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講座講座
教室教室「そよかぜ」「そよかぜ」「そよかぜ」

青少年教育センター公開講座青少年教育センター公開講座青少年教育センター公開講座

　コロナ禍でストレスを抱える子供とその
家族へ向けて、親子で乗り越え、成長する
ための対応を考える講座を開催します。
と　き　１１ 月 １２ 日㈮
時　間　講座　１９ 時〜 ２０ 時
　　　　座談会　２０ 時 ２０ 分〜 ２０ 時 ５０ 分
ところ　青少年教育センター
演　題　�コロナ禍のストレスに苦しむ子ど

もたちへの対応
講　師　林彩子さん（臨床心理士）
対　象　子供を持つ保護者（託児なし）
定　員　３０ 人（先着順）
申込方法　１０月 ２５ 日㈪、９時から電話で
青少年教育センター　☎０５５-９５1-344０

イベイベ
ントント ベビーリトミックベビーリトミックベビーリトミック

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

　音に合わせてリズム感を養う「ベビーリ
トミック」で、親子のコミュニケーション
を深めましょう。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　１１月 ２５ 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
申込方法　１０ 月 ２５ 日㈪、１１ 時から電話で
千本プラザ　☎055-962-3313
長寿福祉課　☎０５５-９34-4８34

子育て

講座講座
教室教室 自信がもてる子育て講座（秋期）自信がもてる子育て講座（秋期）自信がもてる子育て講座（秋期）

家庭教育について学ぼう家庭教育について学ぼう家庭教育について学ぼう

と　き　①１１ 月８日㈪、②１６ 日㈫、③２２
　　　　日㈪、１０ 時〜 １１ 時 ４０ 分（全３回）

ところ　サンウェルぬまづ多目的ホール
対　象　�中学生以下の子供を持つ保護者、
　　　　子育てに関心のある人（託児なし）
定　員　５０ 人（先着順）
受講料　３００ 円
申込方法　�１０ 月 ２６ 日㈫、８時 ３０ 分から
　　　　電話または専用フォームで
生涯学習課　☎055-934-4870

内　容 講　師

①「いい子」を求めない子育てのすすめ
佐々木光郎さん（県立
短期大学部非常勤講師）

② 子どもにまつわるお金のあれこれ
真覚良信さん（金融
広報アドバイザー）

③ よりよい親子関係のためのア
サーティブコミュニケーション

名古澄代さん（子
育てサポーター）

専用フォーム

イベイベ
ントント「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

時　間　①④１０ 時〜 １２ 時
　　　　②③１０ 時 ３０ 分〜 １２ 時
対　象　子供とその保護者
※①④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 １０/２４ ㈰ ときわ保育所園庭
② １０/２５ ㈪ 双葉町公園
③ １１/ １㈪ 中央公園
④ １１/ ７㈰ 大岡保育所園庭

講座講座
教室教室 イングリッシュアドベンチャーイングリッシュアドベンチャーイングリッシュアドベンチャー

楽しみながら英語を学ぶ楽しみながら英語を学ぶ楽しみながら英語を学ぶ

　ALTの先生たちと英語でアクティビティ
を楽しみながら、コミュニケーションの取
り方と国際感覚を学びます。
と　き　�１１ 月６日㈯、８時〜 １６ 時
ところ　青少年教育センター
対　象　市内に住む小学校５・
　　　　６年生
定　員　２５ 人（申込多数の場合
　　　　は抽選）
参加料　２，０００ 円
申込方法　１０ 月 ２６ 日㈫までに専
　　　　用フォームで
生涯学習課　☎０５５-９34-4８71

詳細はこちら

講座講座
教室教室 子育て支援基礎講座（後期）子育て支援基礎講座（後期）子育て支援基礎講座（後期）

子供の発達や関わり方などを学ぶ子供の発達や関わり方などを学ぶ子供の発達や関わり方などを学ぶ

　子供の発達や関わり方など、子育て支援
に必要な基礎知識を学ぶ講座です。
と　き　�１１ 月８日㈪、１１ 日㈭、１２ 日㈮、

１３ 日㈯、９時 ３０ 分〜
　　　　１２ 時（１３ 日は １２ 時 ３０
　　　　分まで　全４回）
ところ　�サンウェルぬまづ大会議室、健康

増進ルームほか
対　象　地域の子育て支援や託児ボランテ
　　　　ィアに関心のある人
定　員　２５ 人（先着順）
申込方法　�１０ 月 ２５ 日㈪、９時から電話また

はファクスで
沼津っ子ふれあいセンター「ぽっぽ」

　☎�０５５-９５2-８０77
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内　科�
平　　　日　 １７時〜２１時
土　曜　日　 １２時〜１８時
日曜日、祝休日　 ８時〜１８時

小児科�
平　　　日　 １７時〜２１時
土　曜　日　 １２時〜１８時
日曜日、祝休日　 ８時〜１８時

外　科�
平　　　日　 １７時〜２１時
土　曜　日　 １２時〜１８時
日曜日、祝休日　 ８時〜１８時

１０月 １5 ㈮ 森医院 966-2017 石川 りゅうじん医院 988-3133 長泉町下土狩 遠藤クリニック 975-8801 清水町久米田
１6 ㈯ 池田病院 986-1212 長泉町本宿 桜ヶ丘こども 983-0833 三島市谷田 池田病院 986-1212 長泉町本宿

１7 ㈰
つかだ医院
なおきクリニック
いずみクリニック

983-1577
929-8555
993-4760

清水町堂庭
東椎路
裾野市茶畑

すずきファミリー 960-0333 一本松 東医院
ひがしおかクリニック

921-5520
941-8269

高沢町
清水町柿田

１8 ㈪ 小林内科医院 921-2165 米山町 白十字小児科 933-5111 下香貫馬場 えがわ医院 921-5148 高島本町
１9 ㈫ 久道医院 986-6387 長泉町中土狩 １８時～

三島メディカル 972-0711 三島市南本町 鈴木（州）医院 993-0430 裾野市佐野
2０ ㈬ 旭医院 966-0031 原 まるやま小児科 981-8577 清水町堂庭 おおしろクリニック 976-0027 清水町堂庭
2１ ㈭ 森岡医院 962-1084 大岡 西村医院 971-6510 長泉町下土狩 池田病院 986-1212 長泉町本宿
22 ㈮ さはこクリニック 999-3850 長泉町中土狩 杉谷小児科 923-6543 筒井町 関外科 921-2185 花園町
23 ㈯ さとやまクリニック 939-8031 東原 大橋内科・小児科 992-2800 裾野市佐野 さとやまクリニック 939-8031 東原

24 ㈰
花クリニック
岩渕内科医院
遠藤医院

987-9145
951-4579
997-0533

長泉町下土狩
添地町
裾野市葛山

田中医院 921-2053 高島町 山本整形外科
遠藤医院

989-8111
997-0533

長泉町南一色
裾野市葛山

25 ㈪ おぐち医院 992-6611 裾野市深良 すずきファミリー 960-0333 一本松 守重医院 931-2511 我入道江川
26 ㈫ 大沢医院 931-1019 御幸町 １８時～

三島メディカル 972-0711 三島市南本町 駿東整形 922-8855 高沢町
27 ㈬ 村岡クリニック 954-2000 大岡 りゅうじん医院 988-3133 長泉町下土狩 松原医院 962-1496 白銀町
28 ㈭ 今井医院 921-3211 五月町 西村医院 971-6510 長泉町下土狩 池田病院 986-1212 長泉町本宿
29 ㈮ 新井クリニック 992-0811 裾野市久根 スキップこども 992-6303 裾野市茶畑 金元整形 924-0112 松長
3０ ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 よざ小児科 967-5722 原 瀬尾記念慶友 935-1511 下香貫島郷

3１ ㈰
清流クリニック
武藤医院
大橋内科・小児科

941-8688
931-0088
992-2800

清水町堂庭
三園町
裾野市佐野

大橋内科・小児科 992-2800 裾野市佐野 沼津整形遠藤クリニック
921-3791
975-8801

共栄町
清水町久米田

１１月 １ ㈪ 田沢医院 962-1205 大手町 杉谷小児科 923-6543 筒井町 田沢医院 962-1205 大手町
2 ㈫ 本村クリニック 969-0001 大塚 クボタ小児科 975-7984 三島市泉町 田中クリニック 992-1881 裾野市伊豆島田

3 ㈷
杉山病院
あそうクリニック
込宮クリニック

963-4114
929-7575
992-8686

錦町
筒井町
裾野市茶畑

まるやま小児科 981-8577 清水町堂庭
駿東整形
五十嵐クリニック
込宮クリニック

922-8855
934-6700
992-8686

高沢町
志下
裾野市茶畑

4 ㈭ 小林内科医院 921-2165 米山町 白十字小児科 933-5111 下香貫馬場 池田病院 986-1212 長泉町本宿
5 ㈮ 高桑医院 997-0486 裾野市岩波 りゅうじん医院 988-3133 長泉町下土狩 清水館医院 993-2323 裾野市茶畑

耳鼻科
８時〜１７時

１０月１7㈰わたなべ耳鼻咽喉科 0545-65-6787富士市松岡 24㈰さわだの森耳鼻咽喉科 929-8787西沢田 3１㈰三島中央病院 971-4133三島市緑町
１１月 3㈷こだま耳鼻咽喉科 926-1333庄栄町

眼科
８時〜１７時

１０月１7㈰小野眼科 929-1881高島町 24㈰矢田眼科 962-2006三枚橋町 3１㈰はとり眼科 987-6789長泉町中土狩
１１月 3㈷三島総合病院 975-3031三島市谷田

産婦人科
８時〜１７時

１０月１7㈰いながきレディース 926-1709宮前町 24㈰島田産婦人科 972-6100清水町伏見 3１㈰関谷レディース 968-6611西椎路
１１月 3㈷井関マタニティ 952-4103八幡町

歯科
８時〜１７時

１０月１7㈰おざわ歯科医院 951-2534大岡 24㈰小野歯科医院 921-9053高島町 3１㈰アップル歯科医院 923-8050新宿町
１１月 3㈷片岡歯科口腔外科醫院 931-2009下香貫樋ノ口

2021年

１０１０救急協力医月１5日㈮〜１１月５日㈮

協力医は変更される場合があります
事前に電話またはHPでご確認を!!

https://www.city.numazu.
shizuoka.jp/kyouryokui/

ホームページアドレス救急協力医テレホンサービス

☎055–958–0119

沼津夜間救急医療センター　　☎926-8699 ※お間違いのないよう
　ご注意下さい。　　　 日の出町1-15

内　　科
　　　 平　 　日　　20時30分〜翌朝7時
土・日曜日、祝休日　　18時〜翌朝7時　 　

小　児　科
　　　 平　 　日　　20時30分〜翌朝7時
土・日曜日、祝休日　　18時〜翌朝7時　 　

外　　科
　　　 平　 　日　　20時30分〜翌朝7時
土・日曜日、祝休日　　18時〜翌朝7時　 　

静岡こども救急電話相談　☎＃8000 または ☎054-247-9910夜間や休日のこどもの病気や怪我で
受診させるべきか迷ったときはこちらへ

静岡県広域災害救急医療情報システム　☎0800-222-1199近隣市町の協力医についてはこちらへ

◉火災など災害情報テレホンサービス ☎ 055-926-0119


