 人以上の幼稚園児・保育園児

の保護者グループ
申込方法　 メール、ファクスまたは

ホームページで
一般社団法人食育スタジオ

　Dreamy　山下さん　☎FAX  ₀₅₅︲₉₆₃︲₆₈₃₁
　メールアドレス　syokuinochi-y@ny.thn.ne.jp

地域自治課　☎₀₅₅︲₉₃₄︲₄₈₀₇

「子育て応援プロジェクト」
食育講座を開講します

講座
教室

Dreamy
ホームページ

と　き 内  容 定 員
① 5/23 ㈭ アロハイングリッシュ 各 40 組

(先着順)② 6/27 ㈭ ベビーリトミック

講座
教室

時　間　いずれも 11 時〜 11 時 ４5 分
講　師　�芹澤麻由子さん（バイリンガルマムズin沼津）、
　　　　佐野美帆さん（子育て英語サークル主宰）他
定　員　各クラス３5組（申込多数の場合は抽選）
受講料　１人 6０ 円

申込方法　�５月７日㈫から 1₉ 日㈰までに電
話または市ホームページの専用フ
ォームで（電話は 1７ 日㈮まで）

※受講は、１家族１クラスまでです。
生涯学習課　☎₀₅₅︲₉₃₄︲₄₈₇₀

クラス と　き（全３回） ところ 　対　象　
ベビークラス ６月６日㈭､13日㈭､20日㈭ 金岡地区センター 市内に住む歩き始める前の子（0～ 1歳程度）とその保護者
キッズクラスⅠ ６月４日㈫､18日㈫､25日㈫ 門池地区センター 市内に住む歩き始めた子（1～ 2歳程度）とその保護者
キッズクラスⅡ ７月２日㈫､９日㈫､19日㈮ サンウェルぬまづ 市内に住む 1人で歩ける子（2～ 3歳）とその保護者

検索広報ぬまづ

乳幼児から楽しく英語を始めよう！ぬまづ英語ふれあい教室
歌や遊びを通じて、親子の日常でのふれあいを英語で楽しむ教室！
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お知
らせ 地域の「エンゼルサロン」へ出掛けてみませんか　

家庭教育
講演会

対　象　幼稚園・保育園入園前の子どもとその保護者���※当日、直接会場へどうぞ。

春期「自信がもてる子育て講座」のご案内　

と　き　�５月 ２6 日㈰､ 7月７日㈰､ ９月 ２1 日㈯〜 ２２ 日
㈰（宿泊研修）、11 月 1０ 日㈰､ 令和２年1月 1₉
日㈰､ ２月 ２３ 日㈷、9時〜 1２ 時︵全６回予定）

ところ　青少年教育センター他
対　象　市内に住む小学校４〜６年生
定　員　３０ 人（先着順）
申込方法　 ５月８日㈬、８時３０分から沼子連公式ホームペー

ジにある所定の用紙を直接またはファクスで
沼津市子ども会育成連絡協議会

　（生涯学習課内）
　☎₀₅₅︲₉₃₄︲₄₈₇₁ FAX  ₀₅₅︲₉₃₁︲₇₅₅₁

募集 ２0１９ クラブキッズ募集
子ども会活動の小学生リーダーを育てる研修会

沼子連ホームページ

と　き　５月 ３０ 日㈭、開演 1０ 時 ３０ 分
ところ　千本プラザ音楽ホール
対　象　未就園児とその保護者
定　員　1００ 組（先着順）
申込方法　�５月８日㈬、９時から電話または各子育

て支援センターにある所定の用紙を直接
またはファクスで

恵愛保育園子育て支援センター
　☎₀₅₅︲₉₃₅︲₁₂₃₄　FAX  ₀₅₅︲₉₃₂︲₅₄₅₅

子育て支援課　☎₀₅₅︲₉₃₄︲₄₈₄₂

イベ
ント 親子人形劇　アリとキリギリス

と　き　５月 ２5 日㈯、1４ 時〜 15 時 ３０ 分
ところ　サンウェルぬまづ多目的ホール
講　師　親

お や の

野智
ち か ら

可等さん
対　象　子育て中の保護者、家庭教育に関心のある人
定　員　２００ 人（先着順）
申込方法　��5月８日㈬、８時 ３０ 分から電話または市

ホームページの専用フォームで
※�託児があります（先着 15 人、電話で要予約）。

生涯学習課　☎₀₅₅︲₉₃₄︲₄₈₇₀

講座
教室

もう叱らなくていい！
～親の発想転換で子どもをラクラク伸ばす～

検索広報ぬまづ

と　き　 ７月 ２1 日㈰、９月８日㈰、11 月 1７ 日㈰、
1４ 時〜 16 時

ところ　沼津工業高等専門学校電気電子工学実験室（大岡）
対　象　７〜 1７ 歳の人（小学生は保護者同伴）
定　員　各 1８ 人（先着順）
申込方法　 CoderDojo 三島 /沼津ホームページで
※詳細は、ホームページをご確認下さい。

CoderDojo 三島 / 沼津　長屋さん　☎₀₉₀︲₇₈₆₁︲₆₆₆₃
　ホームページアドレス　https://coderdojo-mn.org/

地域自治課　☎₀₅₅︲₉₃₄︲₄₈₀₇

講座
教室 子どもプログラミング道場

アニメーションやゲーム等のアイデアを形に

ところ と　き 問い合わせ ところ と　き 問い合わせ

門池地区センター 水曜日（月２回・不定期）、
９時 30 分～ 11 時 30 分

竹本さん
☎055-922-3071 愛鷹地区センター

第３金曜日、
10 時～ 11 時 30 分

江本さん
☎055-921-6535

片浜地区センター 偶数月の第１金曜日、
９時 30 分～ 11 時 30 分

成田さん
☎055-967-3755 第四地区センター

第１または第３火曜日、
10 時～ 11 時 30 分

福本さん
☎055-932-9240

原地区センター 第４木曜日、
９時 30 分～ 11 時 30 分

渡邉さん
☎055-966-8532 大岡地区センター

第３木曜日・第４土曜日（不
定期）10 時～ 11 時 30 分

小松さん
☎055-924-0299

大平地区センター 第４水曜日、
10 時～ 12 時

原さん
☎055-934-3980

せんぼん子育て支援センター「かもめ」　
　☎₀₅₅︲₉₆₂︲₇₈₁₈

時　間　1０ 時〜 11 時 �４5 分（全5回）
ところ　サンウェルぬまづ多目的ホール
対　象　�未就学児〜中学生の保護者、子

育てに関心のある人
定　員　２００ 人（先着順）
受講料　３００ 円
申込方法　�5 月８日㈬、８時 ３０ 分から電

話または市ホームページの専用
フォームで

※�託児があります（先着 15 人、電話で要予約）。
生涯学習課　☎₀₅₅︲₉₃₄︲₄₈₇₀

とき テーマ 講　師

5/31 ㈮ 子どもをしあわせにする「笑う子育て」～あと伸びする子どもを育てるために～
増田修治さん
（白梅学園大学教授）

6/ 7 ㈮
「生きる力」って何？～子どもの能力を
最大限に引き出すハッピー子育て！～

柳川ゆきさん
（家庭教育アドバイザー）

6/14 ㈮ こどものこころの育ちについて～困った子ではなく困っている子～
渕
ふちがみ

上佐智子さん
（西村医院小児科医師）

6/21 ㈮ 今、大切にしたい子どもとの関わり～乳幼児期から思春期に向けて～
羽
う は た

畑あい子さん
（カウンセラー）

6/28 ㈮ デジタル時代・ストレスのない子育て
～ハンズオン育児の重要性～※子ども同伴可

マス純
すみは

葉さん (ロサンゼルス
ジマー子どもミュージアム講師）

検索広報ぬまづ

講座
教室

子育て中の皆さんが楽しく過ごせる場所


