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子育て

とき（全３回） テ ー マ 講　師 定員 受講料
５/２８
㈮

１０:００〜
１１:４０

来たるべき時代に向けて、
子どもをどう育てる？

親野智可等さん
（教育評論家）

５０ 人
（先着順）３００円

６/４
㈮

「食は命のみなもと」
〜子ども自身が発見する「食」の学び〜

山下祐美さん（（一社）食育ス
タジオDreamy代表理事）

６/１８
㈮

「こころ」が楽になるコツ
〜子育てにも役立つストレス解消法〜

有馬万紀子さん（精神保
健福祉士公認心理師）

講座講座
教室教室 自信がもてる子育て講座（春期）を開催します自信がもてる子育て講座（春期）を開催します

　様々な悩みの解決に向けて、相談員が一
緒に考えます。一人で悩まずご相談下さい。
◆一日教育相談
と　き　６月２日㈬・３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　５月 １９ 日㈬〜 ２８ 日㈮の平日、
　　　　９時〜 １７ 時に電話で

青少年教育センター　☎０５５-９５１-３４４０
◆やまびこ電話相談（随時受付）
　平日、１０ 時〜 １９ 時　☎０５５-９５１-７３３０

お知お知
らせらせ「教育相談」のご案内「教育相談」のご案内

様々な悩みの相談に応じます様々な悩みの相談に応じます

と　き　６月 １９ 日㈯、９月 １１ 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 ２７ 年４月〜平成 ３０ 年

９月生まれの幼児とその保護者
定　員　各６組（先着順）
参加料　１組 ５４０ 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 １１ 日㈫、９時から電話で
※�食物アレルギーがある人は申し込み時に
お知らせ下さい。
健康づくり課　☎０５５-９５１-３４８０

講座講座
教室教室 幼児キッズクッキング教室幼児キッズクッキング教室

よく噛んでたべよう！よく噛んでたべよう！

サンウェルぬまづで開催！サンウェルぬまづで開催！

対　象　子供とその保護者
※①③は駐車場があります。
※汚れてもよい服装で、当日、
　直接会場へどうぞ。
沼津っ子ふれあいセンター「ぽっぽ」　☎０５５-９５2-８０７７

イベイベ
ントント「おひさま広場」においでよ「おひさま広場」においでよ

保育士があそびのお手伝い保育士があそびのお手伝い

と　き（雨天中止） と こ ろ
① ５/２８ ㈮、１０:３０〜１２:００ 長浜公民館前広場（内浦）
② ６/１㈫、１０:３０〜１２:００ 駿河台公園
③ ６/６㈰、１０:００〜１２:００ 北部保育所園庭

お知お知
らせらせ「児童福祉週間」です「児童福祉週間」です

５月５日〜 １１ 日は５月５日〜 １１ 日は

「あたたかい　ことばがつなぐ　こころのわ」
　子供や家庭、子供の健やかな成長につい
て、国民全体で考えることを目的に定めら
れました。この期間を中心に、
県内各地で様々な児童福祉週間
関連事業が実施されます。
子育て支援課　☎０５５-９３４-４８４2 詳細はこちら

専用フォーム

イベイベ
ントント 千本プラザ　赤ちゃんDAY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赤ちゃんと一緒にママもリフレッシュ

と　き 内　容

① ５/２７㈭ 英語と音楽に合わせて親子で体を動かす「ハワイアンリトミック」

② ６/２４㈭ ボールを使って肩こりを改善「ママの肩こりリセットストレッチ」

時　間　１０時３０分〜１１時３０分（受付は１０時から）
ところ　千本プラザ集会室
対　象　１歳未満の子供とその保護者
定　員　各 ２０ 組（先着順）
持ち物　①飲み物②飲み物、床に敷くバスタオル
参加料　１組 ５０ 円（保険料他）
申込方法　①５月 １０ 日㈪、②５月 ２４ 日㈪、
　　　　１１ 時から電話で
※聖隷沼津病院小児科医による講話があります。
千本プラザ　☎０５５-９６2-３３１３

長寿福祉課　☎０５５-９３４-４８３４

お知お知
らせらせ マミーズほっとステーションぬまづマミーズほっとステーションぬまづ

妊娠・出産、子育てのワンストップ相談窓口妊娠・出産、子育てのワンストップ相談窓口

　妊娠中のママの不安や産後の育児等に関
する相談を随時受け付け、ニーズに応じた
支援を行っています。
　産前産後サポートや、宿泊型・通所型・
訪問型の産後ケア事業が充実しています。
※申込方法等の詳細は、お問い合わせ下さい。
マミーズほっとステーションぬまづ

　☎０５５-９５１-３６８７
健康づくり課　☎０５５-９５１-３４８０

対　象　中学生以下の子供を持つ保護者、子育てに関心のある人（託児はありません）
申込方法　�５月 １１ 日㈫、８時 ３０ 分から電話または専用フォームで
生涯学習課　☎０５５-９３４-４８７０
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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

◉火災など災害情報テレホンサービス ☎ 055-926-0119

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

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

５月 1 ㈯ 沼津リハビリテーション 931-1911 上香貫蔓陀ケ原 函南平出クリニック 978-1366 函南町塚本 池田病院 986-1212 長泉町本宿

2 ㈰
柿田川医院
髙遠内科クリニック
おぐち医院

973-3601
926-8739
992-6611

清水町柿田
東椎路
裾野市深良

杉谷小児科 923-6543 筒井町 守重医院
大沢クリニック

931-2511
929-1313

我入道江川
若葉町

3 ㈷
さとやまクリニック
永野医院
新井クリニック

939-8031
962-4450
992-0811

東原
大岡
裾野市久根

9時～
三島メディカル 972-0711 三島市南本町 静岡医療センターさとやまクリニック

975-2000
939-8031

清水町長沢
東原

4 ㈷
村岡クリニック
あそうクリニック
杉山（茂）医院

954-2000
929-7575
992-0028

大岡
筒井町
裾野市平松

白十字小児科 933-5111 下香貫馬場 市立病院 924-5100 東椎路

５ ㈷
岩渕内科医院
清流クリニック
大橋内科 ･小児科

951-4579
941-8688
992-2800

添地町
清水町堂庭
裾野市佐野

大橋内科 ･小児科 992-2800 裾野市佐野 聖隷沼津 952-1000 松下

6 ㈭ 旭医院 966-0031 原 よざ小児科 967-5722 原 池田病院 986-1212 長泉町本宿
7 ㈮ 小林医院 966-7700 今沢 まるやま小児科 981-8577 清水町堂庭 清水館医院 993-2323 裾野市茶畑
8 ㈯ 南一色セントラル 980-5777 長泉町南一色 スキップこども 992-6303 裾野市茶畑 聖隷沼津 952-1000 松下

9 ㈰
杉山病院
稲玉クリニック
大庭クリニック

963-4114
991-5111
995-1123

錦町
清水町伏見
裾野市佐野

西村医院 971-6510 長泉町下土狩 西方外科五十嵐クリニック
921-1333
934-6700

共栄町
志下

10 ㈪ 森医院 966-2017 石川 すずきファミリー 960-0333 一本松 田沢医院 962-1205 大手町
11 ㈫ 青沼クリニック 929-6205 大岡 りゅうじん医院 988-3133 長泉町下土狩 ひがしおかクリニック 941-8269 清水町柿田
12 ㈬ 高桑医院 997-0486 裾野市岩波 田中医院 921-2053 高島町 さくら胃腸科 994-1008 裾野市御宿
13 ㈭ あめみや内科 935-1159 吉田町 白十字小児科 933-5111 下香貫馬場 池田病院 986-1212 長泉町本宿
14 ㈮ かとう内科医院 946-5562 大岡 杉谷小児科 923-6543 筒井町 鈴木（州）医院 993-0430 裾野市佐野
1５ ㈯ 池田病院 986-1212 長泉町本宿 光ヶ丘小児科 987-2200 三島市光ヶ丘 池田病院 986-1212 長泉町本宿

16 ㈰
鬼頭クリニック
武藤医院
清水館医院

999-4810
931-0088
993-2323

長泉町本宿
三園町
裾野市茶畑

スキップこども 992-6303 裾野市茶畑 関外科山本整形外科
921-2185
989-8111

花園町
長泉町南一色

17 ㈪ 境医院 975-8021 長泉町竹原 よざ小児科 967-5722 原 香貫医院 931-2465 本郷町

18 ㈫ おおい医院 922-8886 北高島町 １８時～
三島メディカル 972-0711 三島市南本町 大沢クリニック 929-1313 若葉町

19 ㈬ やぐちクリニック 973-3811 清水町伏見 まるやま小児科 981-8577 清水町堂庭 白石医院 951-4593 市道町
20 ㈭ 今井医院 921-3211 五月町 西村医院 971-6510 長泉町下土狩 池田病院 986-1212 長泉町本宿

耳鼻科
８時〜１７時

５月 2㈰かみで耳鼻咽喉科 0545-53-3321富士市伝法 3㈷わかばやし耳鼻咽喉科 933-3311御幸町 4㈷里和耳鼻咽喉科 0545-23-1133富士市伝法
５㈷こだま耳鼻咽喉科 926-1333庄栄町 9㈰田中耳鼻咽喉科 975-0226三島市中央町 16㈰三島耳鼻咽喉科 935-6681下香貫樋ノ口

眼科
８時〜１７時

５月 2㈰あいあい眼科 967-7715原 3㈷聖隷沼津 952-1000松下 4㈷瀬尾眼科 933-9900市場町
５㈷関眼科胃腸科 975-2381三島市東本町 9㈰中ノ森眼科 921-3217緑ヶ丘 16㈰本多眼科 931-1519御幸町

産婦人科
８時〜１７時

５月 2㈰岩端医院 962-1368大手町 3㈷田中産婦人科 971-3541三島市中央町 4㈷前川産婦人科 999-0300長泉町下長窪
５㈷関谷レディース 968-6611西椎路 9㈰市立病院 924-5100東椎路 16㈰聖隷沼津 952-1000松下

歯科
８時〜１７時

５月 2㈰増田デンタルクリニック 922-0705大岡 3㈷あん歯科クリニック 957-7878下香貫樋ノ口 4㈷けやきデンタルクリニック 924-2550寿町
５㈷増山歯科医院 962-2176添地町 9㈰いくこ歯科医院 968-4618原 16㈰松本デンタルクリニック 943-7350米山町

2021年

５５救急協力医月１日㈯〜20日㈭


