子育て

お知 10 月１日から新しくなります
らせ こども医療費受給者証

千本プラザ赤ちゃん DAY

ハワイアンリトミック

英語とハワイアンミュージックに合わ
せて、ハロウィーンを楽しもう。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 10 月 27 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 ９月 27 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
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ゲッコウガ
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パパとキッズの

わくわくクッキング

大人の生活習慣病の予防と子供の成長
を考えた「おやつ」を作りましょう。
と き 10 月 29 日㈯
時 間 10 時〜 11 時 30 分、13 時 30 分〜 15 時
ところ 保健センター調理実習室
対 象 小学校１〜６年生とその保護者
定 員 各６組（申込多数の場合は抽選）
参加料 400 円（食材費）
持ち物 筆記用具、エプロン、三角巾、
手拭きタオル
申込方法 ９月 30 日㈮、17 時までに電話で
健康づくり課 ☎055‑951‑3480

持ち物 飲み物、タオル、マスク
申込方法 10 月８日㈯、10 時から電話ま
たは専用フォームで
※動きやすい服装でお越しください。
愛鷹広域公園管理事務所 ☎055‑924‑8878
ウィズスポーツ課 ☎055‑934‑4875

「子どもの遊び王国 in 沼津」愛鷹広域公園で開催！

大人も子供も一緒に体を動かしたり、工
作など様々な遊びを体験できる誰もが楽し
めるイベントです。当日直接会場へお越し
ください。皆さんの参加をお待ちしています。
と き 10 月９日㈰、10 時〜 14 時
（雨天中止、開会式９時 30 分から）

多目的競技場
・ストラックアウト
・ペットボトルボウリング
・クラフトコーナー
・こままわし
・カローリング他

芝生広場
・わりばしテッポウ
・モンキーブリッジ
・ペンシルバルーン
・たこ揚げ他

※競技場の芝やトラックを傷つける恐れの
ある履物での入場はできません。
※沼津駅南口バスターミナル７番乗り場か
ら、沼津駅北口経由の「あしたか運動公
園」行きバスが出ています。
生涯学習課 ☎055‑934‑4871

〜多彩なコーナーを用意しています〜

お問い合わせは

里親とは、経済的困窮や虐待、親の行
方不明など様々な事情によって家庭での
養育が受けられなくなった子供たちを、
県知事の認定を受けて自分の家庭に迎え
入れ、養育する人のことです。
里親についての相談会
と き 10 月８日㈯、10 時〜 14 時
ところ 沼津っ子ふれあいセンター「ぽっぽ」
対 象 里親希望の人、関心のある人
※当日、直接会場へどうぞ。
沼津里親会代表 村木さん ☎090‑6074‑7484
こども家庭課 ☎055‑934‑4828

ゲッコウガになりきって、５つの修行に挑戦しよう！

と き 10 月 29 日㈯
時 間 10 時〜 11 時 30 分､ 13 時〜 14 時 30 分
ところ 愛鷹広域公園多目的競技場他
対 象 年長〜小学校２年生
定 員 各 30 人（先着順）
参加料 ２千円
イベ
ント

10 月は
「里親月間」
です

広報ぬまづ 2022.9.15 号

子育て

保育園の細かい情報を収集

保育園さがしワークシートを制作

登園方法、オムツの持参、駐車場の台数、
給食や行事の種類など、保育園さがしで必

各園の基本情報や細かい情報の記入欄に
加え、見学時に色々メモできるワークシー

確認ください。

しょう。

要でも、これまでなかなか調べきれなかっ
た細かい情報を一挙に集めました。子育て
ポータルサイト「沼津市内保育園一覧」でご

トで、園情報の整理にも使いやすくなって
います。子供の性格や体質など、通園にあ
たって不安なことなども先生に聞いてみま

画面イメージ

「子育てポータルサイト」
の情報を活用して、見学に行こう！

保育園で先生の話を聞く、園で過ごす子供たちの姿を見るなど、実際に行ってみない
とわからないことがたくさんあります。皆さんの貴重な見学時間を、先生や園児の様子
など肌で感じることに集中できるよう、
「子育てポータルサイト」の情報をご活用ください。

令和５年４月からの保育園等の入園申込について

令和５年４月から保育園等の入園を希望する人を対象に、申込書類を配布します。保育園
等の利用には、保護者の就労状況等、保育を必要とする事由が必要です。
配布期間 10 月３日㈪から７日㈮まで（市役所１階多目的スペース）
10 月11日㈫から（市役所１階子育て支援課）
※いずれも、配布時間は９時から 16 時 30 分までです。
申込方法 10 月 27 日㈭から、市役所 1 階子育て支援課または戸田こども園に申込書類と必
要書類をあわせて、原則持参で提出
第 1 回締め切り 11 月 15 日㈫ 第 2 回締め切り（最終）令和５年１月 31 日㈫
※申込書類は市内各保育園等でも配布しますが、数に限りがあります。

。
※求職活動での入園を希望する場合は、第１回締め切りの翌日から受け付けます。
※5 月以降の入園を希望する場合は、入園を希望する月の前月の 15 日
（土・日曜日、祝・休日の場合は、前の平日）までに申込してください。
※現在保育園等を利用している人には、各園を通じて別途案内します。
子育て支援課 ☎055‑934‑4826
保育園等・・・認可保育所、認定こども園
（保育園部）
、小規模保育事業所

﹁子育てポータルサイト﹂を活用しよう

ひろげよう︑子育ての輪！

明るい未来のまち﹄

イベ
ント

温かい愛情と正しい理解をもって育てよう

保育園等の入園申込がスタートします

﹃子育て安心

受給対象者（高校３年生相当年齢まで）
に、新しい受給者証（桃色）を９月中旬に
郵送します。10 月から、医療機関等に
かかる際は、健康保険証と一緒に医療機
関の窓口に提出してください。
転入・出生等により受給者証の交付を
受けていない場合は、対象の子供の健康
保険証と印鑑を持参し、市役所１階こど
も家庭課で申請してください。
※受給者証は１人１通で郵送するため、同
世帯でも到着に差がある場合があります。
こども家庭課 ☎055‑934‑4827

お知
らせ

令和５年度幼稚園・認定こども園
（幼稚園部）
入園申込について

10 月３日㈪から市内各幼稚園と各認定こども園で入園の申込を受け付けます。手続き等
の詳細は、各施設へお問い合わせください。
各園の
詳細はこちら

子育て支援課
保育園

認定こども園

小規模保育事業所

幼稚園

☎055‑934‑4826
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