お・知・ら・せ

information
●問合せ

秋の夜長に心地よい演奏をお楽し
みください。
●と き １１月１７日（土）
開場１８：３０開演１９：００
●ところ アクシスかつらぎ
多目的ホール
●出 演 三上みちの（ハープ）
長田恵美子（フルート）
●入場料 無料
●問合せ アクシスかつらぎ
電話０５５‐９４８‐０２２５

●と

き

●ところ
●出 演
●入場料
●問合せ

１１月１８日（日）
開場１３：００開演１３：３０
韮山時代劇場映像ホール
カマアイナスクラブ
無料
韮山時代劇場
電話０５５‐９４９‐８６００

●ところ 韮山時代劇場映像ホール
●出 演 出口辰治ＱＵＡＲＴＥＴ
ゲスト：五十嵐明要（サックス）

アクシスかつらぎ
電話０５５‐９４８‐０２２５

重要文化財江川邸では、敷地内の
もみじが紅く色づきはじめました。
通常は非公開の内庭を公開します。
内庭の池の周りを囲むもみじの古木
と、室町時代に作られたという庭の
風情をお楽しみください。
●と き １１月２３日（金）〜１２月
２日（日）１０：００〜１６：００
＊江川邸開館時間は９：００〜１６：３０
●ところ 重要文化財江川家住宅
●入場料 江川邸入場料一般３００
円・小中学生１５０円（市民は半額）
●問合せ 江川家住宅
電話０５５‐９４０‐２２００

・・・１１月２３日（金）・・・
【第１部】
●時 間 開場１３：００開演１３：３０
●ところ 韮山時代劇場大ホール
●出 演 リキデキシークルー
他４バンド
０００円
●チケット 【全席自由】１，
【第２部】
●時 間 開場１７：３０開演１８：００
●ところ 韮山時代劇場映像ホール
●出 演 佐山雅弘トリオＭ ｓ（マ
サちゃんズ）
●チケット 【２００席限定・全席自由】
３，
０００円

●チケット 【２００席限定・全席自由】
３，
０００円
●問合せ 韮山時代劇場
電話０５５‐９４９‐８６００

●と

き

平成２０年３月２３日
（日）

き

１１月１８日（日）
開場１３：３０開演１４：００

●ところ
●チケット 【全席指定】
一般１，
０００円
中学生以下５００円
●問合せ 韮山時代劇場
電話０５５‐９４９‐８６００

観光地での防災対策について、一
緒に考えてみませんか。入場無料。
●と き １１月２３日（金）
１２：００〜１６：１５
●ところ 伊東市観光会館
（伊東市和田１‐１６‐１）
●内 容 小山真人静岡大学教授に
よる記念講演、パネルディスカッシ
ョン、防災用品展示、地震体験車に
よる体験など
●問合せ 県防災局防災情報室
電話０５４‐２２１‐３３６６

【第３部】

●時 間 開場１３：００開演１３：３０
●ところ アクシスかつらぎ大ホール
●ところ 韮山時代劇場大ホール
●出 演 伊豆中央高校吹奏楽部、 ●出 演 Ｆｕｊｉｔｓｕ Ｊａｚｚ Ａｌｌ
韮山高校吹奏楽部・音楽
ｓｔａｒｓ 他５バンド
部、大仁高校吹奏楽部・
０００円
●チケット 【全席自由】１，
合唱部
【第４部】
●チケット 【全席自由】５００円
●時 間 開場１７：３０開演１８：００

竹は昔から、生活用具や建材の材料、食用の竹の子、災害防止などさまざ
まな目的で利用されてきました。ところが近年は、安価な輸入竹の子や竹材
に変わるプラスチック製品の普及などにより、その利用が激減し、放置され
る竹林が増えてしまいました。
そんな中、小田原市内で放置竹林を整備し、こだわりの竹の子狩りをオー
プンしているグループがあります。その方法を学ぶ竹林整備講習会を行いま
す。竹林の再生に、竹の子栽培の参考に、ぜひ講習会にご参加ください。
と き １１月２０日（火）受付１８：３０〜 講演１９：００〜２０：３０
ところ 韮山時代劇場映像ホール
内 容 ①『ＪＡかながわ西湘富水竹の子研究会』の活動について
②竹の子栽培のための竹林整備の方法とは？
・残す親竹と伐竹する親竹の見分け方
・雄竹と雌竹の見分け方
・切り株の後始末の方法
③消費者が好む竹の子とは？
・こだわりの竹の子、有機肥料での竹の子栽培方法
講 師 『ＪＡかながわ西湘富水竹の子研究会』代表 山室由雄氏
問合せ 市役所農業振興課 電話０５５‐９４８‐１４８１

県でも、多重債務者特別相談窓口
を設置します。
●と き １２月１０日（月）〜１４日
（金）９：００〜１６：００
●問合せ 県東部県民生活センター
電話０５５‐９５１‐８２０５

①開場１０：３０開演１１：００
②開場１４：００開演１４：３０
韮山時代劇場大ホール

・・・１１月２４日（土）・・・
●と

督促状、預金通帳など
●申込み 事前予約の人優先。なる
べく事前に予約してください。
●申込み・問合せ 市役所観光商工
課 電話０５５‐９４８‐１４８０

『電話相談』
『面接相談』を行いま
す。面接相談を希望する人は、時間
内に会場にお越しください。
●と き １１月２３日（金）
１０：００〜１７：００
●ところ 静岡県司法書士会館
（静岡市駿河区稲川１丁目１番１号）
●相談電話番号 ０５４‐２８９‐３９００
●問合せ 静岡県司法書士会
電話０５４‐２８９‐３７００

市では、法律専門家（弁護士また
は司法書士）を相談員として迎え、
多重債務者特別相談を行います。こ
の機会に専門家のアドバイスに耳を
傾け、生活を立て直しませんか？
●と き １２月１０日（月）
１０：００〜１５：００
●ところ 市役所伊豆長岡庁舎
３階第５会議室
●持ち物 キャッシング用カード、契
約書、ＡＴＭ利用明細書、
〈3〉

気軽に相談してください。秘密は
厳守します。
●と き １２月１日（土）
９：３０〜１２：００
●ところ 県東部地域交流プラザパ
レット ミーティングルームＡ
●内 容 なんでも相談会…福祉サ
ービスの利用、高齢者・障害者の生
活や介護、介護保険、その他福祉に
関わるさまざまな事についての相談
ぱあとなあ相談会…成年後見制度の
利用や活動方法、地域権利擁護事業
の利用に関することなどの相談
●問合せ 県社会福祉士会東部地区
地域活動委員会（勝又） 電話０５５‐
９５４‐１１６６

解雇や賃金引下げなどの労働条
件、その他労働関係に関するトラブ
ルの相談を受け、アドバイスをしま
す。労働者、事業主どちらからの相
談も受け付けます。（相談無料）
●と き １２月２日（日）
１０：００〜１５：００
●ところ 県東部地域交流プラザパ
レット
●申込み 直接会場へお越しくださ
い。事前予約も受け付けます。
●問合せ 県労働委員会事務局調整
審査室 電話０５４‐２２１‐２２８７
東部県民生活センター労働相談窓口
フリーダイヤル０１２０‐９‐３９６１０

働きたい！学びたい！自立した
い！その気持ちを応援します！
●と き 月〜土曜日（祝日除く）
１０：００〜１７：００
●ところ みしま若者サポートステ
ーション（三島市本町９‐３）
●対 象 就労・就学・社会的自立
をめざす、１５〜３５歳くらいの人
●内 容 ひきこもり等社会的な自
立に悩む若者の相談、高校・大学等
中退者の相談と支援、障害を持つ若
者の相談と支援
●問合せ ＮＰＯ法人リベラヒュー
マンサポート 電話０５５‐９７２‐４３４４
Ｅメールlibera@trust.ocn.ne.jp

