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各電話番号へ
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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！ 子育て子育て子育て子育て子育て子育て子育て子育て子育て子育て子育て子育て子育て子育て子育て子育て子育て子育て子育て子育て子育て子育て子育て

　受給対象者（高校３年生相当年齢まで）に、
新しい受給者証（桃色）を、９月下旬に郵送
します。
　10 月から医療機関にかかる場合は、新
しい受給者証を健康保険証と一緒に医療機
関の窓口に提出して下さい。
　転入・出生等により、まだ受給者証の交
付を受けていない場合は、対象となる子ど
もの健康保険証と印鑑を持参して、こども
家庭課で申請して下さい。
※ 受給者証は１人１通でお送りするため、同
世帯でも到着に差がある場合があります。
こども家庭課　☎055-934-4827

10 月１日からこども医療費
受給者証が新しくなります

お知
らせ

親子体操教室
地域子育て支援センター親子講座講座

教室

と　き　10 月 26 日㈯、10 時～ 11 時 30 分
ところ　 勤労者体育センター
講　師　 ヤマスポーツクラブインストラクター
対　象　１歳以上の未就園児とその保護者
定　員　 100 組程度（子ども１人につき大

人１人、先着順）
持ち物　飲み物、タオル、靴を入れる袋
申込方法　 10 月１日㈫から、電話、各子育

て支援センターにある申込用紙を
直接またはファクスで

※動きやすい服装でお越し下さい。
認定こども園片浜桜ナーサリールーム

　☎055-966-5351　℻055-968-0848
子育て支援課　☎055-934-4842

お知
らせ ひまわり相談会をご利用下さい

臨床心理士による、子どもの発達相談

　就学前の子の発達を心配している保護者
たちが講師を交えて語り合います。

講　師　石井栄子さん（臨床心理士）
対　象　就学前の子を持つ保護者
定　員　各５人程度
申込方法　電話で
申込期限　 ①９月27日㈮②10月４日㈮③11月１日㈮

児童発達支援センターみゆき　☎055-968-0500
子育て支援課　☎055-934-4842

と　き 時　間 と こ ろ

① 10/ 4 ㈮ 13 時 30 分～14 時 30 分 原地区センター

② 10/11 ㈮ 13 時 30 分～14 時 30 分 第五地区センター

③ 11/ 8 ㈮ 13 時 30 分～14 時 30 分 大岡地区センター

イベ
ント 千本プラザ・赤ちゃんDAY

子どもと一緒に楽しもう

と　き　10 月 24 日㈭、10 時 30 分～ 11 時
ところ　千本プラザ集会室
内　容　ベビーリトミック
対　象　１歳未満の子どもとその保護者
定　員　40 組（先着順）
参加費　１組 50 円（保険料）
持ち物　飲み物、床に敷くバスタオル
申込方法　９月 24 日㈫、11 時から電話で
千本プラザ　☎055-962-3313　　　
長寿福祉課　☎055-934-4834

お知
らせ

様々な悩みの相談に応じます
「教育相談」のご案内

　親や子ども自身が抱える様々な悩みの解
決に向けて、相談員が一緒に考えていきま
す。一人で悩まずお気軽にご相談下さい。
◆一日教育相談
と　き　 10 月 28 日㈪・29 日㈫、９時～

17 時（１人１時間まで）
ところ　青少年教育センター（八幡町）
定　員　各 15 人（先着順）
申込方法　10 月 15 日㈫～ 24 日㈭の平日、
　　　　９時～ 17 時に電話で
※ 一日教育相談以外にも随時
　相談に応じています。
◆やまびこ電話相談（随時受付）
　と　き　平日、10時～19時
やまびこ電話　☎055-951-7330
青少年教育センター　☎055-951-3440

お知
らせ 放課後児童クラブの入会について

家庭的な雰囲気の中で過ごす生活の場

　令和２年４月から放課後児童クラブの入
会を希望する人を対象にご案内します。
対　象　 労働等により月間 15 日以上保護

者が昼間家庭にいない小学生
◆ 令和２年度新入学児童
　健康診断時に入会案内を配布します。
◆ 利用中または在学中の児童
　直接児童クラブにお問い合わせ下さい。
※ 各児童クラブの申込状況等により、入会
できない場合があります。

※詳細は、市ホームページをご覧下さい。
子育て支援課　☎055-934-4842 広報ぬまづ

やまびこ電話相談（随時受付）
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令和２年４月からの保育園等の入園申し込みについてご案内します
　令和２年４月から保育園等の入園を希望する人を対象に申込書類を配布します。保育園等の利用には、
保護者の就労状況など、保育を必要とする事由が必要です。
申込書類配布　10 月１日㈫から
配布場所　 ・市役所 1階子育て支援課（配布時間：9時～ 16 時 30 分）
　　　　　・市内各保育園等（配布時間：各園へお問い合わせ下さい）
申込方法　 10 月 28 日㈪から、市役所 1階子育て支援課または市立戸田保育所に申込書と必要書類をあわせて提出
第１回締め切り　11 月８日㈮　第２回締め切り（最終）　令和２年１月 31 日㈮
※締め切りごとに選考を行い、入園を内定します。
※  5月以降の入園を希望する場合は、入園を希望する月の前月の 15 日
　（土・日曜日、祝・休日の場合は、前の平日）までに申し込みをして下さい。
※現在保育園等を利用している人には各園から別途案内します。
子育て支援課　☎055-934-4826 ◉保育園等…認可保育所、認定こども園（保育園部）、小規模保育事業所

施設名 所在地 電話番号 定員
（人）

受入開始
年齢 施設名 所在地 電話番号 定員

（人）
受入開始
年齢

市立西浦 西浦平沢 942-2059 60 ４カ月 多比 多比 939-0741 30 ４カ月
市立北部 高沢町 921-7537 150 ４カ月 青空 小諏訪 926-9200 120 ２カ月
市立大平 大平 931-1218 60 ４カ月 しんあい 下香貫宮原 943-6031 120 ２カ月
市立金岡 沼北町 923-0383 160 ２カ月 丘の上 大岡柏葉尾 941-5731 80 ２カ月
市立大岡 大岡高田 924-0170 120 ４カ月（認）しょうえい幼稚園（保育園部）大塚 967-4521 75 ６カ月
市立ときわ 本字千本 963-4694 90 ４カ月（認）片浜桜ナーサリールーム（保育園部）今沢 966-5351

90 ３カ月頃
市立戸田 戸田 0558-94-2303 40 ４カ月（認）片浜桜プレスクール（保育園部）今沢 966-6349
永明 幸町 951-4584 90 ６カ月（認）中央幼稚園（保育園部） 幸町 951-6694 88 ６カ月頃
恵愛 吉田町 931-4906 120 ２カ月（認）杉浦学園（保育園部）あけぼの園舎 柳沢 955-5511 120

４カ月頃
霊山 本郷町 931-1261 60 ７カ月（認）杉浦学園（保育園部）かきつばた園舎 柳沢 967-4188 33
岳東 大岡駅前町 921-4785 150 ６カ月（認）原町幼稚園（保育園部） 原西町 966-7338 ９ 満３歳
静浦 馬込 931-3378 30 ３カ月（認）こずわ幼稚園（保育園部） 小諏訪 963-0721 42 満３歳
愛鷹 西椎路 968-2500 150 応相談（認）春の木幼稚園（保育園部） 東椎路 923-5445 36 満３歳
かぴらばす 下香貫牛臥 931-1827 60 ６カ月 （認）プラドバイリンガル幼稚園（保育園部）桃里 967-1150 16 ２歳
青葉 獅子浜 931-3498 30 ２カ月（認）耕雲寺幼稚園（保育園部） 大岡下石田 951-3075 39 満３歳
天神 原東町 966-2667 60 ２カ月（認）第二耕雲寺幼稚園（保育園部）大岡沼平町 923-3911 33 満３歳
みくに 桃里 966-0221 60 ２カ月（認）象山幼稚園（保育園部） 志下 931-3426 18 満３歳
大泉 井出 967-0170 45 ２カ月（認）沼津学園第一幼稚園（保育園部）寿町 921‒8140 98 満３歳
浮島 平沼 966-2139 60 ２カ月（認）原町保育園（保育園部） 原西町 966-0139 87 ３カ月頃
いずみ 東熊堂 925-4545 120 ２カ月頃（小）ぽんぽんの森 大岡自由ヶ丘 955-8103 19 ３カ月
かぬき 中瀬町 932-6217 60 ２カ月（小）アドバンぺんぎん保育園 中沢田 957-0101 19 ４カ月
光長 岡宮 922-8610 130 ２カ月（小）イロドリぬまづ保育園 江原町 939-7555 12 ４カ月
まいとりや 原字東沖 967-2550 90 ３カ月（小）保育所グローアップ大岡園 大岡太田町 939-5256 18 ４カ月
小百合 本郷町 931-5504 66 ２カ月 （認）…認定こども園　（小）…小規模保育事業所

お知
らせ

令和２年度幼稚園・認定こども園（幼稚園部）入園申し込みについては各施設へ
　10 月 1日㈫から市内各幼稚園と各認定こども園で入園の申し込みを受け付けます。手続き等の詳細は、
各施設へお問い合わせ下さい。
施設名 所在地 電話番号 施設名 所在地 電話番号 施設名 所在地 電話番号

市立戸田 戸田 0558-94-3099 沼津梅花 本郷町 931-6146（認）春の木 東椎路 923-5445
市立大平 大平 932-2080 双葉 下香貫柿原 933-1835（認）プラドバイリンガル 桃里 967-1150
愛鷹 西椎路 966-2500 ルンビニ 千本緑町 962-1710（認）耕雲寺 大岡下石田 951-3075
加藤学園 大岡自由ヶ丘 921-4805 （認）しょうえい 大塚 967-4521（認）第二耕雲寺 大岡沼平町 923-3911
光長寺 岡宮 921-4213 （認）片浜桜プレスクール 今沢 966-6349（認）象山 志下 931-3426
四恩 三芳町 963-7538 （認）中央 幸町 951-6694（認）沼津学園第一 寿町 921-8140
沼津あすなろ 西沢田 922-8507 （認）杉浦学園 柳沢 967-4188（認）原町保育園 原西町 966-0139
沼津学園第二 大岡南小林 923-8850 （認）原町 原西町 966-7338
沼津聖マリア 本郷町 932-9911 （認）こずわ 小諏訪 963-0721

お知
らせ

（認）…認定こども園

詳細は、市役所１階子育
て支援課にお問い合わせ
頂くか、市ホームページ
をご覧下さい。 広報ぬまづ


