お・知・ら・せ

information

もし災害がやってき
たら、子どもたちにで
きることは何でしょう。
災害時の生活に必要な
技能の習得や仲間作り
を体験し、地域の一員として、大
地震などの自然災害に備える『子ど
もたちのための防災訓練』です。
●と き １０月２０日（土）１３：００
〜２１日（日）１３：００＊１泊２日
（中）
●ところ 旧韮山南小高原分校
●対 象 小 学 生（ ４ 年 生 以 上 ）、
中学生、高校生
●募集人数 ５０人（定員になり次
第締め切り）
●参加料 無料
●申込方法 １０月５日（金）までに
電話またはＦＡＸで下記へ。
●申込み・問合せ
市役所社会教育課 電話０５５‐９４８‐
１４６１ ＦＡＸ０５５‐９４８‐１４７０

レジ袋削減のため、マイバック
持参運動拡大中！リサイクル祭り
実行委員会と市女性の会では、素
敵なマイバック、アイデアを募集
します。
●募集作品 【フリーデザインの部】
素材、形、大きさ自由、オリジナ
ルの手作りバックを募集。
【アイデアデザインの部】素敵なマ
イバックのアイ
デアを募集。図
に説明をつける。
●応募方法
応募用紙（韮山庁舎内クリ
ーン課窓口で配布）を記入し
て、作品とともに市役所クリーン
課へ提出。
●応募期限 １０月１５日（月）
＊応募手続き済みであれば、作品
は当日持参でも可。
（土）
●展示と審査方法 １０月２０日
開催のリサイクル祭り会場で展示、
来場者による投票で審査します。
●申込み・問合せ 市役所クリー
ン課 電話０５５‐９４９‐６８０５

ルールは簡単。小学生から大人
まで気軽に参加してください。雨
天中止。
●と き １０月１４日（日）
受付９：００ 開会式９：３０
競技開始１０：００
●ところ 韮山運動公園多目的広場
●対 象 小学生以上の市民
（３人１組で申し込み）
＊用具がある人は持参。

●募集人数 １８０人（伊豆長岡地区、 ●と き １０月１４日（日）
１３：００〜１６：００
韮山地区、大仁地区各２０チーム）
●参加料 大人１人１００円（小中高
●ところ 韮山時代劇場大ホール
生は無料）＊当日徴収
●対 象 中学生以上の健康な人
●申込方法 １０月４日（木）までに
●募集人数 ５０人（先着順）
申込用紙（あやめ会館、韮山支所と
●参加料 ５００円（保険料ほか）
大仁支所市民サービス課窓口で配
＊当日徴収
布）に記入し、下記へ。ＦＡＸ可。
●持ち物 運動できる服装、靴
●申込み・問合せ 体育協会事務局
●申込方法 ９月２５日（火）までに
（市役所社会教育課内） 電話０５５‐
メールまたは郵送で下記へ。氏名
９４８‐１４６１ ＦＡＸ０５５‐９４８‐１４７０
（フリガナ）、年齢、性別、住所、
電話番号、メールアドレス、学校
名、劇団名を明記。
●申込み 韮山時代劇場付属劇団
む
１０月６日（土）から８日（月）まで 『いず夢』〒４１０‐２１２３四日町７７２
の３日間、アクシスかつらぎで開催
メールizu-dream@jidai.org
は な
される『花華 の舞２００７』に合わせ、 ●問合せ 『いず夢』メールアドレス
鉢花の寄せ植え教室を
または、韮山時代劇場 電話０５５‐
行います。作成した作
９４９‐８６００
品は、イベント当日会
場に展示します。
＊イベントの詳細は、広報いずのく
に１０月１日号でお知らせします。
●と き １１月１２日（月）〜１６日
（金）の５日間 ９：００〜１６：００
●と き １０月３日（水）
１４：００〜１６：００
●ところ 大仁市民会館
●対 象 おおむね６０歳代前半で
●ところ アクシスかつらぎ
就職の意思がある人
多目的ホール
ふすま
●内 容 襖 、障子、網戸等の張
●対 象 市内在住の人
り替え講習
●内 容 鉢花や花壇苗を使った寄
せ植え
●募集人数 ２０人（定員になり次
第締め切り）
●募集人数 ３０人（応募多数の場
合は抽選）
●申込み・問合せ シルバー人材セ
ンター 電話０５５８‐７６‐７５６０
●参加料 無料
＊庭園サービス（各種植木の剪定）
●持ち物 薄い手袋、シャベル
講習会も後日行いますので、問い合
●申込方法 ９月２６日（水）までに
電話で下記へ。
わせください。
●申込み・問合せ 伊豆の国観光協
会 電話０５５‐９４８‐０３０４
新たに屋外広告業を営もうとする
人などを対象に、屋外広告物講習会
を行います。修了者は、屋外広告業
登録制度における屋外広告業の業務
主任者になることができます。
●と き １１月１５日（木）
９：００受付〜１６：４０終了予定
●ところ 静岡県産業経済会館

下記窓口で配布）を記入し下記へ。
●申込み・問合せ 沼津土木事務所
都市計画課 〒４１０‐００５５沼津市高
島本町１‐３ 電話０５５‐９２０‐２２２１

地価公示、地価調査をはじめ、不
動産の鑑定評価制度について皆さん
に知っていただくため、不動産鑑定
士による無料相談会を行います。
●と き １０月４日（木）
１０：００〜１６：００
●ところ 沼津市役所８階
８０５会議室
●相談内容 鑑定評価、価格、賃料、
売買、交換、借地、借家、相続、贈
与、そのほか土地に関すること
●申込み 当日会場で受け付け
（受付締切時間１５：３０）
●問合せ 静岡県不動産鑑定士協会
電話０５４‐２５３‐６７１５

障害のある人が１人でも多く社会
参加し、充実した毎日を送れるよう
就職面接会を行います。
●と き ９月２７日（木）
１３：３０〜１６：００
●ところ ブケ東海三島
●内 容 事業主（２５社程度）と求
職者の個別面談や相談
●問合せ ハローワーク三島
電話０５５‐９８０‐１３０２

市ソフトテニス連盟主催の第３回
市ソフトテニス大会を行います。
交通事故に遭って困っている人の
●と き １０月２８日（日）
相談に無料で応じます。電話または
＊予備日１１月４日（日）
来訪ください。
受付８：３０ 開会式８：５０
●相談日 月曜日から金曜日（祝日
競技開始９：００
を除く）９：００〜１２：００と１３：００
●内 容
●ところ 狩野川リバーサイドパーク
屋外広告物に関する法令、表示また
〜１７：００
●対 象 市内に在住、在勤、通学
する高校生以上の人。ただし高校・
は設置の方法や施工に関する課程
●ところ 静岡自動車保険請求相談
大学等のソフトテニス部員は除く。 ●募集人数 １４０人（先着順）
センター（静岡呉服町スクエア８階）
一人での参加も可。
９００円分
●弁護士相談 ９月２０日（木）、２
●手数料 県収入証紙３，
７日（木）、１０月４日（木）、１１日
●参加料 １組５００円＊当日徴収
●持ち物 筆記用具、屋外広告物関
係法令集（会場でも販売します。）
（木）１３：００〜１６：００＊相談無料。
●申込方法 １０月１２日（金）まで
に申込用紙（あやめ会館で配布）に
要予約。
●申込み １０月１日（月）〜１５日
記入し、下記へ。
（月）までに、受講申請書（静岡県ホ
●問合せ 静岡自動車保険請求相談
ームページからダウンロードまたは
センター 電話０５４‐２５２‐３３３４
●申込み・問合せ
体育協会事務局（市役所社会教育課
内） 電話０５５‐９４８‐１４６１
建物の外に看板やポスターなど（屋外広告物）を出
市ソフトテニス連盟事務局（鈴木）
すときには、届け出が必要なことをご存じですか？
電話０９０‐４１９４‐０６３４
屋外に広告物を表示・設置するときには、県の条例
に基づく許可が必要です。設置しようとする屋外広告
物が規則で定める基準に適合し、構造や表示する面積も基準に適合していな
ければなりません。違反した屋外広告物を設置または管理する者に対し、除
却や改修など必要な措置を命じることになります。
一緒に学んで踊って楽しい時間
あなたの表示（管理）する屋外広告物は大丈夫ですか？更新期間を含め、許
を過ごしませんか？講師は元・ミ
可内容の確認をしてみましょう。
ュージカル『アニー』の振り付け師
問合せ 市役所都市計画課 電話０５５‐９４８‐２９０９
の橋本さとみ先生です。
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