
 

 

    

 

 

 

人生最大のライフイベントの一つである「婚姻」の幸せを市民の皆様と祝福するため、平成 24 年８月

から「婚姻届提出記念サービス」を開始しました。以来、市内外から多くの皆様に御利用いただき、お二

人の人生の思い出の地として「沼津市」が心に刻まれてまいりました。 

 この度、これまでの「婚姻届提出記念」に加え、お二人の人生の節目となる「金婚」「銀婚」もサービ

スの対象に拡大するとともに、市内旅館ホテル組合の皆様から協賛をいただいた趣向を凝らしたサービス

を加え、新たに「夫婦の記念日祝福サービス」として実施します。 

婚姻届の提出、金婚、銀婚といった、お二人のライフイベントを市あげて祝福するとともに、これを

契機に本市の個性と魅力を知っていただき、「沼津市」が人生の思い出の地となるよう、多くの皆様に

御利用いただきたいと考えております。 

 
 

１ サービスの内容 

（１）記念シートのプレゼント（別紙１） 

「婚姻」「金婚」「銀婚」のお祝いとして、夫婦の写真にメッセージを添えた記念シートをプレ

ゼントします。 

 ①婚姻届提出記念シート 

 （ア）対象者  結婚する２人が揃って沼津市役所市民課に婚姻届を提出するカップル。 

 （イ）利用方法 窓口での申し込みに限ります。 

 ②金婚・銀婚記念シート 

（ア）対象者  金婚・銀婚を迎えるご夫婦。 

 （イ）利用方法 窓口に加え郵送での申し込みが可能です。（家族等による代理申請も可） 

（２）沼津Ｖｉｐパスカードの発行（別紙２） 

 夫婦の写真に結婚記念日を記したパスカードを発行します。 

 （ア）対象者  沼津市内の施設等で記念日を祝う予定のご夫婦。 

 （イ）利用方法 窓口に加え郵送での申し込みが可能です。 

（３）市内協賛施設でのスペシャルサービスの提供（別紙３） 

沼津Ｖｉｐパスカードの提示により、記念日期間には市内協賛施設のスペシャルサービスを提

供します。 
 

２ 申込窓口   平日：市民課（戸籍係・管理係）、日曜日：パスポート日曜交付窓口 
 

３ 開始時期   平成 25 年 11 月１日（金）から 

 

４ その他    個別のサービスの利用方法や利用期間、対象者の詳細は別紙をご覧ください。 

          協賛のスペシャルサービスは随時追加していきます。 
 

５ お問い合わせ 沼津市市民福祉部市民課（電話：934-4720） 
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「夫婦の記念日祝福サービス」の実施 

― 婚姻届提出記念サービス・金婚・銀婚 ― 



　ご結婚おめでとうございます。

　お二人の門出を祝し、心からお祝いを申し上げます。

　本市とも末永いお付き合いをよろしくお願いいたします。

平成２４年６月　日

　　　　　　　沼津市長

写　　　　真

婚姻届
スキャナーコピー
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2013．8．20

 

お二人の門出を祝し

心からお祝い申し上げます。

本市とも末永いお付き合

いをよろしくお願いいたします。

平成 25年 8月 20日
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結婚の日
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人生の節目を迎えられたお二人に心よりお祝い申し上げます。

沼津市とも末永いお付き合いをお願いいたします。

お二人の健康とご多幸をお祈りしております。

沼津市

記念シートプレゼントについて 

 

 夫婦の節目となる記念日「結婚（婚姻届提出）」、「金婚」、「銀婚」を迎える方々にお二人の写真を

添えた記念シートをプレゼントします。 

 

                                  婚姻届提出記念シート(例) 

１ 婚姻届提出記念シート 

（１） 対象者 

沼津市役所市民課に婚姻届を提出するカップル（結婚する 

二人がそろって市民課の窓口に来ていただける方。） 

 （２）記念シートの内容 

   提出していただく婚姻届と当日のお二人の写真にメッセージ 

を添えてプレゼントします。 

 （３）準備していただくもの 

   提出する婚姻届、お二人の本人確認資料（運転免許証等） 

  
 

２ 金婚・銀婚記念シート 

 （１）対象者 

   金婚、銀婚を迎える夫婦（ご家族等による代理申請も可能です。） 

 （２）記念シートの内容 

お二人の写真にメッセージを添えてプレゼントします。      金婚・銀婚記念シート(例) 

ご夫婦で窓口にいらしていただいた場合は、職員が記念写真 

を撮影します。 

 （３）準備していただくもの 

  ○1 窓口で申請する場合 

申請者又は代理人の本人確認資料（運転免許証等）、使用する  

写真 

  ○2 郵送で申請する場合 

申請書、申請者又は代理人の本人確認資料（運転免許証等）   

のコピー、記念シートに使用する写真、返信封筒（角２型 

以上）を同封して、沼津市役所市民課に郵送してください。 

 

３ 記念シートの受付窓口及び受付時間 

  受付窓口：平日 沼津市役所市民課（戸籍係） ／ 日曜日 パスポート日曜交付窓口 

  受付時間：平日 ８：３０～１７：１５ ／ 日曜日 ９：００～１６：３０ 

 

４ 郵送での申請先 

  〒410-8601 沼津市御幸町 16 番 1 号 沼津市市民福祉部市民課（金婚・銀婚記念シート係） 

別紙１ 
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結婚の日
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記念日を沼津市で・・ http//www.○○○○
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沼津Ｖｉｐパスカードの発行について 

 

 市民課では、ご夫婦の写真と結婚の日を記したパスカード「沼津Ｖｉｐパスカード」をお作りし

てプレゼントします。市内の協賛施設では、このパスカードを提示いただいた際に御利用いただけ

るスペシャルサービスをご用意して、お二人のライフイベントを祝福いたします。 

特別な結婚記念日のみでなく、毎年のお二人の結婚記念日を祝福するサービスもご用意していま

す。多くの皆様の御利用をお待ちしています。 

 

１ 沼津Ｖｉｐパスカードの発行 

（１） 対象者 

   沼津市で結婚記念日をお祝いする予定のご夫婦 

（２） パスカードの内容 

お二人のお気に入りの写真に結婚の日を記した 

  カードです。 

 （３）申し込み手続き 

   沼津市役所市民課に来てお申込みいただくか、 

郵送でお申込みください。 

 （４）ご用意いただくもの 

  ①市民課窓口でお申込みいただく場合 

   ・お二人の本人確認資料（コピーも可） 

   ・お気に入りの写真 

  ②郵送でお申込みいただく場合 

   ・お二人の本人確認資料のコピー 

   ・お気に入りの写真（返却できない場合があります。） 

・申請書（沼津市インターネットＨＰからダウンロードすることができます。） 

   ・返信用の封筒（宛先を記入し、切手を貼ったもの） 

 

２ 市内協賛施設でのスペシャルサービスの提供 

沼津Ｖｉｐパスカードを提示していただくと、以下の協賛施設でサービスが受けられます。 

 

≪市内の協賛施設とサービスの概要≫         詳しくは別紙３「スペシャルサービス」 

市内の協賛施設（五十音順） 所在地 サービスの種類 

味わいの宿 ときわや 戸田 289-1 宿泊 

オーシャン ビュー フジミ 西浦江梨 993 体験ダイビング・宿泊 

魚庵さゝ家 戸田 1480-1 宿泊 

とさわや旅館 内浦三津 88-15 飲食・宿泊 

ニューウェルサンピア沼津 宮本字元野 80-27  立ち寄り入浴・宿泊 

沼津グランドホテル 大手町 3 丁目 6-12 宿泊 

沼津リバーサイドホテル 上土町 100-１ 飲食・記念写真・式場・宿泊 
 

別紙２ 



 

市内協賛施設でのスペシャルサービスについて 

 

 市内の協賛施設では、以下のスペシャルサービスをご用意して皆様のお越しをお待ちしています。 

  

 

味わいの宿  ときわや（沼津市戸田 289-1） 

 サービス：①一泊二食（通常 18,000 円）を 16,000 円で提供します。 

      ②一泊二食（通常 18,000 円）を 13,500 円で提供します。 

      ③館内での写真撮影・記念写真をプレゼントします。 

 対象期間：①結婚の日（新婚）から１ヶ月、②金婚・銀婚記念日前後 1 ヶ月 

     ③毎年の結婚記念日前後 1 ヶ月 

 問合せ先：0558-94-3333  ＨＰｱﾄﾞﾚｽ（http://www.tokiwaya.info/） 

 

 

オーシャン ビュー フジミ （沼津市西浦江梨９９３） 

 サービス：①体験ダイビング（通常 8,０00 円）を 6,０00 円（税別）で提供します。 

      ②宿泊料金を 2 割引きで提供します。 

 対象期間：①結婚の日（新婚）から３ヶ月、②毎年の結婚記念日前後 1 ヶ月 

 問合せ先：055-942-3052  ＨＰｱﾄﾞﾚｽ（http://www.ose-fujimi.com/） 

 

 

魚庵さゝ家 （沼津市戸田１４８０－１） 

 サービス：各種宿泊プランを 10％割引きで提供します。 

 対象期間：結婚の日（新婚）から 1 ヶ月又は毎年の結婚記念日の前後 1 ヶ月 

 問合せ先：0558-94-2378  ＨＰｱﾄﾞﾚｽ（http://www.gyoan-sasaya.co.jp/index.html） 

 

 

とさわや旅館 （沼津市内浦三津８８－１５） 

 サービス：①飲食利用時にソフトドリンクと三津シーパラダイス又は淡島マリンパーク優待券を

プレゼントします。 

      ②特別宿泊プラン（通常 10,000 円）を 9,000 円（税別）で提供します。 

 対象期間：①結婚の日（新婚）から 1 ヶ月又は金婚・銀婚記念日前後 1 ヶ月 

②結婚の日（新婚）から 1 ヶ月又は毎年の結婚記念日前後１ヶ月 

 問合せ先：055-943-2002  ＨＰｱﾄﾞﾚｽ（http://www.izunumazu-tosawaya.jp/） 

 

 

 



 

 

 

ニューウェルサンピア沼津 （沼津市宮本字元野８０－２７） 

 サービス：①温泉入浴と喫茶ドリンクを無料で提供します（ペア） 

        ※当日、入浴できない場合は入浴無料券を贈呈します。 

      ②特別宿泊プラン（アワビ・愛鷹牛ステーキ等の和洋会席膳） 

（15,800 円（平日 1,000 円引））を 35％割引きで提供します。 

 対象期間：①結婚の日（新婚）から 1 ヶ月、②金婚・銀婚記念日前後 1 ヶ月 

 問合せ先：055-922-5555  ＨＰｱﾄﾞﾚｽ（http://www.nws-numazu.jp/） 

 

 

沼津グランドホテル （沼津市大手町３－６－１２） 

 サービス：宿泊ツインルーム利用（通常 11,550 円）を 8,000 円で提供します。 

 対象期間：結婚の日（新婚）から 1 ヶ月又は毎年の結婚記念日前後 1 ヶ月 

 問合せ先：055-962-0001  ＨＰｱﾄﾞﾚｽ（http://www.numazu-grand.co.jp/） 

 

 

沼津リバーサイドホテル （沼津市上土町１００－１） 

 サービス：①結婚式会場費（通常 15 万円）を無料にします。 

      ②御用邸記念公園（東附属邸）での人前結婚式を特別価格で提供します。 

      ③チャペル又は神殿内での写真撮影（カメラ持参）を無料で行います。 

            ※プロ写真（衣装着用）の場合は 3 万円で提供します。 

      ④記念会食等の飲食費（家族分を含む）を 10％引きで提供します。 

⑤宿泊（ﾂｲﾝ 16,000 円を 11,500 円、ｼﾝｸﾞﾙ 9,000 円を 6,300 円）で提供します。 

 対象期間：①・②当ホテルで結婚式を挙げる方はいつでも 

③結婚の日（新婚）から 1 ヶ月、④・⑤毎年の記念日前後１ヶ月 

 問合せ先：055-952-2411  ＨＰｱﾄﾞﾚｽ（http://www.numazu-rs-hotel.com/） 

 

※ゴールデンウィークや夏季繁忙期などは、希望日にご利用できない場合があります。ご利用の

際には、事前に各協賛施設にご連絡の上、ご確認ください。 

  

【市内協賛施設（サービス）の募集】 

 私たちと一緒に夫婦の記念日を祝福していただける市内施設（サービス等）を募集します。 

 飲食店、物品販売等、業種は問いません。記念日を迎えるご夫婦やご家族を心から祝福したい。

そんな思いをお持ちの皆様の参加をお待ちしています。 

 多くの方々にご利用いただき、沼津市の魅力を知っていただけるサービスにしてまいりたいと考

えております。ご協力をお願いします。 

 (お問合せ・連絡先) 沼津市役所市民課 055-934-4720 

別紙３ 


