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「おひさま広場」においでよ「おひさま広場」においでよ「おひさま広場」においでよ
保育士が遊びのお手伝い保育士が遊びのお手伝い保育士が遊びのお手伝いイベイベ

ントント

時　間　�①③10:30 〜 12:00 ②10:00 〜 12:00
対　象　子供とその保護者
※②③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

とき（雨天中止） と こ ろ
① ９/３０ ㈭ 梨の木公園（大平）
② 1０/1０ ㈰ 児童発達支援センターみゆき園庭（東原）
③ 1０/18 ㈪ アクアプラザ（原）

　新しい受給者証（うぐいす色）を９月中
旬に郵送します。10 月から、医療機関
にかかる際は、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・出生等により受給者証の交付を
受けていない場合は、対象の子供の健康
保険証と印鑑を持参し、市役所１階こど
も家庭課で申請して下さい。
対　象　高校３年生相当年齢まで
※�受給者証は１人１通で郵送するため、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

お知お知
らせらせ こども医療費受給者証こども医療費受給者証こども医療費受給者証

10 月１日から新しくなります10 月１日から新しくなります10 月１日から新しくなります

　歌やリズムにあわせて、親子で体操を
します。聖隷沼津病院小児科医による講
話・質問コーナーもあります。
と　き　�10 月 28 日㈭、10 時 30 分〜 11 時 30 分
ところ　集会室
対　象　１歳未満の乳児とその保護者
定　員　20 組（先着順）
持ち物　飲み物、床に敷くバスタオル
申込方法　９月 28 日㈫、11 時から電話で
千本プラザ　☎０５５-９６２-33１3

長寿福祉課　☎０５５-９34-4834

親子体操でヨガミック親子体操でヨガミック親子体操でヨガミック
千本プラザ赤ちゃんDAY千本プラザ赤ちゃんDAY千本プラザ赤ちゃんDAYイベイベ

ントント

と　き　�①10 月１日㈮②11 月 12 日㈮、
　　　　14 時〜 15 時
ところ　サンウェルぬまづ小会議室
相談員　石井栄子さん（臨床心理士）
対　象　就学前の子供がいる保護者
定　員　各２人程度
申込方法　�①９月 24 日㈮② 11 月 5 日㈮

までに電話で
児童発達支援センターみゆき

　☎０５５-９６8-０５００

「ひまわり相談会」のご案内「ひまわり相談会」のご案内「ひまわり相談会」のご案内
子供の発達相談に応じます子供の発達相談に応じます子供の発達相談に応じますお知お知

らせらせ
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対　象　�就労等により月 15 日以上保護
者が昼間家庭にいない小学生

◆令和４年度新入学児童
　健康診断時に書類を配布します。
◆利用中または在学中の児童
　直接、各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。
�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）　☎０５５-９34-484２

放課後児童クラブの入会について放課後児童クラブの入会について放課後児童クラブの入会について
放課後の子供の居場所のひとつ放課後の子供の居場所のひとつ放課後の子供の居場所のひとつお知お知

らせらせ

　里親とは、経済的困窮や虐待、親の行
方不明など様々な事情によって家庭での
養育が受けられなくなった子供たちを、
県知事による認定を受けて自分の家庭に
迎え入れ、養育する人のことです。
里親についての相談会里親についての相談会
と　き　�10 月９日㈯、10 時〜 14 時
ところ　沼津っ子ふれあいセンター「ぽっぽ」
対　象　里親希望の人、関心のある人
※当日、直接会場へどうぞ。
沼津里親会　☎０５５-９3２-77０２
こども家庭課　☎０５５-９34-4828

10 月は「里親月間」です10 月は「里親月間」です10 月は「里親月間」です
温かい愛情と正しい理解をもって育てよう温かい愛情と正しい理解をもって育てよう温かい愛情と正しい理解をもって育てようお知お知

らせらせ
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令和４年度新入学児童の健康診断を行います令和４年度新入学児童の健康診断を行います令和４年度新入学児童の健康診断を行いますお知お知
らせらせ

メールの登録は
こちらから

　令和４年４月に小学校に入学する児童の家庭に、９月下旬までに就学時健康診断通知
書を郵送します。実施日や受付時間、持ち物、注意事項を記載してありますので、確認
して下さい。９月下旬までに通知書が届かない場合は、ご連絡下さい。
※�入学までに引っ越しをする予定がある人は、事前に学校教育課にご連絡下さい。
＊＊新型コロナウイルス感染症対策新型コロナウイルス感染症対策＊＊
・�当日、通知書同封の体調チェック表に該当する項目がある人は、学校教育課に連絡し、
別日程での受診をお願いします。

・�感染拡大状況により、健康診断は急遽変更・中止となる場合があります。市ホームペー
ジと一斉配信メール（要登録）でお知らせしますので、出かける前に必ずご確認下さい。
学校教育課　☎０５５-９34-48０8 広報ぬまづ

7

子育て支援課
☎055-9３４-４８２６
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（認）…認定こども園　（小）…小規模保育事業所

　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

市立大平 大平 ９３２-２0８0 双葉 下香貫柿原 ９３３-1８３５（認）春の木 東椎路 ９２３-５４４５
愛鷹 西椎路 ９６６-２５00 ルンビニ 千本緑町 ９６２-1７10（認）沼津学園第一 寿町 ９２1-８1４0
加藤学園 大岡自由ヶ丘 ９２1-４８0５（認）市立戸田 戸田 0５５８-９４-２３0３（認）原町幼稚園 原西町 ９６６-７３３８
光長寺 岡宮 ９２1-４２1３（認）しょうえい 大塚 ９６７-４５２1（認）耕雲寺 大岡下石田 ９５1-３0７５
四恩 三芳町 ９６３-７５３８ （認）片浜桜プレスクール 今沢 ９６６-６３４９（認）第二耕雲寺 大岡沼平町 ９２３-３９11
沼津あすなろ 西沢田 ９２２-８５0７（認）中央 幸町 ９５1-６６９４（認）象山 志下 ９３1-３４２６
沼津学園第二 大岡南小林 ９２３-８８５0（認）杉浦学園 柳沢 ９６７-４1８８（認）沼津聖マリア 本郷町 ９３２-９９11
沼津梅花 本郷町 ９３1-６1４６（認）こずわ 小諏訪 ９６３-0７２1（認）原町保育園 原西町 ９６６-01３９

令和４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令和４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令和４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

（認）…認定こども園
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※９月１日現在

※９月１日現在

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 青空 小諏訪 ９２６-９２00 1２0 ２カ月
市立北部 高沢町 ９２1-７５３７ 1５0 ４カ月 しんあい 下香貫宮原 ９４３-６0３1 1２0 ２カ月
市立大平 大平 ９３1-1２1８ ６0 ４カ月 丘の上 大岡柏葉尾 ９４1-５７３1 ８0 ２カ月
市立金岡 沼北町 ９２３-0３８３ 1６0 ２カ月（認）市立戸田 戸田 0５５８-９４-２３0３ ２0 ４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カ月頃永明 幸町 ９５1-４５８４ ９0 ６カ月 （認）片浜桜プレスクール（保育園部）今沢 ９６６-６３４９
恵愛 吉田町 ９３1-４９0６ ９0 ２カ月 （認）中央幼稚園（保育園部）幸町 ９５1-６６９４ ８８ ６カ月頃
霊山 本郷町 ９３1-1２６1 ６0 ７カ月頃（認）杉浦学園（保育園部）あけぼの園舎 柳沢 ９５５-５５11 1２0 ４カ月頃岳東 大岡駅前町 ９２1-４７８５ 1５0 ６カ月 （認）杉浦学園（保育園部）かきつばた園舎 柳沢 ９６７-４1８８ ３３
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 ６カ月
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 ４９ ６カ月頃
かぴらばす 下香貫牛臥 ９３1-1８２７ ６0 ６カ月 （認）沼津学園第一幼稚園（保育園部）寿町 ９２1−８1４0 10３ ８〜10カ月頃
青葉 獅子浜 ９５５-８001 ３0 ２カ月（認）原町幼稚園（保育園部）原西町 ９６６-７３３８ 　９ 満３歳
天神 原東町 ９６６-２６６７ ６0 ２カ月 （認）耕雲寺幼稚園（保育園部）大岡下石田 ９５1-３0７５ ２0 ３歳
みくに 桃里 ９６６-0２２1 ６0 ２カ月 （認）第二耕雲寺幼稚園（保育園部）大岡沼平町 ９２３-３９11 ２0 ３歳
大泉 井出 ９６７-01７0 ４0 ２カ月 （認）象山幼稚園（保育園部）志下 ９３1-３４２６ 1８ ３歳
浮島 平沼 ９６６-２1３９ ５0 ２カ月 （認）聖マリア幼稚園（保育園部）本郷町 ９３２-９９11 ２４ ３歳
いずみ 東熊堂 ９２５-４５４５ 1２0 ２カ月頃（認）原町保育園（保育園部）原西町 ９６６-01３９ ８４ ３カ月
かぬき 中瀬町 ９３２-６２1７ ６0 ２カ月（小）ぽんぽんの森 大岡自由ヶ丘 ９５５-８10３ 1９ ３カ月
光長 岡宮 ９２２-８６10 1３0 ２カ月 （小）アドバンぺんぎん保育園 中沢田 ９５７-0101 1９ ４カ月
まいとりや 原字東沖 ９６７-２５５0 ８0 ３カ月 （小）イロドリぬまづ保育園 江原町 ９３９-７５５５ 1２ ４カ月
小百合 本郷町 ９３1-５５0４ ７８ ２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
多比 多比 ９３９-0７４1 ３0 ４カ月

　令和４年４月から保育園等の入園を希望する人を対象に、10 月１日㈮から申込書類を配
布します。保育園等の利用には、保護者の就労状況等、保育を必要とする事由が必要です。
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 ２７ 日㈬から、市役所 1階多目的スペースまたは戸田こども園に申込書類と必

要書類をあわせて提出
第１回締め切り 11 月 1５ 日㈪　第２回締め切り（最終）令和４年１月 ３1 日㈪
※求職活動での入園を希望する場合は、第１回締め切りの翌日から受け付けます。
※�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、各園を通じて別途案内します。
※詳細は、市ホームページをご覧下さい。
子育て支援課　☎055-934-4826

令和4年４月からの保育園等の入園申し込みについて令和4年４月からの保育園等の入園申し込みについて
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