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☎055-934-4747
観光戦略課

☎055-934-4795
緑地公園課
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　駿河湾越しの富士山など美しい景色が見られる金冠山の北側
斜面に位置する自然豊かな市民の森で、様々な体験をしよう！

　地球の誕生から大陸の形成、伊豆半島の陸上火山の特徴、沼
津周辺の岩盤などについて学べる講座を開催します。

と　き　 ７月14日㈰、10時～13時（雨天中止）
定　員　40人程度（申込多数の場合は抽選）
参加料　１人につき500円（食材費・保険料）
持ち物　飲み物、昼食、軍手
※汚れてもよい服装でご参加下さい。

ところ　市民の森（西浦河内）
対　象　 小学生以上の人（小・中学生は保護者同伴）
申込方法　 参加者全員の住所、氏名、電話番

号（当日、連絡が取れる番号）、年
齢、教室名を明記して往復はがき
で郵送、ファクスまたはメールで

申込期限　７月８日㈪（必着）
※ はがき、ファクスまたはメール１通に
つき１教室の申し込みです。
緑地公園課　〒410-8601　沼津市役所

　℻055-934-2310
　メールアドレス　ryokuti@city.numazu.lg.jp

講　師　 小柳津篤さん（理学博士・地質）、
　　　　籾倉紀久さん（水博士・自然災害）
対　象　中学生以上の人
参加料　 ①③④⑤ 1,000 円（中学生無料）
　　　　②⑥5,000 円（中学生 2,000円）

申込方法　 6月 24 日㈪､9時から住所、氏名、年齢、電
話番号、講座番号を電話またはファクスで

※詳細は、お問い合わせ下さい。
NPO法人IBA未来塾　松田さん

　☎090-1291-4638　℻055-967-1309

と　き 時　間 と こ ろ 講 座 名 定 員

① ７月７日㈰ 10 時～ 12 時 サンウェルぬまづ 火山島が果たした伊豆半
島と地球誕生の関わり

各35人
（先着順）

② ９月 29 日㈰ ８時 30 分～ 16 時 未定 (会場が決まり
次第参加者に連絡 )

生きている証のジオサイ
ト巡りバスツアー

③ 10 月 20 日㈰ 10 時～ 12 時
第二地区センター

海底火山群のルーツと地
球の誕生

④ 11 月 17 日㈰ 10 時～ 12 時 陸上に誕生した火山群の
運命

⑤ 令和２年
２月 16 日㈰ 10 時～ 12 時

未定 (会場が決まり
次第参加者に連絡 )

愛鷹山や富士山の噴火の
被害や新たな魅力

⑥ ３月８日㈰ ８時 30 分～ 16 時 箱根火山と歴史文化
仏の里などバスツアー

と　き　 ７月15日㈷、13時～18時（雨天中止）
定　員　３組程度（申込多数の場合は抽選）
参加料　１人につき500円（材料費・保険料）
持ち物　飲み物、おやつ、懐中電灯、軍手、雨具
※動きやすい服装でご参加下さい。

◆ジオ市民大学連続講座

デイキャンプ教室

◆ いずれも ◆

バウムクーヘン教室
みんなで作るともっとおいしい！ テント設営やカレー作りに挑戦しよう！

伊豆半島誕生と
　　　　沼津のジオパーク

牛臥山の溶岩ドーム
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沼津夜間救急医療センター　　☎926-8699 ※お間違いのないよう
　ご注意下さい。　　　 日の出町1-15

内　　科
　　　 平　 　日　　20時30分～翌朝7時
土・日曜日、祝休日　　18時～翌朝7時　 　

小　児　科
　　　 平　 　日　　20時30分～翌朝7時
土・日曜日、祝休日　　18時～翌朝7時　 　

外　　科
　　　 平　 　日　　20時30分～翌朝7時
土・日曜日、祝休日　　18時～翌朝7時　 　

静岡こども救急電話相談　☎＃8000 または ☎054-247-9910夜間や休日のこどもの病気や怪我で
受診させるべきか迷ったときはこちらへ

静岡県広域災害救急医療情報システム　☎0800-222-1199近隣市町の協力医についてはこちらへ

協力医は変更される場合があります
事前に電話またはHPでご確認を!!

https://www.city.numazu.
shizuoka.jp/kyouryokui/

ホームページアドレス救急協力医テレホンサービス

☎055‒958‒0119

2019年

6救急協力医
月15日㈯～７月５日㈮

◉火災など災害情報テレホンサービス ☎ 055-926-0119 

内　科 
平　　　日　 17時～21時
土　曜　日　 12時～18時
日曜日、祝休日　 8時～18時

小児科 
平　　　日　 17時～21時
土　曜　日　 12時～18時
日曜日、祝休日　 8時～18時

外　科 
平　　　日　 17時～21時
土　曜　日　 12時～18時
日曜日、祝休日　 8時～18時

6月 15 ㈯ 池田病院 986-1212 長泉町本宿 西村医院 971-6510 長泉町下土狩 池田病院 986-1212 長泉町本宿

16 ㈰
やぐちクリニック
岩渕内科医院
鈴木（州）医院

973-3811
951-4579
993-0430

清水町伏見
添地町
裾野市佐野

まるやま小児科 981-8577 清水町堂庭 駿東整形関外科
922-8855
921-2185

高沢町
花園町

17 ㈪ 柿田川医院 973-3601 清水町柿田 よざ小児科 967-5722 原 清水館医院 993-2323 裾野市茶畑

18 ㈫ 小林医院 966-7700 今沢 スキップこども 992-6303 裾野市茶畑 ひがしおかクリニック941-8269 清水町柿田
19 ㈬ さはこクリニック999-3850 長泉町中土狩 杉谷小児科 923-6543 筒井町 ふじわらクリニック924-8777 寿町
20 ㈭ 南一色セントラル980-5777 長泉町南一色 白十字小児科 933-5111 下香貫馬場 池田病院 986-1212 長泉町本宿

21 ㈮ 清水館医院 993-2323 裾野市茶畑 りゅうじん医院 988-3133 長泉町下土狩 守重医院 931-2511 我入道江川

22 ㈯ ひがしおかクリニック941-8269 清水町柿田 田中医院 921-2053 高島町 聖隷沼津 952-1000 松下

23 ㈰
あめみや内科
旭医院
いずみクリニック

935-1159
966-0031
993-4760

吉田町
原
裾野市茶畑

すずきファミリー960-0333 一本松 東医院
山本整形外科

921-5520
989-8111

高沢町
長泉町南一色

24 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 裾野市御宿 スキップこども 992-6303 裾野市茶畑 香貫医院 931-2465 本郷町

25 ㈫ 林（秀）医院 931-1120 住吉町 杉谷小児科 923-6543 筒井町 沼津整形 921-3791 共栄町

26 ㈬ 望月医院 931-5362 下香貫宮脇 よざ小児科 967-5722 原 松原医院 962-1496 白銀町

27 ㈭ 森岡医院 962-1084 大岡 西村医院 971-6510 長泉町下土狩 池田病院 986-1212 長泉町本宿

28 ㈮ 花クリニック 987-9145 長泉町下土狩 坂小児科 931-3233 下香貫前原 鈴木（州）医院 993-0430 裾野市佐野

29 ㈯ 大橋内科 ･小児科992-2800 裾野市佐野 白十字小児科 933-5111 下香貫馬場 瀬尾記念慶友 935-1511 下香貫島郷

30 ㈰
さとやまクリニック
白石医院
高桑医院

939-8031
951-4593
997-0486

東原
市道町
裾野市岩波

田中医院 921-2053 高島町 こんどうクリニック
遠藤クリニック

925-2420
975-8801

岡宮
清水町久米田

7月 1 ㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 りゅうじん医院 988-3133 長泉町下土狩 田沢医院 962-1205 大手町

2 ㈫ なおきクリニック929-8555 東椎路 スキップこども 992-6303 裾野市茶畑 酒井医院 966-1755 今沢

3 ㈬ 大沢医院 931-1019 御幸町 まるやま小児科 981-8577 清水町堂庭 さくら胃腸科 994-1008 裾野市御宿

4 ㈭ 今井医院 921-3211 五月町 すずきファミリー960-0333 一本松 池田病院 986-1212 長泉町本宿

5 ㈮ 高田クリニック 962-1410 仲町 よざ小児科 967-5722 原 駿東整形 922-8855 高沢町

耳鼻科
８時～17時

6月

16㈰三島中央病院 971-4133三島市緑町 23㈰アミクリニック 981-3341清水町長沢 30㈰しんふじ耳鼻咽喉科 0545-65-0600富士市川成新町

眼科
８時～17時

6月

16㈰あいあい眼科 967-7715原 23㈰関眼科胃腸科 975-2381三島市東本町 30㈰本多眼科 931-1519御幸町

産婦人科
８時～17時

6月

16㈰聖隷沼津 952-1000松下 23㈰安達産婦人科 976-0341三島市寿町 30㈰関谷レディース 968-6611西椎路

歯科
８時～17時

6月

16㈰えがわ歯科矯正歯科 923-6480高島本町 23㈰大島歯科医院 925-0776筒井町 30㈰岡山デンタルクリニック 967-2322西椎路


