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親子テニス教室
と　き　 ７月 26 日㈫・27 日㈬・29 日㈮、
　　　　17 時～ 19 時
対　象　５～９歳の子供とその保護者
定　員　各 12 組（先着順）
参加料　子供1人につき 1,500 円
大人短期テニス教室（初級）

と　き　７月 26 日㈫、19 時～ 21 時
対　象　18 歳以上の人
定　員　10 人（先着順）
参加料　1,500 円
大人短期テニス教室（中級）

と　き　７月 29 日㈮、19 時～ 21 時
対　象　18 歳以上の人
定　員　20 人（先着順）
参加料　1,500 円
いずれも

ところ　愛鷹運動公園テニスコート
持ち物　飲み物、タオル、着替え
申込方法　 ７月８日㈮、８時 30 分から直接

またはファクスで
※テニスラケットの貸出は無料です。
愛鷹運動公園テニスコート

　☎055-920-8688　℻055-920-8686
緑地公園課　☎055-934-4796

夏休みテニス教室
豊かな自然の中で楽しいテニスを

有効期限 :令和４年8月末
※１枚につき４人まで

なし（木曜日は14時閉館）
☎055-963-3200

と　き　８月４日㈭、９時～ 16 時
ところ　 新総合体育館建設現場、大泉寺他
集　合　８時 50 分に市役所玄関前
対　象 市内に住む小・中学生とその保護者
定　員　10 組（申込多数の場合は抽選）
参加料　１組 100 円（保険料）
持ち物　飲み物、昼食、筆記用具
申込方法　 参加者全員の住所、氏名、電話番

号（当日、連絡が取れる番号）、イ
ベント名を明記して、はがきで郵
送、ファクスまたはメールで

申込期限　７月 15 日㈮（必着）
※ はがき、ファクス、メールは、いずれも
１通につき１組の申込です。

※詳細は、市ホームページをご覧下さい。
生活安心課（市民相談センター）

　☎055-934-4702　℻055-934-2593
soudan@city.numazu.lg.jp

夏休み親子市政ふれあいバス（施設見学）
市政をもっと身近に感じよう

広報ぬまづ 対　象　市内に住む小学生とその保護者
定　員　10 組（申込多数の場合は抽選）
持ち物　 飲み物、帽子、筆記用具
申込方法　７月 15 日㈮までに電話で
推進課　☎055-934-4768

と　き　８月 23 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
設を見学

夏休み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　８月９日㈫、８時～ 17 時
集　合　 ８時に市役所８階 801

会議室
内　容　 農畜産物生産現場や先

端農業施設等の見学、
　　　　収穫体験等
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 22 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

広報ぬまづ

と　き　 ７月 30 日㈯、10 時～ 11 時 30 分、
13 時～ 14 時 30 分

ところ　重要文化財松城家住宅（戸田）
定　員　各 20 人（申込多数の場合は抽選）
申込方法　 参加者全員の住所、氏名、生年月

日、電話番号、希望時間、駐車場
利用の有無を明記
して、はがきで郵
送、メールまたは
ファクスで

申込期限　７月 15 日㈮（必着）
※歩きやすい服装でお越し下さい。
文化財センター

　〒410-0106　志下 530
　☎055-935-5010　℻055-933-1270
cul-bunkazai@city.numazu.lg.jp

重要文化財松城家住宅の一般特別公開
沼津の誇る文化財を見に行こう
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と　き　 ８月 28 日㈰、14 時～ 15 時 30 分
ところ　サンウェルぬまづ多目的ホール
講　師　 ダンシングシスターズ（フィットネスイ

ンストラクター）
対　象　 市内に住む人
定　員　30 人（申込多数の場合は抽選）
持ち物　 飲み物、タオル
申込方法　 住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、

講座名を明記して往復はが
　　　　きで郵送または専用フォー
　　　　ムで
申込期限　８月８日㈪（必着）
※運動のできる服装でお越し下さい。

サンウェルぬまづ　〒410-0032　日の出町 1-15
　☎055-922-2020
社会福祉課　☎055-934-4824

真夏のディスコフィットネス
あの頃の流行をもう一度

◆子供のための舞台探検隊
と　き　 ８月 11 日㈷、10 時～ 11 時、13 時 30 分

～ 14 時 30 分
対　象　 小学校１年生～中学校３年生
　　　　（小学生は保護者同伴）
◆大人のための舞台探検隊
と　き　８月 11 日㈷、15 時～ 16 時
対　象　16 歳以上の人
◆いずれも
定　員 各 15 人（申込多数の場合は抽選）
申込方法　 市民文化センター窓口、ホームページに

ある申込用紙を直接またはファクスで
申込期間　７月８日㈮～ 22 日㈮
※当選者には７月 29 日㈮までにお知らせします。

市民文化センター ☎055-932-6111　℻055-933-2049
文化振興課　☎055-934-4812

市民文化センター大ホール舞台探検隊
裏方さんのお仕事を体験してみよう！

◆親子木工教室
と　き ８月７日㈰、10 時～ 12 時
対　象　小学生とその保護者
定　員　10 組（申込多数の場合は抽選）
参加料　１組 500 円（材料費他）
持ち物　 飲み物
※小さな棚を作ります。

◆親子クワガタ教室
と　き ８月６日㈯・13 日㈯、19 時～ 21 時
対　象　小・中学生とその保護者
定　員　各 10 組程度（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

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

絡が取れる番号）、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 20 日㈬（必着）
※汚れてもよい服装でお越し下さい。
※ はがき、ファクス、メール、いずれも１通につ
き１教室の申込です。

緑地公園課　〒410-8601　沼津市役所　☎055-934-4795　℻055-934-2310 ryokuti@city.numazu.lg.jp

いずれも

有効期限：令和４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４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４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４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４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４年8月末
※１枚につき４人まで

なし（木曜日は14時閉館）
☎055-963-3200

沼津港展望水門沼津港展望水門
びゅうおびゅうお

令和４年７月１日は 99回目の市制記念日です
　市制記念日にちなみ、市施設の市民無料券を配布します。
これを機に施設に足を運んでみませんか。
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。
総務課　☎ 055-934-4712

専用フォーム

ホームページ

新型コロナウイルス感染症対策のため、主催者の定めたルールに従って行事等に参加するようにお願いします。


