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子育て

明るい未来のまち﹄

各電話番号へ

２〜５月分の児童手当

６月 １3 日㈪は児童手当の支給日です
日㈪は児童手当の支給日です

❖６月から制度が一部変更されます
今年度から現況届の提出は原則不要ですが、
必要な人には６月中旬に現況届を郵送しますの
で提出して下さい。また、６月分以降の手当に
は新たに所得上限額が設けられます。詳細は、
市ホームページをご覧下さい。 広報ぬまづ 検索
こども家庭課 ☎055-934-4827
お知
らせ

子供の発達相談に応じます

ひまわり相談会のご案内

就学前の子供の発達を心配している保護
者のための相談会です。
と き ６月 17 日㈮、14 時〜 16 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）
定 員 ２人（申込多数の場合は抽選）
申込方法 ６月 10 日㈮、17 時までに電話で
児童発達支援センターみゆき ☎055-968-0500
お知
らせ

母子健康手帳機能付き

イベ
ント

サンウェルぬまづ多目的ホール

❖赤ちゃん DAY とプレママ講座
と き ６月 18 日㈯、10 時 30 分〜 11 時 30 分
内 容 妊婦や経産婦のためのストレッチ等
対 象 概 ね生後 6 カ月未満の乳児とそ
の保護者、安定期に入った妊婦
定 員 20 組（申込多数の場合は抽選）
申込方法 ６月 14 日㈫までに専用
フォームまたは電話で 専用フォーム
❖親子で塩麹・醤油麹の仕込み講座
と き ７月 18 日㈷、13 時 30 分〜 14 時 30 分
内 容 麹の仕込からその後の過程までを
親子で楽しもう
対 象 小学生とその保護者
定 員 15 組（先着順）
参加料 １人 500 円（材料代）
専用フォーム
申込方法 ６月 10 日㈮、９時 30 分から専用フォームで
※いずれも詳細は、お問い合わせ下さい。
サンウェルぬまづ ☎055-922-1501
社会福祉課 ☎055-934-4824

皆さんの地域・学校・職場へ出張し、市の職員が無料で講座
を行います。74 のメニューがあり、市役所各課の担当職員が
市政に関する学習をお手伝いします。
原則として平日・休日を問わず、
９時〜 21 時のうち２時間以内
ところ 市内各所（会場は申込者が用意）
対 象 市内の 10 人以上の団体や企業等
申込方法 希望の講座と予定日を決めてから、
１カ月前までに生涯学習課へ直接

自動的に通話内容の録音
を相手に伝え、録音する
機器

自動的に着信番号から悪
質電話を判別し、通知又
は遮断する機器

通話録音機器又は着信自
動判別機器の機能が内蔵
されている電話機

象 市内に住む 65 歳以上の人
容 機器購入及び設置費の１/ ２（上限５千円）
※消費税及び地方消費税に相当す
る額を含み、当該機器の購入及

募集期間

び設置に要した額に千円未満の
端数がある時は、その端数を切
り捨てた額の１/ ２。
予算に達し次第終了
※受付状況は市ホームページをご
覧下さい。 広報ぬまづ

申込方法

市役所２階生活安心課、各地区セン
ター、市立図書館、保健センター、
各地域包括支援センター又は市ホー
ムページにある交付申請書兼請求書

と同意書兼誓約書に、その他必要な
書類を添えて、直接又は郵送
※１世帯につき１台のみの申込です。
生活安心課
※機器が補助金の対象となるか不明な場合
（消費生活センター）
は、購入前にお問い合わせ下さい。
生活安心課（消費生活センター） 〒410-8601 沼津市役所 ☎055-934-4841

６〜10月頃は大雨等による災害が発生しやすい時期です。市
は状況に応じた情報を発令し避難所を開設しますが、皆さんも
自ら情報を入手し、命を守るための早めの行動に努めましょう。

避難する前のチェック項目

【講座の一部を紹介します】
分類
市政
安全・
安心
くらし
環境・
水

講

座

名

沼津市のまちづくりについて
私たちの多文化共生
土砂災害の話

分類

講

座

名

都市・ バスに乗ろう！
交通 空き家について
保育士目線の子どもとの関わり
福祉
手話を知ろう
プロジェクト
「TOUKAIー0」我が家の専
門家診断及び耐震補強助成制度
沼津のいろいろ文化財
ぬまづの宝 100 選について
教育・
文化 はじめよう 電子図書館
消費者トラブルあれこれ
みんなで考える " ごみと私たち "
生涯学習のススメ
生物多様性について
お口の健康 学びマウス！
〜オーラルフレイル予防講座〜
沼津市の観光振興ビジョン
健康
乳幼児の楽しい食育
地域ごとに特色あるって面白い！沼津市
の４漁協
高齢者のための健康講座

※政治、宗教または営利を目的とした催し等を行うときは、講師を派遣できません。
※詳細は、市役所８階生涯学習課、市立図書館、各地区センター等で配布しているパンフレ
ットまたは市ホームページをご覧下さい。 広報ぬまづ
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内蔵固定電話機

居住地域が危険かどうか確認する
浸水想定区域や土砂災害警戒区域を確認し、
避難の必要性を事前に把握しておきましょう。
※各種ハザードマップは、市ホームページ
をご覧下さい。 広報ぬまづ
避難所以外への避難を検討する
安全な地区に住む親戚や友人宅、自宅の
２階への避難（垂直避難）等、
過密が防げる避難先も検討し
ましょう。
健康状態を確認する
感染症対策の徹底のため、体調が悪いと

感じた人は、避難所で職員に申告をして頂
きます。円滑な対応のため、事前に検温し、
自身の健康状態の確認をお願いします。
必要なものを確認する
食料・飲み物・服用薬など必要なものを

確認しておきましょう。

避難所での感染を防ぐために
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止のため、以下の対策に取り組みましょう。
①マスクを着用し、可能であれば手指消毒
液、体温計を持参する。
②できる限り密集や密接を避け、換気を心
がけ、人との距離をとる。
※十分な換気を行うため、寒さ対策の準
備をお願いします。
③健康状態を定期的に確認し、体調が悪く
なったときは速やかに職員に申し出て指
示を受ける。

宿泊施設利用補助制度

要介護３以上の人や障害者手帳を持って

いる人等、避難行動に不安の
ある人は、市の指定する宿泊
施設を利用した際に補助金が
でます。

風水害時の避難と新型コロナ
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着信自動判別機器

ウイルス感染症対策

市職員が講師となって
出前講座を行います
☎055-934-4870

対
内

通話録音機器

き

産業

生涯学習課

対象機器

沼津市子育て応援アプリ「ぬまづ子育て応援団」をご活用下さい

妊娠中からの成長記録、予防接種のスケジュール管理、その他幅広い
子育て情報へアクセスができます。便利なアプリを是非ご活用下さい。
アプリはこちら▶
健康づくり課 ☎055-951-3480

と

市では、特殊詐欺や悪質商法などの被害を未然に防止するこ
とを目的として、令和４年６月１日以降の悪質電話対策機器の
購入及び設置に係る費用の一部を補助します。

ふれあい交流室のイベント

悪質電話対策機器の
購入費等補助金

﹃子育て安心

ひろげよう︑子育ての輪

お問い合わせは

お知
らせ

危機管理課
詳細はこちら

☎055-934-4758
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