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夏期集中キャンプ期間
自然豊かな市民の森で遊ぼう

と　き　�７月 20 日㈬～８月 ３0 日㈫
　　　　※�宿泊利用は８月 2９ 日㈪の夜ま

でです。
設　備　�常設テント（５～６人用）２張、持

込テントサイト 28 区画、ケビン
（３～４人用宿泊棟）１棟、バーベ
キュー炉（８人用）４炉

申込方法　�利用日の１周間前までに予
　　　　約システムまたは電話で
市民の森管理棟　☎055-942-３１0３
緑地公園課　☎055-9３4-4795

浮島ヶ原の自然観察会
アクアプラザ遊水地

と　き　�８月 2１ 日㈰、９時 ３0 分～ １2 時
対　象　�市内に住むか通勤、通学する人（小

学生以下は保護者同伴）
定　員　３0 人（申込多数の場合は抽選）
持ち物　�飲み物、筆記用具、タオル、帽子、

長靴など汚れても良い履物
申込方法　�８月 １0 日㈬までに電話、ファク

スまたはメールで
※雨天の場合は、室内プログラムを行います。

環境政策課　☎055-9３4-474１ ℻055-9３4-３045
kankyo@city.numazu.lg.jp

予約はこちら

千本プラザイベント　ぷらっと千プラ
内　容 と　き ところ 対　象 定　員 参加料 申込開始

ワークショップ
ロータスペイント

８月１１日㈷、
１0:00 ～ １2:00 陶芸室 小学生以上の人 １６人

（先着順）
１,500 円

（材料費他）
７月 22 日㈮、
１2:３0 から

親子でつくる
リボントレイ

８月１１日㈷、
１３:３0 ～ １5:３0 大会議室

小学生と
その保護者

１5組
（先着順）

１,000 円
（材料費他）

７月 24 日㈰、
１2:３0 から

アロマ練り
香水づくり

８月１１日㈷、
１３:３0 ～ １5:00

多目的
ホール

小学生以上の人
（４年生以下は
保護者同伴）

20人
（先着順）

500 円
（材料費他）

７月 25 日㈪、
１2:３0 から

申込方法　�電話で
千本プラザ　☎055-962-３３１３　 長寿福祉課　☎055-9３4-48３4

※�詳細は、お問い合わせください。

明治史料館　夏休み子ども向けイベント
◆高校生のための一日学芸員体験講座
　博物館と学芸員についての講座と、明治
史料館館内の見学を行います。
と　き　８月４日㈭、１0 時～ １2 時
対　象　市内に住むか通学する高校生
定　員　１0 人（先着順）
持ち物　飲み物、筆記用具
申込方法　��７月 2６ 日㈫、９時 ３0 分から電話で
◆小学生歴史教室～聞いて・みて・考えよう
　私たちが住むまちの戦争のこと～
　戦争体験者のお話や戦争史跡の見学を通
して沼津の戦争を学びます。
と　き ８月９日㈫、９時 ３0 分～ １2 時
ところ 明治史料館　他
対　象　�市内に住むか通学する小学校４～６年生
定　員 １0 人（申込多数の場合は抽選）
参加料　�24 円（保険料）
持ち物　飲み物、筆記用具、タオル、帽子
申込方法　�参加者氏名（ふりがな）、生年月日、

住所、電話番号、学校名、学年を
明記してメール、ファクス、電話
または直接

申込期限　７月 ３１ 日㈰、１６ 時 ３0 分（必着）

と　き　�８月 １0 日㈬・１１ 日㈷、９時～ １2
時（小雨決行）

集　合　８時 50 分に明治史料館
ところ　�海軍技術研究所跡、金岡護国神社、

都立沼津戦時疎開学園の建物　他
対　象　�市内に住むか通学する小学校４～

６年生とその保護者
定　員　�各５組１0人（申込多数の場合は抽選）
参加料　�１組 48 円（保険料）、希望者は別

途資料代 ３00 円
持ち物　飲み物、筆記用具、タオル、帽子
申込方法 参加希望日、参加者全員の氏名（ふ

りがな）、生年月日、住所、電話
番号、子供の学校名、学年を明記
してメール、ファクス、電話また
は直接

申込期限　７月 ３１ 日㈰、１６ 時 ３0 分（必着）

◆平和を考える戦争史跡めぐり
　市内に残る戦争史跡をバスで巡ります。

明治史料館 ☎055-92３-３３３5　℻055-925-３0１8　 cul-meiji@city.numazu.lg.jp
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と　き　 ９月３日㈯、10 時 30 分～ 12 時、13 時 30
分～ 15 時

ところ　千本プラザ多目的ホール
対　象　市内に住む人
定　員　各 20 人（申込多数の場合は抽選）
参加料　2,500 円（材料費）
持ち物　 薄手のビニール手袋、花バサミ
申込方法　 住所、氏名、電話番号（当日、連絡が取れ

る番号）、教室名、希望の時間を明記して
往復はがきまたは専用フォームで

申込期限　８月 18 日㈭（必着）
※はがき１枚につき１人の申込です。
緑地公園課　〒4１0-860１　沼津市役所

　☎055-9３4-4795

初心者大歓迎！
コケ玉作りと観葉植物のミニ寄せ植え教室

　親子で心・体・脳を鍛えましょう。聖隷沼津病院
小児科医による講話・質問コーナーも開催します。
と　き　 ８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、床に敷くバスタオル
申込方法  ７月 25 日㈪、１１時から専用フォームで
千本プラザ　☎055-962-3313
長寿福祉課　☎055-934-4834

親子でヨガミック
千本プラザ　赤ちゃんDAY

自信がもてる子育て講座（夏期）自信がもてる子育て講座（夏期）
サンウェルぬまづ多目的ホール

時　間　１0 時～ １１ 時 40 分
受講料　300 円
申込方法　 ７月 27 日㈬、８時 ３0分から
　　　　電話または専用フォームで
※ 託児はありませんが、子供同伴の場合は、別室
にて講座を視聴できます（電話受付のみ、先着
10 組）。
生涯学習課　☎055-934-4870

とき（全３回） 内　容 定員
８月2９日㈪ Withコロナ時代に必要な子育て

80 人
（先着順）９月５日㈪ おこづかいの与え方、使い方

９月１2日㈪ 子どもの自信を育む支援方法

専用フォーム

専用フォーム

沼津の海が好き♥海水浴場を開設します 観光戦略課　☎055-934-4746

　海越しの富士山が見えるロケーションで、国内最高評価の水質を誇る沼津の海水浴場。今年の夏は、沼
津の海で楽しいひと時を過ごしませんか。来場時には、感染症対策にご協力をお願いします。

と　き　 ７月 16 日㈯～８月 21 日㈰
時　間　９時 30 分～ 16 時

大瀬海水浴場

と　き　 ７月 16 日㈯～８月 21 日㈰
時　間　８時 30 分～ 17 時

井田海水浴場

と　き　 ７月 16 日㈯～８月 31 日㈬
時　間　８時 30 分～ 17 時

御浜海水浴場

と　き　 ７月 16 日㈯～８月 31 日㈬
時　間　８時 30 分～ 17 時

平沢海水浴場（らららサンビーチ）
　令和元年度に環境省が
発表した「水質が特に良
好な水浴場」　は全国で
７カ所あり、このうち沼
津から平沢・井田・大瀬
の３つの海水浴場が選ば
れました。他に選定され
た東京の離島や沖縄の海
水浴場と並び、沼津の海
の水質の良さが評価され
ました。御浜海水浴場の
水質判定結果もとてもよ
く、安心して
楽しんでいた
だくことがで
きます。

沼津の海はすごい！沼津の海はすごい！

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。

８月 25 日㈭、10 時 30 分～ 11 時 30 分

　 １歳未満の乳児とその保護者

沼津の海情報は
こちらから

※�令和２・３年度はコロナ禍の
ため発表なし

※

専用フォーム


