みんな
集まれ

10 月１日から

市では、災害に強いまちをつくるために、倒壊
や転倒の恐れがある危険なブロック塀等の撤去や
改善工事に対し、補助をしています。近年、発生
しているブロック塀等の倒壊などによる事故を踏
まえ、10 月１日から補助制度を拡充します。
安全・安心なまちづくりにご協力下さい。
◆新たに拡充された補助制度

③避難路・避難地・通学路・緊急輸送路・津
波避難路に面するブロック塀等の耐震診断

②避難地に面するブロック塀等の撤去・改善工事

耐震 耐震診断費と「延長× 9,600 円 / ｍ」を
診断 比較して少ない額の３分の２

対象

補助内容
工事費と
「延長× 20,000 円 / ｍ」を比

撤去 較して少ない額の３分の２
（限度額 266,000 円）

工事費と
「延長× 38,400 円 / ｍ」を比

☎055‑934‑4762

と き
ところ

①道路のうち、避難路・通学路・緊急輸送
路に面するブロック塀等の撤去・改善に
対する補助金交付額の増額

改善 較して少ない額の３分の２
まちづくり指導課

（限度額 333,000 円）

※対象となるブロック塀等は危険と判断さ
れたものに限ります。

対象

補助内容

※いずれも着手前に申請手続きが必要と
なります。
※避難路、避難地、通学路、緊急輸送路
等の確認はまちづくり指導課へお問い
合わせ下さい。
※補助制度の詳細は、市ホームページを
広報ぬまづ
ご覧下さい。

ステップエクササイズ初中級Ⅱ

リズムに合わせて体を動かし、筋力やバ

♢遊びのコーナーのご案内 〜 30 種類以上の多彩なコーナーが用意されています〜
多目的競技場

＜体験コーナー＞
・ストラックアウト
・ペットボトルボウリング
・クラフトコーナー
・スピードガン
・ゴールキック
・カローリングなど
＜展示コーナー＞
自衛隊・警察・消防
車両等の展示

ランス能力を向上させます。気軽にできる
運動ですので、ぜひご参加下さい。
と き 10 月６日㈰、15 時 30 分〜 16 時 30 分
ところ 多目的ホール
講 師 村上典子さん（JAF 認定エアロ
ビック指導員）
対 象 18 〜 70 歳で初めて参加する人
（高校生を除く）
定 員 30 人（先着順）
参加料 30 円（保険料他）
持ち物 飲み物、タオル、室内用の靴
申込方法 ９月 26 日㈭、12 時から電話で

千本プラザ
☎055‑962‑3313
長寿福祉課
☎055‑934‑4834
広報ぬまづ 2019.9.15 号

幻想的な雰囲気の中、伝統の演舞を堪能しよう

紙バンド手芸教室Ⅱ期

好きな色の紙バンドを使ってバッグを作ります。
き 11 月７日〜 28 日の木曜日、10 時
〜 12 時（全４回）
ところ 陶芸室
対 象 18 歳以上で初めて参加
定

員

する人（高校生を除く）
20 人（申込多数の場合は抽選）

受講料 2,000 円（材料費）
申込方法 往復はがきに住所、氏名（ふりが
な）、年齢、電話番号、希望する色
（ピンク・黄・緑・白のいずれか）、
教室名を明記して郵送
申込期限 ９月 30 日㈪（必着）
千本プラザ 〒410‑0867 本字千本 1910‑206

芝生広場

・わりばしテッポウ
・ビーチフラッグス
・ペンシルバルーン
・紙ひこうき
・パタパタ作りなど

※当日、直接会場へどうぞ。
※競技場の芝やトラックを傷つける恐れの
ある履物での入場はできません。
生涯学習課
※沼津駅北口バスターミナル２番乗り場から
「あしたか運動公園」行きのバスが出ています。 ☎055‑934‑4871

秋ならではのイベントが盛りだくさん。芸術の秋、食欲の秋、
沼津の秋を満喫してはいかが？

オリジナルのバッグを作ろう！

と

※開会式を９:30 から行います。

第 15 回ごぜ芸能まつり

「ごぜ」の眠る地で、芸能の祖を敬い、芸

能の発展を祈念するとともに、幻想的な雰
囲気の中、伝統芸能の披露等が行われます。
と き ９月 28 日㈯、18 時〜 21 時 30 分
ところ 御浜岬公園
内

容 ごぜ供養式典、美凛舞のよさこい踊

り、黒潮太鼓、漁師踊り、三味線演
奏、ピアノ演奏、花火打ち上げ他
※ 10 時 30 分からごぜ展望地で供養祭も行います。
「ごぜ」とは、盲目の三味線引きで、東
北地方から全国を旅し、三味線を弾き語
り、生活をしていた女芸人です。
展望地には、戸田の住民
たちが行き倒れになったご
ぜを手厚く葬った観音があ
り、日本で唯一のごぜの墓
と言われています。
戸田観光協会 ☎0558-94-3115
観光戦略課 ☎055-934-4747

秋の味覚を満喫しよう

ライジングサンマフェスティバル
今年で９回目を迎える、沼津港の秋祭りです。

サンマ 1,000 匹を炭火で焼き、チャリティー販
売します。サンマの売上額から諸経費を差し引

いた全額を、東日本大震災被災地に寄付します。
また、沼津の秋の味覚
（地場産品）の販売や漁船
の体験乗船を楽しめます。
と き 10 月６日㈰、10 時〜 13 時
ところ 沼津魚市場第一市場
●漁船の体験乗船（航海時間は 30 分）
受付開始 ８時 30 分
乗船開始 10 時から
定 員 100 人（当日先着順）
※天候により中止となる場合があります。

沼津の秋を満喫しよう！

千本プラザ
インフォメーション

秋の運動教室

10 月６日㈰、10：00 〜 14：30
（雨天中止）
愛鷹広域公園多目的競技場・芝生広場

大人も子どもも一緒に体を動かす遊びやおもちゃ作り、工作など様々な遊びを体
験し、誰もが楽しめるイベントです。

千本プラザでは、
皆さんのニーズに応えられるよう、
様々な教
室を開催しています。自分に合った教室を見つけてみませんか。
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「子どもの遊び王国 in 沼津」開催

みんなで創ろう遊びの世界
遊びは
﹁心の宝物﹂

地 震に強く
安全・安心なまちづくり

ブロック塀等の補助制度を拡充します！

※小学生以下は保護者同伴です。

ライジングサンマフェスティバル実行委員会
☎055-962-3700
水産海浜課 ☎055-934-4756

お問い合わせは
各電話番号へ

広報ぬまづ 2019.9.15 号
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