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各電話番号へ
お問い合わせは

今
年
も
こ
の
季
節
が
や
っ
て
き
た

　
　沼
津
の
夏
を
た
く
さ
ん
楽
し
も
う

と　き　�７月 ２７ 日㈫・２8 日㈬・２9 日㈭・３０ 日㈮、８月３日㈫・４日㈬・５日㈭・１０ 日㈫、９時〜 １２ 時 ３０ 分
対　象　市内に住む小学校４〜６年生
定　員　各４人程度（申込多数の場合は抽選）
持ち物　�飲み物、筆記用具、本人の利用者カード、手袋、マスク
申込方法　�住所、本人と保護者氏名（ふりがな）、電話番号、学校名、学年、希望日（第３希望まで）、

「夏休み図書館子ども探検隊希望」と明記してメールまたは往復はがきで郵送
申込期限　７月 １２ 日㈪（当日消印有効）
※１通につき１人の申し込みです。
※�８月５日・１０ 日は令和元年度に参加した現６年生のみが参加できるプレミアム探検隊です。

市立図書館　〒410-8533　三枚橋町９-1　☎055-952-1234　メールアドレス　library@city.numazu.lg.jp

　図書館での仕事を体験してみよう！「夏休み図書館子ども探検隊」

　川の水質や採集した生き物の種類や数を
調べましょう。
と　き　�７月 ２７ 日㈫、１３ 時 ３０ 分〜 １5 時

３０分（雨天の場合は３０日㈮に延期）
ところ　黄瀬川橋上流左岸
対　象　市内に住む小・中学生とその保護者
定　員　３０ 人（申込多数の場合は抽選）
持ち物　�飲み物、筆記用具、タオル、帽子、

濡れてもよい履物、マスク
申込方法　７月 １5 日㈭までに電話で
環境政策課　☎055-934-4740

夏休み親子水生生物観察会
川底にすむ生き物を観察しよう

クラス とき（全５回） 時　間 定員
前
期

Aクラス 7月 ２6日㈪
〜 ３０日㈮

 9：００ 〜 １０：００

各３０ 人
（先着順）

Bクラス １０：３０ 〜 １１：３O
中
期

Aクラス ８月２日㈪
〜６日㈮

 9：００ 〜 １０：００
Bクラス １０：３０ 〜 １１：３O

後
期

Aクラス ８月９日㉁
〜 １３日㈮

 9：００ 〜 １０：００
Bクラス １０：３０ 〜 １１：３O

対　象　年長〜小学生
参加料　１,85０ 円（保険料他）
申込方法　�７月８日㈭、９時から
　　　　参加料を持参して直接

戸田B&G海洋センター　☎0558-94-3501

夏休み短期水泳教室
戸田B&G海洋センターで泳ごう

と　き　�８月 １日㈰・８日㈷、
　　　　１０ 時〜 １２ 時（全２回）
ところ　サンウェルぬまづ大会議室
内　容　�手話の学習・聞こえない人との交流など
対　象　小学校４〜６年生とその保護者
定　員　２０ 組（先着順）
申込方法　７月８日㈭、９時から電話で

障害福祉課　☎055-934-4830　�055-934-2６31

夏休み親子手話教室
手話を使って話してみよう

と　き　�８月５日㈭・１２ 日㈭、１０ 時〜 １２ 時
ところ　保健センター調理実習室
対　象　市内に住む小学校１〜３年生とその保護者
定　員　各６組（先着順）
参加料　１組 64０ 円（食材費他）
持ち物　�エプロン、三角巾、手拭きタオル、マスク
申込方法　�７月 １３ 日㈫、９時から電話で
健康づくり課　☎055-951-3480

　小学生おさかなクッキング
プロから魚のおろし方を学ぼう

と　き　�８月 ２０ 日㈮、９時〜 １２ 時
集　合　８時 5０ 分に市役所玄関前
内　容　�プラサヴェルデ、JR 貨物沼津駅

など沼津駅周辺総合整備事業の関
連施設の見学

対　象　市内に住む小学生とその保護者
定　員　１０ 組（先着順）
持ち物　飲み物、筆記用具、帽子、マスク
申込方法　�７月 １３ 日㈫、９時から電話で
推進課　☎055-934-47６8

沼津駅周辺親子見学バスツアー
沼津駅周辺ってどうなっていくの？

と　き　７月 ２０ 日㈫〜８月 ３０ 日㈪
設　備　�常設テント（５〜６人用）２張、持

ち込みテントサイト ２4 区画、ケ
ビン（３〜４人用）１棟、バーベ
キュー炉（１０ 人用）８炉

申込方法　�利用日の１週間前まで
　　　　に電話または市ホーム
　　　　ページで
市民の森　☎055-942-3103
緑地公園課　☎055-934-4795

夏期集中キャンプ期間
自然豊かな市民の森で遊ぼう
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有効期限 :令和３年8月末
※１枚につき４人まで

なし
☎055-9６4-1300

沼津港展望水門沼津港展望水門
びゅうおびゅうお

広報ぬまづ2021.7.1 号9

　

◆親子木工教室
と　き　８月８日㈷、１０ 時〜 １２ 時
作　品　大きめの腰掛け
対　象　小学生とその保護者（１組２人）
定　員　5組（申込多数の場合は抽選）�
参加料　１組 5００ 円（保険料他）
持ち物　�飲み物、マスク

◆親子クワガタ教室
と　き　８月７日㈯・１4 日㈯、１9 時〜 ２１ 時
対　象　小・中学生とその保護者
定　員　各 １０ 組（申込多数の場合は抽選）�
参加料　１人 5０ 円（保険料）
持ち物　�飲み物、虫かご、虫取り網、
　　　　軍手、懐中電灯、マスク

クワガタを採ったり物作りを楽しもう！「市民の森の教室」

ところ　市民の森（西浦河内）
申込方法　�参加者全員の住所、氏名、年齢、電話番号（当日、連

絡がとれる番号）、教室名、クワガタ教室は希望日を
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 ２１ 日㈬（必着）
※汚れてもよい服装で参加して下さい。
※�はがき、ファクス、メール、いずれも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　☎055-934-4795　�055-934-2310　メールアドレス　ryokuti@city.numazu.lg.jp

と　き　�８月 １8 日㈬、８時 ２０ 分〜 １７ 時
集　合　８時 ２０ 分に市役所 8０１ 会議室
内　容　�農畜産物生産現場・先端農業施設の見学、

収穫体験など
対　象　市内に住む小学校５・６年生
定　員　5０ 人（申込多数の場合は抽選）
参加料　�5００ 円（昼食代）
申込期限　７月 ２１ 日㈬
※�申込方法等の詳細は、市ホームページをご覧下さい。
農林農地課　☎055-934-4751

小学生のための食育体験ツアー
食への理解を深めよう

と　き　�８月 １5 日㈰、９時 ３０ 分〜 １１ 時
ところ　多目的ホール
内　容　�スーパーボールすくい、カローリング、
　　　　的あて、お昼寝アート、ボッチャ他
定　員　8０ 人（先着順）
申込方法　�７月 １２ 日㈪、９時 ３０ 分から直接または

電話で
サンウェルぬまづふれあい交流室

　☎055-922-1501
社会福祉課　☎055-934-4824

おまつり広場「キッズ Summer フェスティバル」
サンウェルぬまづ　ふれあい交流室
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いずれも

有効期限：令和３年8月末
※１枚につき４人まで

月曜日
☎055-9６2-0424

若山牧水
記念館

市民無料券市民無料券

有効期限：令和３年8月末
※１枚につき４人まで

月曜日、祝日の翌日
☎055-932-0255

芹沢光治良
記念館

市民無料券市民無料券

有効期限：令和３年8月末
※１枚につき４人まで

水曜日、祝日の翌日
☎0558-94-2384

戸田造船郷土戸田造船郷土
資料博物館資料博物館

市民無料券市民無料券

有効期限：令和３年8月末
※１枚につき４人まで
�月曜日、祝日の翌日、
毎月最終の平日
☎055-923-3335

明治史料館明治史料館

市民無料券市民無料券

有効期限：令和３年8月末
※１枚につき４人まで

月曜日
☎055-952-8711

モン�ミュゼモン�ミュゼ
沼津沼津

市民無料券市民無料券

有効期限：令和３年8月末
※１枚につき４人まで
※西附属邸観覧料は有料
なし
☎055-931-0005

沼津御用邸沼津御用邸
記念公園記念公園

市民無料券市民無料券 市民無料券市民無料券

有効期限 :令和３年8月末
※１枚につき４人まで

なし
☎055-9６4-1300

沼津港展望水門沼津港展望水門
びゅうおびゅうお

　 ７月１日は市制記念日です
　沼津市は、今から 98 年前の大正 １２ 年７月１日に、
全国で 89 番目の市として誕生しました。
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所

総務課　☎055-934-4712

市施設の市民無料券を配布します
使用上のご注意
�・無料券は切り取ってお使い下さい。
�・１枚につき１回限り有効です。
�・本券をコピーしての利用はできません。
※�下記施設のうち 月曜日について、
　�月曜日が祝日の場合はその翌日が休
館となるほか、臨時休館する場合が
あります。
お問い合わせは各施設までどうぞ。

市制記念日
にちなみ


