沼津市奨学金返還支援制度

機構奨学金の返還金の一部を補助する制度
の事前エントリーを受け付けます。
受付期限 ９月 30 日㈬（当日消印有効）
対象者 令和３年３月に大学等を卒業また
は修了後、令和３年４月に市内に本

社または本店のある中小企業に就
職し、市内に居住する予定の学生
補助金額 奨学金返還金の月額を基礎として、
年間 24 万円まで
補助期間 奨学金を返還している期間を対象
とし、最長５年
申込方法 沼津しごと応援サイト「ぬま job」に
登録後、エントリー申込書を提出
※事前エントリーをしなければ補助は受けられません。

パソコンを用いた職業適性診断やアドバ
イス、就活支援を実施しています。今までの

電話・対面・LINE による方法に加え、新た
にインターネットでの支援も始まりました。
利用時間 平日、10 時〜 17 時
ところ 第一生命ビルディング２階（大手町）
対 象 概 ね 45 歳未満で市内企業への就
職を希望する人
※新型コロナウイルス感染症対策のため、セ
ンターへの来所を控え、電話や LINE、イ

-

子育て

各電話番号へ
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小学校入学に向けて

令和３年度新入学児童健康診断

LINE登録は
こちら！

沼津市キャリアデザイン相談センター
☎0120‑071‑015

お知
らせ

家庭的な雰囲気の中で過ごす生活の場

放課後児童クラブの入会について

令和３年４月に小学校に入学する児童の
令和３年４月から放課後児童クラブに入会を
家庭に、就学時健康診断通知書を送付します。 希望する人を対象とした申込案内を行います。
※９月下旬までに通知書が届かない場合は、 対 象 労働などにより月 15 日以上保護
ご連絡下さい。
者が昼間家庭にいない小学生
※実施日、受付時間等は通知書をご確認下さい。 料 金 月額 4,000 円（８月のみ 6,000 円）
※入学までに引っ越しをする予定がある人
※おやつ代・教材費等は、各児童
は、事前に学校教育課にご連絡下さい。
クラブ、入会月により異なります。
◆令和３年度新入学児童
新型コロナウイルス感染防止対策への
健康診断時に入会案内を配布します。
ご協力のお願い
◆利用中または在学中の児童
・当日、通知書同封の体調チェック表に該
直接各児童クラブにお問い合わせ下さい。
当する項目がある人は、学校教育課に連
※各児童クラブの申込状況等により、入会
絡し、別の日程での受診をお願いします。
できない場合があります。
・新型コロナウイルスの感染拡大状況によ
※詳細は、市ホームページをご覧下さい。 広報ぬまづ 検索
り、健康診断は急遽変更・中止となる場
合があります。その場合は市ホームペー
ジと一斉配信メールでお知らせします。
必ず、お出かけ前に市ホー
ムページをご確認頂くか、
事前にメール登録をお願い
メール登録は
します。 広報ぬまづ 検索
こちら
沼津市放課後児童クラブ連絡協議会事務局（子育て支援課内）
学校教育課 ☎055‑934‑4808
☎055‑934‑4842
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②のいずれか）
師 中村妃智さん（東京オリンピック・
自転車トラック競技日本代表）、富
士彦さん（よしもと芸人）

内

容

対

象

①オリンピアンと走る！
太平洋岸自転車道サイクリング
ガイドサイクリング
ロードバイクやクロスバイクなどの
スポーツ自転車経験者
15人

沼津港〜大平洋岸自転車道〜
コース
ふじのくに田子の浦みなと公
（予定）
園〜富士海岸堤防〜沼津港
同 行
中村妃智さん
ゲスト

太平洋岸自転車道って？
太平洋岸自転車道とは、千葉県銚
子市から神奈川県、静岡県、愛知県、
三重県、和歌山県の各太平洋岸を走
り、和歌山県和歌
山市にまで至る延
長 1,400km の 自
転車道です。

②シェアサイクルで巡る！
まち乗りサイクリング
シェアサイクルによる自由走行
身長140cm以上で安全に自転車に乗れる人
15人
沼津港〜狩野川サイクリングコース〜
中央公園〜さんさん通り〜沼津港
（スタンプラリー形式）

※申込方法等の詳細は、市ホームページをご覧下さい。

音楽が融合したスペシャルコンサ
ート
入場料 5,000 円（全席指定・未就学児入
場不可）
チケット ９月 12 日㈯から、市民文化セン
ターチケットコーナーで発売
市民文化センター ☎055‑932‑6111
観光戦略課 ☎055‑934‑4747

☎055‑934‑4843
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栗名月の宴
〜季秋の名月を眺めながら〜

沼津御用邸記念公園開園 50 周年記念スペシャルコンサート
〜東儀秀樹の素晴らしき仲間たち〜

沼津にゆかりのある雅楽師・東儀秀樹さんを
中心としたスペシャルコンサートを開催します。
と き 11 月 22 日㈰、15 時から
ところ 市民文化センター大ホール
内 容 豪華キャストによる、雅楽と現代

スポーツ交流推進課

富士彦さん

沼津御用邸記念公園東附属邸庭園で繰り
広げられる幽玄な仕舞の鑑賞会です。
と き 10 月 24 日㈯、18 時〜 20 時 30 分
ところ 沼津御用邸記念公園東附属邸
内 容 辰巳満次郎さん（能楽師・重要無形
文化財保持者）による能

能鑑賞のみ

特製御膳付き

定 員 30人（先着順）

20人（先着順）

参加料 3,000 円

6,800円

９月８日㈫、９時から電話で
沼津御用邸記念公園東附属邸 ☎055‑931‑2233
緑地公園課 ☎055‑934‑4796

申込方法

新年事始「歌会」参加作品の募集
題 「水」
者 中川佐和子さん（歌人）
定 未発表の自作の歌（１人１首）
応募方法 400 字詰め B4 原稿用紙に歌、住所、氏
お
選
規

応募期間

名（ふりがな）、年齢、電話番号を明記し、
郵便小為替にて参加料（千円）を添えて郵送
10 月１日㈭〜 31 日㈯（当日消印有効）

※入選者は令和３年１月 24 日㈰に沼津御
用邸記念公園東附属邸で開催される歌会
で発表され、賞が贈呈されます。
沼津御用邸記念公園東附属邸
〒410‑0822 下香貫島郷 2802‑1
☎055‑931‑2233
緑地公園課 ☎055‑934‑4796

今秋の沼津御用邸記念公園
インフォメーション

新しい生活に向けた
準備を始めよう
お問い合わせは

お知
らせ

・トークイベント「オリンピック
自転車競技の見どころ紹介」
・サイクリングツアー（①または

定 員

詳細は、沼津しご
と応援サイト「ぬま
job」をご覧下さい。

☎055‑934‑4749

講

ンターネットによる相談をご利用下さい。
※インターネット相談の場合は、LINE ま
たは電話で予約をして下さい。

詳細は
こちら !

商工振興課

９月 26 日㈯、10 時〜 12 時 30 分（雨天中止）
沼津港みなと新鮮館前デッキ

と き
ところ
内 容

サイクリングイベントを
開催します

沼津で働く人を
応援しま す

市内の中小企業に就職し、市内に居住す
る予定の大学生等を対象に、日本学生支援

狩野川のサイクリングコースを含む、太平洋岸自転車道の整
備が進んだことを踏まえ、オリンピック 300 日前イベントとして、
トークイベント、サイクリングツアーを開催します。

沼津市キャリアデザイン相談センター

お問い合わせは
各電話番号へ
広報ぬまづ 2020.9.1 号
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