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「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講座講座

教室教室

と　き　11 月 25 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 「学校に行きづらい子どもたちへの対応

～グループワークを通して考える～」
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
※座談会は希望制です。
青少年教育センター　☎055-951-3440

子育て

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

保育士があそびのお手伝い保育士があそびのお手伝い

対　象　子供とその保護者
※雨天の場合は中止です。
※ 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 時間 ところ
11/21 ㈪

10:30 ～
12:00

中央公園
11/29 ㈫ 我入道公園（駐車場あり）
12/19 ㈪ 町中公園

沼津市総合教育会議沼津市総合教育会議
誰でも傍聴できます誰でも傍聴できます

　市長と教育委員会が「地域総がかりで取
り組む教育」について協議します。
と　き　 10 月 25 日㈫、10 時～ 12 時
ところ　水道部庁舎3階会議室
※当日、直接会場へどうぞ。
教育企画課　☎055-934-4821

❖赤ちゃんDAY　ベビーリトミック
と　き 11 月 24 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）
申込方法　10 月 24 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

イベイベ
ントント

❖消しゴムはんこ。で年賀状
　身近で簡単に始められる消しゴムはんこ
で年賀状を作ってみませんか。
と　き 11 月 12 日㈯、12 時 30 分～ 15 時 30 分
ところ　大会議室
講　師 津久井智子さん（消しゴムはんこ作家）
対　象　小学校４～６年生とその保護者
定　員　10 組（申込多数の場合は抽選）
参加料　600 円（材料費他）
申込方法　11 月 1 日㈫、10 時までに
　　　　専用フォームで

千本プラザに行こう！千本プラザに行こう！
楽しい催したくさん楽しい催したくさん

学校説明会へどうぞ学校説明会へどうぞ
市立沼津高等学校の市立沼津高等学校の

施設見学をして、生徒の声を聞きに来ま
せんか。
と　き　 11 月５日㈯、10 時～ 12 時
　　　　（受付は９時 30 分から）
内　容 生徒による部活動等の学校紹介や
　　　　個別相談会
対　象 中学校３年生とその保護者、
　　　　中学校教員
※ 当日、直接会場へどうぞ。
市立沼津高等学校　☎055-921-0805

お知お知
らせらせ

講座講座
教室教室 イングリッシュ　デビューイングリッシュ　デビュー

親子で一緒に遊ぶ初めての英語親子で一緒に遊ぶ初めての英語

ところ　サンウェルぬまづ多目的ホール
対　象　 クラスにより異なります
定　員　各 25 組（申込多数の場合は抽選）
参加料　１組２人 100 円
申込方法　 専用フォームまたは電話で
生涯学習課　☎055-934-4870 専用フォーム

と　き 時 間 クラス 申込期限

11/10㈭
① 9:30 ～ 10:15

②10:45 ～ 11:30

①キッズ２
②ベビー 11/ 1㈫

12/ 3㈯ ①キッズ１
②キッズ２ 11/24㈭

12/18㈰ ①キッズ２
②キッズ１ 12/ 9㈮

対　象　 就労等により月 15 日以上保護者
が昼間家庭にいない小学生

◆令和５年度新入学児童
　健康診断時に書類を配布します。
◆利用中または在学中の児童
直接、各児童クラブにお問い合わせください。
※ 各児童クラブの申込状況等により、入会で
きない場合があります。
※詳細は、市ホームページをご覧ください。
沼津市放課後児童クラブ連絡協議会事務局
（子育て支援課内）　☎055-934-4842

放課後児童クラブの入会について放課後児童クラブの入会について
放課後の子供の居場所のひとつ放課後の子供の居場所のひとつお知お知

らせらせ

専用フォーム

専用フォーム

ホームページ

お知お知
らせらせ
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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

2022年

1010救急協力医月15日㈯～11月５日㈯

◉火災など災害情報テレホンサービス ☎ 055-926-0119 

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 ㈯ 望星第一クリニック 922-0222 柳町 光ケ丘小児科 987-2200 三島市光ケ丘 池田病院 986-1212 長泉町本宿

16 ㈰
林（秀）医院
清流クリニック
いずみクリニック

931-1120
941-8688
993-4760

住吉町
清水町堂庭
裾野市茶畑

白十字小児科 933-5111 下香貫馬場 山本整形外科五十嵐クリニック
989-8111
934-6700

長泉町南一色
志下

17 ㈪ 東名裾野病院 997-0200 裾野市御宿 スキップこども 992-6303 裾野市茶畑 えがわ医院 921-5148 高島本町

18 ㈫ 森本クリニック 976-5221 長泉町竹原 18時～
三島メディカル 972-0711 三島市南本町 守重医院 931-2511 我入道江川

19 ㈬ 新井クリニック 992-0811 裾野市久根 杉谷小児科 923-6543 筒井町 白石医院 951-4593 市道町
20 ㈭ ひらまクリニック 986-7834 長泉町桜堤 西村医院 971-6510 長泉町下土狩 池田病院 986-1212 長泉町本宿
21 ㈮ 森医院 966-2017 石川 田中医院 921-2053 高島町 金元整形 924-0112 松長
22 ㈯ 杉山病院 963-4114 錦町 まるやま小児科 981-8577 清水町堂庭 西方外科 921-1333 共栄町

23 ㈰
岩渕内科医院
ひがしおかクリニック
遠藤医院

951-4579
941-8269
997-0533

添地町
清水町柿田
裾野市葛山

すずきファミリー 960-0333 一本松 駿東整形
遠藤医院

922-8855
997-0533

高沢町
裾野市葛山

24 ㈪ おぐち医院 992-6611 裾野市深良 杉谷小児科 923-6543 筒井町 遠藤クリニック 975-8801 清水町久米田

25 ㈫ 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 こんどうクリニック 925-2420 岡宮

26 ㈬ 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 おおしろクリニック 976-0027 清水町堂庭
27 ㈭ 武藤医院 931-0088 三園町 西村医院 971-6510 長泉町下土狩 池田病院 986-1212 長泉町本宿
28 ㈮ べっく ･クリニック 921-1300 西沢田 よざ小児科 967-5722 原 関外科 921-2185 花園町
29 ㈯ きせがわ病院 952-8600 大岡 スキップこども 992-6303 裾野市茶畑 瀬尾記念慶友病院 935-1511 下香貫島郷

30 ㈰
あきやまクリニック
御成橋栄クリニック
杉山（茂）医院

986-6000
952-2525
992-0028

長泉町下土狩
八幡町
裾野市平松

田中医院 921-2053 高島町 御成橋栄クリニック
桑名眼科脳神経

952-2525
975-2200

八幡町
清水町久米田

31 ㈪ 今井医院 921-3211 五月町 杉谷小児科 923-6543 筒井町 田中クリニック 992-1881 裾野市伊豆島田
11月 1 ㈫ 小林内科医院 921-2165 米山町 クボタ小児科 975-7984 三島市泉町 ひがしおかクリニック 941-8269 清水町柿田

2 ㈬ 旭医院 966-0031 原 まるやま小児科 981-8577 清水町堂庭 鈴木（州）医院 993-0430 裾野市佐野

3 ㈷
望星第一クリニック
薬袋クリニック
大橋内科 ･小児科

922-0222
933-0148
992-2800

柳町
清水町徳倉
裾野市佐野

大橋内科 ･小児科 992-2800 裾野市佐野 池田病院 986-1212 長泉町本宿

4 ㈮ 高田クリニック 962-1410 仲町 すずきファミリー 960-0333 一本松 清水館医院 993-2323 裾野市茶畑
5 ㈯ 池田病院 986-1212 長泉町本宿 桜ヶ丘こども 050-3145-1236 三島市谷田 池田病院 986-1212 長泉町本宿

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　 　

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

耳鼻科
８時～17時

10月16㈰かみで耳鼻咽喉科 0545-53-3321富士市伝法 23㈰サイラクリニック 935-1133市場町 30㈰三島中央病院 971-4133三島市緑町
11月 3㈷さわだの森耳鼻咽喉科 929-8787西沢田

眼科
８時～17時

10月16㈰いとう眼科 946-6666裾野市佐野 23㈰みつい眼科 992-5555裾野市茶畑 30㈰桑名眼科脳神経 975-2200清水町久米田
11月 3㈷桑名眼科 987-5575長泉町下土狩

産婦人科
８時～17時

10月16㈰島田産婦人科 972-6100清水町伏見 23㈰田中産婦人科 971-3541三島市中央町 30㈰清稜クリニック 999-0300長泉町下長窪
11月 3㈷ウスイクリニック 980-5580長泉町下土狩

歯科
８時～17時

10月16㈰飯島歯科医院 921-8150五月町 23㈰池田歯科医院 929-2000北高島町 30㈰いしわた歯科医院 962-2124大手町
11月 3㈷石渡歯科クリニック 923-4858東椎路


