
Ａ Ｂ＝コンベンションホールA・B　　　※休館日 14 日㈪
多＝多目的ホール（キラメッセぬまづ）ギ＝市民ギャラリー

２㈬～
７㈪ ギ第 69 回静岡県華道展　10 時～ 15 時（最終日は 17 時 30 分まで）無 19㈯・

20㈰ 多輸入車アウトレットフェア in キラメッセ沼津　10 時～ 18 時 無

３㈷ 多プロレスリング・ノア　沼津大会　15 時～ 17 時 30 分　有
23㈷

Ａ仕事研究＆インターンシップフェア　沼津会場　13 時～ 17 時　無
５㈯・
６㈰ 多東部中古車まつり（第 66 回）　10 時～ 17 時　無 多中学制服、体操着、ジャージ試着展示予約注文会

　10 時～ 15 時 30 分　無

６㈰ 多合同起業面談会　シゴトフェア　11 時～ 17 時　無 27㈰ Ｂ 2022 ビジョンサポート機器展・相談会 in 沼津（目の愛護デー
　関連行事）　10 時～ 15 時　無

17㈭～
21㈪

ギパネル展「空のない星～ホロコーストの子供たち～」
　10 時～ 18 時（最終日は 12 時まで）　無

30㈬～
12/４㈰

Ｂキルトハウス　カントリードール　パッチワークキルト作品展
10 時～ 18 時　無

☎ 055-920-4100プラサ ヴェルデ

無＝入場無料 有＝有料（料金等詳細についてはお問い合わせ下さい）11月 市民文化センター・プラサ ヴェルデの主な催し
※催しは変更される場合があります。

大＝大ホール　小＝小ホール ※休館日 14 日㈪・21 日㈪

３㈷ 大第 49 回沼津市芸術祭　音楽の広場　13 時～ 16 時　有 13㈰ 大さだまさしコンサートツアー 2022 ～孤悲～　17 時～ 19 時 有

5㈯
大 SUMMER　STYLE　AWARD2022　12 時 30 分～ 19 時 有 19㈯ 小第 49 回沼津市芸術祭　新舞踊祭　11 時 30 分～ 15 時 30 分 有

小第 49 回沼津市芸術祭　クライネムジークコンサート
　13 時 30 分～ 16 時　有 20㈰

大でんじろう先生の学べる科楽劇場　① 13 時～ 14 時 10 分　
　② 15 時 30 分～ 16 時 40 分　有

6㈰ 小第 49 回沼津市芸術祭　芸能祭　12 時 30 分～ 16 時　有 小第８回　宇都木JBLエレキコンサート　17 時 30 分～ 19 時 40 分　有
８㈫ 小ハーモニカコンサート　13 時 30 分～ 15 時 45 分　無 23㈷ 大第２回　A’s　STUDIO発表会　14 時～ 16 時　無

12㈯
大第 13 回ブラスの祭典 in 沼津　ヤマハ吹奏楽団～匠のバンド
　を沼津で聴こう～ 15 時～ 17 時　有 26㈯ 小浦の星吹奏楽部　第２回定期演奏会　17 時～ 19 時　無
小第 13 回ブラスの祭典 in 沼津～匠のバンドを沼津で聴こう～
　中高生アンサンブル成果発表会　13 時～ 14 時 30 分　無 27㈰ 小令和４年度さんさん学習フェスティバル　10 時～ 15 時 30 分　無

☎ 055-932-6111市民文化センター

広報紙に関するお問い合わせ、ご意見・ご感想は〒410-8601 沼津市役所 広報課までどうぞ。
■TEL ０５５-９３４-４７０３　■FAX ０５５-９３５-１５６０　■メール kouhou@city.numazu.lg.jp
この広報紙は、再生紙を使用しています。

広報ぬまづ  ２０2２年10月15日号 No.１6７７ https://www.city.numazu.shizuoka.jp/

今回
の担当ライター

５月までに３回目接種を完了した 12 ～ 59 歳の人に４回目接種
券を発送しました。お手元に届きましたら予約が可能です。また、
10 月 26 日㈬からキラメッセぬまづで集団接種を実施します。

新型コロナワクチン（オミクロン株対応）接種について
◆市相談受付窓口
危機管理課　☎055-934-4803　☎055-934-4758
（平日、８時 30 分～ 17 時 15 分）
◆県発熱等受診相談センター
※ かかりつけ医がない人で発熱や倦怠感等がある場合
　☎050-5371-0561（24 時間）
　☎050-5371-0562（平日、8時30分～17時15分）

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

こんにちは。公認ライターのペンギンです。来年度の保育園等の利用の申込がスタートしま
したね。proud NUMAZU kosodate では、保育園探しに役立つ細かい情報を集めました。

オムツも駐車場もわかる！子育てポータルサイトへGO!

広報ぬまづと
子育て応援グループの

コラボ企画

ペンギンペンギン

保育園の細か～い情報が　
わかるようになりました！

　駐車場の台数、オムツの持参や持ち帰り、給食のアレルギー
対応、外国語への対応など「自分で集めるのは大変だけど、知
っておきたい細かい情報」ってたくさんありますよね。私も移
住したばかりで保育園を探していたのでひと苦労でした。しか
しそんな情報が、市の子育てポータルサイトで見られるように
なりました！
　さらに「保育園さがしワークシート」を使えば、見学
の際の聞くことの例やメモ欄があり、とても便利！ぜ
ひ活用して保育園見学や検討にお役立てください！

◆ワクチン接種の予約・相談受付 ☎0120-236-258（フリーダイヤル）
8時 30 分～ 18 時（土・日曜日、祝・休日も受付）

◆新型コロナウイルスワクチン接種室 ☎055-951-3588
平日、8時 30 分～ 17 時 詳細はこちら

※proud NUMAZU kosodate の詳細は、子育てポータルサイトをご覧ください。
　子育てポータルサイト　https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/kyoiku/kosodate/

インスタグラムインスタグラム フェイスブックフェイスブック

【子育てポータルサイトの使い方】
TOPページにある
バナーをクリック！

「沼津市内保育園一覧」へ

気になる保育園を
クリック！

各園の詳細へ
ポータルサイトポータルサイト


