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　国内９番目の世界ジオパークに認定さ
れた伊豆半島ジオパーク。本市の大瀬崎
や淡島、牛臥山などが構成資産として指
定されています。世界に認め
られた本市の魅力に改めて注
目していきましょう！

　第６回目の開催となり、今や沼津港の恒例イベントとなった「PORT 
TOWN PARTY（ポート タウン パーティ）」。１９８０ 年までのアメリカ車
やクラシックカー、カスタムカーなど約 １００ 台が沼津港魚市場第一市場に
一堂に展示され、訪れた車好きの人や観光客などで賑

に ぎ

わいました。会場内
には車のヴィンテージ部品や洋服、雑貨を販売するブースも出店されたほ
か、音楽ライブも行われ、来場者は昔のアメリカを感じさせるイベントを
存分に楽しんでいました。

沼津港にクラシックカーが大集合！　　　　　　　　　　沼津港にクラシックカーが大集合！　　　　　　　　　　
　　４・１５「PORT TOWN PARTY」を開催しました♪　　４・１５「PORT TOWN PARTY」を開催しました♪ 伊豆半島ジオパークが

ユネスコ世界ジオパー
クに認定 !













　大＝大ホール　小＝小ホール　　　　　　　　　※休館日 18 ㈪
　　　がついている催しは、終演 1０ 分後に臨時バスを運行します。

2 ㈯
大沼津交響楽団 第 34 回定期演奏会　18 時 3０ 分〜 2０ 時　有　
小はせみきた和太鼓コンサート 2０18 〜風の章〜　15時〜 16 時 3０ 分　有 １７ ㈰

大演歌新時代 山内惠介 熱唱ライブ 2０18 〜新たなる夢の扉へ〜　14 時〜 16 時　有
小沼津三曲連盟 35 周年記念演奏会　13 時〜 16 時　無

3 ㈰ 小プラハ・チェロ・カルテット　14 時〜 16 時　有　 23 ㈯
大角松敏生 TOSHIKI KADOMATSU Performance 2０18 
  BREATH from THE SEASON　17 時 3０ 分〜 2０ 時　有

8 ㈮
大沼津市民劇場 第 228 回例会 東京芸術座　
　「蟹工船」 - 村山知義演出による - 13 時 3０ 分〜 16 時 1０ 分  有 2４ ㈰ 小原さなえ舞踊研究所　第 46 回生徒発表会　14 時〜 16 時  無

１0 ㈰ 大富士通沼津吹奏楽団 第31回定期演奏会 13 時 3０ 分〜15 時3０ 分 有 30 ㈯
小らくごDE全国ツアー vol.6　
　春風亭一之輔のドッサりまわるぜ 2０18　13 時 3０ 分〜 15 時 3０ 分 有

１６ ㈯
大沼津市立沼津高等学校同中等部吹奏楽部　
　第 41 回定期演奏会　13 時 3０ 分〜 16 時　有
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Ａ Ｂ＝コンベンションホールA・B　多＝多目的ホール（キラメッセ
ぬまづ）　ギ＝市民ギャラリー　サ＝市民サロン ※休館日 25 ㈪ 26 ㈫

2 ㈯ 多おやこんぼフェスタ 2０18　1０ 時〜 15 時　無 23 ㈯
多静岡新聞　新卒のかんづめ　合同企業説明会
　12 時〜 17時　無

６ ㈬
多静岡新聞 大学・短期大学・専門学校　進学相談会
　15 時〜 18 時 3０ 分　無 30 ㈯ 多平成 3０ 年度福祉の就職＆進学フェア　13 時〜 16 時　無

１0 ㈰
Ｂ歯と口の健康週間イベント　Let's go 歯ッピーウィーク　9時 3０ 分〜 12 時　無
多DDTプロレス沼津大会　13 時〜 15 時 3０ 分　有
多沼津日本酒フェス 2０18　14 時〜 16 時　有

☎ ０５５‐９２０‐４１００プラサ ヴェルデ

無＝入場無料　有＝有料（料金等詳細についてはお問い合わせ下さい）６月６月 市民文化センター・プラサ ヴェルデの主な催し
※催しは変更される場合があります。

☎ ０５５‐９３２‐６１１１市民文化センター

　沼津市における地域おこし協力隊は、市から委嘱を
受け、自身の経験を活かしてまちおこし活動の支援や
地域の人たちの生活支援といった、地域に元気を与え
る活動を行っています。
　本年４月から、深海魚の聖地と呼ばれる戸田地区の
担当として青山沙織さんが新たに就任しました。青山
さんはチャレンジ精神が旺盛で、海の美しいオースト
ラリアの島でのワーキングホリデーの経験や、自身で
アクセサリーや鞄などを製作・販売するなど多彩な経
歴の持ち主です。
　タカアシガニなど、深海の生き物が大好きで「見て
いるだけでなく、自分で提案・発信していくことに挑
戦してみたい！」との想いから戸田地区の協力隊に応
募したそうです。

　委嘱式では、「深海魚をモチーフにした戸田地区な
らではのモノづくりやワークショップ、マルシェなど
の開催を通して地域との交流や魅力発信をしていきた
いです」と意気込みを語ってくれました。
　女性隊員も加わり、新たなスタートをきった地域お
こし協力隊にご注目下さい！

地域おこし協力隊としての
心構えを教えて下さい！

どんなところにやりがいを感じますか？

戸田でやってみたいことはありますか？
　深海魚のことをもっともっと勉強したいです♡深海
魚を見たり、漁にも参加できたらいいなと思います。
　深海魚の皮を使ったモノづくりにも挑戦し、地域の
憩いの場をつくっていきたいです！

　人と人との繋がりが大切だと思って
います。まずは、顔を覚えてもらい、地域に馴染んで
いくことから始めていこうと思っています！

　戸田の皆さんの期待に応えたいです！人の役に立つ
こと、喜んでもらえることにどんどんチャレンジでき
る環境をとても幸せに思います。

地域おこし協力隊に沼津市初の女性隊員　青山沙織さんが就任しました！

就任間もない

青山隊員に聞きました！

三浦地区担当
下重健児さん

戸田地区担当
奥田薫樹さん

三浦地区担当
石津太雅さん

　私たちも沼津市地域おこし協力隊として、地域
の力になれるよう頑張っています！

詳細は沼津観光ポータルへ
５月 26 日㈯開催！
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